新型コロナウイルスの発生に関する注意喚起（その４３）
令和３年４月２７日
在シンガポール日本大使館
１．２２日，シンガポール政府（ Smart Nation and Digital Government Office
(SNDGO)）は，６月 1 日より TraceTogether 専用の SafeEntry を開始，チェック
インには TraceTogether アプリまたはトークンのみが使用可能になる旨，概要
次の通り公表しました。詳細はＳＮＤＧＯ／ＨＰを確認ください。
（Smart Nation and Digital Government Office (SNDGO)ＨＰ）
https://www.smartnation.gov.sg/whats-new/press-releases/tracetogetheronly-safeentry-to-start-from-1-june-2021--only-tracetogether-app-ortoken-will-be-accepted--for-safeentry-check-in-1
（１）2021 年 6 月 1 日より，TraceTogether-only SafeEntry（TT-only SE）
が，来場者数多く，長時間滞在の可能性のあるすべての会場で実施されること
になりました。これには，ショッピングモール，職場，礼拝所，学校，教育機
関などが含まれます。
【TT と SE の重要性】
（２）TT プログラムと SE は，新型コロナ感染者の濃厚接触者を迅速に特定し，
隔離することができる重要なデジタルツールです。これにより，感染の連鎖を
断ち切り，地域社会での感染爆発を防ぐことでより多くの活動の再開が可能に
なります。TT データが初期の濃厚接触者を特定するために利用される一方で，
SE データは感染者が訪れた場所を特定し，クラスターを追跡するために利用さ
れます。
（３）これらのデジタルツールを併用することで，濃厚接触者追跡に要する平
均的な時間を 4 日から 1.5 日以下に短縮することが可能になりました。最近で
は，手作業での接触者追跡では発見できなかった可能性が高く，検疫を受ける
必要があった 75 人を TT によって特定することができました。これは，発見さ
れた感染者の影響を即座に食い止め，コミュニティでの感染拡大を最小限に抑
えるために重要な役割を果たしました。TT をより積極的に活用することで，接

触者の追跡の範囲と速度をさらに高めることができます。これは，地域社会で
の感染が最も発生しやすい場所や環境で最も重要になります。
（４）現在までに，90%以上の人々が TT アプリをダウンロードし，TT トークン
を収集しています。そのため，2021 年 6 月 1 日からは，全国で TT 専用の SE が
導入されます。これにより，SE のチェックインは，以下のいずれかの方法で行
われ，TT アプリまたは TT トークンを使用する必要があります。
ⅰ.

TT アプリを使って会場の QR コードをスキャン

ⅱ. TT トークンの QR コードを会場のスタッフが読み取れるように TT トークン
を提示
iii.

TT アプリまたは TT トークンを SafeEntry Gateway デバイスでタップ

（５）携帯電話のカメラを起動して会場の QR コードをスキャンする，Singpass
アプリの使用，個人 ID のバーコード・スキャンをするなど，その他の SE チェ
ックインの方法は，2021 年 6 月 1 日から廃止されます。
【より便利なチェックイン】
（６）TT-only SE の導入に伴い，ショッピングモール内の大型小売店やスー
パーマーケットでは，従来の SE チェックインの要件を廃止します。これは，
すべての訪問者がモールの入り口ですでに TT-only SE チェックインを行ってい
ることと，モール内のこれらの場所での（人と人との）交流は一般的に瞬間的
のものであることが理由です。小規模な小売店（薬局，コンビニエンスストア，
ハートランド提供店（小規模小売店）など）で，顧客のために SE を導入する必
要はないが，自主的に導入している場合は，利用者の利便性を高めるために，
SE のチェックインを停止する必要があります。
（７）基本的には，TT 限定の SE チェックインは，人の出入りが多い場所（シ
ョッピングモール，職場，礼拝所，学校，教育機関など），および人が長時間
密接している可能性が高いリスクの高い場所（飲食店やスポーツジムなど）で
のみ必要となります。
（ ８ ） TT-only SE 会 場 の 全 リ ス ト は ， 付 録 A 及 び SE ウ ェ ブ サ イ ト

