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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 回答システム使用前に必ずご確認下さい。 

Web 回答システムを利用するために必要となる Web ブラ

ウザの動作環境や各種設定について記載しています。 

３ 

Web 回答システム

へのログイン、基本

情報の入力 

Web 回答システムへのログイン方法、基本情報の入力方

法等を記載しています。 

４ 
通常調査 

の回答方法 

通常調査（Web 直接入力）の回答方法について記載して

います。 

５ 
重点調査 

の回答方法 

Web 回答システム使用前に必ずご確認下さい。 

重点調査回答フォーマット（Excel 形式）の回答を行うため

に必要となる Microsoft Excel の動作環境、各種設定につ

いて記載しています。 

また重点調査回答フォーマットの回答方法、Web 回答シス

テムからの提出方法についても記載しています。 

 

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４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及び重点調査の回答を

行う際に必要となるパスワードです。 

５ 基本情報 
Web 回答システムによる調査票の回答を行うにあたり、連

絡先情報やアンケートの入力を行っていただきます。 
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６ 通常調査 

調査依頼通知書に記載のある調査票 ID について、 

先頭 1～2 桁の数値が 1～12 である電波利用システムを

対象とした調査です。 

（例：1-1、5-1、10-4） 

７ 重点調査 

調査依頼通知書に記載のある調査票 ID について、 

先頭 1～2 桁の数値が 13～15 であり、かつ「重点」と表記

されている電波利用システムを対象とした調査です。 

（例：重点 13-1、重点 15-1） 
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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。 

 

 

  

通常調査 重点調査 

重点調査の事前準備／重点調査回

答フォーマットのダウンロード 

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 

回答内容の確認 

 

基本情報・アンケート・提出した回答の修正 

重点調査に回答するための 

環境設定 

各設問の回答入力 

各設問の回答入力 

提出用データファイルのアップロード 

回答内容の登録 
（提出） 

提出用データファイルの作成 

基本情報の入力 

 



4 
 

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 

Firefox 

 

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下さい。 
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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）を有効にして下さい。なお、Microsoft Edge 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』をご確認下さい。 

Microsoft Edge での設定方法 

① Microsoft Edge を起動し、画面右上の設定メ

ニュー (…) を選択し、表示されたメニュー

から「設定」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「Cookie とサイトのアクセス許可」を選択

し、「Cookie とサイト データ」を選択しま

す。 

 

 

③ 「Cookie データの保存と読み取りをサ

イトに許可する (推奨)」を以下のように設

定します。 
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Firefox での設定方法 

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、

「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

にして下さい。なお、 Microsoft Edge 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』をご確認下さい。 

※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。 

Microsoft Edge での設定方法 

① Microsoft Edge を起動し、画面右上の設定メ

ニュー (…) を選択し、表示されたメニュー

から「設定」を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 「Cookie とサイトのアクセス許可」を選択

し、「JavaScript」を選択します。 

 

 

③ 「許可 (推奨)」を以下のように設定し

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下さい。 

Microsoft Edge での設定方法 

① Microsoft Edge を起動し、画面右上の設定

メニュー (…) を選択し、表示されたメニュー

から「設定」を選択します。 

 

 

② 「Cookie とサイトのアクセス許可」を選択

し、「ポップアップとリダイレクト」を選択しま

す。 

 

 

③ 「許可」欄の[追加]ボタンを選択します。 

 

 

④ 「サイト」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 

 

 

⑤ 「許可」欄に登録した URL が表示されてい

ることを確認します。 

chousa.tele.soumu.go.jp 
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Firefox での設定方法 

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。 

 

 

 

 

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下さい。 

 

■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、設定をご確認下さい。 

 

■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、設定をご確認下さい。 
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2.2.4 信頼済みサイトに追加する 

Microsoft Edge 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。 

Microsoft Edge での設定方法 

① デスクトップの左下の「スタート」アイコン

（Windows ロゴ）をクリックします。 

 

 

② 「Windows システムツール」－「コントロー

ルパネル」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ コントロールパネルが表示されましたら、 

右上の表示方法を 「カテゴリ」から「小さい

アイコン」 に変更してください。 

 

 

 

 

④ インターネットオプションをクリックしてくださ

い。 
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Microsoft Edge での設定方法 

⑤  「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

下さい。 

 

