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• 本資料は、AI等シミュレーション開発事業における現時点での成果、今後の成果の想定等を⽰すものである。
 本資料の位置づけ
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１．事業の全体像

Ⅰ 感染拡⼤シミュレーション
マクロな感染状況の予測・把握 / マクロな対策の効果分析

Ⅱ ⾶沫拡散のシミュレーション Ⅲ ICTを活⽤した感染予防
１．これまで取り組んだこと（抜粋）

① 繁華街での感染防⽌
策の効果分析

繁華街での居酒屋、ナイトスポットが感染拡
⼤へ与える影響をシミュレーションして評価

12/17 AIアド
バイザリーボード
報告

②
様々な属性（コミュニ
ティ内と外など）の接触
削減の影響分析

様々な属性の接触削減の感染拡⼤に与える
効果をシミュレーションして評価

12/17 AIアド
バイザリーボード
報告

２．これから取り組むこと

① シミュレータ開発 パラメータを⼊れることにより陽性者数等の予
測が可能 新規

ミクロな感染防⽌対策の進化のための取組

１．これまで取り組んだこと（抜粋）

①
・マスク等の効果分析
・公共交通機関等の
⾶沫・気流分析

マスク等の効果分析や、⼈が集まるところ、クラ
スターが発⽣している状況の⾶沫・気流のシ
ミュレーション

随時
アップデート
(継続）

② CO2センサを活⽤した
換気策の効果分析

三密状況の測定、換気が必要になる状況を
可視化

12/17 AIアドバ
イザリーボード報告

③ LiDARシステムによる
⾶沫拡散の可視化

システムの最適化・⼩型化と仮想⾶沫の拡散
の可視化等

12/17 AIアドバ
イザリーボード報告

※シミュレーションのテーマは、三次補正においても現実の感染状況等に応じて柔軟に追加

Ⅳ データ連携基盤の構築

① データの取得と連携 ⼈出のデータ、医療機関等のデータを取得し、研究開発に活⽤ 随時アップデート（継続）

② SNS投稿、Web検索ワードによる⾏動変容モニタリング SNS等のデータをAI等を⽤いて分析し、感染拡⼤を早期探知・予測 新規

③ 市中感染率の把握 市中におけるPCR（唾液、呼気検査等も含む）により、市中感染率の正確な把握 新規

Ⅴ 重症化を防ぐ医療体制の考察
感染後の対策（重症化阻⽌、重症者治療に係る取組

Ⅵ 感染の早期検知
１．これまで取り組んだこと、現在取り組んでいること（抜粋）

①
感染状況に応じた
必要な検査・医療
リソースの分析

各地域における感染状況からその後必要と
なる医療リソースを予測

12/17 AIアドバイザ
リーボード報告

① CTスキャンによる患者
のスクリーニング AIによる迅速・正確な画像診断の実現 12/17 AIアドバイザ

リーボード経過報告

※スーパーコンピュータ富岳を⽤いた⾶沫・気流のシミュレーションは実需を踏まえて引き続き継続
※シミュレーションのテーマは、三次補正においても現実の感染状況等に応じて柔軟に追加
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• 「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
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。

普段会っている⼈のネットワーク 少し⾏動性が⾼い場合のネットワーク
⼩規模クラスターが発⽣

さらに⾏動性が⾼い場合のネットワーク
クラスター連鎖が発⽣

２．（１）マルチエージェントモデル等のシミュレーション ① 分かってきたこと



AI等シミュレーション開発事業

評価結果

• 会社間で飲⾷ (A) 1.00倍
• 会社内で飲⾷ (B) 0.83倍
• 部署内で飲⾷ (C) 0.76倍
• 部署内で飲⾷4名制限(D) 0.74倍
• 部署内で飲⾷4名制限時短 (E) 0.70倍
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２．（１）マルチエージェントモデル等のシミュレーション ② 繁華街での感染防⽌策

 営業時間を短くした飲⾷店において、同伴者を同⼀の会社の部署内の⼈4名に限定した場合、会社間での飲⾷をした場合と⽐較して0.7
倍まで感染者数を抑制する効果がある。