(www.safeentry.gov.sg/deployment)に掲載されている。TT トークン使用の SE
チェックインを簡便にするために，会場運営者は SafeEntry (Business) アプ
リをダウンロードするか，SafeEntry Gateway Box を設置する必要があります。
会場運営者が SafeEntry Gateway Box を申請する方法についての詳細は，SE の
ウェブサイト（www.safeentry.gov.sg）に掲載されています。
【TT アプリのアップデートと TT トークンの電池交換】
（９）効果的な濃厚接触者追跡には，TT アプリとトークンの積極的な使用が必
要です。そして，TT アプリの TT-only SE は，アプリが最新バージョンにアッ
プデートされていることを確認した上で，Bluetooth をオンにし，バックグラ
ウンドでアプリをアクティブにしておく必要があります。一方，トークンの使
用者は，トークンのバッテリーが不足していないことを確認し，家を出るとき
は常にトークンを持っている必要があります。
（10）TT トークンの使用者は，自身のトークンが機能しているかどうかを，約
1 分に 1 回程度点滅する緑色のランプで確認できます。赤く点滅している場合
や，全く点灯していない場合は，コミュニティクラブ/センター(CC)や一部の
ショッピングモールに設置されているトークン交換ブースでトークンを交換で
きます。また，トークンを受け取っていない方も，コミュニティクラブ/セン
ター(CC)でトークンを受け取ることができます。
詳細は TokenGoWhere のウェブサイト（www.token.gowhere.gov.sg）を参照し
てください。
（11）TT プログラムに積極的に参加し，SE を利用することで，新型コロナウ
イルスの拡散を防ぐことが可能になり，それぞれがシンガポールの安全を守る
ための役割を果たすことができます。政府は，公衆衛生の状況の変化に応じて，
TT プログラムと SE の利便性を改善し，濃厚接触者追跡を有効に保つためのア
プローチを調整していきます。
付属書 B (pdf - 560kb)
２．シンガポール保健省（ＭＯＨ）は，２０日，インドとの国境措置の強化及
び，香港・英国・南アフリカとの国境措置の緩和。また，２２日，インドとの
国境措置の更なる強化を公表しました。詳細は保健省ＨＰを確認ください。

（１） ２０日：インドとの国境措置の強化及び香港・英国・南アフリカとの国
境措置の緩和
（保健省ＨＰ）
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-bordermeasures-for-travellers-from-india-hong-kong-united-kingdom-and-southafrica
（２）２２日：インドとの国境措置の更なる強化
（保健省ＨＰ）
https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/updates-on-bordermeasures-for-travellers-from-india-westlite-woodlands-dormitorycluster-and-additional-precautions-for-recovered-persons
３．シンガポール保健省（ＭＯＨ）は，シンガポール国内における感染者数及
び，予防接種状況等関連情報を以下の保健省ＨＰで公表しています。
（保健省ＨＰ）https://www.moh.gov.sg/covid-19
４．日本人の方も含め，日本に来航する際にはシンガポール出国前 72 時間以
内の検査証明の提出が必要です。検査証明書をお持ちでない場合，検疫法に基
づき上陸できないこととなります。
また，空港の制限エリア内において，ビデオ通話及び位置確認アプリのイン
ストール並びに誓約書に記載された連絡先の確認が行われます。詳細は次の
URL をご参照ください。
https://www.sg.emb-japan.go.jp/itpr_ja/keneki_0108.html

５．航空会社各社は，新型コロナウイルスの発生により，路線の減便等の措置
を実施しています。詳細は各社ＨＰを確認下さい。

（日本航空ＨＰ）
https://www.jal.co.jp/jp/ja/info/2020/other/flysafe/flights-

service/#inter

（全日空ＨＰ）
https://www.anahd.co.jp/ja/jp/topics/notice200206/#2
（シンガポール航空・シルクエアーＨＰ）
Singapore Airlines and SilkAir Flight Schedules - April to June 2021

（シンガポール・エアライングループにおけるチャンギ空港におけるトランジ
ット対象地域も同ＨＰを御参照下さい。）
６．外務省は，新型コロナウイルスの発生に関し，海外安全ＨＰにて関連情報
を掲載しています。渡航にあたっては，同ホームページ等にて最新情報の入手
を行って下さい。
（海外安全ＨＰ）
外務省 海外安全ホームページ (mofa.go.jp)

７．外務省海外安全ホームページ，厚生労働省ホームページ，シンガポール保
健省ホームページなどの最新情報を収集し引き続き感染予防に努めて下さい。
●首相官邸ホームページ
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
●外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
●法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

●厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
●厚生労働省検疫所ホームページ

https://www.forth.go.jp/news/20200129.html
●シンガポール保健省（ＭＯＨホームページ）
https://www.moh.gov.sg/
（参考）シンガポール政府は WhatsApp の専用チャンネルを設け情報を提供して
います。（チャンネル登録：https://go.gov.sg/whatsapp）