 

⑥ 「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

て下さい。 

 

⑦ 「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 

 

 

⑧ 「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

はすべてサーバーの確認（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。 
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Microsoft Edge での設定方法 

⑨  「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 Web 回答システムへのログイン、基本情報の入力                                            

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。 

なお、通常調査及び重点調査で Web 回答システムの URL は共通です。 

 

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/enquete/2022/login 

 

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下さい。 

 

■ログイン画面 

 
 

  

https://chousa.tele.soumu.go.jp/enquete/2022/login
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ログインに成功すると、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

た以下の画面が表示されます。 

画面の内容を確認し、［次へ］ボタンを押下します。 

 

■ログイン後の画面 
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続いて、回答対象一覧画面が表示され、回答対象の基本情報、調査票の一覧と回答

ステータスが表示されます。 

下記赤枠部分で示している、「連絡先情報・アンケート」及び「調査票 ID」は、それぞれ

の回答画面へのリンクとなります。 

はじめに、「連絡先情報・アンケート」を回答して下さい。 

※「連絡先情報・アンケート」への回答がまだされていない場合、「調査票 ID」の回答リンクは表

示されません。 

なお、「連絡先情報・アンケート」に回答後「更新」ボタンを押下すると、「連絡先情報・

アンケート」のステータスが「未回答」から「回答済」に更新され、「調査票 ID」のリンクが

有効になり、調査票への回答が可能になります。 

 

■回答対象一覧画面 
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3.3 基本情報の入力 

設問画面は複数のページで構成されています。 

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。 

 前の画面に戻りたい場合には、［戻る］ボタンを押下して下さい。 

 ［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

セージの内容を確認し、エラーに該当する回答を修正して下さい。 

 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。 

※詳細は、『第４章 通常調査の回答方法』 ＜回答の一時保存について＞ 

をご確認下さい。 

 
■連絡先情報入力画面 
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■ご意見欄 
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3.4 基本情報の確認 

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。 

 

3.5 基本情報の登録（提出） 

回答内容に問題がなければ、確認画面下部の［登録］ボタンを押下して下さい。 

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下さい。 
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「連絡先情報・アンケート」に回答後［更新］ボタンを押下すると、「連絡先情報・アンケ

ート」のステータスが「未回答」から「回答済」に更新され、「調査票 ID」のリンクが有効に

なり、調査票への回答が可能になります。 
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3.6 基本情報の修正 

回答を提出後、回答の修正が必要となった場合は、再度回答対象一覧画面から回答

を修正して下さい。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、回答提出後に再回答した場合、最後に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。 
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第４章 通常調査の回答方法 

通常調査（Web 直接入力）については、設問画面で設問に回答します。 

4.1 各設問の回答入力 

設問画面は複数のページで構成されています。 

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「現在のページ／最終ページ」を表示しています。 
 前の画面に戻りたい場合には、［戻る］ボタンを押下して下さい。 

 ［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

セージの内容を確認し、エラーに該当する回答を修正して下さい。 

 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。 

※詳細は、『第４章 通常調査の回答方法』 ＜回答の一時保存について＞ 

をご確認下さい。 

■設問画面（※複数ページのうち一部抜粋） 

 

 

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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    なお、設問は以下の８パターンがあります。 

 

■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 ②③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 

⑥ 記述（既に同様の回答している場合に同じ内容を自動で回答） 

⑦ 選択肢別回答（複数選択可） ※全て記述必須 

⑧ 選択肢ごとに単一選択 

 

 

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

てご確認下さい。 
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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一つ選択します。 

 
 

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下さい。 

 

 

③ 入力形式の設問の回答方法 

回答を直接入力して下さい。 

※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下さい。また、一つの設

問であっても複数の数値等を入力する場合があります。 

 

  

該当する項目を全て選択します。 

該当する項目を選択します。 

回答を直接入力します。 
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④ 複数選択と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、回答して下さい。 

以下の例のように、選択した回答によって、次の設問への回答が可能となります。 

 

 

 

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。 

上の設問から順に回答して下さい。 

 
 

  

