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AIシミュレーションプロジェクト 専門家委員会

北野宏明

※１ AIシミュレーションプロジェクトは、三菱総合研究所が、内閣官房の委託を受けて、新型コロナウイルス感染症に関する研究テーマを大学や事業者等から広く公募して行っている事業
です。

※２ 「Ⅱ 新規陽性者数等のシミュレーション」の「オミクロン株の蔓延による感染状況への影響」については、オミクロン株の感染力等が明らかになっていない中で、感染力等に一定の仮
定を置いて各研究者がシミュレーションを行ったものです。今後オミクロン株の感染力等が明らかになった場合に、異なるシミュレーション結果が得られる可能性があります。
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事業の概要
研究開発項目の全体を俯瞰した戦略と柔軟な対応及び運営方針

 運営方針：透明性、再現性、オープン・コラボレーション

 全体を俯瞰した戦略と柔軟な対応

• シミュレーション・コアチームは、A team, B teamと複数の独立チームを立ち上げ、相互検証可能とする
• データ、コード、シミュレーション結果は、逐次GitHubなどで展開し、オープンな共同研究、検証や各種フィードバックが可能とする
• Apache 2.0 LicenseとCreative Commonsライセンスを軸とする
※ シミュレーションチームのメンバーは、歴史の検証に耐えうる仕事をしたいという立場であり、それを可能とするデータなどの公開

と保全を検討する。

統合データ基盤並びに状況モニタリング基盤の構築

検査手法・制度などの
標準化・国際共通化

感染状況確認（体系的
検査）・シミュレーション

病態理解、
予防・治療法の研究

将来のパンデミックに備えた
研究基盤の構築

迅速対応基盤と先制的対応基盤の構築

多重防護策の構築

リスクのある人との
接触低減

接触状況での
リスク低減

感染者発見
と迅速対応 重症化阻止 重症者治療 回復者予後支援

と長期モニター
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CHALLENGE: データ解析とシミュレーションを政策意思決定ツールとして確立させる。

RAND Corp. (U.S.A.)
Operations Research(OR)やゲーム
理論などシステム分析の確立

Bletchley Park (UK)
チューリングらによるエニグマ暗号
の解読とORによる戦略策定

第二次世界大戦の時の戦略意思決定

MISSION: 政策決定者の意思決定の質の向上に貢献すること

広範な科学的知見とデータに基づき政策オプション形成の基盤となる結果を蓄積・
提示し、政策決定者のQuality Decisionを可能とする。

THE MISSION

パンデミックや大規模災害発生時の
Fog-Of-War状態での意思決定

平時と有事での持続可能な体制構築
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千人あたりの感染者数

結果（感染リスクの減少）
①20人の友達から選んだ4名で外出・会食（ベースケース）
②20人の友達から選んだ2名で外出・会食で29%減少
③いつもの4名で外出・会食＆斜め席・パーティションで43%減少
④いつもの2名で外出・会食＆斜め席・パーティションで51%減少

* ただし、すべてのイベントは中止。職場学校の接触は通常の1/5に制限
されている。

モデル（マルチエージェントモデルシミュレーション）
首都圏近郊の1348人の町を想定
若年者 220人・成年者 768人・高齢者 360人
世帯構成：単身・夫婦・夫婦子供・母子/父子
ある日この町で、1名の感染者が発生した。住民は週2日、自分の
n人の友達からランダムに選んだm人と外出し会食する。

① ② ③ ④

-
29%

-
43%

-
51%

会食人数等の影響（筑波大 倉橋先生）

 ふだん一緒にいる人との外出・会食、少人数での外出・会食の方がリスクが低い。



飛沫シミュレーション（カラオケボックスの例）（理研・神戸大 坪倉先生）

 排気口の下で歌う方がリスクが低い。

座って歌うケース 8.94%

排気口下で歌うケース
※9を空席として 3.99%

※１ 室内に1名の感染者が滞在すると想定。
※２ 滞在時間は1時間で、感染者が最初に7分間

歌った場合を想定。

協力：鹿島建設・ダイキン工業・豊橋技科大・三菱総研

室内の平均感染確率（%）
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「富岳」を用いたCOVID-19の飛沫・エアロゾ
ル拡散モデルシミュレーションは2021年ゴード
ン・ベル賞COVID-19研究特別賞を受賞



飛沫シミュレーション（通勤電車の例）（理研・神戸大 坪倉先生）

協力：鹿島建設・豊橋技科大、国交省 7
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 混雑時はエアコンのみの換気では適切ではない場合がある。
 一回のドアの開閉により、約30~35%の空気が置換される。
 乗車率が高い場合やドアが長時間開かない場合は窓を開けた状態での運行を。

• 混雑時を想定し乗客229人を車内に配置し，時速80km/hで走行した場合の換気
量を計算

窓開けによる換気効率の向上の検討 停車時のドアの開閉による換気の効果
• 停車時にドアが約30秒間開いた際の車内空気の置換量を計算

エアコンによる換気

換気量は
窓開け量に比例

窓を開けなくてもエアコンにより6分間で車内の空気が置換されるが，混雑時の乗客
229人に対して（1人当たりに必要な）外気量としては不十分．

外気流入

内気排出

③開いていたドアが閉じた直後 ④ドアが閉じてから20秒後

①ドアが開く前 ②ドアが開いた直後

ドア付近の車内空気が新
鮮な外気と置換



飛沫シミュレーション（スタジアムの例）（理研・神戸大 坪倉先生）

協力：鹿島建設、豊橋技科大、京工繊大、東工大、九大

 マスクの着用に加えて、座席間隔を確保することで感染リスクを低減させることが可能となる。
 会話時だけではなく、応援時もマスクの着用を徹底することが重要となる。

• グラウンド（右側）方向へ大声で声援を行っている場合の飛沫の拡散状況を計算
• 赤丸（下図共通）が感染者であり、スタジアム内は無風の場合を想定

マスク着用・座席間隔確保の効果 通常配置時における応援・会話時の感染確率（オミクロン株の場合）

マスクの着用に加えて、座席間隔を確保することで感染リスクを低減させることが可能とな
る。

①マスク無・通常配置

③マスク無・1席空け ④マスク有・1席空け

②マスク有・通常配置

※第63回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード（西浦先生提出資料）
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000868281.pdf

55% 5.4%

1.4%

①マスク無・応援時 ②マスク有・応援時

• 感染者がオミクロン株（デルタ株の4倍程度の感染力※）に感染していた場合における応援・
会話時の感染確率を推定（感染者が4時間発声していた場合）

• 赤丸（下図共通）が感染者、無風時、観客はワクチン接種済み（感染抑制効果95％）を想定

9.2% 4.4%

34%

2.0% 2.0%

4.7%

③マスク無・会話時

15%

④マスク有・会話時
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マスクによる感染予防効果 (理研 和田先生)

マスクをした状態でエアロゾル透過を測定。不織布マスク等を正しくつけることにより、「うつさ
ない」「うつらない」対策が可能。

（注）2.5μ～5μのエアロゾル中のSARS-CoV-2の感染力は、20分程度経過してもほぼ低下しないことが確認されており、感染防止にはエアロ
ゾルの吸収や粘膜への吸着を防ぐ必要がある。

1

10
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マスクなし ポリウレタン ピスコース・レーヨン 布マスク 不織布マスク KF94 N95

0.3μm 0.5μm 1.0μm 2.5μm 5.0μm 30μm

素材別マスクのエアロゾル透過量の比較

対数表示
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エアロゾルの可視化：発生シュミレーション (東北大 太田先生)

 エアロゾルは気管支の分岐部から発生し、徐々に気管支全体からも発生。
 0.1μmスケールの粒子が多数存在する可能性。
→0.1μmスケールの小さい粒子がどの程度感染性を有するか検討中

※エアロゾルの生成・拡散・吸着の特徴と感染リスクを検証中。これまでのシュミレーション条件へ反映することで、より実態に近い条件でのシュミレー
ションが可能となり得る。
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エアロゾルの可視化：エアロゾル粒子の付着位置の検討(東北大 太田先生)

 粒径の大きな粒子は、第一分岐直下に多く付着する。
 粒径の小さな粒子は、肺のより深部まで到達する。

エアロゾル
吸引の向き

エアロゾル
吸引の向き
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エアロゾルの可視化：マスクを着用していないときの拡散状況(理研 和田先生)

 発話時のマイクロサイズ飛沫を可視化。エアコンを作動せず、マスクもしていない場合、正面にエアロゾルが広がり、
雲のような塊となって滞留。マスクをしていない場面では、エアコンの活用も必要。

エアコンなし・マスクなし（会議室） エアコンあり・マスクなし（ホテルラウンジ）

マスクをしていなくてもエアコンにより隣の席までエ
アロゾルが拡散しない

マスクをしていないと呼気が雲のような塊となり正面の人に向かって
浮遊する

※具体的な室内環境は空調の位置などによっても異なるため、各部屋の測定を行うことが望ましい。
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紫外線によるウイルス不活化(理研 和田先生)

• 紫外線など、様々な波長によるウイルス不活化が検証され、それらを用いた
機器が市販されている。

• 写真は254nmの波長の紫外線を使用。線源からビームが当たっているとこ
ろまでの三角形の領域はカーテン状になっている。

• このカーテンを抜ける間にSARS-CoV2は概ね不活化されており、2台置くと
向かい合った人の間に透明なパーテーションを作ることができ相手からのエア
ロゾルに含まれるウイルスによる感染を防ぐことができる。

• このような設置ができることで多様な生活空間での感染防止につながると想
定される。
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加湿の必要性 (理研 和田先生)

