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１．新型コロナ感染モデル（SEIRRモデル）の構
築と想定した仮定
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新型コロナの感染状況を表現するSEIRRモデルの概要

（モデルの概要）

◼ SEIRモデルとは、感染症の患者群が一定の時間を置きながら辿る各状態（susceptible ⇒ exposed ⇒
infectious ⇒ removed)を遷移するパターンを、一定の感染率や遷移確率等を仮定しながら捉えることで、一定
時間経過後の各状態の患者数が何人いるかを予想するモデル。

◼ 今回構築したSEIRRモデルは、SEIRモデルにさらに、最後の状態としてrecoveredを加え（これにより状態の遷
移はsusceptible ⇒ exposed ⇒ infectious ⇒ removed ⇒ recoveredとなる)、removed（隔離、或いは抗体を
持つことで、他者への感染が止まる状態、本モデルでは全ての者が一度入院すると仮定）からrecovered（隔離

状態からの回復＜退院＞、或いは死亡する状態）への遷移状況を特定化することで、患者数や死者数も併せて
予想するもの。
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新型コロナの感染状況を表現するSEIRRモデルの概要

（モデルの概要）

◼ 具体的には、以下に示した連立常微分方程式を解くことで、変数（各S、E、I、R、R2状態にある人口）の推移が得
られる。

• dS(t)/dt = - S(t)*α*I(t)/n

• dE(t)/dt = S(t)*α*I(t)/n – β*E(t)

• dI(t)/dt = β*E(t) – γ*I(t)

• dR(t)/dt = γ*I(t) – δ*R(t)

• dR2(t)/dt = δ*R(t)

（変数）
• S: 感染する可能性がある人口
• E: 感染した者のうち未発症者の人口（感染力無し）
• I: 発症者のうち隔離されていない人口（感染力有り）
• R: 発症者のうち病院等に隔離された人口（感染力無し）
• R2:  病院等に隔離された者のうち回復、或いは死亡した人口
• n:     全人口

（参考文献） Iwata K, Miyakoshi C.（2020） A Simulation on Potential Secondary Spread of Novel 

Coronavirus in an Exported Country Using a Stochastic Epidemic SEIR Model. J Clin Med

https://www.preprints.org/manuscript/202002.0179/v1

https://www.preprints.org/manuscript/202002.0179/v1
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（パラメータの設定方法）

◼ 推計に際し設定したパラメータは以下のとおり。基本的には、以下のサイトで示された数値等を参考としつつ初期
値を設定した上で、実際の４つの変数（ネット患者数、累計死者数、1日当り新規患者数、一日当り死者数）の推
移に出来るだけフィットするようなパラメータ値を選択。

◼ 通常は、以下のような順序でパラメータを推計。
① 一日当り新規患者数の動きがフィットするように当初R0、介入日、介入後R0、スタート日を調整
② ネット患者数の動きがフィットするように入院期間を調整
③ 累計死者数や一日当り死者数がフィットするように致死率を調整

◼ 比較対象の実績値のうち、1日当り新規患者数、及び1日当り死者数に関しては、異常値（統計の期中の改訂に
より発生）を除いた上で、3日間の移動平均とする。

◼ パラメータの初期値設定に際し参考とした情報が収められたサイトは以下のとおり。
https://gabgoh.github.io/COVID/index.html

新型コロナの感染状況を表現するSEIRRモデルの概要（赤字は前回からの追加・修正
箇所）

https://gabgoh.github.io/COVID/index.html
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（各パラメータ設定の具体的な考え方）

✓ スタート日：最初の患者が発生したと想定する日で、デフォルトは1月22日（WHOからの各国毎の患者数が

入手可能となる日で武漢閉鎖前の武漢からの春節旅行者が各国に拡散した頃の日）ながら、新規患者数の
動きが推計値とフィットしないケースでは、適宜フィットするようにずらす。既存推計国中、1月22日からずらし
たケースは、中国（42日前倒し、12月11日）、ドイツ（20日後倒し、2月11日）、英国（25日後倒し、2月16日）。

ドイツや英国では既に想定スタート日以前に患者は発生しているが、市中感染が出始めたのがこの頃と想
定。

✓ 感染率（α）：この値と以下のInfを乗じたものがR0（1人の感染者が発症期間中に何人に感染させるか）とな
ることから、R0の初期値を2.2（したがってαは0.76）とした上で調整