この例では、 

Q1-2 で「8.」を選択した場合に、具体的な

対策について回答が必要となります。 

この例では、 

Q1-1 で「1.」または「2.」を選択した場合

に、回答が必要となります。 
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⑥ 記述（既に同様の回答している場合に同じ内容を自動で回答） 

設問を確認の上、回答して下さい。 

設問「移行・代替先システム（無線局数減少・廃止が想定される場合）」の回答内容によっ

て、設問「移行・代替先システム（デジタル方式の導入予定がない場合）」がチェックボックス

又は、テキスト形式に変化します。 

「回答済みの移行・代替先システムと同じ」のチェックにより、設問「移行・代替先システ

ム（無線局数減少・廃止が想定される場合）」の回答内容がコピーされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

他の設問の回答内容によって、設問がチェック

ボックス又は、テキスト形式に変化します。 

チェックボックスの場合、回答済みの内容が自

動的にコピーされ、回答されます。 

「回答済みの移行・代替先システムと同じ」を

チェックしたことによりコピーされた内容は、変

更不要です。 
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⑦ 選択肢別回答（複数選択可） ※全て記述必須 

選択肢の中から該当する回答を全て選択して下さい。 

その後、全ての選択した選択肢ごとに具体的な理由を記入して下さい。 

  

  

選択肢の中から該当する回答を全て選択

して下さい。 

その後、全ての選択した選択肢ごとに具体

的な理由を記入して下さい。 
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⑧ 選択肢ごとに単一選択 

その他の回答としてテキスト形式で回答を入力した内容に基づき回答する設問がござ

います。その他に回答していただいた内容に対して該当するラジオボタンを選択します。

選択したラジオボタンによっては、テキスト形式で「具体的な検討をしたシステム」を入力

する箇所がございます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

その他を回答する場合、テキスト形式

で回答を入力する設問がございます。 

その回答していただいた内容に対し

て、該当するラジオボタンを選択しま

す。 

選択したラジオボタンによっては、 

テキスト形式で入力する箇所がござい

ます。 
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＜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。 

再開用 URL をメモ帳にコピーするなどして、必ずお控え下さい。 

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。 
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＜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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4.2 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 Web ブラウザのメニュー

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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4.3 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］ボタンを押下して下さい。 

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下さい。 

 

 

 

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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4.4 回答の修正 

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

下さい。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、最後に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。 

 

第５章 重点調査の回答方法                                   

重点調査については、Web 回答システムから重点調査回答フォーマットファイル

（Excel 形式）をダウンロードし、ダウンロードした重点調査回答フォーマットファイル内の

設問に回答します。 

最後に提出した回答が 

選択された状態で表示されます。 
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5.1 重点調査の事前準備 

重点調査回答を行うための動作環境について説明します。 

5.1.1 動作環境 

重点調査回答フォーマットを動作させるのに必要となる環境は以下のとおりです。 

基本ソフト(OS) 

Microsoft Windows 8.1 

Microsoft Windows 10 

上記のいずれかのバージョン 

アプリケーション 

Microsoft Excel 2013 ※1 

Microsoft Excel 2016 

Microsoft Excel 2019 

Microsoft Excel 2021 

上記のいずれかのバージョン 

上記以外の他社 OS、アプリケーションでの利用については、動作保証対象外となります。 

※1 重点調査回答フォーマットファイルを開く際に、一部エラーメッセージが表示されますが、マクロの

実行は可能です。（対処方法は、『5.1.4 重点調査回答フォーマットファイルのパスワード』参照） 

5.1.2 注意事項 

重点調査の回答を行うにあたり、以下の点について注意をして下さい。 

 重点調査回答フォーマットは Excel マクロを使用します。 

マクロの使用にあたり、マクロ機能を有効化する必要があります。 

後述の『5.2 重点調査に回答するための環境設定』をご確認下さい。 

 重点調査回答フォーマットを利用する時は、他の Microsoft Office アプリケー

ションを全て閉じた状態の上で使用して下さい。 

※他の Microsoft Office アプリケーションが開いた状態のまま、使用しますと誤動

作の要因となる場合があります。 

 ローカル PC 上で利用して下さい。 

※ネットワークサーバー上で重点調査回答フォーマットを使用した場合、「スムーズに

動作しない」「タイムアウトになる」等が発生する恐れがあります。 

 階層の浅い場所（デスクトップなど）かつ、暗号化ソフト等の影響を受けない場

所に保存して下さい。 

※保存先のファイルパスが長いと、正常に動作しないことがあります。 

※暗号化ソフト等が導入されている環境において、重点調査回答フォーマットに暗号

化が行われた場合、「提出用データファイルが正しく作成されない」等の恐れがありま

す。 
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5.1.3 重点調査回答フォーマットのダウンロード 

