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COVID-19：マスク  

本文書を異なる言語または Web 形式で表示するには、ph.lacounty.gov/masks にアクセスしてください。 

本ガイダンスの最新版については、こちらをご確認ください：ph.lacounty.gov/masks 

ロサンゼルス郡内の一部の屋内公共施設では、マスクの着用が義務付けられており、その他の場所では強く推奨さ
れています。マスク着用の規則と推奨事項をご覧ください。 
 
重要なポイント 

• マスクを効果的に機能させるには、マスクが顔によくフィットし、優れたフィルター機能を備えている必
要があります。 

o 良くフィットするとは、完全に鼻と口を覆い、顔の側面と鼻にピッタリと隙間なくフィットするこ
とを意味します。 

o 優れたフィルター機能とは、マスクの素材がウイルスを良くブロックすることを意味します。何層
もの特定の素材で作られているマスクを着用すると良いろ過効果を得られます。 

• すべてのマスクはある程度の保護を提供しますが、良くフィットする高性能マスク（N95、KN95、KF94 な
ど）が最高の保護を提供します。 

 
マスクを着用することでどのように COVID-19 の拡散を遅らせられるか 

COVID-19 は感染者が飛沫と非常に小さなウイルスを含む粒子を放出することで拡散
します。これらの飛沫や粒子はその後、他者が吸い込んだり、目や鼻、口などに付着
します。 

• マスクは、COVID−19の感染拡大を防いでくれます。呼吸、咳やくしゃみをす
る際に生じる飛沫や粒子を封じ込めることで、周りの人を保護し、顔にぴっ
たりとフィットする、フィルター機能が優れているマスクは、他の人が拡散
する粒子を吸い込んでしまうことからあなたを守ります。 

• 高性能マスク（N95、KN95 や KF94など特殊な濾過機能のあるマスク）が最も
効果的です。フィルター機能に優れ、顔にぴったりとフィットするため、他の人が拡散する粒子からあなた
を保護します。また、あなたが呼吸、咳やくしゃみをする際に生じる飛沫や粒子を封じ込めることで、他の
人も守ります。 

 
マスクを選ぶときの重要なポイント 
 

COVID−19 に対しどのマスクが一番効果的であるか知っておきましょう。 

• 最も効果的なのはしっかりとフィットする高性能マスクです。高性能マスクの着用が無理な場合はその次に
効果的なのは二重マスク（医療マスクの上からしっかりとフィットする布マスクをする）またはぴったりと
フィットする医療マスクになります。 

 

COVID-19 に対し一番効果的なマスクについて知っておきましょう。 
とても良い 良い 普通 あまり良くない 

以下のようなフィット感
のある高性能マスク： 

• N95 
• KN95 
• KF94 

• 二重マスク (サージカル
マスクと布製マスク) 

• 医療用マスク – ブレー
スまたはノット＆タッ
ク方法で良くフィット
している 

• 合成不織布素材（メ
ルトブローポリプロ
ピレンなど）で作ら
れた層またはフィル
ターを含む複数の層
からなるよくフィッ
トする布製マスク。 

• 医療用マスク-フィッ
トしていない 

• フィルターまた
は合成繊維の層
のない布製マス
ク 

• バンダナ 
• ネックゲイター 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/masks/RulesAndRecommendations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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以下のようなマスクを選択してください： 
1. フィット感がある。鼻とあごにぴったりとフィットし、顔の側面や鼻の周りに大きな隙間

を作らない、かつ 
2. フィルター機能が優れている 、かつ 

3. 快適に着用できる。 

CDC のマスク及び高性能マスクの種類 及び、 CDPH の マスクで効果を最大限に活用するや子供用
マスク：役立つ情報と参考資料 のページをご覧ください。 

CDC のチラシ、マスクを選ぶときの重要なポイントをご参考ください。 

 
マスクの種類 
高性能マスク (例、 N95、 KN95、及び KF94) 
高性能マスクは、新型コロナウイルス感染症を引き起こす原因となるウイルスを含め、非常に小
さな粒子をろ過するように設計された特殊なマスクです。高性能マスクには多くの種類がありま
す。  

