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はじめに                                                 

本マニュアルは、Web 回答システムを用いて「電波の利用状況調査」に回答する手順をま

とめたものです。本マニュアルの構成は以下のとおりです。 

 

章 概要 

1 
全体の流れ Web 回答システムを利用して、調査票に回答する流れ（手

順）を記載しています。 

2 

事前準備 Web 回答システムを利用するための動作環境や必要とな

る Web ブラウザの各種設定について記載しています。 

システム使用前に必ずご確認ください。 

3 
回答方法 Web 回答システムを利用した調査票への回答方法等を記

載しています。 

4 
Web 回答システム

URL 

電波利用システムごとの Web 回答システムの URL を記

載しています。 

 

本マニュアルで使用する用語を以下に定義します。 

用語 内容 

1 

調査依頼通知書 各総合通信局（沖縄総合通信事務所を含む。）からお送り

する、「令和元年度電波の利用状況調査の実施について

（お願い）」文書です。 

本通知書に、Web 回答システムのご利用に必要なログイ

ン ID、パスワードが記載されています。 

2 
調査票 ID 電波利用システムを区別するコードです。電波利用システ

ムごとの URL にも使用されています。 

3 

管理コード 

（ログイン ID） 

調査票を管理するコードです。 

本コードは、Web 回答システムをご利用する際に必要とな

るログイン ID になります。 

4 
パスワード Web 回答システムをご利用する際に必要となるパスワー

ドです。 
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第１章 全体の流れ                                           

Web 回答システムを利用して調査票に回答する際の、事前準備から登録までの操作の流

れは以下のとおりです。 

 

 

 

  

事前準備 

Web 回答システムへのアクセス 

Web 回答システムへのログイン 

各設問の回答入力 

回答内容の確認 

回答内容の登録（提出） 

提出した回答内容の修正 



3 
 

第２章 事前準備                                            

Web 回答システムを利用するための動作環境や必要となる Web ブラウザの各種設定につ

いて説明します。 

 

2.1 動作環境 

Web 回答システムを利用可能な Web ブラウザは以下のとおりです。また、Web 回答シ

ステムを利用するためにはインターネットに接続できる環境である必要があります。 

 

利用可能な Web ブラウザ 

Microsoft Edge 

Internet Explorer 11 

Firefox 49.0 以上 

 

2.2 Web ブラウザの各種設定 

Web 回答システムでは、「クッキー（Cookie）」、「JavaScript」、「ポップアップ」を使用し

ます。そのため、お使いの Web ブラウザで、「クッキー（Cookie）」、「JavaScript」、「ポップ

アップ」が無効にされている場合は、Web ブラウザの設定変更を行ってください。 
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2.2.1 クッキー（Cookie）の許可設定 

お使いの Web ブラウザのクッキー（Cookie）が無効になっている場合は、クッキー

（Cookie）を有効にしてください。なお、Internet Explorer では、Web 回答システムの URL

を信頼済みサイトに追加することにより、「クッキー（Cookie）」、「JavaScript」の設定を有

効にすることも可能です。詳しくは、『2.2.4 信頼済みサイトに追加する』をご確認ください。 

Internet Explorer での設定方法 Firefox での設定方法 

① Internet Explorer を起動し、右上の歯車形の

アイコンから「インターネットオプション」を選択

します。 

 

 

② 「インターネットオプション」画面で、「プライバ

シー」タブを選択後、[詳細設定]ボタンを選択

します。 

 

 

① Firefox を起動し、右上のメニューから「オ

プション」を選択します。 
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Internet Explorer での設定方法 Firefox での設定方法 

 

③ 「自動 Cookie 処理を上書きする」をチェック

し、ファーストパーティーの Cookie で「受け入

れる」又は「ダイアログを表示する」を選択して

ください。「ダイアログを表示する」を選択した

場合、Cookie 利用時にダイアログが表示され

ますので、[Cookie を許可]ボタンをクリックして

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「プライバシーとセキュリティ」を選択後、

「Cookie とサイトデータ」項目の「ウェブサイ

トから送られてきたCookieとサイトデータを

保存する（推奨）」を選択します。 
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2.2.2 JavaScript の設定 

お使いの Web ブラウザの JavaScript が無効になっている場合は、JavaScript を有効

にしてください。なお、Internet Explorer では、Web 回答システムの URL を信頼済みサイ

トに追加することにより、「クッキー（Cookie）」、「JavaScript」の設定を有効にすることも可

能です。詳しくは、『2.2.4 信頼済みサイトに追加する』をご確認ください。 

Internet Explorer での設定方法 Firefox での設定方法 

① Internet Explorer を起動し、右上の歯車形の

アイコンから「インターネットオプション」を選択

します。 

 

 

② 「インターネットオプション」画面で、「セキュリ

ティ」タブを選択後、「インターネット」を選択し

ます。 

 