重点調査回答を行うため、Web 回答システムより重点調査回答フォーマットをダウン

ロードし、デスクトップなどに保存します。 
※Web 回答システムへのログイン方法については、「3.2 Web 回答システムへのログイン」を

参照して下さい。 

 
重点調査回答フォーマットのダウンロード方法 

① 重点調査の設問画面より、回答フォーマットダウンロードのボタンを押下して、重点調査回答フォ

ーマットをダウンロードして下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[回答フォーマットダウンロード]のボタンを押下し、 

回答フォーマットをダウンロードして下さい。 
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5.1.4 重点調査回答フォーマットファイルのパスワード 

重点調査回答フォーマットには Excel の機能によりパスワード保護がなされています。

ファイルを開く際は、調査依頼通知書に記載されたパスワードを入力して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※Microsoft Excel 2013でファイルを開く場合、以下のメッセージが表示されま

す。調査票の回答入力には影響はないため、［はい］ボタンを押下して下さい。 

 

 

［はい］を押下した後、以下のメッセージが表示されます。［閉じる］ボタンを押

下し、調査票の回答を行って下さい。 

 

  

調査依頼通知書に記載された

パスワードを入力して下さい。 
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5.2 重点調査に回答するための環境設定 

 

重点調査に回答するために必要となる Microsoft Excel の各種設定について説明しま

す。 

 

5.2.1 マクロの設定 

お使いの Excel にて「マクロを無効にする」設定がされている場合、以下の手順にてマ

クロを有効化して下さい。 

 
＊ 画像は Microsoft Excel2016 を元としています。 

Excel でマクロを有効化する方法 

① Excel のメニュー画面から「ファイル」→「オプション」と選択し、Excel のオプションを表示します。 
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② Excel のオプションから、「セキュリティセンター」→「セキュリティセンターの設定」と選択し、セキ

ュリティセンターを表示します。 
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③ セキュリティセンターから「マクロの設定」を選択し、『デジタル署名されたマクロを除き、すべての

マクロを無効にする(G)』を選択します。 

④ 「OK」ボタンを押して、セキュリティセンターを閉じます。 

 

上記③を実施する際、システム管理者がマクロの設定を変更できないように非活性化されてい

る場合があります。非活性化されている場合は、システム管理者への問合せを実施していただく

などの対応が必要となります。 

 

⑤ 「OK」ボタンを押して、Excel のオプションを閉じます。 

 

上記の設定になっていることを確認して

から、「OK」ボタンを押して画面を閉じて

下さい。 
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5.2.2 デジタル署名の登録 

重点調査回答フォーマットでは、提出用データファイルを作成するために Excel マクロ

を使用しています。デジタル署名をご利用される PC に登録することで、Excel マクロが動

作するようにします。 

 
＊ 画像は Microsoft Excel2016 を元としています。 

重点調査回答フォーマットのデジタル署名を登録する方法 

① デジタル署名が登録されていない状態で重点調査回答フォーマットを開くと、以下のようなメッセ

ージが表示されます。 

 「コンテンツの有効化」ボタンが表示されている場合は、ボタンを押下することで

Excel マクロが有効化されます。または「ファイル」タブを選択して、情報画面からコン

テンツの有効化を行うこともできます。 

 

 

 「オプション…」ボタン表示されている場合にボタンを押下、または「ファイル」タブを選択

して、情報画面からコンテンツの有効化を行うこともできます。 

 

 

 

 

「コンテンツの有効化」ボタンが表示されている

場合は、ボタンを押下することで Excel マクロが

有効化されます。 

「オプション…」押下もしくは、「ファイル」タブを

選択し、情報画面に遷移した場合は、後続の作

業を行うことで Excel マクロが有効化されます。 
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② 「コンテンツの有効化」→「詳細オプション(O)」を選択し、「セキュリティの警告-マクロ」を表示しま

