
AI アドバイザリーボード（第１回） 
（AI 等を活⽤したシミュレーション開発事業） 

議事次第 

１. ⽇ 時  令和２年８⽉５⽇（⽔）10:30〜11:00

２. 場 所  中央合同庁舎８号館５階共⽤Ａ会議室
（⼀部、web 開催） 

３．次 第 

（１）開会

（２）⻄村国務⼤⾂ 挨拶

（３）事業内容、研究開発テーマに関する概要説明

（４）意⾒交換

（５）閉会



ウイルスの感染するモード等の疫学情報に基づく、感染拡大予測シミュレーションいわゆる「夜の街」な
どの特定の状況・業界・地域を想定した、感染拡大シミュレーションを行い、効果的な対策立案、実施モ
ニタリングに利用するリアルタイムに獲得される検査情報をもとに、モデルを随時修正し、感染状況の評

価、拡大の推定を行い、有効な対策の立案に利用する。
・SIRモデルの検証

複数の数理モデルの比較・評価、さらに有効であればそれらの統合を行い、政策判断の基盤となる情報を
提供するシステムの開発。

・新型コロナ感染症対策施策の検証 等

5つの研究開発領域（リサーチクエッション）

AI等を活用したシミュレーション開発事業の概要と狙い

• 発症前の感染検知、二次感染
を起こしやすい人の検知、重
症化する人のマーカーの探索

• バイオ・インフォマティクス
を活用したホスト・レスポン
ス解析

• 下水、PCR、抗体、エピトー
プ等のモニタリング 等

• 感染症の拡大防止と社会経済活動の両立を図るためには、AI、シミュレーション等の技術を活用
• 飛沫拡散シミュレーションを通じたガイドラインへの反映、ITを活用した早期感染拡大検知、これまでの感染拡大防止対策の

効果分析、さらには第2波への備えとして、AI等の技術を活用したシミュレーションの加速を行う
• 「5つの研究開発領域での研究開発」「包括的データ整備とデータ連携基盤の構築」との2本柱で事業を実施
• 従来の手法や前例にとらわれず、科学的に得られる知見を速やかに提供

データ連携基盤の構築と運営

※ 具体的な研究開発テーマ設定においては、上記5研究開発領域を主眼としつつ、ガイドラインからの要請、その他テーマについても取込みを想定。状況変化に応じ臨機応変に追加検討。
※ シミュレーション等については、複数のチームが同じテーマを、多様な視点とアプローチで研究開発。

• 新型コロナウイルス感染症対策の効果分析、AIシミュレーションの実施、リスクアセスメント、ガイドラインの改訂等に資す
るため、都道府県が有する情報、他省庁が有する情報、民間事業者等が有する情報を連携するデータ連携基盤を構築

• AIシミュレーション事業において活用するだけではなく、希望する研究者等に対して各種データを提供。CC BY（クリエイ
ティブコモンズ表示）で提供するオープンデータと、利用規約に合意のもと利用可能なデータを提供

• 疫学情報に基づく感染拡大予
測シミュレーション

• SIRモデルの検証
• 複数の数理モデルの比較・評

価、政策判断の基盤となる情
報提供システムの開発

• 新型コロナ感染症対策施策の
効果分析 等

• 施設内での気流シミュレー
ションによりガイドラインに
反映

• 野外や電車内での感染リスク
やマスクの効果分析

• LIDAR等を活用した、シミュ
レーションの検証、ウイルス
粒子の検知 等

• PCR検査、抗原検査、抗体検
査に係る国際標準化

• 各国国家計量機関による測定
能力、精度に関する国際比較

• 科学的根拠に基づく精度管理
の方法論の確立 等

感染早期検知・リスクアセス
メントおよびウイルス変異と
感染症・病原性に関する網羅

的かつ先制的研究

体系的検査測定手法と
標準データモデルの確立と

その国際標準化

疫学情報・医学的情報などに
に基づく感染状況推定ならび
に感染拡大・抑制シミュレー
ションと対策支援システム

ICT等を活用した感染拡大防止
ならびに接触機会低減方策

感染防止
シミュレーション

• レーザー、紫外線等による感
染防御デバイスの開発、顔認
証技術利用マスク使用率測定

• ロボット等による効果的な接
触低減手法の実装

• 接触アプリを活用した接触率
の実証実験、感染リスク比較
等
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◎