繁華街での感染者発⽣と飲⾷・接客対策の影響⽐較

 繁華街での居酒屋、ナイトスポットが感染拡⼤へ与える影響を個体ベースシミュレーションで評価
（クラスター発⽣事例を参考に、10000⼈の街のモデルを構築し、感染者拡⼤リスクを評価）

会社間（⾃社＋他社）の⼈たちと飲⾷をした場合に⽐べて、
⾃社内の⼈に限定すると0.83倍、部署内に限定すると0.76
倍まで、感染者数は減少する。

時短をした居酒屋で部署内に限定した飲⾷をすると、0.70倍
まで感染者数は減少する。

飲⾷の範囲を限定することは、ある程度効果がある。

A B C D E

提供︓筑波⼤学

約1.5倍
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（本事業のアウトプット）感染爆発の予防は、
①Stay with Community会う⼈を学校や職場などのコミュニティ内に限定すれば、⾏動⾃粛しなくても顕著な感染拡⼤はしない。ただし、通常⽣活の中
でコミュニティ外の⼈と接触機会が多い個⼈（Wが⼤きい⼈）が相当いると感染爆発を起こす可能性があるという結果。今後、⼤規模なシミュレーションによ
り⾃粛の効果検証予定。
②早い段階で個々⼈が⾏動⾃粛をやめてコミュニティ外との接触を増やすと、収束せずに感染者が継続して発⽣。

 スケールフリーネットワーク（SFN）を都市における時空間制約下に近づけた感染拡⼤モデル
（９⽉までの結果︓本事業前の段階） （現状の結果︓詳細について未発表）

各ノードにWの上限制約と、⼆次元距離の近
い⼈に会いやすい制約を追加しても、傾向は
同様 →各地点の⼈⼝データを連結できる

（現状の結果︓詳細については未発表）
感染者数が減少した際、⼈々の⾃粛志向が弱まる(隣⼈に
会う確率をそれぞれ５％増)という設定をいれた結果→収
束せずに新規感染者が発⽣が持続（現在の発⽣状況に
近く今後の予測が困難。）

W

m0=4

m0=8

W=2m0

W=2m0

W ： 接触してしまう⼈
m0 ： 必要な接触相⼿
W−m0 ：必要ないのに接触してしまう⼈

全てのノード（⼈）に等しいW, m0の制約︓
W-m0がm0を超えると感染爆発

PLOS ONEに以下URLで12/3発刊
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0242766

２．（１）マルチエージェントモデル等のシミュレーション ③ ⾏動⾃粛の⽅策の検討 提供︓東京⼤学

塗りつぶしは95%信頼区間
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都市や地⽅都市，離島といったクラスタを
またぐ感染が感染を拡⼤させる．

※ ⾏動係数が上昇し，γ値が下がる
→ クラスタ間での移動頻度が上昇

※感染ネットワークはスモールワールド構造

発症の⾼⽌まりは，発症者数が発⽣するペースと
回復するペースの動的平衡状態．
→⾏動係数が上昇し続けることで再現可能．
→⼈々の⾏動したいという欲求が上昇し続けているということ．

※α︓⾃粛的政策， β︓活動的政策
※⾏動係数は若年齢ほど⾼い

※⼈が感染リスクの⾼い⾏動をしてしまう頻度は冪乗則に従う．→ 「たまには」, 「久々の」 という時こそ⾃粛を︕︕

不安係数: 728
⾏動係数: 0.46
感染対策係数: 0.64

不安係数: 245
⾏動係数: 2.19
感染対策係数: 0.11

不安係数: 190
⾏動係数: 3.68
感染対策係数: 0.03

⻘ 健常
⾚ 発症

緑 免疫で回復
オレンジ 潜伏期間

２．（１）マルチエージェントモデル等のシミュレーション ④ 第１，２，３波の感染推移のシミュレーションでの再現
提供︓慶應⼤学、産業技術総合研究所

⼈のリスク的⾏動の頻度はべき乗則的

頻度

低リスク⾏動 ⾼リスク⾏動

p(k) ∝ k-γ

γが⼩さくなると（不安が減
少、⾏動が活発化等）、⾼
リスク⾏動の頻度が⾼くなる

SNS上のキーワード等から⾼リスクな活動の度合等を推定。何が⼈の⾼リスク⾏動を変容させるか等の分析も含め、検討していく。

発 症 者 数
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２．（２）⾮接触技術等を⽤いた対策 ① CO2濃度測定による三密回避