す。 
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③ デジタル署名の内容を確認し、「この発行者のドキュメントをすべて信頼する(T)」を選択して、

「OK」ボタンを押下します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「この発行者のドキュメントをすべて信頼する(T)」

を選択して、「OK」ボタンを押下します。 

署名者が Ministry of Internal Affairs and Communications

（有効期限 2023/07/08）であることを確認します。 

「OK」ボタンを押した後、重点調査回答フォーマット

を開きなおして、セキュリティの警告が表示されな

いことを確認して下さい。 
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5.3 各設問への回答入力 

設問には無線局単位で回答を行うものと、電波利用システム単位（調査対象の無線

局全体）で回答を行うものの二種類あります。 

※回答にあたっては、「調査票の回答方法」シート及び「回答記入にあたっての注意事項」

シートもご確認下さい。 

 
5.3.1 無線局が廃止もしくは失効している場合 

最初に、調査対象の無線局が既に廃止もしくは失効されている場合、「廃止・失効」を

選択して回答対象から除外して下さい。 

その後、設問内容に従って回答を行って下さい。 

 

 

 

 

  

 

※ 全ての調査対象の無線局で「廃止・失効」を選択した場合、全ての設問が回答対象外とな

りますが、提出用データファイルの作成及びアップロードは必要となります。 

 

調査対象の無線局が既に廃止もしくは失効して

いる場合、「廃止・失効」を選択して下さい。 
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5.3.2 無線局単位で回答する設問の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 無線局毎の回答後、共通回答を行う場合は、無線局毎の回答を削除する必要がありま

す。 

 

 
5.3.3 電波利用システム単位で回答する設問の場合 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

無線局毎に、設問の回答を選択して下さい。 

全ての無線局で同じ回答となる場合は、共通

回答欄の回答を選択して下さい。 

電波利用システム単位で回答する設問の場合は、

共通回答欄の回答を選択して下さい。 
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5.3.4 設問「災害時の運用日数」の場合 

当設問の回答入力後、入力した日数が設問「月ごとの発射日数」の合計値を超えてい 
る場合、エラーメッセージが表示されます。 

その後、設問「月ごとの発射日数」の合計値を超えないよう回答を修正して下さい。 
 

① 設問「月ごとの発射日数」で、日数を入力します。（例：合計値 12） 

 

② 設問「災害時の運用日数」で入力した日数（例：15）が、設問「月ごとの発射日数」の合計値を超

えているため、エラーメッセージが表示されます。 

③ メッセージ内の OK ボタンを押下すると、入力した値がクリアされます。 

 

④ 設問「月ごとの発射日数」の合計値を超えない値を入力して下さい。 

  

電波利用システム単位で回答する設問の場合は、

共通回答欄の回答を選択して下さい。 
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5.4 提出用データファイルの作成 

      提出用データファイルの作成方法について説明します。 
 

5.4.1 提出用データファイルの作成方法 

重点調査回答を Web 回答システムにアップロードするため、提出用データファイルの

作成を行います。 

提出用データファイル作成方法 

全ての設問で回答が完了したら、赤枠部分のリンクを押して、「提出用データ作成」シートに移動しま

す。 

   

シート内の手順に沿って、提出用データファイルの作成を行って下さい。 

 

 

  

回答内容に不備がある場合は、エラー内容を確認して回答を修正して下さい。 

※詳しくは「5.4.2 回答内容に不備がある場合の対応]を参照して下さい。 
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5.4.2 回答内容に不備がある場合の対応 

回答内容に不備がある場合は、提出用データファイルを作成することができません。

リストに表示されたエラー内容の修正を行った後に、再度提出用データファイル作成を

行います。 
提出用データファイル作成エラー対処方法 

① 提出用データファイル作成時に回答に不備がある場合は、エラーリストにエラー内容が表示さ

れます。 

 

 

 

3.　ファイル作成時、回答内容に不備がある場合は、下記リストを参照して下さい。

No. 設問No. 免許の番号 エラー内容
1 1-1 関※第999991号 選択肢以外の文字列が入力されています。
2 1-2(4月) 関※第999991号 回答必須です。

3
1-4(具体

内容)
関※第999993号 使用できない文字「,」が含まれています。

4 1-5 関※第999993号 「8」行目の回答が「2．常時発射ではない」の場合、回答必須です。
5 1-6 - 入力上限文字数（2000文字）を超えています。

