平成22年総務省令第五十九号（平成22年4月28日）端末機器の技術基準適合認定等に
関する規則の一部改正（概要）
●映像面を有する端末機器

１．電子ラベルの導入

に電磁的方法により記録
Ｔ AD10-XXXX001

（例）

●端末機器の映像面に直ち
に明瞭な状態で表示
●電磁的方法により表示を付
した旨及び当該表示の方法
について記載した書類の当

T AD10-XXXX001

該端末機器への添付等。

改正後

又は
T

AD10-XXXX001

２．端末機器の名称に加え、製造番号を記載（技術基準適合認定の場合）
３．審査の結果に、審査経過（試験にあっては試験結果を含む）を加える（※：ＪＡＴＥが対応します。申込者様に
は影響しません）

４．技術基準適合証明等を受けた機器の公示方法を官報による公示からインターネットによる公示に変更
施行日：公布の日（平成22年4月28日）より
※申込書フォームに変更箇所を朱書きし添付します。（変更したページのみ）
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技術基準適合認定等申込書

受理印

提出年月日：平成 年 月 日
（財）電気通信端末機器審査協会
理 事 長 殿
申込者住所：〒
申 込 者：
申込責任者：
電 話 番 号：

印

下記の端末機器について、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則
第８条の規定による端末機器の技術基準適合認定
（製造番号：
）
第１９条の規定による端末機器の技術基準設計認証
及び端末機器の技術的条件適合認定等
（適合認定時の製造番号：
）
を受けたいので、別紙書類等を添えて提出します。
記
申込機器名
申込区分
―

機
器
の
種
類

技術
基準
適用
端末

技術的
条件
適用
端末
右欄に掲げる
条件を満たし
た試験結果を
記載した書類
の添付

新規申込
一部変更申込
電話用設備に接続される端末機器
電話機
構内交換設備（収容回線数１）
変復調装置
構内交換設備（収容回線数２以上）
ファクシミリ
ボタン電話装置（収容回線数１）
その他の端末機器
ボタン電話装置（収容回線数２以上）
無線呼出用設備に接続される端末機器
総合デジタル通信用設備に接続される端末機器
専用通信回線設備に接続される端末機器（インターフェースの種類１）
専用通信回線設備に接続される端末機器（インターフェースの種類２以上）
専用通信回線設備に接続される端末機器（インターフェースの種類１）
専用通信回線設備に接続される端末機器（インターフェースの種類２以上）
移動用通信設備に接続される端末機器
その他の通信用設備に接続される端末機器
１．電気通信事業法第 87 条第 1 項第 2 号の較正等を受けた測定器等を使用して試験
を行ったものであること。
２．総務省告示第 99 号（平成 16 年 1 月 26 日）で定める試験方法又はこれと同等以
上の方法により行った試験であること。
（技術的条件については、当該技術的条件に
係る電気通信事業者、当協会及び申込機器に係る製造業者等の三者で合意した試験
方法、その他合理的と認められる方法により行った試験であること。
）

注１：申込者が法人の場合は、法人名及び法人全体を代表する者の役職名及び氏名を記載して下さい。
注２：申込責任者は、端末機器の製造及び品質管理等について責任と権限を有する者の役職名及び氏名を記載し、
責任者の印を押印して下さい。
（氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できます。
）
注３：該当する個所に○印等を付して下さい。
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技術的条件適合認定等申込書

受理印

提出年月日：平成 年 月 日
（財）電気通信端末機器審査協会
理 事 長 殿
申込者住所：〒
申 込 者：
申込責任者：
電 話 番 号：

印

下記の端末機器について、電気通信事業法施行規則第３２条第１項第５号の端末機器の
設計認証
技術的条件
適合認定
（適合認定時の製造番号：

を受けたいので別紙書類等を添えて提出します。
）

記

申込機器名
認定等区分

設計認証

適合認定

申込区分

新規申込

一部変更申込

専用通信回線設備等に接続される端末機器（インターフェースの種類１）
機器の種類

専用通信回線設備等に接続される端末機器（インターフェースの種類２以上）
移動通信用設備に接続される端末機器
その他の通信用設備に接続される端末機器

右欄に掲げる
条件を満たし
た試験結果を
記載した書類
の添付

１．電気通信事業法第 87 条第 1 項第 2 号の較正等を受けた測定器等を使用して試験
を行ったものであること。
２．総務省告示第 99 号（平成 16 年 1 月 26 日）で定める試験方法又はこれと同等以
上の方法により行った試験であること。
（技術的条件については、当該技術的条件に
係る電気通信事業者、当協会及び申込機器に係る製造業者等の三者で合意した試験
方法、その他合理的と認められる方法により行った試験であること。
）