 5- 2.5 μmの飛沫は、0.4秒で水分がなくなるなど、湿度が50 %を切ると口から出た瞬間から急速に粒径が小
さくなり拡散しやすくなる。

 また、感染力は、低い湿度でも維持される。
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• 純水を平均粒径5μmにエアロゾル化
• 流速0.5m/s, パイプ長1mで実験
• パーティクルカウンタP8-506による測定
• 0.2, 0.7, 1.2, 2.2秒経過位置でサンプリン
グ

• 測定器内滞留時間を200msと仮定し加算

• 湿度20%では1秒以内に大半の粒子が
蒸発

• 湿度40%以下では2.4秒以内に大半の
粒子が蒸発

• 湿度60%以上では一転して蒸発によ
る減少がほとんどみられない

• 蒸発後はエアロゾルに含まれる不純
物コアのみが浮遊すると思われる

空調による暖房は、湿度の急激な低下を招くので空調を利用する期間は、50％の湿度の維持が重要。
湿度が下がると拡散しやすくなるので、マスクや空気清浄機の活用が重要



Ⅱ 新規陽性者数等のシミュレーション
感染シミュレーションの戦略と理論的背景
第5波のシミュレーション
ブースター接種とワクチン接種証明・陰性証明の効果予測
オミクロン株の蔓延による感染状況への影響



感染シミュレーションの
戦略と理論的背景



感染拡大・収束は、複雑系ネットワークのダイナミクスとして理解する必要がある

Christakis, N. and Fowler, J., Connected: The 
Amazing Power of Social Networks and How They 
Shape Our Lives, Harper Collins Publishers, 2011

実際の「人間関係」のグラフ
Random networkではない。

Albert, R., Jeong, H. and Barabasi, A-L., 
Error and attack tolerance of complex 
networks, Nature, 406, 378-382 2001

Random Exponential Network vs. Scale-Free Network

人間社会や生物が構成するネットワークは、複雑系の適応進化によって形作られている。
その数理的構造には一定の法則性がある。
新型コロナは、人間同士の接触で伝播するので、人間の接触と移動のネットワークの特徴を前
提とする必要がある。この複雑系ネットワークは、Small World Network, Scale-Free 
Network, Scale-Rich Network, HOTnetなどの種類があるが、ランダムな接触関係ではなく、
冪乗則などを内包する構造を持つ。
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行動自粛し普段会っている人のネットワーク
に限定されている状態

行動性が非常に高い場合や感染様式の大きな変
化がある場合はネットワークの組み替えが連続
的に行われクラスター連鎖が発生

ネットワークの分断が起こ
り感染伝搬が減少する

行動性の増大で感染拡大、または感染経路の多様化
(ネットワークの組み替えが継続的に起きる
この場合、長期的にはSIRモデルに漸近する)

行動性の減少や感染予防効果の
あるワクチン接種で感染収束

一定の行動制限が
なされている場
合、局所的な集団
免疫状態が形成さ
れる

免疫は、感染か
ワクチン接種で
獲得される

行動制限無し、マスク無し、低ワクチン接種率
で、ネットワーク組み替えが頻発している世界
（ただし、ランダムネットワークではない）

行動自粛、三蜜回避、マスクの着用、高ワクチン接
種率で、ネットワークの組み替えが起きにくい世界 感染防御効果の高いワクチン接種でもネットワークの分断は引き起こされる 18



スーパースプレッダー？

感染経路の変化はネットワーク構造の変化を伴う。極めて強い感染性を持つ空気
感染になると、「通りすがり」も含めた場所の共有に関するネットワークを考慮
する必要が出てくる。よりランダムなネットワークに近づく可能性もある。
また、人間関係のネットワーク自体も時間と共に変化していき、その速度は社会
活動の活発度に依存する。この変化によって、感染の再拡大が起こりうる。

直接の人間関係はない
が、近くにいた時間があ
る

ネットワーク構造の変化を認識する必要がある

バラバジ、「新ネットワーク思考」NHK出版（103頁）より
A.L. Barabasi, LINKED: The New Science of Networks, 2002

実際のスーパースプレッダーは、
非常に多くの人と繋がりがある場
合、ウイルス量が極めて多い場
合、感染しやすい場所の共有の場
合、それらの複数の条件の一致な
どが考えられる。

複雑系ネットワークの特徴と適用への注意点

極端な事例が多く発生する事象の説明が可能となる

どのタイプのネットワークかを認識する必要がある

多くの場合は冪乗則に従う複雑
系ネットワークだが、いくつか
の種類があり、大きく違う特徴
を持つ場合もある。例えば、
HOTnet (Highly Optimized 
Tolerance Net)とSFNet (Scale-
Free Net)は、どちらも次数統計
は冪乗則に従うが、ノード損失
に対する耐性はHOTnetがより耐
性が高い。例えば、ワクチン接
種効果のネットワーク予測をす
る際に、HOTnetとSFnetでは大
きな差が出る可能性がある。

Doyle, J. et al., The “robust yet fragile” nature of 
Internet, PNAS, 102(41) 14497-14502 2005
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感染シミュレーションに大きな影響を与える（慶応大学 栗原先生の資料より）

 感染症の流行動態を捉えた基本的な数理モデルであるSIRモデルだけでなく、スモールワールドネットワークを想定したエージェ
ントシミュレーションを活用することにより、より現実の世界に即したシミュレーションが可能になっている。

SIRモデル
などで

想定される
世界

人間社会は人が密集するので，右図のようなイメー
ジを一般的にもたれるが，それは誤りである．

スモール
ワールド型
の世界

一人が感染しても，隣接する生活エリアへの移動経路は限られ，感染者のエリアは感染するものの，他の
エリアに飛び火する可能性が低くなる．これが低い接種率でも一時的に集団免疫効果が発揮される理
由．

感染者数が
低いままで
短期的には
沈静化する

感染者数が
爆発する

人の動きや社会ネットワークは、冪乗則に従うSmall World NetworkまたはScale-Free Networkである

一人が感染すると社会全体がすぐに感染してしまうことになるが，現実にはこのような感染の広がり方にはなって
いない．人間社会がこのような構造だとすると，集団免疫効果を発揮するためには，高いワクチン接種率が
必要となってしまう．このモデルでは、短期的な収束を再現しにくい



感染シミュレーション、データ解析で分かってきたこと （大澤モデル、倉橋モデルからの結論）
「知らない人や最近会っていなかった人との接触を避ける」,「久しぶりに」、「たまには」、「今回は特別」の行動で新しい人との接触することを避ける

Stay with your community

具体的な行動指針を導き出すことが可能となった
Stay with your community 「いつもの仲間と」

人の接触に関する複雑系ネットワークを有するであろう数学的特徴（冪乗則やSmall world network構造, HOTnet構造）からの知見
普段接している人の中で生活していれば、感染伝播は局在化し、大きくは広がらない。
行動性が高まり、その枠を超えると、局所的ネットワーク間の結合性が急速に高まり、クラスターが起きやすくなり、さらに行動性
が高まるとクラスター連鎖に至る。

https://www.youtube.com/watch?v=AdB0ljqq8zQネットワーク構造からの
マクロ分析（大澤先生）

感染リスクモデルからの
ミクロ分析（倉橋先生）
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ワクチン接種戦略への示唆 ー 職域接種と大規模接種センターの設置
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新規陽性者数（東京都） 2万件 3万件 5万件
7万件 10万件

(人)倉橋先生 三菱総研

畝見先生大澤先生
ネットワークのハブになる人に早期接種する戦略 大都市や陽性率の高い地域に接種加速する戦略

現役世代への接種を早期開始する戦略 接種速度の最大化で感染を抑え込む戦略

現役世代（６５歳以下）と大都市圏での接種を前倒しすることで感染拡大を抑え込めるという結果
職域接種の早期実施と大都市圏での大規模接種センターの設置を提案

現役世代への接種を並行する
ことで、新規感染者数と重症
者数が同時に最小化可能

東京都では、最
低１日１０万人
への接種が必要

ネットワークのハブとなる活動的な人への
接種で感染が効率的に抑え込める可能性

大都市部などへの傾斜配分で、
感染収束が数ヶ月早まる可能性
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多様なシミュレーションモデルによる比較分析・検証

感染の拡大・抑制には、人々の行動変容、ワクチン接種の進捗状況、変異株に対するワクチンの効果、医療リ
ソース、緊急事態宣言適用等、不確実かつ多様な要素が複雑に絡み合って影響している。

 そのため本プロジェクトでは、社会的なニーズの高いシナリオに基づく検討を目的としており、様々な巧拙をもつ分
析モデルを使い分け、各種シナリオを想定した分析を実施している。

従来モデル単体の分析の課題 多様なモデルによる分析
・【対策の定量的評価】感染拡大の防止策としての人流
抑制、ワクチン等の要素をモデルに組み込みにくく、対策の
検討においてその効果を定量的に評価できない（※1）。

・【絶えず変動する状況の捕捉】「感染の広まりやすさ」を
表す感染率、実効再生産数が絶えず変動している。この
値自体をモデル化する拡張が必要である。（※2）

・【複眼的視点】本感染症はマクロな状態（免疫未獲得
者、感染者数等）、各個人のミクロな行動様態双方が全
体の感染状況に影響しうる。マクロなモデルであるSIR以外
の視点からの分析が必要である。（※3）

・【対策の定量的評価】人流動向、ウィルスの性質、ワクチン
接種状況、ワクチン接種効果等最新のリアルデータ、論文に
よる検証値をふまえ、各対策の効果を精緻に分析することを
志向。
・【絶えず変動する状況の捕捉】 感染に影響する人のネット
ワークや人流から変動する実効再生産数等を定量的に評
価し、感染拡大モデルに組み入れて分析を行う。
・【複眼的視点】個人や集団の行動、外部環境、シナリオに
よる現実対策効果やシミュレーション結果の分析を行い、研
究者相互に各モデルや結果についてレビューし、短期・長期
の感染リスクを評価する。