 コロナの感染経路の⼀つである浮遊微粒⼦対策として、各シーン(オフィス、カラオケ等）でのCO2濃度を測定して、換気の⽬安を検討した。
 建築物衛⽣法で定める1,000 ppm以下にCO2濃度を抑えるため、①窓を開ける、②汚れた空気を排出するために、全館空調の空気取り込

み量を増やす、③⼈密度を減らす対策を施すことが有効である。
 ただし、個別事例で部屋の換気性能は異なるため、より安全に換気対策を施すにはCO2センサーを⽤いて室内のCO2濃度を常時測定することに

より、数値に基づく換気ができるようになる。

各シーンで観られる状況と必要な対策の⽬安

シーン
各シーンで観られる状況 必要な対策

⼈密度
[m2/⼈]

運動量
[METs]

CO2濃度
⽔準[ppm]

換気回数※

[/h] その他の対策

オフィスフロア 15 1.3 1,000 1.5 着座率を80%

会議室 15 1.3 1,000 4

デイケアサービス 4 2.5 1,000 6.4 間⽋窓開け強化、常時換気

カラオケ 1 1.5 1,000 9.5 ⼩部屋で3名まで、⼩声で歌い
⼿だけ歌う

⾷堂・レストラン 3 2 1,000 15

住宅・寝室 20 1 1,000 0.55 感染者が出た時点で対策

※ 定員⼀杯の状況で、1,000ppm以下に抑制するために求められる換気回数

デイケアサービスでのCO2測定の結果

提供︓産業技術総合研究所
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２．（２）⾮接触技術等を⽤いた対策 ② 気体計測⼩型LIDARシステムの開発

⼩型LIDARの特徴

提供︓理化学研究所

飛沫拡散の可視化（動画） 実飛沫の可視化を実証

散乱光検出の原理実証実験 仮想飛沫の可視化を実証

赤外光を用いた散乱光検出
高濃度仮想飛沫

赤外光＋波長特有の屈折現象
高濃度仮想飛沫

赤外光イメージングLIDAR

 レーザー、計測系及び模擬（仮想）粒⼦の散乱計測の原理実験を踏まえLIDARシステム⼩型化のためのデザインが完了しており、ライ
ダーシステム構築、固定散乱体を⽤いた性能評価実験等を実施している。

 仮想⾶沫（微⼩粒⼦）の拡散の可視化と粒径依存性の基礎実験を実施しており、実⾶沫の拡散の分光学的な可視化が実現している。

LIDARシステムの⼩型化デザイン
■ 半導体レーザー励起小型全固体／ファイバーレーザー総合システム
■ 赤外イメージングカメラの導入
■ 効率化観測のための反射ミラー、散乱体の利用
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AI等を⽤いたデータ解析によって感染症の流⾏・拡⼤を早期に検知
研究と実証と実⽤化を同時並⾏的に進める

SNS/Web情報 空港・駅、医療機関等から
の情報・症例

健康管理アプリ
の情報

各種調査等からの情報

市中における検査
による感染状況の把握

コロナ

咳

発熱

味覚

接触

・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・

・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・・・
・・・・・・

公共機関等への
早期の情報提供
⾏動変容、体制
整備等に反映

⾃治体、医療機関
等による協議会

データ解析

内外の
研究機関等
との連携

アプリの普及

各種分析・AIシミュレーション・データ連携基盤等を活⽤

３．第三次補正事業 AI等を活⽤した感染拡⼤の端緒の早期探知
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