
ワクチン・検査パッケージに関する技術実証
最終報告

2022年2⽉25⽇

技術実証事務局



1. 技術実証の⽬的・概要
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• 新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処⽅針（新型コロナウイルス感染症対策本部決定）、ワク
チン接種が進む中で⽇常⽣活はどのように変わり得るのか︖（令和３年９⽉３⽇、新型コロナウイルス
感染症対策分科会）、ワクチン接種が進む中における⽇常⽣活回復に向けた考え⽅（令和3年9⽉9
⽇、新型コロナウイルス感染症対策本部）を踏まえ、飲⾷店やイベント等においてワクチン接種証明+また
は検査結果通知の「陰性」の確認（以下「ワクチン/検査」または「V/T」と表記）、⼊場者リストの
作成、新技術による3C（3密）や2L（⼤声・⻑時間）の回避、換気などを組み合わせた技術実証
を⾏い、V/Tのオペレーションや各技術の実効性等を検証した。

• 技術実証は、有識者、関係省庁、⾃治体の協⼒を得て、リスクを⼗分に考慮し、感染防⽌対策を
継続したうえで、⼈数制限等を緩和して⾏った。制限緩和がない場合であっても、将来何らかの制
限が発動された場合の経済活動を想定し、技術実証を⾏った。

実施された技術実証の件数（2021年10⽉6⽇〜12⽉31⽇）
飲⾷店 17、ブライダル 3、カラオケ 2、映画館 2、ライブハウス・劇場 3、コンサート・野外フェス 9、
講演会等 2、サッカー 33、野球 15、モータースポーツ 2、体操・新体操 1、バレーボール 1、
バスケットボール 16、遊園地・テーマパーク ３、即売会 1、パッケージツアー 40、宿泊施設 108

+ 接種証明のコピー、写真の提⽰で可。
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2. 案件の⼀覧

⽇程 場所 店舗数（ジャンル） 事前検査
（無料）

当⽇検査
（無料）

店内
座席分け

⼊店者
リスト 備考

10⽉22〜30⽇ 北海道 2（居酒屋、⽴ち飲み） 検 あり なし 作成 全員V/T
10⽉22〜31⽇ 埼⽟県 41（多様なジャンル） 宅 なし あり 作成 ⼀部V/T
10⽉22⽇〜11⽉4⽇ 千葉県 3（和⾷、イタリアン） 検・宅 なし なし 作成 全員V/T
10⽉21⽇〜11⽉3⽇ 京都府 23（料亭） 宅 なし 全個室 作成 ⼀部V/T

10⽉25〜29⽇ ⼤阪府 12（居酒屋、和⾷、バー、喫茶
等） なし あり あり 作成 ⼀部V/T

10⽉25〜29⽇ 福岡県 1（ホテル内レストラン） 検 なし あり 作成 ⼀部V/T
11⽉1〜7⽇ ⽯川県 19（多様なジャンル） なし あり なし 作成 全員V/T

11⽉1〜7⽇ 兵庫県 11（居酒屋、レストラン等） なし あり あり 作成 ⼀部V/T
11⽉5, 12, 24〜25⽇ 熊本県 3（ホテル宴会場） 宅 あり なし 作成 全員V/T

11⽉8〜14⽇ 神奈川
県

11（和⾷・中華・洋⾷レストラン
等） 検・宅 なし あり 作成 ⼀部V/T

11⽉8, 10, 16⽇ 新潟県 3（ホテル等） 宅 あり なし 作成 全員V/T
11⽉15〜21⽇ 沖縄県 2（居酒屋） 検 なし あり 作成 ⼀部V/T
11⽉15〜19, 24〜25⽇ 滋賀県 1（ホテルブッフェ） 宅 あり なし 作成 全員V/T
11⽉16〜20⽇、25⽇ 徳島県 4（ジャズバーなど） 検 なし なし 作成 全員V/T

飲⾷店

表の読み⽅
検査欄の「検」は検査会社店舗での検査、「宅」は宅配型検査。

[表１]
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2. 案件の⼀覧

⽇程 場所 店舗数（ジャンル） 事前検査
（無料）

当⽇検査
（無料）

店内
座席分け

⼊店者
リスト 備考

11⽉22⽇ 滋賀県 1（ホテル宴会場） 宅 あり なし 作成 全員V/T
11⽉22, 24〜26, 29〜
30⽇ 滋賀県 21（居酒屋等） なし あり なし 作成 全員V/T

11⽉24⽇ 徳島県 10（バー・居酒屋等） 検 あり なし 作成 全員V/T

飲⾷店

⽇程 場所 V/Tの⽅法

11⽉6⽇ 熊本県 全員V/T、当⽇検査あり
11⽉22⽇ 愛知県 全員V/T、当⽇検査あり
11⽉23⽇ 新潟県 全員V/T、当⽇検査あり

ブライダル

⽇程 場所 V/Tの⽅法

11⽉8〜14⽇ 北海道 全員V/T、当⽇検査あり

12⽉1〜3⽇ 北海道 全員V/T、当⽇検査あり

カラオケ

[表２]

表の読み⽅
検査欄の「検」は検査会社店舗での検査、「宅」は宅配型検査。

[表３]

[表４]



2. 案件の⼀覧
飲⾷店での技術実証における各地域の独⾃の取組例
 ワクチン接種証明等の有無による店内のエリア分け、それに関する利⽤者の意識調査と飲⾷店側の運⽤⾯で

の課題検証
 店内、あるいは当該店舗の敷地内における当⽇検査ブースの設置、また複数店舗にまたがる取組の際、繁華

街にテントを建てるなど分かり易い場所での当⽇検査ブースの設置によるワクチン・検査パッケージの普及・促進
 駅前の特設ブースにてワクチン接種証明等を事前確認して証明証を電⼦（または紙）配布し、店舗における

ワクチン接種証明等の確認を省⼒化（国によるワクチン接種証明書発⾏以前の取組）
 ドリンクラリーの参加者について、市街地の公園にてV/Tを⼀括で実施、店舗における確認を省⼒化
 店舗と来店者の信頼関係に基づき、店舗から来店予約者へのPCR検査キットの郵送
 地域独⾃の「ビラ」、「ポスター」や「のぼり」を作成・掲⽰する等の広報活動
 参加ビルのウェブサイトや⼊⼝などにおける告知のほか、ビル内に周知ブースを作っての広報活動
 ワクチン・検査パッケージ参加者に対する飲⾷・宿泊の特別プランの提⽰、代⾦割引の上乗せ、マスク配布等の

インセンティブ付与
 当⽇検査における陽性確認に備え、搬送⽤のタクシーを準備
 地元の関係団体が⾳頭を取って、その地域における実証の取組を実施

5
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⽇程 場所 ジャンル V/Tの⽅法

11⽉26⽇ 北海道 ライブハウス 全員V/T、当⽇検査あり

11⽉27⽇ 熊本県 劇場 全員V/T、当⽇検査あり

12⽉10〜12⽇ 北海道 劇場 全員V/T、当⽇検査あり

劇場・ライブハウス

2. 案件の⼀覧

⽇程 場所 V/Tの⽅法

10⽉19⽇ 池袋シネマ・ロサ（東京都） V/Tのお客様とそれ以外のお客様を館内で区分け。
10⽉23〜24⽇ シネマサンシャイン平和島（東京都） V/Tのお客様とそれ以外のお客様を館内で区分け。

