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Abstract. In August 2021, the Japanese headed for the fifth peak of COVID-19 infection, and they 

lost many people. Proper estimation to know peak tendency must be necessary. For analyzing the 

patients’ number in COVID-19 infection, the AID (Attack, Integral, and Decay) analogy model is 

introduced, and the result shows the incredible match between the number of people infected with 

COVID-19. We can find an engineering model with the peak of infected patients, using the analogy 

method without knowing the medical details and ethology. Analogy model estimation belongs to meta-

approach so that the analogy method gives easy and powerful solutions without specialists’ knowledge. 

When we discuss the number of infected patients, we had better seek not only the number but the 

envelope, and we must pay attention to the tendency of envelope change. As the cause of the fifth peak, 

we could not find influential events other than the Tokyo Olympic 2020. 
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概要：  2021年の8月，日本は新型コロナ感染の第５波をむかえて多くの人を亡くした。感染者数のピーク傾

向を正しく見積もる必要性がある。COVID-19感染による患者数を分析するために，AID （Attack（急増）, Integral

（積分線型）, and Decay（減衰））アナロジーモデル(２)を導入したところ，患者数が実際のコロナ感染者数と

驚くべき一致をみる結果となった。アナロジー(３)手法を用いれば，医学の詳細や動物行動学を知らなくても，

感染者ピークの工学モデルを求めることができる。このような推定手法はメタアプローチなので，アナロジー

手法は専門家の知識がなくても簡単で強力な解決法を提供できる。感染患者数を議論するときは，細かな数の

みならずその包絡（エンベロープ）をみて，その変化の傾向に注意を払う必要がある。第５波の原因として，

2020年東京オリンピック以外に影響力のあるイベントはみあたらない。 

1. 緒言 

2021年の8月に日本ではコロナ感染症第5波のピークに向かい，やりすごした。そのなかで，極めて残念なこ

とに，死ぬ必要のない人たちが，亡くなった。市民の一部は東京オリンピック2020の強行が危険な第５波の原
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因であると考えるようである。コロナ感染は多くの後遺症で悩む人を増やした。著者は簡単な工学的数理モデ

ルを導入し，実際の波の増加に一致することを示した。このような医学の専門家の知識が要らない荒い推定法

があれば，COVID-19とともに生きる我々の助けとなろう(４)。 

2. アナロジーと方程式モデル 

簡単な微分方程式が電気回路や力学構造に対応することはよく知られている。この対応関係はアナロジー

の考えに基づいている[1] 。たとえば簡単な人口増加モデル 𝑑𝑥/𝑑𝑡 = 𝑐𝑥, を考えよう，ただし 𝑥 を現在の人口

とする。この式は，人口の増加の割合が，現在の人口に比例していることを意味している。この微分方程式の

解は 𝑥(𝑡) = exp(𝑐𝑡) であり，簡単に言うと人口は指数関数的に増加する。しかし人口が増えると食料が不足す

るから，そのようなときの解はシグモイド曲線になる。もしシグモイドの平坦域（プラトー）に達するなら，

人口は突然に減少し，一連の成り行きが繰り返されるから長期にわたっての振動が現れよう。指数関数の単純

な増加であっても，出生後に死亡する人もいるので数年後には人口減少の要素がある。状況には，いくつかの

遅延要素が含まれる場合がある。したがって，いくつかの条件を前提として人口増加については議論できる。 

そこにアナロジーに重要性がある。このモデル 𝑑𝑥/𝑑𝑡 = 𝑐𝑥 は電気回路あるいは機械システムの１次系以外

のなにものでもないし，そのほかのシステムにも通じる基本的な支配方程式である。 

いま 𝑥 を日本で2021年8月に経験したコロナ感染症第５波の感染者数とする。ここで 

𝑑𝑥/𝑑𝑡 = 𝑐𝑥 + 𝑎                                         (0) 

なる微分方程式を考る。このモデルでは感染者数の変化率が感染者の１次関数で表されるとしている。この方

程式は係数の大小により次の２つに分けて考えられる。 

(A) Attack curve （アタック曲線，または成長曲線；ここではAモデルと呼ぶ） 

もし 𝑐 ≫ 𝑎, なら 𝑑𝑥/𝑑𝑡 = 𝑐𝑥 が支配方程式であり，人口増加モデルと同じ解 

𝑥(𝑡) = 𝐺 𝑒+𝑐𝑡                                          (1) 