• N95 マスクは 95％以上の空気中の粒子を除去するように設計された、使い捨ての高性能マ
スクです。FDA（医療用目的と記されている場合）とアメリカ疾病予防管理センターの米
国労働安全衛生研究所（NIOSH）によって規制されています。NIOSH 承認の高性能マスク
の一覧は NIOSH 承認微粒子フィルター付きマスクのウェブページをご覧ください。注：Cal/OSHA は N95 を
着用する医療従事者は「フィット検査」を行い、適切なモデル、スタイル、サイズの N95 を見つけること
を必須条件としています。詳細は FDA の N95 高性能マスクをご覧ください。 

• KN95 マスクは N95 に似ていますが、中国の標準規格に遵守し制作されています。KN95 は NIOSH によって
規制されていません。これらのマスクは多くの場合、耳にかけるループがあり、アヒルのくちばしのような
形状をしています。米国で販売されている約 60％の KN95 が偽物であることに注意してください。KN95 を
使用する場合、国立個人用保護具技術研究所によって評価されていて、最小「通気効果」が 95％かそれ以
上のものを見つけることが推奨されます。 

• KF94 マスク は韓国の基準を満たすように製造されており、NIOSH による規制は受けていません。このマス
クはサイドフラップを備えており、N95s/KN95s と比較してより長方形の水平「ボート」形状です。 マスク
によってはイヤーループがついています。 幅広い顔の形やサイズにフィットします。94％以上の空気中の
粒子を除去するように製作されています。 
 

隙間なく顔に付きフィット感の優れた高性能マスクは、布製マスクや医療用マスクよりも高い保護を提供します。
高性能マスクはフィルター機能がより高く、よりしっかりとフィットするため、快適性が低下する場合があります。 

• 高性能マスクを選択する際は、フィットする度合いを確認し、製造元の指示に従ってください。これらの指
示には、マスクの着用、保管、清掃、または適切な廃棄方法に関する情報が含まれていなければなりませ
ん。 

• 正しく機能させるために、高性能マスクが顔をしっかりと密閉する必要があります。 適切なサイズ、スタ
イル、モデルのものを使用してください。 

o 頭の後ろに回すストラップ付きの高性能マスクは、イヤーループ付きの高性能マスクよりも優れた
密着性を提供します。 

o 髭が生えている場合、高性能マスクがうまくフィットしない場合があります。 

o KN95 や KF94 はいずれも「子供用」または「超小型」サイズのものを入手できるため、2歳以上の
子どもが使用することもできます。 

o 異なるスタイルとサイズの高性能マスクは、様々な人々に適しています。快適に着用でき、常に触
れたり調整したりする必要がない密閉性の高いマスクが見つかるまで、異なる種類のマスクを試し
てください。 

• 着用する都度、密着性を確認してください。着用及び取り外し方、マスクの密着性の確認方法については、
NIOSH の指示事項はご覧ください。 

• 呼吸困難や息切れの症状がある方は高性能マスクを使用する前に医師に相談することをお勧めします。 

• N95/KN95 を別のマスクと一緒に着用しないでください（二重マスクなどはダメ）。 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Masks-for-Kids-Tips-and-Resources.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Masks-for-Kids-Tips-and-Resources.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/communication/print-resources/Important-Steps-to-Choosing-Mask.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2018129
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-surgical-masks-and-face-masks#s3
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
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• 約束された保護を提供できない可能性のある、偽造 (偽物) マスクにご注意ください。本物の高性能マ
スクには、特定のマークが印刷されています。適切な N95 マーク及び KN95 マークを参照してくださ
い。 

o NIOSH の偽の製品を販売するウェブサイトの注意点 や 偽の基準や認可のマーク (参考写真つき）
を見分けるヒント 

o アメリカ疾病予防管理センター(CDC)の 他国からマスクを購入する際に考慮すべき要因 
 
詳細については、 CDC の 高性能マスクご覧ください。 

 
医療用マスク 
サージカル、医療用、使い捨て手術用マスク、または歯科用マスクとも呼ばれます。 これらに
は、さまざまなタイプの緩くフィットする使い捨てマスクが含まれます。 

• 鼻用ワイヤーが付いており、不織布またはスパンバウンド素材、およびメルトブロータ
イプの素材（多くの場合ポリプロピレン製）で作られた 3 層以上からなるマスクを使用
してください。 