6
1-7(時

間)
関※第999993号 整数部2桁 小数部1桁以内の実数を入力してください。

7
1-7(回

数)
関※第999993号 整数部10桁 小数部1桁以内の実数を入力してください。

8
9

10

共通回答欄の回答に対するエラーの場合、「免許の番号」列には「-」が設定されます。 
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エラー内容に従って回答を修正し、再度提出用データファイル作成を実施して下さい。 

エラー内容ごとに対応方法を説明します。 

 

・エラー内容①「選択肢以外の文字列が入力されています。」 

選択肢にない文字列が入力されています。該当箇所のプルダウンから選択して下さい。 

   

 

・エラー内容②「入力上限文字数（2000 文字）を超えています。」 

記述上限文字数である 2000 文字を超える記述があります。 

2000 文字以内に収まるよう、該当箇所の記載の修正をお願いいたします。 

  

回答欄に選択肢以外の文字列「abc」が入力されています。 

選択肢の中から回答を選び直して下さい。 

共通回答欄に 2000 文字を超える入力があります。 

2000 文字以内に収まるように回答を修正して下さい。 

調査票シート 

「免許の番号」列が「-」の場合

は、共通回答欄をご確認下さい。 

「免許の番号」列が設定されている

場合は、該当する無線局ごとの回

答欄をご確認ください。 

調査票シート 
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・エラー内容③「使用できない文字「,」が含まれています。」 

「」内の文字列は使用できません。その文字列を含まない記述に修正をお願いいたします。 

（使用不可文字列例：「¶」「,」及び、文字コード「Shift-JIS」以外の文字列） 

  

・エラー内容④「回答必須です。」 

回答が必須である設問に対して、回答が入力されていません。 

該当箇所の回答をお願いいたします。 

 

 

3.　ファイル作成時、回答内容に不備がある場合は、下記リストを参照して下さい。

No. 設問No. 免許の番号 エラー内容
1 1-2(4月) 関※第999991号 回答必須です。

回答に使用できない文字「,(半角カンマ)」が入力されています。 

使用できない文字を含まないように修正して下さい。 

回答が必須の設問の回答が未入力です。 

回答を入力して下さい。 

「免許の番号」列が「-」の場合

は、共通回答欄をご確認下さい。 

「免許の番号」列が設定されている

場合は、該当する無線局ごとの回

答欄をご確認ください。 

調査票シート 

調査票シート 
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・エラー内容⑤「「8」行目の回答が「2. 常時発射ではない」の場合、回答必須です。」 

選択内容によって、回答必須になる項目です。該当箇所の回答をお願いいたします。 

（例として、8 行目で「2. 常時発射ではない」を選択した場合を挙げています。） 

 

 

 

  

3.　ファイル作成時、回答内容に不備がある場合は、下記リストを参照して下さい。

No. 設問No. 免許の番号 エラー内容
1 1-5 関※第999993号 「8」行目の回答が「2．常時発射ではない」の場合、回答必須です。

回答が未入力のため、 

回答を入力して下さい。 

 

「8」行目の回答に 

「2．常時発射ではない」が選択されています。 

 

「8」行目 

設問 No.1-

 

 

設問 No.1-5 

調査票シート 

「免許の番号」列が設定されている

場合は、該当する無線局ごとの回

答欄をご確認ください。 
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・エラー内容⑥「「56」行目の回答が「1. 無線局数は増加予定」の場合、回答必須です。」 

選択内容によって、回答必須になる項目です。該当箇所の回答をお願いいたします。 

（例として、56 行目で「1. 無線局数は増加予定」を選択した場合を挙げています。） 

 

 

3.　ファイル作成時、回答内容に不備がある場合は、下記リストを参照して下さい。

No. 設問No. 免許の番号 エラー内容
1 3-2 - 「56」行目の回答が「1．無線局数は増加予定」の場合、回答必須です。

回答が未入力です。 

回答を入力して下さい。 

調査票シート 

「56」行目 

設問 No.3-1 

 