映画館

⽇程 場所 V/Tの⽅法

10⽉30⽇〜11⽉14⽇ よみうりランド遊園地 ⼀部V/T、当⽇検査なし

11⽉22⽇〜28⽇ 東京ディズニーランド ⼀部V/T、当⽇検査なし

11⽉22⽇〜28⽇ 東京ディズニーシー ⼀部V/T、当⽇検査なし

遊園地・テーマパーク

[表５]

[表６]

[表７]



7

⽇程 イベント 場所

10⽉6⽇ ＪリーグYBCルヴァンカップ準決勝 豊⽥スタジアム

10⽉12⽇ FIFAワールドカップカタール2022 アジア最終予選 埼⽟スタジアム2002

10⽉14⽇ セ・リーグ公式戦 東京ドーム
10⽉16⽇ セ・リーグ公式戦 東京ドーム
10⽉16⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ⽇産スタジアム

10⽉16⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ノエビアスタジアム神⼾

10⽉18〜31⽇ 2021世界体操・新体操選⼿権北九州⼤会 北九州市⽴総合体育館・⻄⽇本総合展
⽰場新館

10⽉19⽇ パ・リーグ公式戦 福岡PayPayドーム

10⽉21⽇ パ・リーグ公式戦 福岡PayPayドーム

10⽉21⽇ パ・リーグ公式戦 京セラドーム⼤阪
10⽉22⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 埼⽟スタジアム2002

10⽉23⽇ L̓Arc〜en〜Ciel 「30th L̓AnniversaryTOUR」 幕張メッセ国際展⽰場

10⽉23⽇ セ・リーグ公式戦 東京ドーム

10⽉23⽇ パ・リーグ公式戦 楽天⽣命パーク宮城

⼤規模イベント①

2. 案件の⼀覧

[表８]
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⽇程 イベント 場所

10⽉24⽇ パ・リーグ公式戦 楽天⽣命パーク宮城

10⽉24⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 豊⽥スタジアム

10⽉24⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 等々⼒陸上競技場

10⽉25⽇ パ・リーグ公式戦 楽天⽣命パーク宮城

10⽉26⽇ セ・リーグ公式戦 阪神甲⼦園球場

10⽉26⽇ セ・リーグ公式戦 横浜スタジアム

10⽉27⽇ パ・リーグ公式戦 楽天⽣命パーク宮城

10⽉27⽇ 天皇杯JFA第101回全⽇本サッカー選⼿権⼤会準々決勝 等々⼒陸上競技場
10⽉30⽇ ＪリーグYBCルヴァンカップ決勝 埼⽟スタジアム2002

10⽉30〜31⽇ Vリーグ ヴォレアス開幕２連戦 道北アークス⼤雪アリーナ

10⽉30〜31⽇ 全⽇本スーパーフォーミュラ選⼿権第７戦
第20回JAF鈴⿅GP 鈴⿅サーキット国際レーシングコース

10⽉30〜31⽇ MONOGATARI LIVE 2021 直⽅リバーサイドパーク特設会場

11⽉3⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 等々⼒陸上競技場

11⽉3⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 豊⽥スタジアム

⼤規模イベント②

2. 案件の⼀覧

[表９]
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⽇程 イベント 場所

11⽉3⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ベスト電器スタジアム

11⽉3⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ノエビアスタジアム神⼾

11⽉6⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ノエビアスタジアム神⼾

11⽉6〜7⽇ 2021 SUPER GT Round.7 MOTEGI GT 300km Race ツインリンクもてぎ

11⽉7⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ベスト電器スタジアム

11⽉7⽇ 秋の阿波おどり アスティとくしま

11⽉8⽇ EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2021
「I'm back!! 〜ROCKは⽌まらない〜」 熊本城ホール メインホール

11⽉8⽇ 令和3年度「健康を考える県⺠のつどい」 徳島グランヴィリオホテル

11⽉10〜15⽇ 2021JERAクライマックスシリーズ セ ファイナルステージ 明治神宮野球場

11⽉13〜14⽇ ONE PARK FESTIVAL 2021 福井市中央公園特設会場
11⽉16〜17⽇ Bʼz presents LIVE FRIENDS 東京ガーデンシアター

11⽉20⽇ SMBC⽇本シリーズ2021 第１戦 京セラドーム⼤阪（ZOZOマリンム、楽天⽣命
パーク宮城）

⼤規模イベント③

2. 案件の⼀覧

[表10]



10

⽇程 イベント 場所

11⽉20⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ユアテックスタジアム仙台

11⽉20⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 埼⽟スタジアム2002

11⽉20⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 パナソニックスタジアム吹⽥

11⽉20⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ニッパツ三ツ沢球技場

11⽉20⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 IAIスタジアム⽇本平

11⽉20⽇ 明治安⽥⽣命J2リーグ公式戦 シティライトスタジアム

11⽉23⽇ SMBC⽇本シリーズ2021 第３戦 東京ドーム（阪神甲⼦園球場）

11⽉27⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 札幌ドーム

11⽉27⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 埼⽟スタジアム2002

11⽉27⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 等々⼒陸上競技場

11⽉27⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ヨドコウ桜スタジアム

11⽉27⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ノエビアスタジアム神⼾

11⽉27⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ベスト電器スタジアム

⼤規模イベント④

2. 案件の⼀覧

[表11]



11

⽇程 イベント 場所

11⽉27〜28⽇ EIKICHI YAZAWA CONCERT TOUR 2021 「I'm back!! 〜
ROCKは⽌まらない〜」 ⽇本ガイシホール

11⽉28⽇ 明治安⽥⽣命J2リーグ公式戦 タピック県総ひやごんスタジアム

12⽉4⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 ユアテックスタジアム仙台

12⽉4⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 豊⽥スタジアム

12⽉4⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 駅前不動産スタジアム

12⽉4⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 IAIスタジアム⽇本平

12⽉4⽇ 明治安⽥⽣命J1リーグ公式戦 パナソニックスタジアム吹⽥

12⽉4⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第9節 ドルフィンズアリーナ

12⽉4⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B2リーグ戦 第10節 ゼビオアリーナ仙台

12⽉4⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第9節 北海きたえーる
12⽉4〜5⽇ L̓Arc〜en〜Ciel 「30th L̓AnniversaryTOUR」 埼⽟スーパーアリーナ

12⽉5⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第9節 ドルフィンズアリーナ

12⽉5⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B2リーグ戦 第10節 ゼビオアリーナ仙台

12⽉5⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第9節 北海きたえーる

⼤規模イベント⑤

2. 案件の⼀覧

[表12]
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⽇程 イベント 場所

12⽉11〜12⽇ Hey! Say! JUMP Fab! -Arena speaks.- ⽇本ガイシホール

12⽉15⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第11節 富⼭市総合体育館

12⽉15⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第11節 アリーナ⽴川⽴⾶

12⽉18⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第12節 アリーナ⽴川⽴⾶
12⽉18⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第12節 ⻘⼭学院記念館