※1・・・その他には、PCR検査による隔離、ワクチン接種優先順位、県境や国境間移動の抑止などの対策を定量的に評価する必要がある。
※2・・・ワクチン接種の進捗/効果低減、変異株の拡大、緊急事態宣言効果の低減、ワクチンパスポートによる接触機会の抑止効果等の変動要素がある。
※3・・・マクロモデルでは人口分布や地理的概念、実際の接触機会が捨象されたモデルであるが、実際にはこれらを考慮した分析が必要である。
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シミュレーションにご協力いただいた先生方のモデル

 各研究グループのモデル概要と第5波および今後に関するシミュレーション・分析の主な前提

研究グループ ベースとするモデル 特徴 主な前提
創価大学
畝見先生

マルチエージェント
ベースのSEIRモデル
（SimEpidemicモデ
ル）

 2次元平面上にランダムに個体を配置。
 周囲からうける力ベクトルによる移動によっ
て、学校、職場、集会等の行動を再現する

 移動制限は、配置や距離パラメータにより表
現

 感染者と一定距離の近接時に確率的に感染し
一定確率で重症化。

 宣言解除：11月または2月
 ワクチン最終接種率：70,75,80,85%
 ワクチン接種予防効果：114日目から線
形に減衰し、214日目に減衰

 ワクチンパスポート：未考慮
 第三回目接種：考慮有り
 オミクロン株：感染力がデルタ株の1倍、

1.5倍、2倍の3通り、既得免疫と治療薬
の効果は25%、50%、75%の3通り。

東京大学
大澤先生

SEIR回路格子モデル
および
Multi Layer-Multi
SEIR Agentモデル

 地域内・地域間の人の流入を考慮できるよう
SEIRモデルを拡張したSEIR回路格子モデル

 SEIRの状態に加えワクチン接種を考慮した状
態を設定し、ワクチン効果減衰を考慮可能

 また、MultiLayer-MultiSEIRAgentモデルで
は職場、学校、近所などの生活文脈ごとのミ
クロな行動モデルの導入を行っている

 ワクチン効果：65%,75%,95%
 ワクチン接種率：官房資料所定
 ワクチン効果減衰：13週で60%減
 ワクチンパスポート：人出抑制考慮
 第三回目接種：考慮有り
 オミクロン株：デルタ株比で感染力

1.5, 2.0倍、重症化：同等～1/10

ハイブ
リッド

ハイブリッド

ミクロ

マクロ

ミクロ

人口集団の行動モデルや相互関係を個
体ベース（ミクロ）、集団ベース（マク
ロ）、その組み合わせ（ハイブリッド）でど
う捉えるかにより各モデルに違いがある。
ここでは、大まかなタイプを凡例として示
す。
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シミュレーションにご協力いただいた先生方のモデル

研究グループ ベースとするモデル 特徴 主な前提
筑波大学
倉橋先生

年代別ワクチン効果
SEIRモデル
および
東京近郊市街地マル
チエージェントベー
スモデルによる感染
変化率推定モデル

 ドコモ空間統計データをふまえた人口流動
（特に19時の都内繁華街滞留人口と都外
からの流入人口）を考慮し年代別にSEIRの
状態を設定したモデル

 年代内および年代別の感染推移を推定
 実効再生産数・人口流動数の推移は実測を
用いる。

 宣言解除：10/1, 10/15
 ワクチン効果：上位、中位、下位
 ワクチン接種率：72%,80%,85%（年代
別接種状況を考慮）

 ワクチン効果減衰：180日or240日減衰
率0%,30%とbooster shot10%

 ワクチンパスポート：有り・無し
 第三回目接種：考慮有り

慶応義塾大学
栗原先生

マルチエージェント
モデルにおいて、報
道やSNSにおける行
動変容キーワードの
出現分析をふまえた
行動モデルを考慮

 べき乗則的な行動様式と、スモールワール
ドネットワークに基づいた行動モデルを導
入

 キーワードの出現率から推定する不安や危
機感に基づく行動変容と、社会経済的要求
に基づく行動変容を分析する

 SNS上の感情分析を実施
 モバイル空間統計データによる実行動の状
況を考慮

 宣言解除：9月末
 ワクチン最終接種率：70,80,90%
 ワクチン接種予防効果：半年で予防効果は
半分に減衰

 ワクチンパスポート：有り・無し（直近の
分析では無しで分析）

 第三回目接種：考慮あり（2回目接種の7か
月後、接種速度同等、免疫効果は95％から
徐々に低減）

 オミクロン株：感染力（再生産数）をデル
タ株のデルタの1倍，1.25倍，1.5倍、ワク
チン効果をデルタ株の1倍，0.75倍，0.5倍

ハイブ
リッド

ミクロ

各研究グループのモデル概要と第5波および今後に関するシミュレーション・分析の主な前提
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シミュレーションにご協力いただいた先生方のモデル

研究グループ ベースとするモデル 特徴 主な前提
慶応義塾大学
栗原先生

マルチエージェントモ
デルにおいて、報道や
SNSにおける行動変容
キーワードの出現分析
をふまえた行動モデル
を考慮

 べき乗則的な行動様式と、スモールワー
ルドネットワークに基づいた行動モデル
を導入

 キーワードの出現率から推定する不安や
危機感に基づく行動変容と、社会経済的
要求に基づく行動変容を分析する

 SNS上の感情分析を実施
 モバイル空間統計データによる実行動の
状況を考慮

 宣言解除：9月末
 ワクチン最終接種率：70,80,90%
 ワクチン接種予防効果：半年で予防効
果は半分に減衰

 ワクチンパスポート：考慮あり
 第三回目接種：考慮あり

東京財団
千葉先生

マルチエージェント
ベースモデル

 感染確率と重症化・死亡確率について以
下の要素を設定し考慮

 個人の属性：10歳刻み年齢・性別・産
業・職業・外食頻度

 対人接触場面：家庭、学校、職場、高齢
者施設等

 感染状態の遷移確率については、厚生労
働省公表資料を元に設定

 コロナ禍前の携帯電話の基地局情報より、
8大都市圏間の人の移動をモデル化

 宣言解除：9月末（解除後に、人出がコ
ロナ前比で2,3,5割減の場合）

 ワクチン最終接種率：実績を利用
 ワクチン接種予防効果：感受性15%、
重症化率50%、2回目を接種して6ヶ月
後感受性は40%に低下

 ワクチンパスポート：考慮（未接種者
の外出50%減とする。）

 第三回目接種：考慮（効果減衰がない
とする）

ミクロ

ミクロ

各研究グループのモデル概要と第5波および今後に関するシミュレーション・分析の主な前提
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シミュレーションにご協力いただいた先生方のモデル

研究グループ ベースとするモデル 特徴 主な前提
東京大学
仲田先生

SIRDモデル  SIRに死亡を加えてSIRDモデルを採用
 経済的損失の推計に重きを置く分析を実施
 コロナ病床数・使用率をふまえ致死率を勘案。
 今夏以降の感染減少の要因について複数の仮定を
置いて分析。

 ワクチン接種予防効果：1回目
47.5%、2回目70%、3回目85%

 デルタ株基本再生産数：3.75
 オミクロン株：以下デルタ株に対
する比率として、基本再生産数
（1,1.25,1.5）、2回目のワクチン
有効性（0.2,0.6,1）、重症化率
（0.25, 0.5, 1）

名古屋工業大
学 平田先生

機械学習モデル＋ワ
クチン効果の補正
（入力値：気象情報、
人流データ、平日・
休日、緊急事態宣言
有無、現在までの新
規感染者数、変異株
ラベル）
※学習データは東京

 気象状況・人流の実績データをふまえ、2ヶ月先
までの予測を行う。

 機械学習モデルの予測後、ワクチンの効果による
補正を行う。

 ワクチン効果については、東京、テルアビブの実
績データを用いて学習を行う。

 ワクチン最終接種率：官房資料に
基づく

 ワクチン接種予防効果：1回目
70％、2回目95％、3回目95％
（上位ケース）

 ワクチン効果減衰：半年後に
25％減少（線形的）

 3回目接種：接種時期6～9ヶ月後、
接種率60～100％

 オミクロン株：実効再生産数はデ
ルタ株の1.25～1.5倍、ワクチン
効果は25％減少

機械学習
モデル

マクロ

各研究グループのモデル概要と第5波および今後に関するシミュレーション・分析の主な前提
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シミュレーションにご協力いただいた先生方のモデル

研究グループ ベースとするモデル 特徴 主な前提
三菱総合研究
所

SEQIRモデル  SEIRに検査による無症状者を早期隔離するモデル
を加えてSEQIRモデルを採用

 病床や検査など医療リソースの推計を実施
 状態遷移確率や準備病床数、入院者数、重篤化率、
年代別接種状況などを実測を反映。

 人流・行動様式の変化を仮定し、感染力に反映して
分析

 ワクチン最終接種率：全体に対
して75/80/85%

 ワクチン接種予防効果：2回目
90%

 基本再生産数：デルタ株の感染
力がアルファ株の1.2倍～1.5倍

 3回目接種・オミクロン株：考
慮せず

マクロ

各研究グループのモデル概要と第5波および今後に関するシミュレーション・分析の主な前提



第５波のシミュレーション



今夏の感染減少に関するシミュレーション（慶応大学栗原先生）

 2021年8月以降の新規陽性者数の推移は、１回目の緊急事態宣言（昨年4～5月）と同等の効果があると
仮定したシミュレーション（8月上旬時点）の結果と概ね一致。
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全国的に第１回緊急事態宣言と同等の効果が見込める場合

