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ま え が き 

 
 
 

社団法人電波産業会は、無線通信機器製造者、放送機器製造者、電気通信事業者、放送事業者

およびその他利用者の参加を得て、各種の電波利用の無線通信設備、放送送受信設備に関わる標

準的な仕様等の基本的な技術条件を「標準規格」又は「技術資料」として策定している。 
技術資料は、国の定める技術基準と民間の任意基準をとりまとめた標準規格を踏まえて、各種

の無線通信設備、放送送受信設備の適正品質、互換性の確保を図るため、当該設備に関する測定

法、試験法、その他の運用上のガイドラインを民間の規格として具体的に定めたものであり、無

線機器製造者、放送機器製造者、電気通信事業者、放送事業者、その他の利用者等の参加を得た

当電波産業会の規格会議の総意により策定されたものである。 
本技術資料は、国の定める技術基準とサーバー型放送に関する標準規格を踏まえて、放送と通

信が連携して新しいコンテンツ提供環境を構築するサーバー型放送を運用するために、サーバー

型放送運用規定策定プロジェクト（サーバーP）で 2003年 9月から 2006年 2月にかけて検討さ
れた技術要件をまとめたものである。 
本技術資料が、無線通信機器製造者、放送機器製造者、電気通信事業者、放送事業者、および

その他の利用者に積極的に活用されることを希望する。 
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