3つの会議とAI等を活用したシミュレーション開発事業との関係

西村大臣

内閣官房コロナ室
（IT総合戦略室）

提言・アドバイス

黒川先生（委員長）
安西先生
永井先生
山中先生

これまで行ってきたクラスター対策等による休業要請、外出自粛、三
密対策等の感染症対策による効果を、 AIシミュレーション等を活用
して、分析し、より効果的な感染防止・拡大抑止策を大所高所の
立場から検討・提言する。

押谷先生 北野先生
神成先生 中島先生
松澤弁護士

専門家委員会 5つの領域で実施される事業全体の進め方、個別の開発テーマ選
定、具体的なテーマ毎のシミュレーションの進め方について専門的な
見地からアドバイスを行い、定例報告を通じて進捗管理を行う。

報告

感染拡大抑止
シミュレーション

感染早期検知
リスクアセスメント

標準データモデルと
国際標準化

感染拡大防止、
接触機会低減方策

感染防止措置
シミュレーション

報告指示

データ連携基盤

研究領域１ 研究領域２ 研究領域３ 研究領域４ 研究領域５

指示・アドバイスプロジェクト・マネージメント

北野先生（座長） 小坂先生
安西先生 押谷先生
神成先生 河岡先生
中島先生 齋藤先生
和田先生

新型コロナウイルス感染症対策・
AIシミュレーション検討会議

新型コロナウイルス感染症の専門家、AIシミュレーションの第一人者
の立場から、開発テーマや事業の進め方等について、必要に応じて
アドバイスする。

AIアドバイザリーボード

報告

１回／２週間程度

１回／１ヶ月程度

１回／１ヶ月程度

連携
アドバイス・評価

アドバイス・評価
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AI等を活用したシミュレーション開発事業

※ 各先生の肩書については別紙参照



別紙
【AIアドバイザリーボード】
黒川 清 政策研究大学院大学 名誉教授
安西 祐一郎 内閣府AI戦略実行会議 座長 / 日本学術振興会 顧問
永井 良三 自治医科大学 学長
山中 伸弥 京都大学iPS細胞研究所 所長・教授

【新型コロナウイルス感染症対策・AIシミュレーション検討会議】
（新型コロナウイルス感染症に関する専門家）
小坂 健 東北大学大学院歯学研究科 国際歯科保健学分野教授
押谷 仁 東北大学大学院医学系研究科 微生物分野教授
河岡 義裕 東京大学医科学研究所感染症 国際研究センター長
齋藤 智也 国立保健医療科学院 健康危機管理研究部長
和田 耕治 国際医療福祉大学大学院 公衆衛生学教授
（AIシミュレーション有識者）
安西 祐一郎 内閣府AI戦略実行会議 座長 / 日本学術振興会 顧問
北野 宏明 内閣府人工知能研究開発ネットワーク 会長 / ソニーコンピュータサイエンス研究所 社長
神成 淳司 慶応義塾大学環境情報学部教授
中島 秀之 札幌市立大学 学長

【専門家委員会】（※重複は除外）
松澤 香 三浦法律事務所 パートナー弁護士
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AI 等を活⽤したシミュレーション開発事業実施概要 
 

I. AI 等を活⽤したシミュレーション開発事業 三菱総研提案のテーマ 
 
1. 感染防⽌シミュレーション 
(1) 気流シミュレーションにより、座席配置、公共交通機関の空調、イベント会場等の換気等の効果を評価 

理化学研究所、神⼾⼤学等 
← 会⾷の場での⼈数や座りかた（対⾯、段違い、横並び）による変化等をシミュレーションできないか検討。 

(2) ⾶散微粒⼦計測 LIDAR（光によるセンシング）を⽤いた計測⽅法の研究 
理化学研究所 

← ⼩型化できれば、多くの現場での測定が可能となり、より正確な対策が可能となる。 
← (1)のシミュレーションの結果を（２）の光によるセンシングで、検証・補正することも可能。さらに、センシ