12⽉19⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第12節 アリーナ⽴川⽴⾶

12⽉19⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第12節 ⻘⼭学院記念館
12⽉22〜23, 25〜26
⽇ L̓Arc〜en〜Ciel 「30th L̓AnniversaryTOUR」 国⽴代々⽊競技場第⼀体育館

12⽉25⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第13節 ウカルちゃんアリーナ

12⽉25⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第13節 富⼭市総合体育館

12⽉26⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第13節 ウカルちゃんアリーナ

12⽉26⽇ B.LEAGUE 2021-22シーズン B1リーグ戦 第13節 富⼭市総合体育館

12⽉30〜31⽇ コミックマーケット99 東京ビッグサイト（東京国際展⽰場）

⼤規模イベント⑥

2. 案件の⼀覧

[表13]
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宿泊施設

1. 旅⾏会社（11社）【五⼗⾳順】
ANA X㈱、㈱エイチ・アイ・エス、クラブツーリズム㈱、㈱JTBメディアリテーリング、㈱ジャルパック、T-LIFEホー
ルディングス㈱、東武トップツアーズ㈱、㈱⽇本旅⾏、㈱阪急交通社、㈱読売旅⾏、㈱ワールド航空サービス

2. 旅⾏数
40ツアー

パッケージツアー

1. 宿泊事業者（23社）【五⼗⾳順】
㈱稲佐⼭観光ホテル、㈱海栄館、㈲ ⻤怒川パークホテル、㈱琴平グランドホテル、㈱ＪＲ四国ホテルズ、四国開
発建設㈱、㈲⼤根屋、タカミヤホテルグループ・ホールディングス、⽵川観光㈱、 ㈱⻑栄館、道後プリンスホテル
㈱、㈱鳴⼦観光ホテル、㈱南部屋旅館、㈱⻄村屋、㈱ハマノホテルズ、ホテル三⽇⽉グループ、㈱プリンスホテル、
㈱MANPA 、㈱⼋千代、㈱湯郷グランドホテル、よろづや観光㈱、㈱ロイヤルホテル、ワシントンホテル㈱

2. 期間
10⽉15⽇~31⽇（31⽇チェックインまで）

3. 施設数
108施設

2. 案件の⼀覧
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①検査
実証で使⽤した検査⽅式
• 事前検査︓①⾃⾝で検査予約したうえで当該検査所にて検査する⽅式（店舗（無料）検査）

②検査キットを⼿渡し・送付し、⾃⾝で検体採取後郵送する⽅式（宅配（無料） 検査）
• 当⽇検査︓①判定時間15分の抗原定性検査︓SARS-CoV-2 ラピッド抗原テスト(⿐腔スワブ⼊り)

②判定時間5分の抗原定性検査︓アルソニックCOVIT19 Ag

3. 実証の準備

検査所・検査キットの⼿配
• 検査所、検査キットは実証地域の希望に応じ、原則事務局で⼿配。ブライダルの⼀部では事業者が⼿配した。

事前PCR検査準備
• 店舗（無料）検査では、実証参加予定者であることの確認のため、予約時に店名やイベント名と来店⽇を⼊⼒

してもらったり、宅配（無料）検査で使⽤するコードを活⽤するなどした。
• 宅配（無料）検査は特設ブースで配布するか、店舗や主催者が送付先情報をあらかじめ⼊⼿し送付した。⼀部

イベントでは、検査機関から送付した。
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3. 実証の準備
①検査

当⽇検査準備
• 抗原定性検査キットは、本技術実証におけるルールに則って⼿配したが、医薬品卸売業者にとっては、医療機

関・検査機関以外を対象とする初めてのケースだったため契約⼿続きにかかる時間的制約から対応いただけない
事業者もあった。

• 検査所の設置・運⽤にあたっては事前視察し、制約条件の確認のほか、施設や主催者の希望も取り⼊れた。

• 事前視察後、来店予定者数等に
あわせてレイアウト案を作成し必要
な資材の確認・調達をおこなった。

• 抗原定性検査は、「ワクチン・検査
パッケージ」の技術実証における抗
原定性検査の実施要項
(ver1.0）」に則って実施し、検査
の事前同意書、結果通知書も事
務局にて⽤意した。



3. 実証の準備
②⼿順の確認、アンケート等
（飲⾷店・ブライダル・カラオケ・劇場等）

店舗向けマニュアルの作成

• 店舗従業員が、実証中に参照するためのマニュアル（A3）を作成した。V/Tや、CO2濃度の測定などのオペレー
ションについて記載した。

来店者向けチラシの作成

• 来店者に対し、実証の取組内容等を説明するためのチラシ（A4）を作成した。店舗従業員は、来店時にチラシ
を配布し、説明を⾏った。

• 当⽇検査の実施有無や、V/Tの対象席と⾮対象席のエリア分けの実施有無、「新型コロナお知らせシステム」の
QRコードなどの地域ごとの取組内容に応じて、チラシの内容をカスタマイズした。

来店者向けアンケートの作成

• 実証に参加した感想等を聴取するための来店者向けアンケート（紙およびWEB）を作成した。紙はチラシと⼀緒
に来店時に配布した。回答のWEBサイトにアクセスするためのQRコードを、来店者向けチラシに貼付した。

店舗⽤のぼり旗・ステッカーの作成

• 実証参加店であることを明⽰し、参加していない他店との差別化を図るため、「ワクチン・検査パッケージ 技術実証
参加店」と表記したのぼり旗とステッカーを作成した。

16
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• V/Tに賛同できると考えている⼈が⼤半を占め、抵抗感を持つ⼈は少なかった。
• ⼊店前のV/Tにより、その店で飲⾷等をすることへの安⼼感・信頼感が増すと考える⼈が多かった。
• ワクチン接種証明または検査結果通知のうち、検査結果通知の「陰性」での⼊店・⼊場者はワクチン接種証

明利⽤者よりもかなり少なかった。
• 全員V/T席の場合に、当⽇検査のニーズが⾼かった。なお、ブライダルや劇場など、事前告知を⾏うことがで

きる場合、ワクチン接種歴利⽤⽐率が⾼かったが、カラオケや予約なしの飲⾷店ではワクチン接種証明未所持
での急な来店が多く、当⽇検査利⽤⽐率が⾼かった。
i. ワクチン接種済みでも、普段の⽣活や旅⾏の際にワクチン接種証明を携⾏する習慣がないことが原因と考えら

れる。多様なシーンでワクチン・検査パッケージが実施されれば、ワクチン接種証明書アプリの活⽤やワクチ
ン接種証明を携⾏する習慣につながり、検査利⽤⽐率はある程度下がると考えられる。

ii. 若年層（⾼校⽣等）の利⽤が多いカラオケでは、実証当時の若年層のワクチン未接種率が他の年齢層より
も⾼かったことが⼀因の可能性もある。

iii.当⽇検査⽐率を上げた要因として、検査所が店舗・会場に近い場所（もしくは店舗・会場内）に設置され
ていたことも考えられる。検査所が店舗から遠いことで、実証参加店以外の店舗に⾏ってしまう客もいた。