設問 No.3-2 

「56」行目の回答 

「1. 無線局数は増加予定」

が選択されています。 

「免許の番号」列が「-」の場合は、

共通回答欄をご確認下さい。 
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・エラー内容⑦「無線局の「有効、廃止・失効」区分に選択肢以外の文字が設定されていま

す。」 

無線局状態に、「有効」もしくは「廃止・失効」以外の文字列が入力されています。 

「有効」又は「廃止・失効」をプルダウンから選択していただくようお願いいたします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

3.　ファイル作成時、回答内容に不備がある場合は、下記リストを参照して下さい。

No. 設問No. 免許の番号 エラー内容
1 - 関※第999991号 無線局の「有効、廃止・失効」区分に選択肢以外の文字が設定されています。

無線局状態回答エラーの場合、

「設問 No.」列には「-」が設定さ

れます。 

無線局状態(黄色セル)に「有効」もしくは「廃止・失効」以外の文字が入力されています。 

無線局状態には「有効」もしくは「廃止・失効」のいずれかを選択して下さい。 

調査票シート 

「免許の番号」列が設定されている

場合は、該当する無線局ごとの回

答欄をご確認ください。 
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・エラー内容⑧「整数桁 10 桁 小数 1 桁以内の実数を入力して下さい。」 

回答に、数値以外の文字列、指定の桁数を超える値が入力されています。 

（例として、整数桁 10 桁 小数桁 1 桁の場合を挙げています。） 

指定の桁数以内の実数を入力していただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

3.　ファイル作成時、回答内容に不備がある場合は、下記リストを参照して下さい。

No. 設問No. 免許の番号 エラー内容
1 2-1 関※第999991号 整数部10桁、小数部1桁以内の実数を入力してください。
2 2-1 関※第999992号 整数部10桁、小数部1桁以内の実数を入力してください。

無線局ごとの回答欄 無線局ごとの回答欄

関※第999991号 関※第999992号

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

有効 有効

Q2-1

【無線局の区間距離】

送信する地点と受信する地点の区間距
離はどの程度ですか。
無線局ごとに、区間距離を実数で記入
して下さい。

注１）送信と受信の区間距離が運
用状況等により異なる場合は、最
長の距離を回答して下さい。
注２）区間距離の単位はkmとして
下さい。
注３）記入例：
300mの場合「0.3」と回答
1kmの場合「1」と回答

区間距離
記述（実
数）

10.55 abc

共通回答欄
（無線局別の設問においても、回答対象の
無線局の全ての回答が共通な場合は、こ

の欄に記入して下さい。）

設問No 設問 注意事項 選択肢 回答形式

回答に、数値以外の文字列、指定の桁数を超える値が入力されています。 

指定の桁数以内の実数を入力して下さい。 

「免許の番号」列が設定されている

場合は、該当する無線局ごとの回

答欄をご確認ください。 

調査票シート 
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・エラー内容⑨「1-2(関※第 999991 号)の合計値を超えています。」 

回答に、関連設問の合計値を超える値が入力されています。 

（例として、設問 No.1-2、免許の番号が関※第 999991 号の場合を挙げています。） 

合計値を超えない値を入力していただくようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

  

3.　ファイル作成時、回答内容に不備がある場合は、下記リストを参照して下さい。

No. 設問No. 免許の番号 エラー内容
1 1-5 関※第999991号 1-2(関※第999991号)の合計値を超えています。

無線局ごとの回答欄 無線局ごとの回答欄

関※第999991号 関※第999992号

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

有効 有効

4月：0~30 1

5月：0~31 1

6月：0~30 1

7月：0~31 1 0

8月：0~31 1 0

9月：0~30 0

10月：0~31 0

11月：0~30 0

12月：0~31 0

1月：0~31 0

2月：0~28 0

3月：0~31 0

共通回答欄
（無線局別の設問においても、回答対象の
無線局の全ての回答が共通な場合は、こ

の欄に記入して下さい。）

Q1-2

【月ごとの電波の発射日数】

各無線局が、過去1年間のそれぞれの
月において、電波を発射した日数を記
入して下さい。

注１）1日のうち電波を発射した時
間がある日を「電波を発射した日」
として下さい（1日あたりの時間がど
の程度かは問いません）。
注２）令和3年4月1日から令和4年
3月31日の実績を基にご回答下さ
い。記録がない場合は、おおよそ
の日数で記入して下さい。
注３）設問1-1において、常時発射
とした無線局について、定期メン
テナンス等により１日単位で電波
発射を停止した日がある場合は、
当該日数は含めないで下さい。

