○総務省告示第二十五号

端末設備等規則（昭和六十年郵政省令第三十一号）第九条（同令第三十四条において準用する場合

野田

聖子

を含む。）の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号（端末設備等規則の規定に基づく識
別符号の条件等を定める件）の一部を次のように改正する。
平成三十年一月二十五日

総務大臣

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。

改 正 後
［一 同上］

使用する無線設備の区別

七の三 ［同上］

［一～七の二 同上］

使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設 二 ［同上］

［一 略］
二

であるとの判定の方法

使用する電波の周波数が空き状態

備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。

使用する無線設備の区別

占有周波数帯幅の許容値が一

、四〇〇 の無線設備について

改 正 前

であるとの判定の方法

使用する電波の周波数が空き状態

［同上］

時分割 ・直交周波 数分割多

時分 割 ・直交 周波 数分 割多

ルとする。）以下である場合。

元 接 続 方 式 デ ジ タル コ ー ド レ

ス 電話 の親 機及 び子 機それぞ

イ

ル （一 ミリワ ット を〇デ シベ

上 にわ たり （－ ）六八 デシベ

力が 、連続 する 二フ レーム以

が発 射す る電波 によ る受信電

、通 信の 相手 方以 外の無線 局

信 のた めのチ ャネ ルにお いて

ャ ネル 及び それ に対応 する受

を発射 する ため に使 用するチ

る。 ）に あって は、 その電波

アセンスを代行するもの に 限

ス 電 話 の 親機（子機の キ ャ リ

元 接続 方式 デジタ ルコ ードレ

ア

（１）

［一～七の二 略］
時分割・直交 周波数分割多元接続方式デジタ

ルコードレス電話の無線局の無線設備

ス電話の親機及び子機それぞ

元接続方式デジタルコードレ

イ 時分割・直交周波数分割多

）以下である場合

リワットを〇デシベルとする。

り（－）六八デシベル（一ミ

続する二フレーム以上にわた

る電波による受信電力が、連

相手方以外の無線局が発射す

ブフレームにおいて、通信の

を発射するために使用するサ

る。）にあっては、その電波

アセンスを代行するものに限

ス電話の親機（子機のキャリ

元接続方式デジタルコードレ

ア 時分割・直交周波数分割多

きる。

分を受信電力に加えることがで

シベルまでの空中線電力の低下

の場合にあっては、最大二〇デ

を空中線の利得で補うもの以外

う。なお、空中線電力の低下分

は、アからウの場合に判定を行

kHz

七 の三

（１）

ウ

射するために使用するサブフ

のにあっては、その電波を発

れがキャリアセンスを行うも

射 する ため に使 用する チャネ

のに あって は、 その 電波を発

れが キャ リアセ ンス を行うも

信の 相手 方以 外の無 線局が 発

ため のチ ャネ ルに おいて 、通

射す る電波 によ る受 信電力が

ル 及び それに 対応 する受 信の

波による受信電力が、連続す

、 連続 する 二フ レー ム以上に

レームにおいて、通信の相手

る二フレーム以上にわたり、

方以外の無線局が発射する電

（－）六二デシベル（一ミリ

わたり 、（ －） 六二 デシベル
（一ミ リワ ット を〇 デシベル

とする。）以下である場合。

時 分 割 多 元 接 続 方 式 狭 帯域

デジ タル コー ドレ ス電話の 制

御チ ャネ ルの うち、 一、八 九

ウ

ワットを〇デシベルとする。
）以下である場合
時分割多元接続方式狭帯域

八・ 四五

デジタルコードレス電話の制
御チャネルのうち、一、八九

又は 一、 九〇〇・

八・四五 又は一、九〇〇・

二五

る。）以下の場合。

MHz

［同上］

時 分割・直交 周波数分割多

元接 続方 式デジ タル コードレ

が 発射 する 電波に よる 受信電

、 通信 の相 手方 以外 の無線局

信の ための チャ ネル において

ャネ ル及 びそ れに対 応する 受

を発 射す るた めに 使用す るチ

る 。） にあっ ては 、その 電波

ア セン スを 代行 するも のに限

ス電 話の親 機（ 子機 のキャリ

ア

の電 波に よる受 信電力

二五

リワットを〇デシベルとす

が （－ ）七 五デシ ベル （一ミ

の電波による受信電力

が（－）七五デシベル（一ミ
る。）以下の場合
占有周波数帯幅の許容値が五

は、アからウの場合に判定を行
う。なお、空中線電力の低下分
を空中線の利得で補うもの以外
の場合にあっては、最大二〇デ
シベルまでの空中線電力の低下
分を受信電力に加えることがで