ングデータやシミュレーション結果が蓄積すれば、それを利⽤した深層学習による効果推定システムの開発
の可能性も拓ける。 

2. ICT 等を活⽤した感染拡⼤防⽌等 
(1) 顔認証技術を利⽤した、マスク使⽤・不使⽤等を⾃動検知、混雑度検知 

⽇本電気株式会社 
(2) ワイヤレスデバイスを使った軽症者のモニタリングによる重症化早期検知 AI 開発と実装 

京都⼤学／名古屋⼤学／クアドリティクス株式会社 

3. 体系的検査測定⼿法、標準データモデル 
(1) 階層ベイズ型 AI とアプリを⽤いた陽性確率推計⽅法の確⽴、および早期発⽣予測 

東北⼤学、株式会社 Adansons、みやぎ県南中核病院 
(2) 効果的・効率的検査体制と医療リソース（病院、隔離施設等）配分設定に資する最適化シミュレーション 

三菱総合研究所 
← 検査戦略は、国外においてシミュレーションによる研究（ハーバード⼤など）もすでに発表されており、必要

に応じて連携をとりながら進める。 
← 病床使⽤率の予測法研究ができないか検討。病床使⽤率の予測に関しては、まずは簡潔なアルゴリズムを

使⽤し、その先、この研究成果を活⽤できないか。感染シミュレーションと医療リソースに関わるオペレーショ
ン・リサーチ的アプローチを連動させることも検討。 

4. 感染拡⼤シミュレーション等 
(1) SIR モデルによる感染拡⼤シミュレーションの検証、他シミュレーションとの⽐較検討 

京都⼤学（P）、早稲⽥⼤学（P）、三菱総合研究所 
(2) マルチエージェントシミュレーションモデルを⽤いた都市モデルと⾏動モデルに基づく感染拡⼤シミュレーション 

産業技術総合研究所 
(3) 感染拡⼤・抑制の経済活動への影響シミュレーション（マルチエージェントシミュレーションモデルベース） 

理化学研究所 
(4) ⼈流リアルタイムモニタリングとシミュレーションに基づく感染リスクおよび経済への影響分析 

東京⼤学、LocationMind、三菱総合研究所 

資料 2 
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(5) 時空間ネットワークデータによる⼈の⾏動予測に基づく感染動向把握 
慶應義塾⼤学 

← SIR モデル、それ以外のモデルの検証。 
← 複数の提案をいただいている内容も踏まえつつ、シミュレーションチームを⼆チーム編成し、異なるアプローチか

ら感染拡⼤シミュレーション等を推進する事を検討。 
← 海外の研究チームとの議論・連携も推進する。 

5. 早期検知など先制的研究 
(1) AI による CT スキャン画像分析による早期診断⼿法 

名古屋⼤学（厚労省、PMDA と連携） 
(2) オミックス解析（⽣体分⼦情報解析）による重症者マーカーの探索、感染性・病原性・抗原性に影響を与えるア

ミノ酸変異の同定 
東京⼤学医科学研究所 

(3) 富岳を⽤いた分⼦動⼒学計算による、ウィルス表⾯のタンパク質動的構造および変異による影響の予測 
理化学研究所 
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II. コロナ室の web サイトへの提案について 
 
7/31 時点で開発テーマ提案は 45 件。データ提案は 4 件。（真偽不明の提案を除く） 
 
（提案いただいた開発テーマの例） 

３密状況のリアルタイムモニタリングに資する、IoT（CO２センサー）実装（産業技術総合研究所） 
Real individual based model を⽤いた COVID-19 シミュレーション（国⽴感染研） 
変化予兆検知技術に基づく感染拡⼤の予兆検知（東京⼤学） 
新型コロナウイルスクラスター発⽣を抑⽌するためのリスクマネジメント⼿法確⽴について（南⼭⼤学） 
COVID-19 オリパラリスクアセスメント（東京⼤学医科学研究所） 
⼈流の予測に基づく感染対策の最適化（⽇本電信電話株式会社） 
個体ベース感染シミュレータ（創価⼤学） 
階層的マルチエージェント型の感染症シミュレーションモデルの提案（ソニーCSL） 
地域経済を⽀える感染予防策（筑波⼤学） 
新型コロナオミックス AI 診断法の開発（東北⼤学） 