全国的に第２回緊急事態宣言と同等の効果が見込める場合

6都府県に第4回緊急事態宣言（現状）

緊急事態宣言が効かなくなる場合

実際の感染者数

第一回緊急事態宣言ほどの人流低下ではなかった．
他の要因あり．
➡ワクチン効果（集中接種によるワクチン効果高い状況）
➡ネットワーク構造による効果（スモールワールド）
※集団免疫が発揮される接種率より低い70％程度で発揮．
の2つの相乗効果

初回の緊急事態宣言波の人流
を想定した場合の変化と一致

30
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要因1 実効人流の大幅減少（繁華街での人流減少＋ワクチン接種）

繁華街での人流が減少
昼間の駅での人流は大きな変化がない

＋
ワクチン接種の進展で、感染リスクの
ある人流（実効人流）は大幅に減少

現在は、IgGレベルが高く感染防御効果が高い状態
実効人流

実効人流

モバイル空間統計®より作成。データ提供元：(株)NTTドコモ、(株)ドコモ・インサイトマーケティング
※「モバイル空間統計®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

国内のワクチン接種状況（累積日次推移）

モバイル空間統計 (時間軸による地域内の人数)
東京 歌舞伎町

東京 池袋
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【参考】 人流と実効再生産数の関係（名古屋工業大学 平田先生）

 東京では、今夏（第5波）においても人流と実効再生産数との間には相関が見られる。
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【参考】 人流と実効再生産数の関係（名古屋工業大学 平田先生）

 大阪では、今夏（第5波）においても人流と実効再生産数との間には相関が見られる。



34

要因2 人流の質の変化（危険行動の回避が定着）（東京大学 豊田先生）

第5波減少時にはリスク行動ツイート数が第1回緊急事態宣言時と同程度に減少
※12月18日時点で飲み会指標は昨年同時期の2倍、忘年会指標は昨年同等まで増加

カラオケ

飲み会

NTTデータから提供されたTwitterデータを使用
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 これまでの接触機会の低減に加え、拡大期の連休に伴う①一時的な実効再生産数の増加がもとに戻ったこと、および②ワクチ
ンによる感染予防効果により、新規陽性者の減少が急激に感じられた可能性。

 機械学習を用いて、ワクチン接種が①7月１1日以降進まなかった場合、②行動変容がなかった場合、③自然感染がなかった
場合を仮想的に再現、2021年7月23日から9月20日の期間における実効再生産数に基づき、関連性を概算した。

今夏の感染減少に関するシミュレーション（名古屋工業大学 平田先生）
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実際のデータを使用し
た予測結果

②乗換駅における人流
がコロナ禍前のレベル
であった場合*

③無症状感染者
がいなかったと仮
定した場合***

2021年４月までの学習。その後は可能な限り、観測された実データを用いて再現。
* 2020年1月6日から2月6日平均値と同等な人流。
** Twitterデータは、過去のデータをもとに仮想的に設定。マスクなし会食などコ
ロナ禍以前の習慣は考慮していない。
***無症状感染者数は、陽性者数の4倍と仮定（概算）。

①ワクチン接種が7月11
日以降 進まなかった場合

東京における新規陽性者数
（実測値と推定値の比較）

②Twitter(飲み会）がコロナ禍
前のレベルであった場合**

表は、低減効果が大きい1週間の平均値とした。
低減効果＝ [-(Rt(観測値の予測)-Rt(各条件))/Rt(各条件)]
Rt: 実効再生産数
※長期休暇の影響は8/1～4(7/22～25に相当)のみに限定
※※ロンドンの事例から推察（内閣官房AI・平田9/27資料）
※※※気象条件は、温湿度のみ。天候は考慮していない。

長期休暇※ +53%
免疫 -41%
(内訳)
ワクチン接種 -36%
無症状感染 -5%

接触機会 -28%
(内訳)
人流 -20%
Twitterデータ -8%

マスクなど残りの行動※※ -10~-30%
気象条件※※※ ±2%

内閣官房COVID-AIシミュレーション定例会（令和3年12月14日）報告資料を改編



要因３ ワクチン接種率向上の効果（5月時点での予測）
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 ワクチン接種ペースによっては新規陽性者数が大きくなること、病床が不足すること等を予測。
検査結果が出るまでの日数を3日と仮定した場合。 擬陽性は平均1%、偽陰性は平均20%と仮定。
ワクチンによる感染状況の変化は考慮していない。 凡例は東京都の1日あたりの接種件数。東京都 感染率が2020年12月後半レベルと想定した場合のシナリオ

（三菱総研／芝浦工業大学 三好先生、
山崎先生／電気通信大学 山本先生）
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 AIを用いた予測
8月９日までのデータからの予測（８月15日公開）

要因３ ワクチン接種率向上の効果（名古屋工業大学 平田先生）

新規陽性者数予測
学習期間：2020/2/15～8/9
（推定期間：8/10～9/14）

重症者数予測
学習期間：2020/2/15～8/9
（推定期間：8/10～9/14）
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気象条件、人流を昨年度と同程度とした場合の新規陽性者数（一週間平均）の予測
ワクチンの影響を別ネットワークで考慮

新
規
陽
性
者
数

(人
)

8月31日報告のデータ（学習データ：model(1) 東京、大阪、愛知 model(2) テルアビブ、ロンドン）

実際の新規陽性者数
(7日間平均値)

予測値 (平均値)

予測値 (上限)

予測値 (下限)
予測ピーク値

 減少の始まりが予測より２週間から１ヶ月早かった。減少速度の予測結果は大きな相違なし。
機械は、過去の周期性を学習していた可能性。

要因３ ワクチン接種率向上の効果（名古屋工業大学 平田先生）

東京都 新規陽性者
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実際の新規陽性者数
(7日間平均値)

予測値 (平均値)

予測値 (最大値)

予測値 (最小値)

予測ピーク値

 減少の始まりが予測より２週間程度早かった。減少速度（変化の傾き）の予測結果は大きな相違なし。
人流減少の閾値となる値が、イスラエルとは異なる。

要因３ ワクチン接種率向上の効果（名古屋工業大学 平田先生）

8月31日報告のデータ（学習データ：model(1) 東京、大阪、愛知 model(2) テルアビブ、ロンドン）

気象条件、人流を昨年度と同程度とした場合の新規陽性者数（一週間平均）の予測
ワクチンの影響を別ネットワークで考慮

大阪府 新規陽性者



40

要因３ ワクチン接種率向上の効果（名古屋工業大学 平田先生）

ワクチン接種の影響による新規陽性者数
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陽性者数の減少新
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陽

性
者

数
（

東
京

）

予測上限

予測下限

ワクチンの人口に対する効率以外は固定
ワクチン接種による予防効果の有効率を7/22と同等の値（全人口に対して0.15）
に保った場合の予測結果（学習期間：～2021/7/22）

 ワクチン接種が十分ではなかった場合（7/22以降はワクチン接種を止める仮想的なシナリオの場合）には、１万人程度、
かつピークアウトまでの期間が長かった可能性。８月中旬以降予測と実際の数の違いが7/22以降のワクチン効果による新
規陽性者数の減少幅と推測される。
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要因３ ワクチン接種率向上の効果（東京大学 仲田先生・藤井先生）

基本再生産数、ワクチン接種の発症予防効果、ワクチン接種率に関するシナリオを設定して分析。
 ベースシナリオ、最も悲観的なケースでは、今後5年間の長期的なスパンで見ると、新規感染者数や重症者数は
増加・減少を繰り返すと考えられる。

新規感染者数東京都

緊急事態宣言
解除時期

基本
再生産数 ワクチン接種率 感染予防効果

基本シナリオ 9月末 5 人口全体の75% 1本目：65%
2本目：75%

悲観的
（赤）

10月中旬 5 11月末には12歳
以上の8割
年内に全人口の
80%

1本目：55%
2本目：65%

楽観的
（青）

9月末 4 11月末には12歳
以上の8割
年内に全人口の
85%

1本目：70%
2本目：95%

Note：赤・黒・青（ワクチン接種率75・80・85%）
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要因３ ワクチン接種率向上の効果（東京大学 仲田先生・藤井先生）

Note：赤・黒・青（ワクチン接種率75・80・85%）

コロナ感染と経済の関係重症患者数（都基準）東京都
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要因３ ワクチン接種率向上の効果（東京大学 仲田先生・藤井先生）

Note：赤・黒・青（ワクチン接種率75・80・85%）

85%
80%

85%

80% 75%

重症患者数（都基準） 重症患者数（国基準） 入院患者数

GDP新規感染者数
（1日平均）

新規死亡者数
（1日平均）

実効再生産数 ワクチン接種率（東京） コロナ感染と経済の関係
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【参考】 人流と実効再生産数の関係（名古屋工業大学 平田先生）

夜間滞留人口は、新
規陽性者数と関連が
あっても、必ずしも新
規陽性者数を推定す
る最適指標とは言えな
い。カラオケあるいは飲
み会（未掲載）など
のキーワードとの関連
は、リスク行動全般を
表すサロゲート（代理
指標）となっている可
能性がある。

*NTTデータから提供されたTwitterデータを用いて東京大学生産技術研究所豊田研にて作成（内閣官房COVID-AIシミュレーション定例会（令和3年12月7日）改編）
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ウィルスの感染力
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Twitter（飲み会）
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推定値(95%CI)
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右軸：駅における人流、ウィルスの感染力、Twitter（飲み会）データの規格化値
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行動変容（ Twitter飲み会）*

※東京2021年4月15日まで学習、
その後推定



 8月1日までの観測値と8月2日以降の推定感染変化率を用いてSEIRモデルで新規陽性者数の予測を
検証した結果、人流だけから予測できないリスク回避行動などが起きたことが仮説として示唆された。