る電波による受信電力が、連

相手方以外の無線局が発射す

ブフレームにおいて、通信の

を発射するために使用するサ

る。）にあっては、その電波

アセンスを代行するものに限

ス電話の親機（子機のキャリ

元接続方式デジタルコードレ

時分割・直交周波数分割多

きる。
ア

MHz

リワットを〇デシベルとす

MHz

kHz

続する二フレーム以上にわた

（２）

MHz

、〇〇〇 の無線設備について

（２）

［八～十一

略］

１ 小電力データ通信システムの無線局の無線設備（五七

）以下である場合

リワットを〇デシベルとする。

り（－）六四デシベル（一ミ

ル （一 ミリ ワッ トを〇 デシベ

上に わたり （－ ）六 四デシベ

力が 、連 続する 二フ レーム以

射するために使用するサブフ

のにあっては、その電波を発

れがキャリアセンスを行うも

ス電話の親機及び子機それぞ

元接続方式デジタルコードレ

ため のチ ャネル にお いて、通

ル及 びそ れに 対応 する受信 の

射 するた めに 使用 するチ ャネ

の にあ って は、そ の電 波を発

れ がキ ャリ アセ ンス を行うも

ス電 話の親 機及 び子 機それぞ

元接 続方 式デ ジタル コード レ

時 分割・直 交周波数分割多

ルとする。）以下である場合。

レームにおいて、通信の相手

信の相 手方 以外 の無 線局が発

イ

方以外の無線局が発射する電

時分割・直交周波数分割多

波による受信電力が、連続す

、 連続 する二 フレ ーム以 上に

射 する 電波 による 受信 電力が

（一 ミリ ワット を〇 デシベル

わた り、 （－ ）五 六デシベ ル

八・四五 又は一、九〇〇・

御チャネルのうち、一、八九

が （－ ）八 二デ シベル （一ミ

二五

八・ 四五

御チ ャネ ルの うち 、一、八 九

１

小電力データ通信システムの無線局の無線設備（五七

の電 波に よる 受信電力

無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設

メーター用等の特定小電力無線局の無線設備（九一五・九

以下の周波数の電波

以上九二九・七

帯高度道路交通システムの無線局の無線設備又はテレ

を超え六六

四 一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。

MHz

イ

る二フレーム以上にわたり、
ワットを〇デシベルとする。

時分割多 元接続方 式狭帯域

とする。）以下である場合。

二五 の電波による受信電力

リワットを〇デシベルとす

デ ジタ ルコー ドレ ス電話 の制

が（－）八二デシベル（一ミ

又 は一、 九〇〇 ・

リワットを〇デシベルとす

る。）以下の場合。

デジタルコードレス電話の制

ウ 時分割多元接続方式狭帯域

）以下である場合

ウ

（－）五六デシベル（一ミリ

［八～十一 同上］

る。）以下の場合

を超え六六 以下の周波数の電波

四 一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。

MHz

GHz

MHz

GHz

の電波を使用するものに限る。）であって、次の条件を満たすもの

限る。）であって、次の条件を満たすもの

以下の周波数

MHz

を使用するものを除く。）、七〇〇

GHz

MHz

MHz

を使用するものを除く。）、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の

MHz

GHz

備、七〇〇 帯高度道路交通システムの無線局の無線設備又はテレメーター用等の特定小電
MHz

力無線局の無線設備（九一五・九 以上九二九・七 以下の周波数の電波を使用するものに

MHz

MHz

［ ・

略］

（二）

備考 表中の [ の]記載は注記である。

［ 五 略］

［２・３ 略］

（一）

［ ・

同上］

（二）

［五 同上］

［２・３ 同上］

（一）