• 耳紐を結び、両端を内側に折り込む（ビデオを参照）か、マスクブレースを使用して、
マスクのフィット感を向上させる。 

• フィット感のある布製マスクの下に着用することにより、マスクのフィット感とフィルター効果の両方を改
善する (二重マスクを参照のこと）。 

• 医療用マスクは、耐水性でなければなりません。 
o 確認方：マスクの前面に水を一滴垂らしてマスクを検査します。水がマスク表面にビーズのような

形状になり、マスクに染み込まないことを確認してください。 
• マスクの着用、保管、洗浄、または適切な廃棄方法については、製造元の指示に従ってください。 濡れて

いる場合や汚れている場合は、マスクを着用しないでください。 
 

注：一部の使い捨てマスクは、特定の基準で機能することを実証するために設計および検査を受けています。これ
らには、米国試験材料協会（ASTM）規格 F2100 または F3502が含まれます。最も保護効果の高いマスクは、95％以
上の粒子ろ過効率を備えています。認可を受けている第三者の検査機関による検査を受けたマスクを探してくださ
い。 

 

布製マスク 

ぴったりとフィットして、微粒子をフィルターする、特定の素材で作られている場合、布製マス
ク（再利用マスクとも呼ばれる）は良い保護を提供します。 

より効果的に機能させるために、布製マスクを医療用マスクの上に着用しましょう。（二重マス
クをご覧ください。） 

• 良い布製マスクには以下のような特徴があります： 
o 3層以上である。2 層の細かい織目の布と、一層以上の不織布で構成されている必要があります。

不織布の層はマスクフィルターを挿入したものや、メルトブローポリプロピレンなどの合成布で出
来たものでも良い。 

o 鼻の隙間を失くすための鼻用ワイヤー付き。 
o 顔の隙間を失くすための調節可能なイヤーループ、または頭の後ろで結ぶストラップ付き。 

• 2 層のコットンマスク、バンダナ、ネックゲイターなど、上記のような特徴のない布製マスクは全く効果的
ではありません。 

• 布製マスクは洗濯でき再利用できます。マスクの取り扱い表示を読んでください。洗濯機で洗濯・乾燥され
た場合に効果が低くなる布製マスクもあります。 

 
注：一部の布製マスクは、一貫したレベルで機能することを実証するために設計および検査されています。米国試
験材料協会（ASTM）は、布製（「再利用」）マスクを含む保護用フェイスカバーの基準（ASTM F3502）を設定しま
した。粒子フィルターに関する評価が ASTM F3502-レベル 2のマスクは、レベル 1よりも優れた保護を提供しま
す。最も保護的なマスクは、粒子ろ過効率が 95％以上です。ASTM定格ではない布製マスクの購入を検討している
場合は、認可を受けている第三者の検査機関による検査を受けた布製マスクを探してください。一部の市販のフェ

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/respirators/testing/NonNIOSHresults.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/images/infographics/N95-Infographic-Mask-Labeling.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/AdditionalTips.html
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/international-respirator-purchase.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html#respirators
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0
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イスマスクの評価は、CDC のウエブサイト、保護用フェイスマスク及び職場での性能/パフォーマンス・プラス・
マスクで公開されています。 
 
マスクのフィット感およびフィルター機能を改善する方法 

• ノーズワイヤー付きのマスクを着用する。 
• マスクフィッターまたはブレースを使用する。これらのデバイスは、マスク

の両端の隙間を減らすために、布製またはサージカルマスクの上に着用しま
す。 

• イヤーループをマスクの端の近くで結び、余分な部分を折り込んで隙間がな
いようにします。 ノット・アンド・タックのビデオをご覧ください。 

• 子供には、ぴったり合う小さ目のマスクを使用する。 

• 髭など特定の種類のフェイシャルヘアーはマスクのフィットを難しくしま
す。ヒゲを短くするか、マスクフィッター又はブレースを使用するか、二重
マスクをする。 

 
マスクがフィットしていることの確認方法 

• マスクの外側の端に手をかざして隙間がないか確認し、空気漏れがないかどうかを確認します。目の付近や
マスクの側面から空気が漏れていないことを確認してください。 

• マスクがきちんとフィットしている場合は、マスクの前面から暖かい空気が入り込み、呼吸するたびにマス
クの素材が動いているのがわかります。 

• マスクを継続的に調整する必要がある場合、マスクが適切にフィットしない可能性があります。異なるタイ
プやサイズのマスクを試すことを検討してください。 
 

2 枚のマスクまたは「二重マスク」を着用する 
「二重マスク」とは、医療用マスクの上によくフィットする布製マスクを着用
することを指します。これにより、医療用マスクのフィット感が向上し、保護
する層が追加されます。 

