
自分をまもり、大切な人をまもり、

地域と 社会を まもるために、

接触確認アプリを インストールしましょう。

○このアプリは、使う人が 同意して、スマートフォ

ンの 近接通信機能（ブルートゥース）を 使い

ます。そして、お互いが わからないように プラ

イバシーを守って、新型コロナウイルス感染症に

感染した人と 会った 可能性について、通知を

もらうことができる アプリです。

1メートル以内、15分以上 会った可能性

・会ったことについての 記録は、携帯の中だけで 管理し、外には
でません

・どこで、いつ、誰と 会ったのかは、お互いに わかりません

※会った情報（ランダムな符号）を 携帯の中に 記録します

※記録は 14日経つと 無効になります

※連絡先、位置の情報など 特定の個人が わかる 情報は 記録

しません

※ブルートゥースを オフにすると 情報を記録しません

新型コロナウイルス 接触確認アプリの インストールを おねがいします

＊画面イメージ

内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策推進室
情報通信技術(IT)総合戦略室

iPhoneの人はこちら Androidの人はこちら 詳しくはこちら

厚生労働省
ウェブサイト

厚生労働省

新型コロナウイルス
接触確認アプリ
（略称：COCOA）

COVID-19 Contact Confirming Application

接触確認アプリは、新型コロナウイルス感染症に

感染した人 会った 可能性について、通知を も

らうことができる、スマートフォンの アプリです

○使う人は、感染した人と 会った 可能性が わか

ることで、検査を 受けたりするなど、保健所の

サポートを 早く 受けることができます。使う人

が 増えることで、感染を 広げないように 防ぐ

ことに つながると 期待されます。
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使う人が 同意して、スマートフォンの 近接通信機能（ブルートゥース）を 使います。そして、お互いが わからないように プラ

イバシーを守って、新型コロナウイルス感染症に 感染した人と 会った 可能性について、通知を 受けることができます。なお、

このアプリは Apple社と Google社からの アプリケーション・プログラミング・インターフェイス(API)を 元に 開発しています。

GPSなどの 位置情報は 使いません。また、記録もしません。

新型コロナウイルス感染症に 感染した人が、同意して、感染したことを 登録した場合に、感染した人と 14日前までに、大体 １メートル

以内で 15分以上 会っていた 可能性があると 通知されます。通知を受けた後、自分の症状などを 選択すると、受診・相談センターなど

の 連絡先が出てきて、検査を受けるための 案内をされます。

使っている人への 通知は、１日１回ほどです。アプリに登録した タイミングによっては、すぐに 通知されない場合が あります。ただ、アプリの

設定で、「通知をON」にすると、通知があると、画面に 通知メッセージが 出てきます。

新型コロナウイルスに 感染したと 診断された場合、アプリへの登録は、使う人の 同意が必要で、その人の 判断によります。登録すると、

あなたと 会った 可能性のある人が 検査を受けたり、保健所の サポートを 早く 受けることができます。

アプリの画面に 出てくる 手順に沿って、自分の症状などを 選択すると、受診・相談センターなどの 連絡先が 出てきて、検査を受ける

ための 案内をされます。

厚生労働省では、アプリを通して、アプリを使っている人の データを使って 集めることはありません。使う人には、名前・電話番号などの

個人の情報を 入れてもらうこともありません。

自分の判断で いつでも アプリを 使うことをやめて、アプリを消すと、14日前までの 記録を 全て消すことができます。

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 接 触 確 認 ア プ リ を 使 う 人 向 け の Q & A

問２ アプリを 使うと、どのようなメリットが ありますか。

問１ 接触確認アプリとは、どのようなものですか。

問３ 他に 使っている人と 会った時、どのように 記録するのですか。

問４ 個人情報が 集められることは ないですか。

問５ 位置情報は 使いますか

問８ アプリでは、どのような 通知がきますか。

問６ 他に 使っている人と 会った時、それが 知らされる 目安はありますか。

問７ いつでも 使うことを やめることは できますか

問９ 新型コロナウイルス感染症に 感染した人が アプリで登録したら すぐに 通知はきますか。

問11 新型コロナウイルス感染症に 感染した人と 会った 可能性がある という通知を 受けたら、何をすれば
いいですか。

問10 新型コロナウイルス感染症に 感染していると 診断されましたが、アプリで 登録しなかったら どうなりますか。

問12 厚生労働省では アプリで得た 情報を 何に使うのですか。

使う人は、新型コロナウイルス感染症に 感染した人と 会った 可能性が わかることで、検査を受けるなど 保健所のサポートを

早く 受けることができます。使う人が 増えることで、感染を 広げないように 防ぐことに つながると 期待されます。

スマートフォンの 近接通信機能（ブルートゥース）を 使って、他のスマートフォンが 近くにある状態（大体１メートル以内で 15分以上）を

「会った」と認識して、知らされます。他のスマートフォンが 近くにあるという 情報は、本人の スマートフォンの中にだけ 暗号化して 記録され、14

日経つと 自動的に 無効になります。この記録は、その機械から 外に出ることはなく、使っている人は アプリを消すことで、その人の判断で いつ

でも 記録を 消すことができます。

名前・電話番号・メールアドレスなどの 個人がわかる情報を 入れることはありません。他のスマートフォンが 近くにあるという 情報は、暗号化して、

本人の スマートフォンの中にだけ 記録され、14日経つと 自動的に 無効になります。行政機関や 他の人が 会った記録や 個人の情報を

使って、集めることはありません。

アプリを使っている スマートフォン同士が、大体 １メートル以内の 距離で 15分以上 近くにあった場合、「会った」と認識されて、知らせ

がくる 可能性が 高くなります。機器の性能や 周りの環境（ガラス窓や うすい壁など）端末を 持っている方向などの 条件や状態で、

計測した距離や 時間に 差が出るので、必ず正確である というわけではありません。
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