になる。この指数関数は時間とともに２倍，４倍，８倍にと増加する。もし 𝑐 が大きければ，増加傾向は極め

て速くなり危険な状況に至る。これは２次関数の加速よりも急激である。加えて初期値 𝐺 が大きければ感染

者数のピークも初期値に比例して大きくなる。これは初期感染者数に比例してピークサイズが現れるからであ

る。このモデルは人口増加モデルのアナロジーである。 

(I) Integration line （積分直線，または線型増加曲線；ここではIモデルと呼ぶ） 

もし 𝑐 ≪ 𝑎, なら 𝑑𝑥/𝑑𝑡 = 𝑎 が支配方程式であり，上記とは異なる解 

𝑥(𝑡) = 𝑎𝑡 + 𝑏                                          (2) 

になる。もし 𝑎 が正なら感染者数は線型に増加する。ただ 𝑏. は線型直線が開始する初期値である。このモデ

ルは直流入力を与えられた積分器の回路のアナロジーである。 

成長曲線 (A) はインパルス応答のようなもので，トリガーとなる原因に対して開始する。トリガーが引か

れてステップ入力のような原因が継続すると，ステップ応答に対応する爆発的な感染拡大に至り，これは限界

に達するまで増加しようとするから恐怖を感じる増加になる。次に (I) への遷移は原因が取り外され，すでに

医療システムは限界ギリギリで働いていて，制御が効くようになって 𝑥 の増加が一定になり直線的増加へと

移行して現れてくる。最終的に感染者は隔離され，多くは回復し，一部の方が亡くなり，感染者数の減少が始

まる。 

(D) Decay curve （減衰曲線；ここではDモデルと呼ぶ） 

このとき感染者は隔離され検疫され，順々に回復する。これは 𝑑𝑥/𝑑𝑡 = −𝑘𝑥. で表され，電気回路のRC接続

と同じことで指数関数的減衰 

𝑥(𝑡) = 𝐻 𝑒−𝑘𝑡                                           (3) 
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になる。 𝑘 は正で，その逆数は時定数と呼ばれる。市中感染は市民の自制心によって制限されているため，感

染者数は徐々に半減してゆく。 

ある種の活動が引き金となり，原因が生じて，上の組み合わせの結果が生じる。この論文ではこの一連のモ

デルをAIDと呼ぶことにする。 

3. 感染者数の全期間にわたる時系列 

アナロジーの考え方を適用して，COVID-19によって引き起こされた問題の詳細な医学的知識を知らなくて

も，時系列の増減と特定の原因によって引き起こされた一連の事柄の経過を粗く見積もることが可能かどうか

を見てみよう。 

Fig.1は，執筆時までの日本におけるコロナ感染者数の推移を示している。この図はNHKが2021年10月13日

18:10にアップロードした情報 [2] を引用している。JX PRESS/FASTALERT (October 12th, 2021, at 23:55) [3] に

よれば，10月12日の日本における新規感染者数は608人，感染者数は当日時点で10733人，累積感染者数は1 711 

871人である。これまでの死者数は 17 988。人で，これは累積感染者数の約 1% である。新規感染者数はその

日の検査で確認できた患者数のことであり，検査タイミングに依存しており，無症状で検査をしていない陽性

者はカウントしていない。現在，感染者数は，累積感染者数から退院者数と死亡者数を差し引いて算出してお

り，当日の検査で確認された患者数を示している。したがって実際の感染者数は，報道公開されている新規感

染者数よりも大きくなる。 

この図から包絡線を読むと期間の全範囲にわたっ

て傾向が読める。データをさかのぼって確認すると，

５つのピークが読める。 

第１波では，感染者への明確な対策がないまま感染

者数が増加し，隔離，入院，高度な治療により終息し

た。第２波は夏休み，第３波は年末年始，冬休み，年

末年始の感染拡大が見いだされる。第４波は春休みと

卒業，入社，新入社員研修と同時期に発生し，第５波

は夏休みに発生している。トリガーとして考えられる

原因は一般論で推測できる。 

ただし，５つの波のうち５番目の波のピークが非常

に大きいことは明らかである。 

第１波とそれに続く第２波は，初期状態が非常に低

いところからのピーク延長であり，第３波とそれに続く第４波は，それぞれ前のピークが十分に減衰する前に

トリガーが引かれている。つまり，前回のピークが解除されてから感染者数が増加しているため，同じ初期値

でもピーク値はほぼ同じになることがわ

かる。ただし，第５波の大きさは，第２波

の「夏休み」や，第３波と第４波の「初期

値の大きさ」の理由からは説明できない。

第５波の爆発的拡大の理由をどうやって

解明できるか見てみよう。 

4. 時系列と感染者モデル 

１か月以上前の2021年9月11日，著者

は第５波のピークの直後にFacebookに記

事を投稿した。Fig.2に示されている投稿

 
 

Fig. 1. The number of people infected with 
overall duration (broadcasted by NHK 
[2] on this October 2021). 