単一選択

設問No 設問 注意事項 選択肢 回答形式

無線局ごとの回答欄 無線局ごとの回答欄

関※第999991号 関※第999992号

＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊

有効 有効

Q1-5

【災害時の運用日数】

設問1-4「電波を常時発射しない無線
局の利用形態（市町村防災行政同報無
線）」において、選択肢「2．災害時の放
送に利用するため」を選択した場合、実
際に災害時の放送に利用したのは何日
ですか。
過去1年間における運用日数を記入し
て下さい。

注１）令和3年4月1日から令和4年
3月31日（調査基準日から過去1年
間）における日数とします。ただ
し、災害時に利用した日が全くな
かった場合は、「0」（ゼロ）と記入し
て下さい。
注２）記録がない場合は、おおよそ
の日数で回答して下さい。ただし、
設問1-2「月ごとの電波の発射日
数」で回答した合計値を超えない
範囲として下さい。

災害時の運用日数
記述（実
数）

6 2

共通回答欄
（無線局別の設問においても、回答対象の
無線局の全ての回答が共通な場合は、こ

の欄に記入して下さい。）

設問No 設問 注意事項 選択肢 回答形式

設問 No.1-2 の合計(共通回答＋無

線局毎回答)が 5 

回答に、関連設問の合計値を超える値が入力されています。 

（上記の例では「関※第 999991 号」の設問 No 1-5 の回答が 6、 

関連している設問 No.1-2 の合計(共通回答＋無線局毎回答)が 5）  

合計値を超えない値を入力して下さい。 

「免許の番号」列が設定されている

場合は、該当する無線局ごとの回

答欄をご確認ください。 

調査票シート 
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5.4.3 重点調査回答フォーマットファイルの保存 

重点調査回答フォーマットファイルを保存して閉じます。 
提出用データファイル作成後に、重点調査回答フォーマットファイルを保存せず閉じようと

すると、以下のようにメッセージが出てきます。 
［保存］ボタンを押下し、ファイルを保存してから閉じるようにして下さい。 
※［保存］ボタンを押下しないと、入力した回答内容が保存されません。 
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5.5 提出用データファイルのアップロード 

5.5.1 重点調査回答、提出用データファイルの提出（回答登録）方法 

重点調査回答の提出用データファイルを Web 回答システムにアップロードします。 
※Web 回答システムへのログイン方法については、『3.2 Web 回答システムへのログイン』を

参照して下さい。 

 
重点調査回答、提出用データファイルの提出（回答登録）方法 

① 重点調査の設問画面より、［参照］ボタンを押下し、表示されたアップロードウィン

ドウから提出用データファイルを選択します。 

 

 

 

 

 

［ファイルの選択］ボタンを押下すると、 

アップロードウィンドウが開きます。 

提出用データファイルを選択し、 

［開く］ボタンを押下します。 
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② 提出用データファイルを選択後、確認画面が表示されます。 

アップロードするファイル名を確認し、［登録］ボタンを押下します。 

 

 

③ 完了画面が表示されます。 

 

 

 

 

  

アップロードするファイル名を確認 

［登録］ボタンを押下します。 
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5.5.2 回答の修正 

提出した回答内容を修正したい場合、以下の手順で行います。 
提出した回答内容の修正方法 

① Web 回答システムへ提出した重点調査回答をダウンロードします。 

重点調査回答で回答の修正を行う場合、重点調査の設問画面の［前回回答ダウンロ

ード］ボタンを押下すると前回提出した回答ファイルをダウンロードすることが可

能です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回提出した回答ファイルが 

ダウンロードされます。 
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② ダウンロードした重点調査回答を開いて、回答内容を修正します。 

③ 提出用データファイルを作成します。 

※提出用データファイルの作成方法については『5.4.1 提出用データファイルの作成方

法』を参照して下さい。 

④ 提出用データファイルを Web 回答システムに提出します。 

※提出用データファイルの提出方法は『5.5.1 重点調査回答、提出用データファイルの提

出（回答登録）方法』を参照して下さい。 

 
 

以上 
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