✓ 潜伏期間（Lat）：5.2日で固定
✓ 発症から隔離までの期間（Inf）：2.9日で固定
✓ 入院から退院、死亡までの期間（Rec）：初期値を30日とした上で調整
✓ 致死率：初期値を2％とした上で調整
✓ 行動規制を導入するまで日数：ロックダウンや非常事態宣言等でαが大きく変化したと考えられる日で、最初
の患者が発生したと想定する日からの経過日で表示

✓ 行動規制後の感染率：Infを乗じたR0が0.95となる値（すなわちα=0.33）を初期値とした上で調整

新型コロナの感染状況を表現するSEIRRモデルの概要（赤字は前回からの追加・修正
箇所）
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２．新型コロナ感染モデル（SEIRRモデル）による
主要国の感染状況の推計結果
（前回からの主な修正箇所は赤字で記述）
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⚫ 日本：足許の新規患者数等の減少スピードが落ちていることから、介入後のR0を下方修正。

⚫ 米国：足許の新規患者数等の減少スピードが想定程早くないことから、介入後のR0を上昇修正。

⚫ イタリア：変更なし。

⚫ 中国：変更なし。

⚫ ドイツ（新規追加）：当初はイタリアと似た状況に直面したものの、介入後の行動規制の徹底による大幅なR0の引
下げから、中国型の高速収束を実現。また広範なPCR検査により患者把握度が高かったため、軽症者の比率が
高く（他国比入院期間が極端に短い）、結果的に致死率も低くなった形。

⚫ 英国（新規追加）：ドイツとは対照的に、介入後の行動規制が緩かったこともあり、患者数の急増に歯止めがかか
らず、医療崩壊も影響して致死率も非常に高い状況となった模様。但し、足許はピークアウトの兆しが出てきてい
る。

新しい動き（要約）
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新型コロナ感染モデルの推計結果のフィット状況（日本）

◼ モデルから得られた推計値（左上：ネット患者数＜現患者数＞）、右上：累計死亡者数、左下：一日当り新規患者数
、右下：一日当り死者数）は、全ての変数において実際の値（赤色の線）に近い動きとなっている。

◼ 一日当り新規患者数、一日当り死者数、ネット患者数の何れをみても、足許ピークアウトの状況にあることが確認で
きる。一日当り新規患者数や一日当り死者数の減少程度から、足許のR0は0.75（前回想定では0.87）程度まで低
下している可能性（当初のR0＜2.15＞との比較でいえば、減少率は65％＜前回60％＞程度）。



1010

新型コロナ感染モデルによるパラメータの推計結果とその特徴（日本）

パラメータ推計結果

値/今回 前回 特徴

当初R0 2.15 2.15 主要国の中では際立って低い。マスク文化等の影響か。

介入開始
日

77日目 77日目 主要国の中で当初のR0が非常に低く、このため感染速度が遅かったこともあり、行動
制限等の対応のタイミングは主要国の中では最も遅い。

開始後R0 0.75 0.87 相応の速度での収束が見込める水準にまで下げた可能性（但し削減率は65％程度）。

致死率 4％ 4％ 主要国の中では若干低い水準。

（※）R0は以下のinfection1(or 2) x infdaysとなる
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新型コロナ感染モデルの推計結果のフィット状況（米国）

◼ モデルから得られた推計値（左上：ネット患者数＜現患者数＞）、右上：累計死亡者数、左下：一日当り新規患者数
、右下：一日当り死者数）は、概ね実際の値（赤色の線）に近い動きとなっているものの、一日当り死者数は足許の
下げの方が推計値よりも大きく、致死率が当初に比べ低下している可能性。

◼ 一日当り新規患者数はようやくピークアウトしたようにもみえるが緩やかなカーブに止まる。今回想定した介入後の
R0は は前回想定値（0.87）より引き上げている。
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新型コロナ感染モデルによるパラメータの推計結果とその特徴（米国）

パラメータ推計結果

値/今回 前回 特徴

当初R0 3.13 3.13 主要国の中では平均的水準をやや上回る水準。

介入開始
日

67日目 68日目 主要国の中では、当初対応が比較的遅かった。インフルエンザの猛威等で感染拡大
の認識が遅れた可能性。

開始後R0 0.93 0.87 ピークアウトの兆しはみられるものの、ここでの想定値（削減率は70％程度）には届い
ていない可能性。

致死率 8％ 9％ 主要国の中では高い水準。

（※）R0は以下のinfection1(or 2) x infdaysとなる
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新型コロナ感染モデルの推計結果のフィット状況（イタリア）

◼ モデルから得られた推計値（左上：ネット患者数＜現患者数＞）、右上：累計死亡者数、左下：一日当り新規患者数
、右下：一日当り死者数）は、概ね実際の値（赤色の線）に近い動きとなっているが、一日当り死者数の減り方はモ
デル推計値を上回る速度で減少しており、当初の医療崩壊等による高死亡率が足許大きく下げっている可能性。