 

 

※Firefox 23.0 以降、ブラウザの初期設定で

JavaScript は有効に設定されていますの

で、設定変更は不要です。 
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Internet Explorer での設定方法 Firefox での設定方法 

③ [既定のレベル]ボタンを選択します。 

※［既定のレベル］ボタンが選択できない場合

は、設定変更は不要です。 

 

 

④ 「インターネットオプション」画面に戻りますの

で 、 [OK] ボ タ ン を 選 択 し ま す 。 以 上 で

JavaScript の設定が完了します。 
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2.2.3 ポップアップブロックを解除する 

お使いの Web ブラウザのポップアップブロック設定が有効になっている場合は、Web

回答システムの URL についてのポップアップブロックを解除してください。 

Internet Explorer での設定方法 Firefox での設定方法 

① Internet Explorer を起動し、右上の歯車形

のアイコンから「インターネットオプション」を

選択します。 

 

 

② 「インターネットオプション」画面で、「プライ

バシー」タブを選択後、ポップアップブロック

の[設定]ボタンを選択します。 

 

 

 

 

 

① Firefox を起動し、右上のメニューから「オプ

ション」を選択します。 

 

 

② 「プライバシーとセキュリティ」を選択後、

「ポップアップウィンドウをブロックする」項目

の「許可サイト」ボタンを選択します。 
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Internet Explorer での設定方法 Firefox での設定方法 

③ 「許可する Web サイトのアドレス」に以下の

URL を入力し、[追加]ボタンを選択します。 

 chousa.tele.soumu.go.jp 

 

④ 「許可されたサイト」に登録した URL が表示

されていることを確認し、ポップアップブロッ

クの設定画面、インターネットオプション画面

を閉じます。 

 

 

 

③ 「ウェブサイトのアドレス」の下の入力フォー

ムに以下の URL を入力し、[許可]ボタンを選

択します。 

https://chousa.tele.soumu.go.jp 

 

 

④ 「ウェブサイト」に登録した URL が表示され

ていることを確認し、［変更を保存］ボタンを

選択します。 
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【注意】 

※Web ブラウザの設定以外にもツールバーなどの「ポップアップブロック」が動作している可能性が

あります。その場合は、以下の項目をご確認ください。 

 

■Google ツールバーをお使いの場合 

ブラウザウィンドウの上部に表示されるツールバーの[ブロック数：**]ボタンをクリックすると、ポップ

アップブロックが解除されます。 

設定手順が「Google」サイトに記載されていますので、参照の上、設定をご確認ください。 

 

■Yahoo ツールバーをお使いの場合 

Yahoo ツールバー上にある、「ポップアップブロッカー」のアイコンをクリックし、表示されるメニュー

の「ポップアップブロッカーを使う」のチェックを外すとポップアップブロックを解除できます。 

設定手順が「Yahoo」サイトに記載されていますので、参照の上、設定をご確認ください。 
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2.2.4 信頼済みサイトに追加する 

Internet Explorer では、Web 回答システムの URL を信頼済みサイトに追加することに

より、Web 回答システムご利用時のみ「クッキー（Cookie）」、「JavaScript」の設定を有効

にすることが可能です。 

Internet Explorer での設定方法 

① Internet Explorer を起動し、右上の歯車形

のアイコンから「インターネットオプション」を

選択します。 

 

 

② 「インターネットオプション」画面で、「セキュ

リティ」タブを選択後、「信頼済みサイト」を選

択します。※「保護モードを有効にする

（Internet Explorer の再開が必要）」にチェッ

クが入っている場合は、チェックを外してくだ

さい。 

 

③  信頼済みサイトのセキュリティレベルが

「中」以上となっていることを確認し、[サイト]

ボタンを選択します。※初期設定から変更さ

れている場合は、「信頼済みサイト」の「セキ

ュリティレベル」を「中」以上に設定してくださ

い。 

 

 

④ 「この Web サイトをゾーンに追加する」の下

の入力フォームに以下の URL を入力し、[追

加]ボタンを選択します。 

https://chousa.tele.soumu.go.jp 
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Internet Explorer での設定方法 

⑤ 「Web サイト」に登録した URL が表示されて

いることを確認し、「このゾーンのサイトには

すべてサーバの確認（https:）を必要とする」

にチェックを付けて、[閉じる]ボタンを選択し

ます。 

 

 

⑥ 「インターネットオプション」画面に戻ります

ので、[OK]ボタンを選択します。以上で信頼

済みサイトへの登録が完了します。 
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第３章 回答方法                                            

Web 回答システムを利用した調査票への回答方法について説明します。 

 

3.1 Web 回答システムへのアクセス 

Web ブラウザを起動し、Web 回答システムにアクセスします。 

 