• ワクチン未接種⼜は接種予定なしの⼈は、V/Tに賛同できる⼈の割合が29.6%と低い。
• 来店時の⼈数が多くなるほど、「⾷事中であっても会話をするときはマスクをつけ、声の⼤きさに気を付けた」と回答

する⼈の割合が⾼かった。

4. ワクチン/検査の実証結果・評価
①実証結果・評価の概要（飲⾷店・ブライダル・カラオケ・劇場等）
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• 「安⼼安全を求めてチケットを購⼊した」、「⼦ども連れで（安⼼感もあり）利⽤しやすい」といった理由でV/Tの
座席を購⼊したという意⾒があった。

• 飲⾷店等における実証結果と同様に、ワクチン接種証明または検査結果通知のうち、検査結果通知の「陰
性」での⼊店・⼊場者はワクチン接種証明利⽤者よりもかなり少なかった。とりわけ、検査が個⼈負担の場合
には、ワクチン接種歴利⽤⽐率が90％の後半になる例が⾒られた。
i. チケット販売の告知の段階で、V/Tを実施することを明⽰しており、ワクチン接種証明の携⾏忘れは少なかった

と考えられる。
ii. 加えて、V/Tを実施することが明⽰されていたため、既にワクチン接種済みの⽅に対してこれらのチケットを購

⼊する誘因がより働いたと考えられる（イベント参加者対象に⾏ったアンケートの結果、ワクチン・検査パッケー
ジのチケットを購⼊した理由として、「既にワクチンを接種しているから」を選択した⽅が多かった。）。

• 事前検査の⽅式について、宅配型に⽐べ店舗検査の利⽤者は少ない。
• 当⽇検査を実施した場合では、当⽇検査利⽤⽐率が39.8％となっており、ワクチン接種歴利⽤⽐率が低

かった。この理由について、「ワクチン接種証明を紛失した」、「職域接種のため（、ワクチン接種証明を得るため
の）所定の⼿続きを経る必要があるが、それを失念した」といった意⾒があった。

• 当⽇検査の実施は来場へのハードルを下げる⼀⽅で、検査キット数やV/Tに要するスタッフ数などの⾒通しが
⽴ちにくいといったオペレーションの課題が挙げられた。

4. ワクチン/検査の実証結果・評価
①実証結果・評価の概要（イベント）



4. ワクチン/検査の実証結果・評価
②利⽤者数等

*1事前検査であることは確認されているが検査⽅法が不明なもの
*2 接種証明利⽤⽐率には、12歳未満の⼈数は含まない

*3 宴会場で実施したもの
*4 イベントのみ、代表的なイベントの利⽤者数等を記載
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ジャンル 当⽇検査 事前検査 接種証明
確認数

3⽇前以内事前検査数
当⽇検査数 12歳未満

接種証明
利⽤⽐率

*2
店舗

（無料）
宅配

（無料） ⾃⼰負担 不明 *1

飲⾷店 なし 検もしくは宅、または
その双⽅を⽤意 2956 54 37 172 10 ー 12 86.9

あり 個⼈負担 2787 ー ー 61 22 876 91 73.7

あり 検もしくは宅、または
その双⽅を⽤意 547 0 0 0 1 122 0 81.8

あり 宅を⽤意 *3 493 ー 13 0 0 30 0 92.0
ブライダル あり 宅を⽤意 180 ー 14 0 0 19 24 84.5

カラオケ あり 検を⽤意または個⼈
負担 108 1 ー 0 0 423 6 20.3

映画館 なし 個⼈負担 48 ー ー 0 0 ー 0 100
劇場等 あり 検または宅を⽤意 1533 0 0 0 99 158 164 85.6
遊園地 なし 個⼈負担 15154 ー ー 203 0 ー 4221 98.7
イベント なし 宅を⽤意 4152 ー 564 59 0 ー ー 87.0

*4 なし 検を⽤意 715 9 ー 3 0 ー 84 98.3
なし 宅を⽤意 511 ー 73 0 0 ー 9 87.5
なし 個⼈負担 8521 ー ー 174 0 ー 311 98.0
なし 個⼈負担 42734 ー ー 932 0 ー 15 97.9
あり 個⼈負担 1265 ー ー 65 0 878 262 57.3

ツアー なし 個⼈負担 822 ー ー 150 0 ー 2 84.6
宿泊施設 なし 個⼈負担 7382 ー ー 31 0 ー 224 99.6

[表14]
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• 地域によって採⽤した検査⽅法に違いがあるため、単純に⽐較することはできないが、飲⾷店・ブライダル・カラオケ・
劇場等での12歳以上の⼊店・来場時の確認内容としては、事前検査結果「陰性」での⼊店・来場者は、4.4％、
当⽇検査「陰性」14.9％。事前検査の中でも、店舗（無料）検査は0.5％であった。

• なお、カラオケは来店者の年齢層（⾼校⽣等）が低くワクチン接種者が少ないことに加え、店内に検査ブースを設
置して検査を受けやすくしたことや、「今かかっていないことを確認して安⼼して歌いたい」というニーズもあり、検査が歓
迎される雰囲気があり、当⽇検査利⽤⽐率が他に⽐べて格段に⾼い。

4. ワクチン/検査の実証結果・評価
③ワクチン/検査のオペレーション

• イベントをはじめ、結婚式やジャズライブ、予約制の店での会⾷のようにイベント的な要素がある飲⾷の場合、⼿間を
かけて事前の検査を受けることがある程度受け⼊れられている。⼀⽅、予約なしの飲⾷の場合、当⽇検査でないと
受け⼊れてもらいにくい。また、検査が事前検査のみの個⼈負担となると、その利⽤⽐率はより低くなる。

• 当⽇検査については、⼀部の受検者から検査に時間がかかるという意⾒もあったが、他の検査⽅法に⽐べると受検
率も⾼く、再検査以外では、検査⾃体を拒否されることもなかった。

事前検査陰性 当⽇検査陰性 ※事前検査中「店
舗（無料）陰性

※事前検査中「宅
配（無料）陰性

飲⾷店計 4.4％ 12.3％ 0.6％ 0.6％

カラオケ計 0.2％ 79.5％ 0％ 0％

ブライダル・劇場等計 5.6％ 8.8％ 0％ 0.7％

合計 4.4％ 14.9％ 0.5％ 0.6％

[表15]



検査・確認作業
• プロセス別所要時間*（分）

• 当⽇の抗原定性検査に要する時間は11分〜20分と幅があ
り検査スポットにより異なる。
• 同⼀スポットでは混雑状況によらず、1⼈あたりにかかる平均

時間は変わらない。
• 1時間あたり検査⼈数20⼈程度までは責任者1⼈、スタッフ

５〜6⼈で対応できている。1時間あたり検査⼈数40⼈程
度となった事例では、急遽スタッフ8⼈へ増員して対応した。
• 少数だが、検体抽出液こぼし、スワブ落とし、採取前にスワブ