➡ 仮説：ワクチン未接種者が有意に夜間繁華街を避けた、あるいは、何らかのリスク行動が減ったことが
8月～9月の急減要因ではないか。

 行動する人の特徴や、行動パターンも見ていく必要性が考えられる。

（注）SEIRモデルに使用した推定変数は、都外からの流入人口/日、流入リスク*（潜在的感染者流入人口） *推定値あるいは観測値

今夏の感染減少に関するシミュレーション（筑波大学 倉橋先生）
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8/2以降の滞留人口，流入リスク(推定)
滞留人口観測値*1.0

8/2以降の滞留人口 ，流入リスク(推定)
滞留人口観測値*0.9

8/2以降の滞留人口からRtを推定して予測
流入リスクは観測値を使用

観測値

ピーク時8000人
程度まで拡大し、
過大評価

流入リスクを観測値に
すると精度が向上
しかし流入リスクは推
定が難しい

滞留人口を10%程度
過小評価すると精度が
向上
滞留人口のリスク評価
のずれが過大評価の原
因の可能性

新
規
陽
性
者
数
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今夏の感染減少に関するシミュレーション（東京大学 仲田先生・藤井先生）

感染拡大の周期性想定よりも低い基本再生産数

 今夏以降、感染減少に貢献したと思われる6つの要因について分析。そのうち、「想定よりも低い基本再生産数」、「感染拡大
の周期性」、「医療逼迫によるリスク回避行動」は感染減少をある程度定量的に説明できる。

 想定よりも基本再生産数の値が低かった可能性について、仮説が正しい場合、集団免疫獲得閾値が低いことが示唆される。
 様々な理由で生じうる感染拡大の周期性とその理由について、冬の感染力増加、人々の警戒心の希薄化等様々な要因が
考えられる。

8月後半からの
感染減少への貢献

今後の見通しへの影
響

天候 おそらく小さかっ
た

多少悪化させる

想定よりも低い
基本再生産数

大きかった可能性
がある

大きく改善し得る

感染拡大の周期性 大きかった可能性
がある

解釈に依存

捕捉率 多少の貢献をした
可能性がある

微改善

想定よりも高い
ワクチンの感染予
防効果

おそらく小さかっ
た

多少改善・感染予防
効果減退に注視

医療逼迫による
リスク回避行動*

大きかった可能性
がある

現状の低い新規感染
者数・病床使用率は
今後の感染増加を示

唆



47

今夏の感染減少に関するシミュレーション（東京大学 仲田先生・藤井先生）

リスク回避行動（飲み会）

 医療逼迫による恐怖心から人々がリスク回避行動をとったと仮定し、Twitter上の飲み会・カラオケに関するツイート及び重
症病床ひっ迫、新規陽性者数推移の影響を考慮し分析。飲み会以外の要因にて感染減少に寄与していると説明できる可能
性が高い。

リスク回避行動（重症病床逼迫）リスク回避行動（カラオケ） リスク回避行動（新規陽性者数）



ブースター接種とワクチン接種証明・
陰性証明の効果予測
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【参考】 名古屋工業大学 平田先生のモデル

AI（深層学習）に基づく予測システム
深層学習（LSTMモデル）に基づき、一日当たりの新規陽性者数/重症者数（1週間平均値）などを直接予測。

都道府県ごとではなく、データの規格化により見かけ上のデータ数を増やすことができる。非線形回帰（パラメータ数は事実上無限）に基づく推定
*精度が担保できる範囲で、数値的には数か月後でも算出可能

1. E. A. Rashed and A. Hirata, “Infectivity upsurge by COVID-19 viral variants in Japan: evidence from a deep learning modeling.” Int. J. Environ. Res. Public Health, 2021. 

*NTTデータから提供されたTwitterデータを用いて東京大学生産技術研究所豊田研にて作成
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【参考】 接種証明活用の効果（名工大 平田先生）

 UK（ロンドン）での事例によれば、接種証明の活用が人流の質的変化につながっている可能正。

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

-80 -60 -40 -20 0

実
効
再
生
産
数

駅における人流

20/11-12

5/17～
ワクチンパスポー
ト導入（旅行）

7/19～
パスポート
拡大（バーなど）

バーなどへのワクチンパスポート導入後

※人流は、当該日からみて6～13日前の平均値
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が相関
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は、人流を減らさずに実行再生産数
を減らしている可能性がある
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UK実績値分析
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【参考】 接種証明活用の効果（名古屋工業大学 平田先生）

 シンガポールのワクチン・パスポートの導入効果を分析したところ、人流-実効再生産数の関係には影響を与えて
いない可能性。

シンガポール実績値分析 シンガポールにおける8/10からの各種規制（ワクチン・パスポート）の導入効果分析
※規制以前以後の人流-実効再生産数の関係



 東京、大阪とも、１月中旬頃にこれまでに比べて小さなピーク（感染対策は継続）。
• 人口あたりのワクチン感染予防有効割合の低下
• 年末の行動による効果

日本▲
どこが閾値となるかはニューノーマルと感染対策に依存

イスラエル▶
青破線 従来株では、一概には比較できないが、人口の20%

（高齢者の割合10%) 接種で減少に転ずる。
緑破線 デルタ株では人口あたりの有効率が約30%
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【参考】 必要な感染予防有効率（名古屋工業大学 平田先生）
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 2020年8月1日-2021年8月29日の学習データ（気象、人流データ等）を用いて予測。ワクチン効果を反映。
 10月中旬以降、新規陽性者数、重症者数がほぼ横ばい。１月上旬（正月後）、３月（卒業シーズン）にピー
クが見られる可能性。3回目のワクチン効果は年内に開始すれば効果が高い可能性（モデルの精査を要する）。

東京都 • 2020年8月1日～2021年8月29日の気象情報（最低/最高気温・平均湿度）、人流データ、平日/休日、緊急事態宣言の有無、現
在までの新規感染者数に加えて、変異株のラベル（0: standard, 1: alpha, 2: delta）を学習（対象都市は、東京・大阪・愛知）

• ワクチン効果は、テルアビブ、ロンドン、NY、ブリュッセルのデータを学習

9月下旬に緊急事態宣言を解除した場合の新規陽性者数・重症者数 9月末解除下における3回目接種有無による新規陽性者数

ブースター接種、接種証明/検査陰性確認の効果（名古屋工業大学 平田先生）
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ブースター接種、接種証明活用の効果（東京大学 大澤先生）

緊急事態宣言解除日、ワクチン接種効果減衰時期、接種証明による入場制限の有無に関するシナリオを設定。
抗体減衰などの状態を医師が判断して行うブースター接種と接種証明による入場制限により感染拡大を抑制可
能。

ブースターショットも証明による入場制限も行わない場合 ブースターショットを行う場合

• SEIRS回路格子モデル：緊急事態宣言解除日は9月末解除、ワクチン
接種の減衰時期は200日で64％と想定

• ブースターの時期は一律ではなく、個人の状態を医師が判断して打つべき

新規陽性者数
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ブースター接種、接種証明活用の効果（東京大学 大澤先生）

 11月24日現在の感染状況・ワクチン接種状況を前提とすると、1月からのブースター接種開始が可能となれば
収束が期待される。他方7月あたりまで開始できない場合、感染者は来年4月頃から急激に増加する可能性。

感染が広がるにつれ、橋（コミュニティ間の橋渡し的な接触を行う人）優先ではなく広範囲にまんべんなくワクチ
ン接種を行う方が感染拡大防止効果が大きい

• 本モデルでは世帯、職業、学校、近
所、ランダムといった生活文脈の人間
関係を精緻にモデル化。コミュニティ間
を跨る橋渡し的な接触が多い人（図
中：「橋」）が感染拡大防止の鍵に
なることがこれまでの検討でわかってい
るが、これに着目したブースター接種
戦略を検討。

• オミクロン株へのワクチン効果が現在
明らかなでないため、これまでの各株の
予防効果の中庸シナリオを採用。

新規陽性者数

※2回目接種から3回目までの最低経過期間13週間
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ブースター接種、接種証明/検査陰性確認の効果（筑波大学 倉橋先生）

緊急事態宣言解除日、ワクチン接種の発症予防効果、ワクチン接種効果の減衰時期、年代別ワクチン接種率、
接種証明/検査陰性確認による入場制限に関するシナリオを設定。

 ワクチン効果が減衰する場合でも、ブースター接種と接種証明/検査陰性確認により、感染拡大を抑制可能。

• 緊急事態宣言解除日は10/1、解除後繁
華街19時滞留人口25%増加

• ワクチン接種の発症予防効果は1回目、2
回目：65%、75%

• ワクチン接種率は全人口（39歳以下、
40-59歳、60歳以上)：80%（70%、
85%、90%）

• 入場制限は、ワクチン接種証明・PCR/抗
原検査陰性証明がない人の入場/利用制
限率70%

1/22に
2,182人

ブースターショットも証明による入場制限も行わない場合東京都新規陽性者数
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ブースター接種、接種証明/検査陰性確認の効果（筑波大学 倉橋先生）

1/21に
1,240人 1/19に

763人

証明確認による入場制限を行う場合 ブースター接種も証明確認による入場制限も行う場合

東京都新規陽性者数
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ブースター接種、接種証明/検査陰性確認の効果（慶應義塾大学 栗原先生）

 ワクチン接種回数、接種率、年代別接種率、接種証明がない人の入場制限の導入時期に関するシナリオを設定。
接種証明確認による入場制限は早期導入が必要。導入率が高い場合はブースター接種がなくても感染拡大を
抑えらえる可能性。導入率が低いとブースター接種が必要（導入率によってブースター接種時期が異なる）。