   ＜Web 回答システム URL＞ 

https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/*-* 

※URL 末尾の「*-*」は、調査依頼通知書「2 電波利用システム及び局数」に記載されて

いる調査票 ID を設定してください。 

（調査票 ID 4-1 の場合：https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/4-1 ） 

 

上記のとおり、Web 回答システムの URL は、電波利用システムごとに異なります。 

電波利用システムごとの Web 回答システムの URL を確認する場合は、『第４章 Web 回

答システム URL』もご確認ください。 

 

調査依頼通知書に複数の電波利用システムの記載がある場合は、それぞれの Web

回答システム URL にアクセスしてください。 

※調査依頼通知書「2 電波利用システム及び局数」に調査票ＩＤ「4-1」、「5-5」が記載

されている場合、 

  https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/4-1 

  https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-5 

  のそれぞれのＵＲＬにアクセスしてください。 

 

  

https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/*-*
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/4-1
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/4-1
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-5
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3.2 Web 回答システムへのログイン 

Web 回答システムのログイン画面で、ログイン ID とパスワードを入力し、［ログイン］ボ

タンを押下します。なお、ログイン ID とパスワードは、調査依頼通知書をご確認ください。 

※一定回数、ログインＩＤやパスワードの入力を誤った場合、一時的にアカウントがロ

ックされ、ログインができなくなります。その場合は、ログインＩＤやパスワードを再度

ご確認の上、時間をおいてから再度ログインを行ってください。 

 

■ログイン画面 
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ログインに成功すると、以下の画面が表示されます。Web 回答システムの利用にあた

っての注意事項等が記載されていますので、内容を確認し、［次へ］ボタンを押下します。 

 

■ログイン後の画面 
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3.3 各設問の回答入力 

設問画面で設問に回答します。設問画面は複数のページで構成されており、表示され

る設問に回答し、［次へ］ボタンを押下することで、次の設問画面を表示します。 

※画面右上に画面のページ数を表示しています。 

※前の画面に戻りたい場合には、［戻る］ボタンを押下します。 

※［次へ］ボタンを押下した際に、エラーメッセージが表示された場合は、エラーメッセ

ージを確認し、回答を修正してください。 

※回答の途中で、回答内容を一時保存し、中断することが可能です。詳細については、

『3.3.6 回答の一時保存について』をご確認ください。 

 

■設問画面（※複数ページ） 

 
 

なお、設問は以下の５パターンがあります。各パターンの回答方法については、次ペ

ージ以降で説明していますので、必要に応じてご確認ください。 

 

■設問パターン 

① 選択肢の中から該当するいずれか一つの選択肢を回答する設問（単一選択） 

② 選択肢の中から該当する全ての選択肢を回答する設問（複数選択） 

③ 数値や文章を入力する設問（入力形式） 

④ ①～③を組み合わせた設問 

⑤ 他の設問の回答に連動して回答が必要になる設問 

 

  

現在の設問画面のページ数

を示しています。 

現在のページ／最終ページ 
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3.3.1 単一選択の設問の回答方法 

選択肢の中から該当する回答を 1 つ選択します。 

 
 

3.3.2 複数選択の設問の回答方法 

選択肢の中から該当する回答を全て選択してください。 

 

 

3.3.3 入力形式の設問の回答方法 

回答を直接入力してください。なお、入力にあたっての文字数制限等は、画面上の注

釈をご確認ください。 

 

  

該当するチェックボック

スを全て選択します。 

該当するラジオボタンを

選択します。 

回答を直接入力

します。 
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3.3.4 単一選択や複数選択、入力形式を組み合わせた設問の回答方法 

設問を確認の上、回答してください。時間ごとの送信状態の設問のように、該当する

選択肢がある場合は該当する選択肢を全て選択します。該当する選択肢がない場合は、

該当する選択肢がない場合の選択肢（24 時間該当なし）を選択します。（例：時間ごとの

送信状態） 

 

 

 

 

 

3.3.5 他の設問の回答に連動して回答が必要になる設問の回答方法 

以下の例のように、Q1-2 の設問は、Q1-1 の設問の回答に連動していますので、上の

設問から順に回答してください。 

 
 

  

該当するチェックボック

スを全て選択します。 

該当する選択肢がない（送信状態である時間帯がない）場

合は、24 時間該当なしのチェックボックスを選択します。 

Q1-1 に回答していないので、

回答ができません。 

この例では、Q1-1 で「2.」また

は「3.」を選択した場合に、回

答が必要となります。 
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3.3.6 回答の一時保存について 

回答の途中で一時中断したい場合は、各設問画面の[一時保存]ボタンを押下します。 

 
 

[一時保存]ボタンを押下すると、再開用URLが画面に表示されますので、再開用URL

をメモ帳にコピーするなどして、必ずお控えください。 

なお、［戻る］ボタンを押下すると、一時保存した設問画面に戻ります。 

 