を検体抽出液へ挿⼊、くしゃみ等の事例あり。
• 判定できず再検査した例も少数あり、再検査拒否の事例が

発⽣した。

* プロセス別所要時間を計測した当⽇検査会場における１⽇のプロセスごとの平均
値27例の中央値

4. ワクチン/検査の実証結果・評価
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受付 検体採取 検査 判定 結果通知 合計

2.5 1.5 1.5 5 1.5 12

[表16]

③ワクチン/検査のオペレーション（当⽇検査 飲⾷店・カラオケ）



来場者動向
• 同⼀スポットでも⽇ごとの来場者数には⼤きな差があり、当⽇どの程度の

確認要員が必要かが予測しにくく、来場者がない⽇もあった。
• 曜⽇別来場者数は⾦曜⽇に多い地域が多かったが、カラオケや観光客
が多い地域では⼟曜⽇が最も多い。
• ワクチン接種済みの⽅でもワクチン接種証明を忘れて受検する事例が多

い。
• 時間帯別分布

• 概ね19時台までの実施数が多く、20時以降では減少し、21時以降は
さらに減少する（0の例もあり）。地元客が多い地域では、20時以降
利⽤がほとんどないこともあった。
• 時間帯分布について曜⽇別の傾向は特にない。
• 興味を⽰したものの検査を拒否する理由として多いのは、検査が怖い、

⿐へのスワブ挿⼊が嫌だ、既に酔っている⼈では時間がかかる、酔いがさ
める、テンションがさがるとの意⾒があった。

4. ワクチン/検査の実証結果・評価
③ワクチン/検査のオペレーション
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[表17]

③ワクチン/検査のオペレーション（当⽇検査 飲⾷店・カラオケ）

16時台以前 17時台 18時台 19時台 20時台 21時台 22時台

2.3% 20.6% 32.7% 24.1% 13.7% 5.4% 1.1%



運⽤上の⼯夫等
• 受付前に⽬を通してもらえるよう「本検査について」という説明資料を事前配布した。
• 説明員間での説明にバラツキが出ないよう説明資料にマーカーを⼊れながら説明

するなどの⼯夫をした。
• 説明員が検査キットに触らないように説明⽤⾒本キットを準備した。
• スワブの⿐挿⼊をしやすくするための卓上鏡を準備した。
• 合札を使い呼び出し、受付で結果通知した。
• 寒冷地で屋外にテント等を設営して実施する場合は、安全に配慮しつつストーブ、

ヒーター等を置くなど防寒対策も重要。

4. ワクチン/検査の実証結果・評価
③ワクチン/検査のオペレーション（当⽇検査 飲⾷店・カラオケ）

23



24

③ワクチン/検査のオペレーション（ブライダル・劇場等）
周知・事前確認
• あらかじめ観客・列席者情報を保有しており、事前にワクチン接種状況を把握できたほか、居住地や本⼈が希望

する⽅法での事前検査も実施できた。ただし、当⽇ワクチン接種済証の持参忘れ対応のため、当⽇検査の準備は
必要。

検査・確認作業
• あらかじめ観客・列席者の各⼈についてワクチン接種証明または検査結果通知のいずれかを確認すべきか記載し

た名簿を⽤意することにより、確認作業を飲⾷店に⽐べ円滑に実施できた。
• ワクチン・検査パッケージの技術実証に参加していることも事前に周知がなされていたため、当⽇検査に対する抵抗

感も低かった。
運⽤上の⼯夫
• あらかじめ当⽇検査実施者数をある程度把握可能だったため、当⽇のプログラムや受検者数に応じ、判定時間

が15分のキット、判定時間が5分のキットを使い分けることができた。

4. ワクチン/検査の実証結果・評価
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③ワクチン/検査のオペレーション（イベント）
検査・確認作業、運⽤上の⼯夫等
• V/Tを⾏わない来場者とV/Tを⾏う来場者でゾーンを分けたイベントでは、⼊場ゲートを区別して対応した。
• イベントの性質上、飲⾷店等と⽐較して短い時間で多数の来場者の確認を⾏う必要があるため、⼊場ゲートとは別

に、テント等を設置してV/T⽤のスペースを設けるイベントもあった。
• とりわけ多数の来場者が⾒込まれたイベントでは、「TOKYOワクション」といったアプリを活⽤した結果、スムーズな

V/Tにつながったものと考えられる。⼀⽅で、V/Tには１⼈当たりおよそ30秒を要しており、これらのアプリ等の活⽤
が間に合わなかったイベントにおいては、「⼤きなトラブルなかったが、3万⼈規模（より⼤きな規模）に耐えうるか
は疑問が残る」といった意⾒もあった。

• ⼀部イベントでは、検査の様⼦を⾃⾝で撮影してもらい、アップロードされた動画で本⼈確認を実施するオンライン検
査を⾏った。

• 当⽇検査を実施したイベントでは、ワクチン接種歴や事前検査の結果確認を⾏うブースと当⽇検査を⾏うブース
を分けることによって、混雑の回避を⾏った。当該イベントにおける当⽇検査のプロセス別所要時間*は下表のとおり。

• ワクチン接種歴の持参忘れ等のため、現地での抗原定性検査の需要が増えることがあり得るため、「検査キットの
必要数や当⽇必要となるスタッフ数をあらかじめ予測することは困難」といった意⾒があった。

• ⼦どもの年齢確認については、保護者の⾃⼰申告によるしかなく、正確に確認する⽅法の検討が必要といった意⾒
があった。

4. ワクチン/検査の実証結果・評価

（分）受付 検体採取 検査 判定 結果通知 合計

1 3 5 5 1 15

[表18]
*当⽇検査実施878件の平均値



肯定的な意⾒
• ⼈数制限なく、7⼈で⼊店できるので、抗原定性検査をして

も⼊店したい。
• （満席で待っても）安⼼して⼊店できる。
• こんなに早く結果が出るなら抗原定性検査を続けて欲しい。
• このような検査をもっとしてもらえば安⼼して外出できる。
改善を求める意⾒
• 判定時間に15分かかるのは⻑い（判定15分キット事例での

受検者同⼠の会話）。

4. ワクチン/検査の実証結果・評価
④当⽇検査の受検者の声

26



⑤店舗の声
調査の⽅法

• 実証終了後に実証参加店舗・会場運営者または催事主
催者に対してアンケートを⾏った（⼀部地域、催事につい
てはヒアリングを実施。また、埼⽟県は県で独⾃アンケート
を実施ししたため事務局アンケートは実施してていない）。

• 回収⽅法︓WEBの回答フォーム(店舗説明資料にQR
コードを貼付) で回収（⼀部紙で回収）。

• 回答数︓109件

4. ワクチン/検査の実証結果・評価

27
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⑤店舗の声

4. ワクチン/検査の実証結果・評価

• 技術実証の課題として、実証内容の説明の難しさが最も多く挙げられた。
• 今後、ワクチン・検査パッケージを採⽤したいかという問いに対しては、「認証の要件」「制限が緩和される」