 
（提案いただいたデータの例） 

モバイルビッグデータ "LocationMind xPop"（LocationMind） 
⽇本全国の合成⼈⼝データによる感染シミュレーション⽀援（関⻄⼤学） 
COVID-19(新型コロナウイルス感染症) 分⼦地図（慶應義塾⼤学） 
都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップのローデータ（ジャッグジャパン） 

※上記データについては、データ連携基盤への連携を依頼予定	

 
データに関しては、以下のようなデータをデータ連携基盤で連携予定。 
 
（データの例） 

ソフトバンク ⾃社の抗体、PCR 検査に関するデータ（調整中） 
楽天  ⾃社の抗体、PCR 検査に関するデータ（調整中） 
NTT ドコモ モバイル空間統計のデータ 
KDDI 6 ⽉に新たにリリースされた⼈流（流量）分析のデータ 
交通機関 電⾞、タクシー、バス等の公共交通機関の 3D モデルデータ 
イベント会場 サントリーホール（森ビル）設計データなど 
厚労省 G-MIS（病院悉皆調査）、HER-SYS（感染症データベース︓保健所のデータ） 
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III. 国際協調と開発の透明性・多様性・検証可能性の確保 
データ連携基盤を活⽤した、データ連携、開発内容の公開、国際協調の推進 

 
 
データ連携と Open Collaboration Partners 

公募で登録された開発テーマのうち、プライバシーと知財について配慮したデータ利⽤規約に同意する
等、⼀定の基準を満たしたテーマ（開発チーム）については、Open Collaboration Partners として
認定。データ連携基盤に接続いただき、各種のデータを活⽤いただくと同時に、成果の共有等、密接に
連携していくことを想定。シミュレーションモデルに関しては、GitHub などで open source 化。第三者
が、シミュレーションを再現し、さらに多様な観点から検討を先に進める貢献をしていただける体制を作る。 

 
基盤上のプレゼンテーションルーム（仮）を活⽤した成果の積極的発信 

採択した開発テーマおよび Open Collaboration Partners においては、事業期間中を通じて、都
度、データ連携基盤上に⽤意するプレゼンテーションルーム（スライド、動画、レポート等による成果発信
の場）を通じ、継続的に開発内容と成果についての発信を⾏っていただくことで、透明性の確保と、社会
での積極的な活⽤を促す。 

 
国際協調への基盤の拡張 

ハーバード⼤学など海外の主要な研究チームと協調を果たすため、プレゼンテーションルームを含むデー
タ基盤の主要なページを英⽂化すると同時に、データ利⽤規約についても英語版を準備。データ利⽤規
約に同意した開発チームについては、⼀定のルールの上でデータを提供し、海外研究者の英知も結集で
きる仕組みを構築する。 

 

 



5 
 

VI. 研究開発項⽬の全体を俯瞰した戦略と柔軟な対応 
 

全体の開発は、可能な限り、リスク低減の多重防護策とそれを⽀える基盤の確⽴に資するように、絶え
間なく情報収集と状況判断を⾏い、臨機応変に研究開発項⽬の追加・重点の変更を⾏う。
COVID-19 に関連する新しい知⾒や利⽤可能な技術は、加速度的にもたらされている。常に、戦略
の⾒直しと、修正を⾏う。 

 
 
 
 
 



 

 

AI 等技術を活用したシミュレーション事業への期待と感染再拡大を受けての提言 

 

2020 年 8 月 5 日 

AI アドバイザリー・ボード 委員 

黒川 清／安西 祐一郎／永井 良三／山中 伸弥 

 

グローバルに情報が公開される時代にあって、新型コロナウィルス（COVID-19）が世界的なパンデミック

となり、国内外のさまざまな学術研究が参照されるとともに、各国の COVID-19 対策や、医療提供システ

ム、公衆衛生施策などが比較検証されつつある。多大なる貢献を果たしている学術研究者等の専門家に

敬意を表したい。このような時代的背景のなか、我が国における各種の対策を、AI シミュレーション等を

用いて効果分析し検証していくことは、国内における COVID-19 の第二波、三波に対応するうえで極めて

重要であり、「AI 等技術を活用したシミュレーション事業」の開始を決定した西村国務大臣のリーダーシッ

プに敬意を表明する。本事業の推進は、感染症やシミュレーションの専門家等から構成される検討会議

と専門家委員会が行うが、我々アドバイザリー・ボードは、①国民目線、②未来志向及び③海外協調を基

本的認識として、最大限の貢献を約束する。一方で、本事業の実施が決定された第一波収束直後から、

状況は日々変化しており、第一波に対する検証もさることながら、第二波の襲来とも呼べる感染再拡大へ

の対応が喫緊の課題となっている。このように感染者が全国的に再増加している現状に鑑み、本アドバ

イザリー・ボードのミッションの範囲を超えることを承知の上で、本事業のあり方や本アドバイザリー・ボー

ドの果たすべき役割について、西村大臣に提言を行いたい。 

 