◼ ネット患者数、一日当り新規患者数、一日当り死者数の何れをみても、ピークアウト後の減少が軌道に乗っている
可能性が高い。これはR0を当初の4.1から0.9まで78％も削減した結果。
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新型コロナ感染モデルによるパラメータの推計結果とその特徴（イタリア）

パラメータ推計結果

値/今回 前回 特徴

当初R0 4.06 4.06 主要国の中では最も高い水準。

介入開始日 44日目 44日目 主要国の中では、当初対応は比較的早かったものの、R0の高さも災いして、火消しが
間に合わなかった可能性。

開始後R0 0.9 0.9 相応の速度での収束が見込める水準への引き下げに成功（削減率は78％程度）。

致死率 12％ 15％ 主要国の中では高い水準ながら、足許は大きく下げている可能性。

（※）R0は以下のinfection1(or 2) x infdaysとなる
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新型コロナ感染モデルの推計結果のフィット状況（中国）

◼ モデルから得られた推計値（左上：ネット患者数＜現患者数＞）、右上：累計死亡者数、左下：一日当り新規患者数
、右下：一日当り死者数）は、概ね実際の値（赤色の線）に近い動きとなっているが、一日当り新規患者数は過少把
握が後日発覚したことや、一日当り死者数は途中の大幅上方修正が推計値との乖離をもたらした可能性。

◼ 何れを指標をみても、足許は完全の収束の状況で、今のところ、第二波が生じる予兆はまったくみられない。
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新型コロナ感染モデルによるパラメータの推計結果とその特徴（中国）

パラメータ推計結果

値/今回 前回 特徴

当初R0 3.31 3.31 主要国の中では平均的水準を若干上回る水準か。

介入開始日 55日目 55日目 主要国の中では、当初対応はやや遅かったものの、介入後の対応は収束に向け迅
速・徹底していた可能性。

開始後R0 0.49 0.49 超高速での収束を可能とする水準への引き下げに成功（削減率は85％程度）。

致死率 3％ 3％ 主要国の中では比較的低い水準。

（※）R0は以下のinfection1(or 2) x infdaysとなる



1717

新型コロナ感染モデルの推計結果のフィット状況（ドイツ）

◼ モデルから得られた推計値（左上：ネット患者数＜現患者数＞）、右上：累計死亡者数、左下：一日当り新規患者数
、右下：一日当り死者数）は、概ね実際の値（赤色の線）に近い動きとなっているが、ネット患者数の減少スピードが
推計値もよりも早くなっている。ドイツの場合、入院期間が他国比非常に短い可能性。

◼ 何れの指標もみても明確なピークアウトが認められる。これはR0を当初の4.1から0.8まで80％も削減した結果。
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新型コロナ感染モデルによるパラメータの推計結果とその特徴（ドイツ）

パラメータ推計結果

値/今回 前回 特徴

当初R0 4.12 主要国の中では最も高い水準。

介入開始日 44日目 主要国の中では、当初対応はスタート日起算では比較的早かったものの、近隣国対
比（＋20日）ではやや遅かったとの見方も。

開始後R0 0.81 高速での収束が見込める水準への引き下げに成功（削減率は80％程度）。

致死率 3％ 主要国の中では比較的低い水準。

（※）R0は以下のinfection1(or 2) x infdaysとなる
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新型コロナ感染モデルの推計結果のフィット状況（英国）

◼ モデルから得られた推計値（左上：ネット患者数＜現患者数＞）、右上：累計死亡者数、左下：一日当り新規患者数
、右下：一日当り死者数）は、患者数は概ね実際の値（赤色の線）に近い動きとなっているが、死者数に関しては推
計値を大きく上回るスピードでの増加となっており、医療崩壊が致死率を高めている可能性。

◼ 一日当り新規患者数や死者数にピークアウトの兆しがみられる。
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新型コロナ感染モデルによるパラメータの推計結果とその特徴（英国）

パラメータ推計結果

値/今回 前回 特徴

当初R0 4.00 主要国の中では最も高い水準。

介入開始日 44日目 主要国の中では、当初対応はスタート日起算では比較的早かったものの、近隣国対
比（＋25日）ではやや遅かったとの見方も。

開始後R0 0.93 ある程度の収束が見込める水準へは引き下げているか（削減率は77％程度）。

致死率 20％ 主要国の中では最も高い水準ながら、足許下げている可能性。

（※）R0は以下のinfection1(or 2) x infdaysとなる