「お客様からの要望」などの条件がある場合には、8割強が採⽤すると回答した。
実証で困難に感じたこと 今後のV/Tの採⽤

（N=109）

[図１] [図２]
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⑤店舗の声

4. ワクチン/検査の実証結果・評価

肯定的な意⾒
• 「来店者から、安⼼して飲⾷できるという声があった」や、「安⼼な店という印象を持ってもらえた」との意⾒があった。
• 報道で実証を知った来店者もおり、「来店者が快く応じてくれ、課題はなかった」と回答した店舗もあった。
• ⼈数制限の緩和があるため、このお店を選んだとの声もあった。
• 「技術実証を理由に予約のキャンセルは無かった」、「事前に説明した予約客は100％接種証明書を持参してく

れた。」との意⾒があった。
• 「同居などしているご家族も安⼼してお店に⾏っておいでと⾔われて、久しぶりに堂々と外出できた」との意⾒があっ

た。
• ブライダルでは、「安⼼して式に参加できた」「実証に参加することで結婚式ができたことが嬉しい」との声が聞けたこ

とが何よりの成功との声、イベント主催者からは、「参加者に抵抗感なくワクチン・検査パッケージに協⼒してもらえ
たことから、今後のイベント開催に⾃信が持てたと」の意⾒があった。

実施地域等 実施⽅法 設問概要
• ⼤阪府
• 兵庫県
• ブライダル事業者
• 北海道イベント主催者

店舗への訪問
(⼀部、電話で実施)

・オペレーションにて⼤変だったこと
・告知・案内⽅法でお気づきの点
・来店者、従業員の反応
・制度設計に対してのご意⾒ 他

ヒアリング実施概要 [表19]
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改善を求める意⾒
• ワクチン・検査パッケージの周知・認知向上︓来店者への説明負担が⼤きく、事前の周知が重要との意⾒があっ

た。特に、観光客などの県外からの来店者が多い店舗については、全国レベルでの周知の徹底・実施が重要との
意⾒あり。

• 確認オペレーションの簡便化︓⾝分証明書、接種証明書の確認に係る負担が⼤きく、規模の⼤きな店舗では、
期間中増員して対応する必要があった、団体客への対応が課題だったとの意⾒があった。また、アプリ等で簡便に
確認できる⽅法が必要との改善要望もあり。

• ⼩規模店舗での対応︓⼩規模店舗では、スペース上の制約から⼊り⼝付近での対応が難しく、着席後の確認
になるケースがあった。説明のための増員が難しく、接客や調理の⼿を⽌めて対応する必要があり、負担が⼤きかっ
たとの意⾒があった。また、CO2測定機器の置き場所の確保が困難だったとの回答もあり。

• 来店者負担の軽減︓検査場までの距離が遠いとワクチン接種歴のない来店者にとって負担になるとともに、別の
店に⾏ってしまう場合があった。また、⾼齢者にとっては、スマホアプリの活⽤やQRコードの読み取りが負担で、サ
ポートが必要との意⾒があった。

• 公平性の確保︓ルールを守って営業する店舗が損をしないように、公平な運⽤・制度を求める意⾒があった。また、
ワクチン未接種の⼈への配慮が必要との意⾒もあった。

4. ワクチン/検査の実証結果・評価
⑤店舗の声
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⑥来店者の声
調査の⽅法

• ⼊店時に、従業員がアンケートに協⼒いただくよう来店者
に案内を⾏った。

• 回収⽅法︓WEBの回答フォーム(配布チラシにQRコード
を貼付)または紙で回収。

• 回答者数︓3,982⼈

集計の⽅法

• ⼀部、都道府県や店舗の形態ごとに設問・選択肢の内
容が異なっている。類似の選択肢は統合して集計を⾏って
いる。

• 埼⽟県、⼤阪府ではそれぞれ独⾃の来店者向けアンケー
トを実施しており、ここでの集計には含んでいない。

• ここでは、飲⾷店、宴会場、結婚式場、カラオケボックスで
の実証において実施したアンケートが集計対象となっている。
劇場、ライブハウスでの実証は対象外としている。

4. ワクチン/検査の実証結果・評価



⑥来店者の声
結果の概要

a. V/Tに対する賛否

• V/Tに賛同できる⼈が88.7%と⼤半を占めている。

• 回答数は少ないが、接種する予定も希望もない⼈では、賛同できる⼈、賛同はできないが理解はできる⼈、
賛同できない⼈がそれぞれ約3割ずつに分かれている。

b. V/Tによる店舗への信頼感、安⼼感の変化

• 71%が、取組への参加により店への信頼感が増すと考えている。

c. V/Tによるお店選びへの影響

• 制限の緩和があれば、制限の緩和にかかわらずV/Tのお店を選ぶ⼈と合わせて、87.9%がV/Tのお店を
選ぶ。

d. 無料の検査に対する感想

• 無料の検査を利⽤した⼈のうち、62.8%が特に不満はないと感じている。検査に対する不満の理由は、
「検査所に⾏くのが⾯倒だったから」や「⿐腔に⼊れるのが怖かった、痛かったから」との回答が⾒られた。

4. ワクチン/検査の実証結果・評価
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4. ワクチン/検査の実証結果・評価

• 「賛同できる」、「積極的に⾏うべき」と肯定的な回答を選択した⼈が88.7％と多い。「賛同できない」、「や
るべきではない」との意⾒は4.0％にとどまっている。

⑥来店者の声

※ 以下の通り、地域により調査時の選択肢が異なる。「賛同はできないが理解はできる」はそのまま集計し、 「賛同できる」と「積極的に⾏うべき」、「賛同できない」「やるべきでは
ない」を同⼀の選択肢として扱った。
「賛同できる」「賛同できない」︓北海道、千葉県、神奈川県、滋賀県、兵庫県
「積極的に⾏うべき」「賛同はできないが理解はできる」「やるべきではない」︓新潟県、⽯川県、愛知県、京都府、徳島県、熊本県、沖縄県

「賛同できる」「賛同はできないが理解はできる」「賛同できない」︓福岡県

33

V/Tへの賛否 接種歴別 V/Tへの賛否[図３] [図４]



4. ワクチン/検査の実証結果・評価
⑥来店者の声

34

• 7割以上の⼈がV/Tの実施により、信頼感が増す、安⼼感が増すと考えている。
• 制限の緩和を⾏わなくても24.2%の⼈はV/T実施店舗を選択すると回答しており、制限緩和を⾏えば、

制限の緩和にかかわらずV/Tのお店を選ぶ⼈と合わせて、87.9%の⼈がV/Tの確認があるお店を選ぶと回
答している。

改善を求める意⾒
• 「接種していても感染することがあるので安⼼できない」
• 「接種証明の確認だけでなく、距離や消毒を重視する」

店舗への安⼼感、信頼感の変化 お店選びへの影響[図５] [図６]