証明による入場制限なしまたは入場制限が50%でワクチン2回接種の場合

• 緊急事態宣言解除日は9月末
（解除後1ヶ月間は引き続き「ま
ん防」を実施と想定）

• シミュレーションは全国と東京に対
して実施しているが、東京の結果
のみ掲載

• ワクチン接種確認による入場制限
は、未接種者のうち何％が行動
制限を受けたかに応じて設定

証明導入なしの
場合は高止まり

東京都新規陽性者数
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ブースター接種、接種証明/検査陰性確認の効果（慶應義塾大学 栗原先生）

証明による入場制限なしまたは入場制限が50%でワクチン3回接種の場合

証明導入なしでも
3回接種すると
新規陽性者数は
減少傾向に転じる

ブースターの時期は、2回目接種から半年後に3回目接種と想定東京都新規陽性者数



ブースター接種、接種証明/検査陰性確認の効果（慶應義塾大学 栗原先生）
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ワクチンパスポート11月開始_最終摂取率70%
ワクチンパスポート11月開始_最終摂取率80%
ワクチンパスポート11月開始_最終摂取率90%
ワクチンパスポート1月開始_最終摂取率70%
ワクチンパスポート1月開始_最終摂取率80%
ワクチンパスポート1月開始_最終摂取率90%
ワクチンパスポートなし_最終摂取率70%
ワクチンパスポートなし_最終摂取率80%
ワクチンパスポートなし_最終摂取率90%
現実のデータ

3月20日：50人※

2月20日：22人※

※ワクチンパスポート11月開始_最終接種率70～90%のシナリオの平均値
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接種証明確認 11月開始
接種証明確認 1月開始

接種証明確認なし

証明による入場制限なしまたは入場制限が80%でワクチン2回接種の場合

接種証明確認による入場制限の早期導入が必要であり、導入率が高い場合はブースター接種を行わなくても
感染拡大を抑えられる可能性がある。一方、導入が遅いとブースター接種が必要になる。

東京都新規陽性者数



ブースター接種、接種証明/検査陰性確認の効果（東京財団 千葉先生）

 ワクチンパスポート導入の効果：非接種者の外出が平時比▲5割に抑えられた場合、接種者の外出が平時
レベルに回復しても感染者数は減少
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シミュレーションの前提条件
• 検査：有症者の3割に対し実施（感度は7割）
• ワクチンのδ株に対する感染予防効果：
感受性：15％、重症化率：50％
（2回目接種完了時、未接種者比）

• ワクチンの感染予防効果の減衰：
2回目接種後半年で感受性は40％に

• ワクチンの年代別接種ペース：
10月までの65歳未満／以上の実績を反映

シナリオ
• 『外出削減』：
接種、非接種を問わない一様な外出削減

• 『ワクチンパス』：
非接種者のみが外出削減、接種者は外出を一切削減せず

接種時期 5月 6月 7月 8月 9月
効果減衰開始 11月 12月 1月 2月 3月 （合計）
15～65歳 1% 1% 9% 27% 21% 59%
65歳～ 2% 35% 48% 9% 1% 95%

Day0（都内新規陽性者数が800人／日）からの対策実施を想定。
ワクチンパス導入の各シナリオでは、接種者の外出は平時に戻すと仮定。



ワクチンパスポート政策が強ければ、適度な抗体カクテル＋投薬量の投入で感染蔓延を抑えることが可能
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抗体カクテル必要量（慶應義塾大学 栗原先生）

 ワクチン2回接種、接種証明活用（行動自粛）、抗体カクテル投与（1月～）の場合のシミュレーション。

東京都
重症者数と抗体カクテル必要量
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シミュレーションでは実際の重症化した
人数が算出されている可能性が高い

抗体カクテル＋投薬の積極的な
導入を12月から開始すると、12
月の感染蔓延を防ぐ効果がある

ワクチンパスポート政策が
弱いと、かなりの抗体カク
テル＋投薬量を投入して
も感染が蔓延する
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サーキットブレーカーの時期による違い（創価大学 畝見先生）

 ワクチン接種率、行動制限の解除時期に関するシナリオを設定して分析。
接種率80%以上を達成でき、緩くても行動規制を続ければ、大きな再拡大は起きにくいと考えられる。免疫効果
の経時的減衰により、感染者数が高い状態が持続する可能性が示唆されるため、ブースター接種、接種証明/
検査陰性確認等の検討が必要と考えられる。行動制限を撤廃するには接種率が85%以上が必要。

11月に制限を撤廃した場合

• エージェント数100万。1日12ステップ。各
パラメータ設定につき64試行し、実データ
に近いもの4つを選び、それらの継続として
以後のシミュレーションを16回ずつ計64回
実行し、平均と標準偏差を見る。

• ワクチン接種による予防効果は、2回目接
種後114日目から線形に減衰し214日
目に消失すると仮定。

• 年末に昨年と同等の接触機会の増加が
あるものと想定。

東京都新規陽性者割合 ワクチン接種率80％で行動制限撤廃の場合、
第五波に匹敵する感染拡大が起こる
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2月に制限を撤廃した場合 2月以降も制限を継続した場合

サーキットブレーカーの時期による違い（創価大学 畝見先生）

東京都新規陽性者割合
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抗体カクテル必要量（東京財団 千葉先生）

抗体カクテルの効果：4か月間の死者数を約200人減少させ、基礎疾患のある者へ限定すれば、400人程
度減少させる。

抗体カクテル無しと、抗体カク
テル（ベースライン）を比べる
と、累計死者数は約200人減少

抗体カクテルを基礎
疾患のあるものに限
定して投与すれば、
累計死者数は約400
人減少。

抗体カクテルをより多く
供給できれば、それに伴
い累計死者数も減少す
る。供給量が20倍で、累
計死者数は半分程度。

シミュレーションの前提条件
• 検査：有症者の3割に対し実施（感度は7割）
• 外出制限：
ワクチン未接種者の外出のみが平時比▲3割
接種完了者の外出は平時と同様

• ワクチンのδ株に対する感染予防効果：
感受性：15％、重症化率：50％
（2回目接種完了時、未接種者比）

• ワクチンの感染予防効果の減衰：
2回目接種後半年で感受性は40％に

• ワクチンの年代別接種ペース：
10月までの65歳未満／以上の実績を反映

• 症例致命割合： 基礎疾患あり 基礎疾患なし
65歳未満 2% 0%
65歳以上 14% 5%

シナリオ
• 総投与回数2万回、検査陽性者に陽性判明翌日に投与
• 投与対象者を「基礎疾患を有する検査陽性者」に限定
• 総投与回数がベースラインの10倍
• 総投与回数がベースラインの20倍

東京都死者数
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家庭内感染リスク可視化（筑波大学 倉橋先生）

外出から帰宅後のウイルス付着量の大多数は、正門（エントランス）・玄関付近のものに集中している。特に、
正門（エントランス）_郵便物・宅配物、玄関内_消毒剤、玄関外_テンキー、玄関内_カバン・買い物袋などが
高リスクとなった。

正門（エントランス）・玄関に入る前（鍵・郵便受けなどを触れる前）の手の洗浄、外での接触頻度が高い買い
物袋・スマートフォンなどの洗浄が、リスク低減となることを示唆している。

シミュレーションの前提条件

• ウイルス伝播率
• 乾燥状態ウイルス

• 「汚染表面→肌(モデル皮膚)」「肌(モデル皮膚) →汚染表面」を表面材
質ごとにインフルエンザウイルスで実験測定

• 表面材質
• ステンレス、ポリプロピレン、陶器、木材（化粧板）

段ボール、壁紙、モデル皮膚、綿金巾
• 接触物と材質

• 呼び鈴（ポリプロピレン）、門扉（ステンレス）
外出着（綿布）など207種

• 肌接触面の割合は100%と仮定
• 行動動線

• 世帯構成、住宅形態（集合住宅、一戸建て）、間取り、パネル属性（20代
女性など）で分類

• 訪問場所（玄関、リビングなど）、訪問回数、訪問順序
• 場所・接触物（鍵、ドアノブ、照明スイッチなど）
• 訪問確率、条件付き訪問確率、場所ごとの接触順番・接触数などを分析
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国内旅行の活性化の影響（東京財団 千葉先生）

日常的な人出のコントロールができれば、長距離移動の増加の影
響は小さい。

東京都中等症以上患者数

長距離移動回復の影響
は、人流が5％上昇し
た場合と同等（現状と
比べて2割増程度）
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オミクロン株の蔓延に
よる感染状況への影響

※ 本節の研究は、オミクロン株の感染力等が明らかになっていない中で、感染力等に一定の仮定を置いてシミュレーションを行ったものです。今後オミクロン株の感染力
が明らかになった場合に、異なるシミュレーション結果が得られる可能性があります。



69

【参考】リスク行動ツイート数の推移（日毎）（東京大学 豊田先生）

 カラオケ指標は、12月11日(土）と比較して12月18日（土）は大幅に減少
→12月16日のオミクロン株報道の影響を受けた可能性がある

 飲み会、忘年会指標は増加傾向を継続
→12月18日(土)より増加率が減少しており、ある程度報道の影響が見られる

NTTデータから提供されたTwitterデータを使用

カラオケは
大幅に減少

飲み会・
忘年会は
引き続き
増加

Twitter上で日本語で書かれた全
ツイートから
感染リスクが高い行動に関連す
るツイートを抽出
 近い将来（明日まで）に行
動を行う予定、行動を行っ
ている最中、近い過去（昨
日まで）に行動を取ったこ
とを示唆する30程度の言語
パターンを使用

 リスク行動の候補として以
下を選定
飲み会、忘年会、クリス
マスパーティ、新年会
カラオケ
ジム
花見・バーベキュー



オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（慶應義塾大学 栗原先生）
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 オミクロン株の感染力およびワクチン効果は未確定のため、感染力およびワクチン効果の仮定を複数設定してシ
ミュレーションを実施。特に感染力が高い場合には、新規陽性者数が増加することが予測される。
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全国新規陽性者数 オミクロン株の感染予測（感染力がデルタ株と同等の場合）



オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（慶應義塾大学 栗原先生）
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 オミクロン株の感染力およびワクチン効果は未確定のため、感染力およびワクチン効果の仮定を複数設定してシ
ミュレーションを実施。特に感染力が高い場合には、新規陽性者数が増加することが予測される。
全国新規陽性者数 オミクロン株の感染予測（感染力がデルタ株の1.5倍の場合）
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オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（慶應義塾大学 栗原先生）
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 オミクロン株の感染力がデルタ株の1.25倍の場合、徹底したV/Tを実施しなければ感染が爆発的に拡散する
可能性がある。第２～4回緊急事態宣言程度の抑制をすると、押さえ込める可能性がある

（※）オミクロン株の感染力およびワクチン効果は未確定のため、感染力およびワクチン効果の仮定を複数設定してシミュレーションを実施。
特に感染力が高い場合には、新規陽性者数が増加することが予測される。

東京の感染者数（感染力がデルタ株の1.25倍の場合）

V/Tなし V/T強い効果



オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（慶應義塾大学 栗原先生）

73

 オミクロン株の感染力がデルタ株の1.5倍の場合、徹底したV/Tを実施してもワクチン効果によっては抑え込み
ができない可能性がある。

（※）オミクロン株の感染力およびワクチン効果は未確定のため、感染力およびワクチン効果の仮定を複数設定してシミュレーションを実施。
特に感染力が高い場合には、新規陽性者数が増加することが予測される。

東京の感染者数（感染力がデルタ株の1.5倍の場合）

V/Tなし V/T強い効果
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 大澤先生）

 デルタ株の2.0倍の感染力を想定し、ブースター接種、V/T実施効果のシナリオ別の検討を実施。
医師の判断を伴う遅れのないブースター接種により感染拡大の抑制が可能。

新規陽性者数

• SEIRS回路格子モデル
• オミクロン株についての仮定・・・感染

率：δ株の２倍, ワクチン効果：30%
に減少

• ブースター接種：医師の判断による遅れ
のない接種 or 二回目から200日

• V/T効果：V/T無し or 効果0.3（所
持者は自由に往来し、非所持者は所持
者よりも3割だけ人との接触が減る）
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 大澤先生）

 デルタ株の2.0倍の感染力を想定し、ブースター接種、V/T実施効果のシナリオ別の検討を実施。
医師の判断を伴う遅れのないブースター接種により感染拡大の抑制が可能。

重症者数

• SEIRS回路格子モデル
• オミクロン株についての仮定・・・感染

率：δ株の２倍, ワクチン効果：30%
に減少

• ブースター接種：医師の判断による遅れ
のない接種 or 二回目から200日

• V/T効果：V/T無し or 効果0.3（所
持者は自由に往来し、非所持者は所持
者よりも3割だけ人との接触が減る）
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 大澤先生）

 デルタ株の1.5倍の感染力を想定し、ブースター実施有無、V/T実施シナリオごとに分解してみると、1月からの
ブースター接種開始がなければ大幅な感染者増が起こる可能性が高い。

 なお、ブースター1月実施シナリオではV/T実施により新規感染者数はかなりの程度抑制することができる見込
み。
新規陽性者数

【抑制なしシナリオ】
未接種者、1,2,3回目接
種者の人出抑制なし

【抑制中シナリオ】
未接種者：▲50%

1回目接種者：▲25%
2回目接種者：▲10%

3回目接種者：抑制なし

【抑制大シナリオ】
未接種者：▲100%

1回目接種者：▲50%
2回目接種者：▲20%

3回目接種者：抑制なし

• Multi Layer-Multi SEIR Agentモデル
• オミクロン株の感染力をデルタ株の1.5倍と想定
• 家族、職場、学校、近所付き合い、ランダム（旅行・電車移動等）の各生活文

脈における接触の度合いは実アンケートをふまえ設定 。
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 大澤先生）

 オミクロン株がデルタ株と同程度の重症化リスクと仮定すると、ブースター接種がないと重症患者数は週間1万人
規模となる恐れがある。重症化リスク小であれば、ブースターがなくてもV/Tにより抑えられる可能性あり

 ブースター1月開始の場合V/T実施があれば重症患者の拡大（医療逼迫）はほぼ抑制可能できると思われ
る。重症者数

【抑制なしシナリオ】
未接種者、1,2,3回目接
種者の人出抑制なし

【抑制中シナリオ】
未接種者：▲50%

1回目接種者：▲25%
2回目接種者：▲10%

3回目接種者：抑制なし

【抑制大シナリオ】
未接種者：▲100%

1回目接種者：▲50%
2回目接種者：▲20%

3回目接種者：抑制なし

• Multi Layer-Multi SEIR Agentモデル
• 重症化リスク・・・「大」：デルタ株と同程度、「中」：大の半分、「小」：大の1/10

のパラメータ値
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（創価大学 畝見先生）

12月初旬に感染者が少数散在すると想定

緊急事態宣言まん延防止重点措置

集会頻度を昨
年同様と想定

ワクチン接種
ー接種後感染
ー効能消滅

{{{ 1倍、 25%, 50%, 75%1.5倍

感染力2倍、既得免疫の効果25%, 50%, 75%

東京都の実績

 オミクロン株による感染拡大の時期は、感染力によるが12月下旬から1月下旬となることが示唆された。
 特に感染力がデルタ株の2倍程度の場合は、拡大速度が急激なため速やかな対策の実施が必要である。
 3回目接種を2回目接種から8か月後に実施しても、ほぼ同様の感染拡大の恐れがある。

シミュレーションの前提条件

• 12月初旬にオミクロン株感染
者が小数散在していると想定

• オミクロン株の感染力はデルタ
株の1倍、1.5倍、2倍の3通り

• 既得免疫および治療薬の効
果を25%、50%、75%の3
通り。

• ワクチンの最終接種率は対象
人口の90%（全人口の約
80%）

• ワクチンの3回目接種は、2回
目接種から8か月後

• 忘年会などの社会活動は昨
年並み。

東京都新規陽性者数
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オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（名古屋工業大学 平田先生）

*拡大開始時期は任意に設定したもの

 昨年度（黒・破線部）
の人流を参考に、感染
対策は行っていることを
前提に、2月末から行
動自粛をした場合を想
定して計算。

 オミクロン株の実効再
生産数を、デルタ株の
1.5倍程度とした場合、
一定のワクチン効果が
見込めるため、第五波
のピークよりは小さい可
能性がある。

オミクロン株の感染力の強さによる新規陽性者数の変化
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オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（名古屋工業大学 平田先生）

 昨年度（黒・破線部）
の人流を参考に、感染
対策は行っていることを
前提に、2月末から行
動自粛をした場合を想
定して計算。（ワクチン
3回目接種は、8か月
後からに固定）

 オミクロン株の感染拡
大が1月中旬より早くな
ると、年末年始の影響
によってピークが増加す
る可能性を示唆してい
る。

オミクロン株感染拡大開始時期よる新規陽性者数の変化
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作成。加えて、過去データより、今後について人工的に作成(赤茶色部分）
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オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（名古屋工業大学 平田先生）

 昨年度（黒・破線部）
の人流を参考に、感染
対策は行っていることを
前提に、2月末から行
動自粛をした場合を想
定して計算。

 ワクチン接種間隔によ
る違いは小さい。（ただ
し、数値例では２回接
種者が３回目100%
接種と仮定）

3回目接種時期による新規陽性者数の変化

※人流の基準は2020年1月3日～
2月6日の5週間の曜日別中央値
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 仲田先生・藤井先生）

 オミクロン株についてデルタ株と比較した相対的基本再生産数（デルタ株の基本再生産数は3.75）、相対的ワ
クチン有効性、相対的重症化率を仮定し、様々な組み合わせたシナリオを分析。

現時点では、オミクロン株に関するデータが限定的であることから、オミクロン株の感染・重症者数見通しへの影
響には大きな不確実性があり、重症患者数の見通しへの影響は重症化率次第。

デルタ株とオミクロン株を同時に考慮した
結合SIRモデル

オミクロン株割合は内生的に決定： 𝑁𝑁𝑡𝑡
𝑜𝑜

𝑁𝑁𝑡𝑡
𝛿𝛿+𝑁𝑁𝑡𝑡

𝑜𝑜

デルタ株と比較して相対的基本再生産数＝1.00
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 仲田先生・藤井先生）

相対的基本再生産数がデルタ株に比べて高くなる場合には、相対的ワクチン有効性、相対的重症化率の値に
よっては重症患者数が確保病床数を超える可能性がある。

相対的基本再生産数＝1.50相対的基本再生産数＝1.25
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 仲田先生・藤井先生）

相対的ワクチン有効性が1.00の場合の入院患者数、重症者数はいずれの相対的基本再生産数、相対的重症
化率においても確保病床数を超えることは無いと推測できるが、有効性が0.60、0.20となると、確保病床数を
大きく超える可能性がある。

相対的ワクチン有効性＝1.00 相対的ワクチン有効性＝0.60
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 仲田先生・藤井先生）

相対的ワクチン有効性＝0.20
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（筑波大学 倉橋先生）

 オミクロン株の感染力が1.32倍(南ア報告)の場合、第3回接種を全接種者に対して210日以内に実施すること
で、新規陽性者数を1800人/日まで抑えられる可能性が推定された。
東京都新規陽性者数

第3回接種を240日以内に実施 第3回接種を210日以内に実施

シミュレーションの前提条件
• オミクロン株の感染力はデルタ株の1.32倍
• ワクチン2回目感染予防効果：33%
• ワクチン3回目感染予防効果：75%
• ワクチン3回目接種率：90%
• ワクチンパスポートなし