注１：申込者が法人の場合は、法人名及び法人全体を代表する者の役職名及び氏名を記載して下さい。
注２：申込責任者は、端末機器の製造及び品質管理等について責任と権限を有する者の役職名及び氏名を記載し、
責任者の印を押印して下さい。
（氏名を自筆で記入したときは、押印を省略できます。
）
注３：該当する個所に○印等を付して下さい。
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外

観

図

１．添付対象機器：
「AP Form K011 機器概要説明書」との関連を確認し、その欄に ○印等 を付して下さい。
１．
「６．端末設備の構成」及び「７．複数構成品」欄で 認定対象 とした「機器」及び「構成品」の外観図を
添付しました。ただし、
「既認定品と同一のもの」については添付省略しました。
２．
「８．通信基板登録」及び「９．内線構成品登録」欄で、 本申込で登録する。 とした「通信基板」及び「内
線構成品」の外観図を添付しました。ただし、
「登録済みのもの」については添付省略しました。
３．申込機器に内蔵及び装着する通信基板が複数ありますので、これら「通信基板」の外観図を添付しました。
４．
「AP Form K004 一部変更内容説明書」で「添付省略としたもの」について添付省略しました。
２．記載内容：添付した外観図及びその記載内容について確認し、その欄に ○印等 を付して下さい。
(1) 図の種類と外径寸法
１．図の種類：前面図、側面図、背面図、上面図及び底面図
２．外径寸法：上欄１項の各図の外径寸法の単位は mm
３．上欄２項の記載にあたり、可動式アンテナについては、折り畳んだ状態の外径寸法
(2) 機能釦、インターフェース等
１．操作釦、フックスイッチ、送受話器、マイクロホン、スピーカ、表示ランプ等の機能釦等
２．通信回線接続用、電話機等接続用、ＰＣ接続用等のインターフェース及び接続端子
３．内蔵されているＭＤＦ等の仮想分界点
４．各種カードの挿入口
５．アンテナ及びセンサー
(3) 電源等
１．電源入出力部
２．接地端子
(4) 無線部
１．容易に開けられないための半田上げ箇所、特殊ネジ使用箇所及び構造等
(5) 通信基板位置
１．内蔵する通信基板の位置
２．装着する通信基板の位置
(6) 認定証等貼付位置
１．出荷品に表示する「認定証」及び「認証証」の貼付等位置
２．質量が３０ｋｇを超える構成機器及び構成品については、使用状態で見える箇所に貼付します。
３．壁掛型の構成機器及び構成品については、壁面を避ける等使用状態で見える箇所に貼付します。
３．認証証：貼付する認証証の記載内容について確認し、その欄に ○印等 を付して下さい。
１．適合マーク（直径５ｍｍ以上）＊１
２．適合マーク（直径３ｍｍ以上、５ｍｍ未満）
。申込機器の容積及びその算出方法を明記しました。＊１
３．補助マーク（適合マークの近傍）
４．設計認証番号
５．認証証の材質、地色、文字色及び粘着材
６．認証証は、(財)電気通信端末機器審査協会発行のものを貼付します。
７．電磁的方法による表示。
（表示装置の出力画面を添付）
＊１：端末機器の技術基準適合認定等に関する規則第 22 条様式第 7 号による。適合マークを次ページに示す。
４．その他：次の欄の内容を確認し、その欄に ○印等 を付して下さい。
１．AP Form K121 接続系統図及び AP Form K131 ブロック図との整合性
（以上）
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機器の取扱い及び操作方法
添付資料について
添付する利用者向けの「操作マニュアル」や「取扱説明書」及び工事担当者向けの「工事マニュアル」等について
確認し、該当する欄に ○印等 を付して下さい。

１．全マニュアル等を添付しました。
２．マニュアル等が１００ページを超えるので、次の基本的事項を記述している箇所のみを添付し、その他の
記述箇所の添付を省略します。
ａ．表紙
ｂ．目次
ｃ．電気通信回線への接続方法
ｄ．電気通信回線を介した通信方法の概要説明
ｅ．主要機能説明
ｆ．技術基準適合性に係る内容
３．本資料は、同時に提出した申込機器と同一ですので、資料の添付を省略します。
同時に提出した申込機器名：
４．本資料は、
「AP Form K004 一部変更内容説明書」に記載したとおり、添付省略します。
５．本資料は、
「AP Form K004 一部変更内容説明書」に記載したとおり、その一部を添付省略します。
６．審査・認定・認証にあたって付加される条件については、日本語で記述します。
７．電磁的方法により認証表示を付す場合、表示の方法についてマニュアル等に記述しました。
（該当部分を添付）

８．

（以上）