⑥来店者の声

4. ワクチン/検査の実証結果・評価

• 事前に無料で検査（来店型・宅配型）を受けた⼈および⼊店時に無料で抗原定性検査を受けた⼈のう
ち、62.8％が「特に不満はない」と回答している。

• 事前検査よりも当⽇検査を利⽤した⼈のほうが、特に不満はないと感じている⼈の割合が⾼い。

改善を求める意⾒
「⿐腔に⼊れるのが怖かった 」(⼊店直前の抗原定性検査を利⽤｜30代・⼥性)、「⿐腔に⼊れるのが痛かった」(⼊店直前の抗原
定性検査を利⽤｜30代・⼥性) 「お店の⽅が検査会場まで案内してくれたが、その⼿間が申し訳なかった」 (⼊店直前の抗原定
性検査を利⽤｜40代・⼥性) 35

無料の検査の感想 利⽤した検査⽅法別 無料の検査の感想

抗原定性検査利⽤者
検査に特に不満はない:68.3%

[図７] [図８]
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⑥来店者の声
回答者の基本属性

4. ワクチン/検査の実証結果・評価

ワクチン接種歴

性別

年齢別

[図９]

[図10]

[図11]
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５. 関連する技術の実証結果・評価
①⼊店者・⼊場者リストの作成

リスト作成の概況
• 宿泊施設・パッケージ旅⾏、⾳楽コンサート、スポーツ等の⼤規模イベント等では予約時にリストを作成し、当

⽇に来場者を把握している場合が多い。ただし、代表者のみを把握している場合がある。
• 予約なしでの来店や急な来店の多い飲⾷店（ファーストフード等）ではリストは作成しにくいという意⾒があ

る。
リストと感染者情報把握システム（HER-SYS）の突合
• ⼤規模イベント及び飲⾷店等の⼊場・⼊店によって発⽣する恐れのあるクラスターを早期に発⾒する仕組みを

検討するため、実証事業で作成されるリストとHER-SYSの感染者情報を精度⾼く、簡便に突合できるかの
検証を実施。

• 保健所等への第三者提供に同意いただいたリストと照合した結果、携帯電話番号による陽性者情報との突
合が効率的であることがわかった。

世論調査の例
⽇常的な⽤事について、⼊店・⼊場時のQRコード読込による携帯電話番号提供への協⼒意向がある者の割合 64.7％
（第８回⽇経・FT感染症会議「感染症対策に関する意識調査」（8⽉実施))



測定機器
• 測定機器は⼆酸化炭素分⼦が吸収する特定の波⻑光を利⽤したNDIR（Non Dispersive InfraRed ）⽅式のものを

使⽤。また、計測したCO2濃度等のデータをSIM通信でクラウド上に蓄積し、ダッシュボード機能にて数値を可視化するサービ
スを⽤いた。その他CO2測定機能仕様は右記のとおり。

測定環境（主な⽬安）
• 各店舗のフロア中央部、個室内等に設置
• 広いフロアの場合、100㎡につき1台設置を推奨
• 床から0.8〜1.5m の⾼さの場所に設置
• 結露しやすい場所（極度の温度変化がある場所）は避ける
• 換気⼝、窓、ドア、機械換気設備を避ける
• 空気の通り道（吸気⼝、排気⼝を繋いだ線上）は避ける

５. 関連する技術の実証結果・評価
②換気・⼤声抑制等（飲⾷店等における取組の概要）
• 飲⾷店等における技術実証において、CO2測定機器を貸与して期間中のCO2濃度を測定するとともに、基準

値（1000ppm）以上となった際に換気を⾏うこととし、基準値以上となった時刻（換気を⾏った時刻）と基
準値未満になった時刻のほか、換気⽅法等について記録を⾏った。

38

検測範囲 420-5000ppm
検測精度 ±50ppm＋実測値の5%

動作温湿度
温度︓0〜50℃
湿度︓0~95%RH以下

実証時の設置例

• CO2測定機器を設置し、適切な換気を促すことによって、飲⾷店等
におけるCO2の濃度を基準値以下に抑えられることが分かり、効果
があるものと考えられる。

• ⼀⽅で、結婚式や劇場等において、空間を締め切る場合、基準値
を超えた状態が⼀定時間継続する場⾯も⾒られた。

• これらのことから、測定機器を設置するだけではなく、換気作業を⾏
うこと、換気後に数値が下がったことまでの確認が必要と考えられる。

[表20]



５. 関連する技術の実証結果・評価
②換気・⼤声抑制等（飲⾷店・カラオケ）
• 兵庫県の飲⾷店での実施事例を⾒ると、11店舗中6店舗においては実施期間中にCO2濃度が1000ppm

を超えることは無かった。これらの店舗で基準を超えなかった理由として、⽐較的⾯積の広い店舗であることや、
厨房や客席の換気設備の稼働によることが考えられる。

• カラオケボックスでの実施事例では、2時間以上1000ppmを上回っている事例も⾒られた。カラオケという性質
から、扉の開け閉めが少ない状態で⼤声を出した際、数値が上がりやすい傾向があることが考えられる。

• 厨房併設の⼩規模店舗や、気温が低いときの暖房（特に⽯油ストーブなど）の使⽤により、CO2濃度が
1000ppmを超えやすいケースがあることが分かった。

• CO2濃度計の設置と換気活動については、⼩規模店舗にて「CO2測定機器の置き場所の確保が困難だった」
という意⾒や、その他の店舗においても少数だが「CO2測定機器を何度も⾒るのは⾯倒だった」という意⾒があり、
それに関連して「基準値を超えた時にアラート⾳が鳴る仕組みがあった⽅が良い」という意⾒もあった。

39①,②のタイミングに1000ppmを超えたので、窓開け換気を⾏ったところ、概ね5分後に1000ppmを下回った。

②①[図12]



５. 関連する技術の実証結果・評価
②換気・⼤声抑制等（ブライダル）
• 結婚式の事例を⾒ると、挙式開始の10:30からチャペル内のCO2濃度が上昇し、11:10頃に1000ppmを超

えた。このことから、⼈が密集する空間では挙式のような⼤声での会話が少ないタイミングでも数値が上昇する可
能性があることがわかった。

• その後、披露宴会場では来場者の⼊場開始前後で数値が上昇し、12:15頃に1000ppmを超えた。このこと
から、広い空間であっても、移動時や会⾷時等の会話が増えるタイミングで数値が上昇する可能性があることが
わかった。

• チャペル内での挙式では、締め切って式を進⾏することが多く、換気⽅法が限られていることもあり、事業者から
本実証にて挙式中チャペル内の換気を⾏う必要性を認識できて良かったとの意⾒があった。

40

10：30
挙式開始

11：30
披露宴開始

[図13]
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５. 関連する技術の実証結果・評価
②換気・⼤声抑制等（イベント等）
• スポーツイベントではCO2濃度が1000ppmを超えるような場所はほとんど⾒られなかった*。また、⼤声での声