本事業に対する期待 

対策効果分析への AI・シミュレーションの導入に関する検証・提言を行うには、第一に、感染拡大への対

策と経済効果への対策のそれぞれ、および両対策の間の関係に関する対策について、国内外において

これまで取られた対策、およびこれから取られると予期される対策のうち、影響が大きいと考えられる対

策をリストアップすることがまず重要である。第二に、これらの対策について、どのようなデータがどのよう

にして収集され、活用されてきたのか、また、どのようなモデルがどのようにして検討され、活用されてき

たのかを検証することが重要である。第三に、第一、第二の分析を踏まえ、各対策の検証・提言につい

て、AI とシミュレーションの導入が実際に効果をあげられるかどうかを検討することが重要である。AI とシ

ミュレーションの手法は万能ではなく、感染症拡大防止と経済効果増強に対してこれらの方法の効果が

あげられる課題に集中的に取り組むべきである。また、こうした課題に集中的に取り組んでいることをしっ

かり広報すべきであり、そうでないと、「（現実にはモデル構築やデータ収集の段階で恣意性が多々入る

可能性があるにもかかわらず）あたかも科学的にみえてしまう」AI・シミュレーションを導入しさえすれば

COVID-19 の蔓延が防止できるかのように、世間が誤解する可能性がきわめて高いと考えられる。第四

に、AI とシミュレーション、およびモデル構築には多くの考え方があり、また、超高速のスパコンを用いなく

ても検証や予測ができる課題は数多くあると考えられる。課題の多様性、データのスパース性、モデルの

パラメータ敏感性等を考慮すると、コンピュータのスピードがネックになる応用はむしろ限られており、現

在多くの研究者によって進められている手法を迅速に結集するとともにそれらの適切な検証と関連づけ

を行うことが重要であり、そのためには、多くの研究者が迅速に参加できるプラットフォームを迅速に構築
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して運用することが考えられる。本事業における「専門家委員会」は、これらの点を重視していただきた

い。また、「専門家委員会」はこれらの点に鑑みて重要と考えられる検討課題に焦点を当て、重点的に進

めていただきたい。また、今後の研究事業やその検討にあたっては、異なる意見や仮説を持つ専門家を

含めたり、海外の専門家にも参画してもらうなど、透明性や多様性があり、科学的に批判的吟味を重ねら

れる体制構築をお願いしたい。 

 

感染者の全国的な再増加を踏まえた西村大臣への提言 

〇専門家と政府の役割についての整理・検証・諸外国比較 

学術研究者をはじめとする専門家と、政府が果たすべき役割の仕分けや、責任の所在のあり方について

は、国民的関心事ともなった。COVID-19 によるパンデミックのような未知かつ不確かな状況において、政

府が方針を決定していく際に、どのようなプロセスや役割の仕分けが必要とされるのか、今後の対策を決

定するうえでも整理や検証が求められる。特に、専門家が前例にとらわれず、批判的吟味に基づく科学

的知見をいかに闊達に提供するかが問われている。いったん決定した政策であっても、刻々と変化する

科学的知見に基づき、臨機応変に変更する柔軟性が求められる。短期的な成果を求めるのではなく、長

期的かつ未来志向的観点からの最善の対策を模索するべきである。同時に、諸外国においてどのような

政策決定過程が取られているかを比較検証し、我が国の政策決定の参考とすることも期待される。 

 

〇透明性の高い議論と国内外への発信 

我が国の COVID-19 対策に対する関心は、国民のみならず諸外国からも非常に高い。各種会議におけ

る議論やヒアリングは、透明性をもって進められるべきであり、その内容については、国内外に発信すべ

く、日英両か国語で速やかに発信されることが期待される。 
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