重要な注意点 
• 2 枚の医療用マスクの二重マスクは緩すぎるため、機能しません。 
• 高性能マスクは、フィットを妨げるため他のマスクと一緒に着用しない

でください。 

• 二重マスクやその他の方法でマスクのフィット感を改善したい場合は、快適に呼吸でき、視野が妨げられな
いことを確認してください。最初に自宅で試してください。 

CDC の、マスクの使用方法とケアについて、及び布製および医療処置用マスクのフィット感を向上させ、機能を改
善し、SARS-CoV-2 の感染および曝露を軽減する（2021）を参照してください。 

 

マスクを着用してはいけない人 

以下の方はマスクを着用しないでください。 
• 2 歳未満の子供。 2〜8 歳のほとんどの子供は、大人の監督の元で安全にマスクを着用できます。 
• 意識不明の方、動けない方、または補助なしにマスクを取り外せない方など、安全にマスクを着用できな

い人。 
• 地元、州、または連邦政府の規制当局や職場の安全ガイドラインにより判断された、マスクを着用するこ

とでリスクが生じる状況にある労働者。 
• 医療従事者からマスクを着用しないように指示されている方。 その人の仕事が他者との定期的な接触を伴

う場合、病状や年齢が許す限り、顎の下にぴったり合うドレープ付きのフェイスシールド（カリフォルニア

州公衆衛生局のフェイスシールドを参照）などの制限のない代替品を着用する必要があります。 
 

 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://youtu.be/UANi8Cc71A0
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/faceshield_handout.pdf
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注：基礎疾患のある方 
喘息を含む基礎疾患のあるほとんどの人は、医師からの指示がない限り、マスクの着用が可能です。マスクを着用

しても、その人への酸素供給が減少したり、二酸化炭素が蓄積したりすることはありません。ご自身またはあなた

が世話をしている方が基礎疾患を持っており、マスクを着用することに懸念がある場合は、医師に相談してくださ

い。 

 
コミュニケーションに困難のある、または特定の障害のある人のための特別な考慮事項 

透明なマスクまたは透明なプラスチックパネルを備えた布製マスクは、以下のような方々や
そのような方と対話する人向けに代替となるマスクです。 

• 聴覚障害または難聴のある方 
• 読むことを学んでいる子供または学生 
• 新しい言語を学んでいる人々 
• 障害のある方々 
• 適切な母音を発生するために、適切な口の形を見る必要がある人 

 

FDA 認証済みの透明または透明のパネル付きマスクが使用可能です。このタイプのマスクを使用する場合、呼吸が
しっかりできることや余分な水分がマスクの内側に溜まらないようにお気をつけください。 

 

耳の全く聞こえない方、聞こえにくい方など障害者用のマスクに関する詳細は CDC のマスク、特別な考慮のセクシ
ョンをご覧ください。 
 
詳細 

米国疾病予防管理センター (CDC)およびカリフォルニア州のマスクのガイダンスのウェブサイト 

• CDC マスクおよび高性能マスクの種類 
• CDC マスクの使用方法とケア 
• CDPH マスクで効果を最大限に活用する 
• CDC/NIOSH 呼吸用保護具に関する信頼できる情報源（レスピレーターについての情報） 

 

参考資料 

• CDC/NIOSH 保護用フェイスマスク及び職場での性能/パフォーマンス・プラス・マスク 
• CDC 医療用マスクのフィット感を向上させるためのビデオ指導（ノット・アンド・タック方法） 
• CDC/NIOSH 高性能マスクの装着方法と取り外し方(PDF) 
• CDC/NIOSH マスクの隙間チェック(PDF) 
• CDC/NIOSH マスクのフィット感検査(PDF) 
• CDC 研究 布製および医療処置用マスクのフィット感を向上させ機能を改善し、SARS-CoV-2の感染およ

び暴露を軽減する 
 
 
 

http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/respsource.html
https://wwwn.cdc.gov/PPEInfo/RG/FaceCoverings
https://www.youtube.com/watch?v=GzTAZDsNBe0
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2010-133/pdfs/2010-133.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-130/pdfs/2018-130.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2018-129/pdfs/2018-129.pdf
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm?s_cid=mm7007e1_w
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