援は確認されなかった。
• AIを⽤いた解析では、拍⼿が55.6%で主な応援⼿段。声出し応援は確認されず、観客の歓声は平均3.1％

程度*であった（右下図） 。プロ野球の2試合平均では、拍⼿・メガホンの応援は平均55.8％、観客の歓声
は平均2.6%であった。

• 今回の技術実証の以前の試合と⽐較して、⼤きな変化はない。
• V/T席と⾮V/T席の観客の応援⾏動や観客の歓声は同程度（安⼼感から声を出す様⼦は確認されず）

*（資料）産業技術総合研究所HP
https://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2021/nr20211110/nr20211110.html
https://unit.aist.go.jp/georesenv/res-geo/COVID19-Lab/

設置箇所 計測数 CO2 濃度
（ppm）

トイレ⼥⼦ 7 380〜792
トイレ男⼦ 7 381〜1034
コンコース 7 404〜690

VIPラウンジ 2 398〜593
観客席 2 390〜498

確認ブース 2 407〜540

CO2濃度計測の結果
（10⽉16⽇ 横浜⽇産スタジアム）

今回の技術実
証の試合
3試合平均
全体

拍⼿ 55.6%
歓声 3.1%

VT席のみ
拍⼿ 47.3%
歓声 2.7%

技術実証の以
前の試合
4試合平均

拍⼿47.3%
歓声2.5%

3 . 5 %

2 . 7 %

2 . 3 %

1 . 6 %

0 . 7 % （ 全体）

0 . 6 % （ VT席）

2 . 4 % （ 全体）

2 . 1 % （ VT席）

6 . 2 % （ 全体）

5 . 3 % （ VT席）

4 8 %

3 3 %

5 1 %

5 6 %

4 5 % （ 全体）

3 8 % （ VT席）

6 3 % （ 全体）

5 2 % （ VT席）

5 9 % （ 全体）

5 1 % （ VT席）

[表21] [図14]
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③マスク着⽤率
• サッカー8試合平均の試合中のマスク着⽤率は平均94.3%、ハーフタイム中は平均81.4%。
• プロ野球の3試合のマスク着⽤率は序盤攻撃時平均90.4%、序盤守備時平均83.7%、終盤には約94.8%。
• V/T席と⾮V/T席のマスク着⽤率は同程度（安⼼感からマスクを外す様⼦は⾒られず）。
• ⽐較的安価なカメラとAIによる画像認識によってマスク着⽤率は把握可能。
Jリーグの試合中のマスク着⽤率の計測と時系列変化の例

（10⽉6⽇ 豊⽥スタジアム）

（資料）産業技術総合研究所HP
https://www.aist.go.jp/aist_j/news/au20211011.html

技術実証4試合での平均マスク着⽤率（測定は8試合)

（資料）産業技術総合研究所HP
https://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2021/nr20211110/nr20211110.html

５. 関連する技術の実証結果・評価
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[図15] [図16]
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④３密の回避
• V/Tブースでの密集は⾒られなかった（試合開始前の最も混雑する時間帯であっても半径2m以内の平均⼈

数は2⼈程度）。ワクチン接種証明（及び⾝分証明、チケット）の確認に要した時間は約30秒/⼈程度。
• 密集は、Bluetooth、Wifi、レーザーレーダーなど⼀般的な技術・装置によって把握可能。

ワクチン接種証明・検査通知確認ブースの待ち⼈数と混雑具合
（10⽉6⽇ 豊⽥スタジアム）

５. 関連する技術の実証結果・評価

ワクチン接種証明の確認に必要な時間

3会場の平均33.4秒

⽇時 場所 平均受付
滞在時間

10⽉6⽇ 豊⽥スタジアム 32.7秒

10⽉16⽇ ⽇産スタジアム 34.2秒

10⽉24⽇ 豊⽥スタジアム 33.3秒

（資料）産業技術総合研究所HP
https://www.aist.go.jp/aist_j/news/au20211011.html

（資料）産業技術総合研究所HP
https://www.aist.go.jp/aist_j/new_research/2021/nr20211110/nr20211110.html

[表22]

[図17]
[図18]
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⑤直⾏直帰
• イベント終了後に近隣の駅・繁華街等に⼈流が滞留する様⼦は⾒られなかった。

2019年はイベント
前後に⼈流のピーク

ピークは
昼よりも
⼩さい

スタジアム及び最寄り駅付近の⼈出（500mメッシュ内の推計⼈⼝） （データ提供）NTTドコモ
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2019年はイベント
後に⼈流のピーク
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技術実証 技術実証

⽐較対象 ⽐較対象

５. 関連する技術の実証結果・評価

[図19]
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６. 今後への⽰唆
①ワクチン/検査について
• カラオケを除き、多くは接種証明を利⽤して⼊店し、検査は少数だった。今後、V/Tがより広まれば、ワクチン接種

証明を携⾏する習慣につながり、⼀層検査利⽤⽐率が下がると考えられる。⼀⽅でワクチンを接種できない⼈な
どが不公平を被ることがないよう、事前検査・当⽇検査にかかわらず検査を受けやすい体制の整備が必要。

• 接種証明及び検査結果通知の確認に⼤きな混乱はなかった。⼀⽅で、接種証明や検査結果通知の本⼈性の
確認には煩雑さがあったという声もあり、より⼤規模なイベントへの適応を⾒越して、より簡便に提⽰・確認ができ
るアプリ等の有効活⽤が必要（コミックマーケット99における取組により、アプリの活⽤の有効性が⽰唆）。

• V/T対象となる、⼦どもの年齢の確認⽅法が課題であり、引き続き検討が必要。

• 検査に時間がかかる（最も判定時間の短いキットを⽤いても、説明から結果の判定までに10分以上かかる）等
の意⾒が利⽤者等からあった。また、検査費⽤については⼀定のコストがかかるため、検査キットの調達や検査場
所等も含め、検査費⽤を低減させ、検査時間を短くする⼯夫が必要。

• 当⽇検査で陽性判定が出た場合の対応が難しい等の理由から旅⾏中の⼈やイベント等に遠⽅から来る⼈に対
して、旅⾏・移動前の事前検査を勧奨する等の配慮が必要。
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６. 今後への⽰唆
②関連する技術について
⼊場者・⼊店者リスト
• 多くのイベントや飲⾷店では、QRコード等を⽤いて連絡・検索可能な⼊場者・⼊店者リストの作成が可能。平時

から使⽤している電⼦チケット、コンテンツ配信等のアプリ等を感染発⽣時に使うことにより効率的に対応できる。
• 感染流⾏のステージに応じて、国・⾃治体の判断で⼤規模イベント及び飲⾷店等での⼊場者・⼊店者リスト作

成の勧奨を⾏うことは今後も必要。その際、リストに携帯電話番号が含まれれば効率的にクラスターを発⾒できる
可能性があることを周知することも必要。

• リストと感染者情報を⾃動で突合するシステムの構築の検討が必要。

3密回避、マスク着⽤率把握、換気、⾳量等を把握する技術
• CO2測定機器、マスク着⽤や⼈の密集を把握するカメラなど、⽐較的安価で使える有効な技術がある。
• V/T席を利⽤した⼈も、3密回避、マスク着⽤など基本的な感染防⽌策を継続している。