 

3.3.7 再開用 URL からの回答の再開について 

Web ブラウザを起動し、予め控えておいた再開用 URL にアクセスすると、回答を中断

した設問画面が表示され、回答を再開することが可能です。 

※再開用 URL は、回答を提出した場合や再度一時保存した場合に無効になります。

また、一時保存したデータの保存期間が１週間のため、１週間を経過すると自動的

に再開用 URL は無効になります。 

※再開用 URL がわからなくなった場合、再開用 URL は再発行できません。お手数で

すが、最初から回答をお願いします。 
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3.4 回答内容の確認 

設問に全て回答すると、確認画面が表示されます。確認画面には各設問とその回答

が表示されますので、回答内容に相違がないことを確認します。 

 

 

 

確認画面を印刷する場合は、確認画面が表示された画面でメニューバーのファイル

から印刷を選択し、表示された下記画面の印刷ボタンを押下します。 
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3.5 回答内容の登録（提出） 

回答内容に問題がなければ、確認画面下部の［登録］ボタンを押下してください。内容

に誤りがある場合は［戻る］ボタンを押下し、設問画面で回答を修正してください。 

 
 

回答の登録が完了すると、以下の画面が表示されます。 
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3.6 提出した回答内容の修正 

「3.5 回答内容の登録（提出）」で回答を提出後、回答の修正が必要となった場合は、

再度ログインして回答を修正してください。回答期限前であれば何度でも回答を修正す

ることが可能です。 

なお、回答提出後にログインした場合、提出した回答内容が選択、入力された状態で

表示されます。 

 

 

 

  

提出した回答が選択された状

態で表示されます。 
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第４章 Web 回答システム URL                                    

電波利用システムごとの Web 回答システム URL は、以下のとおりです。本ページからアク

セスする場合には、必ず調査依頼通知書に記載の電波利用システムを確認してください。 

 
ｸﾞﾙｰﾌﾟ 電波利用システム 調査票 ID Web 回答システム URL 

1 800MHz 帯 MCA 陸上移動通信（陸上移動中継局） 1-1 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/1-1 

2 

1.2GHz 帯映像 FPU（陸上移動局） 2-1 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/2-1 

1.2GHz 帯映像 FPU（携帯局） 2-2 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/2-2 

2.3GHz 帯映像 FPU（陸上移動局） 2-3 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/2-3 

2.3GHz 帯映像 FPU（携帯局） 2-4 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/2-4 

3 

航空用 DME/TACAN（無線航行陸上局） 3-1 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/3-1 

ATCRBS（航空交通管制用レーダービーコンシステム）・SSR（二次

監視レーダー）又は ORSR（洋上航空路監視レーダー） 
3-2 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/3-2 

RPM（SSR 用）・マルチラテレーション 3-3 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/3-3 

ARSR（航空路監視レーダー） 3-4 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/3-4 

ASR（空港監視レーダー） 3-5 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/3-5 

1.3GHz 帯ウインドプロファイラーレーダー 3-6 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/3-6 

4 

MTSAT システム（人工衛星局） 4-1 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/4-1 

N-STAR 衛星移動通信システム（人工衛星局） 4-2 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/4-2 

準天頂衛星システム（人工衛星局） 4-3 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/4-3 

5 

インマルサットシステム（航空地球局） 5-1 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-1 

インマルサットシステム（地球局） 5-2 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-2 

インマルサットシステム（海岸地球局） 5-3 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-3 

インマルサットシステム（携帯基地地球局） 5-4 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-4 

MTSAT システム（航空地球局） 5-5 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-5 

N-STAR 衛星移動通信システム（携帯基地地球局） 5-6 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-6 

準天頂衛星システム（携帯基地地球局） 5-7 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-7 

6 PHS（基地局） 6-1 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/6-1 

7 

ルーラル加入者無線（基地局） 7-1 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/7-1 

2.4GHz 帯道路交通情報通信システム（VICS ビーコン） 7-2 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/7-2 

8 
地域広帯域移動無線アクセスシステム基地局（フェムトセル基地

局、屋内小型基地局を除く） 
8-1 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/8-1 

9 1.7GHz 帯公共業務用 9-1 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/9-1 

10 1.2GHz 帯画像伝送用携帯局 10-1 https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/10-1 

 

https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/2-1
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/2-2
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/2-3
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/2-4
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/3-1
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/3-2
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/3-3
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/3-4
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/3-5
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/3-6
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/4-1
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/4-2
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/4-3
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-1
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-2
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-3
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-4
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-5
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-6
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/5-7
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/6-1
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/7-1
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/7-2
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/8-1
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/9-1
https://chousa.tele.soumu.go.jp/form/pub/2019/10-1
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