ピーク時
6500人/日

ピーク時
1800人/日
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（筑波大学 倉橋先生）

 オミクロン株の感染力が2.0倍(英国報告)の場合、以下の施策により新規陽性者数を4500人/日まで抑制で
きる可能性が示唆された。①第3回接種を全接種者に対して210日以内に実施、接種率100%②ワクチン接種/陰性証
明パッケージの飲食店・イベント会場への80％以上の実施

東京都新規陽性者数
第3回接種を210日以内に実施/接種率100%

ピーク時
4500人/日

シミュレーションの前提条件

• オミクロン株の感染力はデルタ株の2.0倍

• ワクチン2回目感染予防効果：33%

• ワクチン3回目感染予防効果：75%

• ワクチン3回目接種率：90%/100%

• ワクチンパスポートあり：飲食店・イベント会
場の80%以上で実施

第3回接種を210日以内に実施/接種率90%

ピーク時
9100人/日
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（筑波大学 倉橋先生）

感染力が2.0倍の場合、3回目接種開始を180日にする効果は大きいが、開始時期を2月に遅らせると感染拡
大を抑制できない。効果的な抑制策は次の3点と思われる。

① 全年代2回目接種者に対する210日以内の第3回目接種の100%完全実施
② ワクチン接種/陰性証明パッケージの飲食店・イベント会場への80％以上の実施
③ 180日後の3回目接種を1月中旬開始
東京都新規陽性者数

シミュレーションの前提条件
• オミクロン株の感染力はデルタ株の2.0倍
• ワクチン2回目感染予防効果：33%
• ワクチン3回目感染予防効果：75%
• ワクチン3回目接種率：100%
• ワクチンパスポートなし

第3回接種を180日以内に実施 1/20開始 第3回接種を180日以内に実施 2/1開始

ピーク時
1700人/日

ピーク時
7800人/日
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京財団 千葉先生）

 ブースター接種を2回目接種後6か月とした場合、感染拡大を大幅に抑制する。
 ブースター接種が8か月後になってしまう場合、ワクチンパスポートによりブース
ター未接種者の外出を平時比50%にできれば、感染拡大を抑制できる。

東京都新規陽性者数

シミュレーションの前提条件

• オミクロン株の感染力はデルタ株の1.3倍
• 有症者の3割に対し検査を実施（検査

の感度は7割）
• オミクロン株に対するワクチンの感染予防

効果は30%。ブースター接種後80%。

ベースライン：
ブースター接種
が8か月後の場合

ブースター接種
が6か月後の場合

ブースター接種のタイミングの比較 ブースター未接種者へのワクチンパスポートによる外出制限

ブースター
8か月後
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オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京財団 千葉先生）

東京都重症者数

ブースター接種のタイミングの比較 ブースター未接種者へのワクチンパスポートによる外出制限

シミュレーションの前提条件
• オミクロン株の感染力はデルタ株の1.3倍
• 有症者の3割に対し検査を実施（検査の感度は7割）
• オミクロン株に対するワクチンの感染予防効果は30%。ブースター接種後80%。

ベースライン：
ブースター接種
が8か月後の場合

ブースター
接種が6か
月後の場合

ブースター
8か月後



Ⅲ まとめ



1. シミュレーションは一定の前提・仮定の下での試算ではあるが、様々な想定が可能であり、重要な示唆を与える。
2. 感染防御対策研究から得られた示唆
① ふだん会わない人との会食・大人数の会食はリスクが高い。
② マスクの適切な使用が重要。
③ 室内の空気の流れ、換気が必要。
④ 紫外線によるウイルスの不活化など、新たな技術の実用化も重要。
⑤ 湿度は50%以上を保つことが望ましい。

3. シミュレーションから得られた示唆
① ワクチン接種率は総人口に対して85%以上が望ましい。
② 接種証明/検査陰性確認（V/T）の適切な導入が望ましい。
③ ブースター接種の適時実施が必要。
④ 医療体制の拡充、感染者の早期発見、抗体カクテルや飲み薬などでの早期介入など検査・治療パイプラインの構築が必須。
⑤ オミクロン株による影響は現時点ではデータが不十分。 V/Tやブースター接種による対策が必要
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まとめ



各研究チームによる研究結果の詳細は、
以下からご確認いただけます。

https://www.covid19-ai.jp/ja-
jp/presentation/

93

参考


	Covid-19 AIシミュレーションプロジェクト
	アジェンダ
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	飛沫シミュレーション（カラオケボックスの例）（理研・神戸大 坪倉先生）
	飛沫シミュレーション（通勤電車の例）（理研・神戸大 坪倉先生）
	飛沫シミュレーション（スタジアムの例）（理研・神戸大 坪倉先生）
	マスクによる感染予防効果 (理研 和田先生)
	エアロゾルの可視化：発生シュミレーション　(東北大 太田先生)
	エアロゾルの可視化：エアロゾル粒子の付着位置の検討(東北大 太田先生)
	エアロゾルの可視化：マスクを着用していないときの拡散状況(理研 和田先生)
	紫外線によるウイルス不活化(理研 和田先生)
	加湿の必要性　(理研 和田先生)
	スライド番号 16
	感染シミュレーションの戦略と理論的背景
	感染拡大・収束は、複雑系ネットワークのダイナミクスとして理解する必要がある
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	感染シミュレーションに大きな影響を与える（慶応大学 栗原先生の資料より）
	具体的な行動指針を導き出すことが可能となった�Stay with your community 「いつもの仲間と」
	ワクチン接種戦略への示唆　ー　職域接種と大規模接種センターの設置
	多様なシミュレーションモデルによる比較分析・検証
	シミュレーションにご協力いただいた先生方のモデル
	シミュレーションにご協力いただいた先生方のモデル
	シミュレーションにご協力いただいた先生方のモデル
	シミュレーションにご協力いただいた先生方のモデル
	シミュレーションにご協力いただいた先生方のモデル
	第５波のシミュレーション
	スライド番号 31
	要因1　実効人流の大幅減少（繁華街での人流減少＋ワクチン接種）
	【参考】 人流と実効再生産数の関係（名古屋工業大学 平田先生）
	【参考】 人流と実効再生産数の関係（名古屋工業大学 平田先生）
	要因2　人流の質の変化（危険行動の回避が定着）（東京大学 豊田先生）
	今夏の感染減少に関するシミュレーション（名古屋工業大学 平田先生）
	要因３　ワクチン接種率向上の効果（5月時点での予測）
	要因３　ワクチン接種率向上の効果（名古屋工業大学 平田先生）
	要因３　ワクチン接種率向上の効果（名古屋工業大学 平田先生）
	要因３　ワクチン接種率向上の効果（名古屋工業大学 平田先生）
	要因３　ワクチン接種率向上の効果（名古屋工業大学 平田先生）
	要因３　ワクチン接種率向上の効果（東京大学 仲田先生・藤井先生）
	要因３　ワクチン接種率向上の効果（東京大学 仲田先生・藤井先生）
	要因３　ワクチン接種率向上の効果（東京大学 仲田先生・藤井先生）
	【参考】 人流と実効再生産数の関係（名古屋工業大学 平田先生）
	スライド番号 46
	今夏の感染減少に関するシミュレーション（東京大学 仲田先生・藤井先生）
	今夏の感染減少に関するシミュレーション（東京大学 仲田先生・藤井先生）
	ブースター接種とワクチン接種証明・陰性証明の効果予測
	【参考】 名古屋工業大学 平田先生のモデル
	【参考】 接種証明活用の効果（名工大 平田先生）
	【参考】 接種証明活用の効果（名古屋工業大学 平田先生）
	スライド番号 53
	スライド番号 54
	ブースター接種、接種証明活用の効果（東京大学 大澤先生）
	ブースター接種、接種証明活用の効果（東京大学 大澤先生）
	ブースター接種、接種証明/検査陰性確認の効果（筑波大学 倉橋先生）
	ブースター接種、接種証明/検査陰性確認の効果（筑波大学 倉橋先生）
	ブースター接種、接種証明/検査陰性確認の効果（慶應義塾大学 栗原先生）
	ブースター接種、接種証明/検査陰性確認の効果（慶應義塾大学 栗原先生）
	ブースター接種、接種証明/検査陰性確認の効果（慶應義塾大学 栗原先生）
	ブースター接種、接種証明/検査陰性確認の効果（東京財団 千葉先生）
	抗体カクテル必要量（慶應義塾大学　栗原先生）
	サーキットブレーカーの時期による違い（創価大学 畝見先生）
	スライド番号 65
	抗体カクテル必要量（東京財団 千葉先生）
	家庭内感染リスク可視化（筑波大学 倉橋先生）
	国内旅行の活性化の影響（東京財団 千葉先生）
	オミクロン株の蔓延による感染状況への影響
	【参考】リスク行動ツイート数の推移（日毎）（東京大学 豊田先生）
	オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（慶應義塾大学 栗原先生）
	オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（慶應義塾大学 栗原先生）
	オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（慶應義塾大学 栗原先生）
	オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（慶應義塾大学 栗原先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 大澤先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 大澤先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 大澤先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 大澤先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（創価大学 畝見先生）
	オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（名古屋工業大学 平田先生）
	オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（名古屋工業大学 平田先生）
	オミクロン株の蔓延による感染状況への影響（名古屋工業大学 平田先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 仲田先生・藤井先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 仲田先生・藤井先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 仲田先生・藤井先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京大学 仲田先生・藤井先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（筑波大学 倉橋先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（筑波大学 倉橋先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（筑波大学 倉橋先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京財団 千葉先生）
	オミクロン株の侵入を想定したシミュレーション（東京財団 千葉先生）
	スライド番号 92
	まとめ
	参考

