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まえがき 

 
（社）電波産業会は、無線機器製造事業者、通信事業者、放送事業者、及び利用者の参加を得て、

各種の電波利用システムに関する無線設備の標準的な仕様等の基本的な要件を「標準規格」又は「技

術資料として策定している。 

本技術資料、「小電力無線局解説書」は策定段階における公正性及び透明性を確保するため、内外

無差別に広く無線機器製造業者、通信事業者、放送事業者、利用者等の利害関係者の参加を得た当

電波産業会の規格委員会の総意により策定されたものである。 

近年の電気通信技術の発展及び社会・経済の進展に伴い、電波利用に対する需要は、急激に増加

している。これら電波利用システムのうち、工場、ビル内あるいは一般社会・家庭等において比較

的狭い範囲内をサービスエリアとする無線通信に対する需要も増大しており、このような狭い範囲

内をサービスエリアとする無線通信に対する需要に対処するため、比較的小さい空中線電力の無線

設備を利用したいわゆる小電力無線局の制度が昭和 59 年に創設され、その後、小電力システムの

利用分野の拡大とともに数回にわたり改正されている。 

小電力無線局制度により、誰もが手軽に無線通信の利便性を享受することが可能となり、現在で

は多くの種類の小電力システムが運用されており、今後、この分野における需要の更なる増大が期

待されている。 

本技術資料は、小電力無線局の制度について、その法体系、経緯、技術等について全般的な解説

を行うものであり、この分野における無線局の健全な普及・発展の一助となれば幸いである。なお、

旧来の小電力無線局解説書は電波産業会の報告書として刊行されていたが、小電力無線局の制度に

ついてより広く周知するために新たに技術資料として刊行することとなり、これを機会に新たに第

一版とした。第一版では平成 21 年 9 月末までに制度化された小電力無線局関連について記述して

いる。 
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