 
 

Fig. 2. The author's article posted on his Facebook 
on past September 11th, 18:37, 2021. 
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では，単純な類推方法を適用でき，それが適切な見積もりで

あることが書いてある。この時点で見積もりは正常に適切

に実行された。 

Fig.3は，日経HPから引用した2021年10月13日までの現在

の感染患者数[4]を示している。この図にはAIDモデリング

ラインも描いてある。第５波のピークでは，アナロジーモデ

ルがマッチングに最適であることがわかる。ピークの大き

さは患者数 𝐺 に比例する初期数であり，指数関数的（A）

の加速の上昇は急激に見える。次に，患者数とその推定線

は，比例領域（IとI2）と減衰領域（D）でかなり良い近似を

しているように見え，感染者数の実際の数との強い類似を

見ることができる。AIDモデルはエンベロープを示している

ように見える。この秋に入力トリガーが適用されない場合，

減衰曲線は長時間リリースされたままになるであろう。 

5. 過去のピーク推定 

Fig.4は，日本の東京と栃木地方の最近のピークと，長

期にわたる日本の合計ピークを示している。それぞれに独

自の傾向があり，いくつかの仮説を適用することができ

る。第３波のピークは最初にAIモデルをトレースし，それ

が減衰Dに移行する前に，別のアタックAが発生して，別

のAIDモデルが続いている。後のAIDモデルは，感染した

数の初期値が高い状態で，正月の週に開始することが読め

る。図は東京エリアのAI-AID遷移を示しており，モデルは

地域によって異なる。 

第３波の減衰Dモデルのピークリリースが継続したが，

十分に少なくなる前に第４波のアタックAはより高い初

期数から始まる。そのため第４波のピークがより目立つ大

きさのピークになっているように読める。この傾向も地域

によって異なっている。 

6. 考察 

１）政府関係者，政府コロナ対策分科会長の尾身茂博士

は，2021年9月28日に，５つの理由が第５波のピークリリ

ースを引き起こしたと述べた。それらは，市民の協力，夜

間人口の減少，予防接種，高齢者の感染の減少，そして気温と降水量である。日本の市民はCOVID-19に対する

習慣についてよく学び，研究しているので，それは真実であろう。感染患者数の穏やかな減衰は，市民の良い

医療習慣によるとみて間違いない。 

２）第３波と第４波のピーク，および第５波のピークが調査され，トリガーの引かれた際の感染患者数の初

期数 𝐺 が大きいほどピークが高くなることが分かる。曲線 𝑥(𝑡) = 𝐺 exp(𝑐𝑡) が推定曲線である。係数 𝑐 は週

に2倍（第１波の5日で2倍に比べて）を示していて，市民の頑張りと協力がAの成長を遅くしている。ただし，

Aの感染爆発が発生すると，ピークはAIDの一連のピーク波形が続くことになる。AからIへの移行は，医療ス

タッフと病院の懸命な活動の下でなされる。そのとき医療は限界に保たれている。IからDへの移行は数日後に

行われるので，AI期間が終了するまでトリガーを引かないように注意する必要がある。そしてDへの移行後，

 
 

Fig. 4. Current peaks at some regions 
in Japan [5]. 

 
 

Fig. 3. The number of people infected 
with COVID-19 in Japan [4] with 

AID model lines. 
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何もしなければ，感染者の数は自然に減少する。減衰の途中でクラスターを作るなどの活動がある場合，トリ

ガーが再度引かれて，感染爆発が再発する可能性がある。 

３）AIDモデルは実際のモデルと矛盾していないことがわかる。ただし，第３波と第４波のピークを比較し

て，第５波ののピークが驚くほど大きいという問題が残される。第４波のピークの減衰のリリースが不十分で

初期値が下がりきらない状況で第５波は開始している。しかしそれはほかのピークでも起きていたことである

から，別の理由が存在したに違いないだろう。政府関係者（2021年8月6日の菅首相）は，巨大なピークに向か

う第５波は，東京オリンピックとはリンクしていないと発言した。ただし，実際に第５波ほどの感染爆発をお

こしたのであり，著者は東京オリンピック2020(５)以外には影響力のある原因は特定できない。 

４）医学者は，ウイルス感染経路や人体での影響に関するミクロな問題に関与している。一方，社会学者は

しばしば人口問題のようなマクロな問題に関与する。つまり専門家はしばしばミクロまたはマクロの詳細に熟

知して貢献しようとする。大衆はマスコミと一緒になってメゾの立場で考えるため，専門家によるミクロまた

はマクロの後ろ盾を必要とする。しかし，新型コロナ感染者数のピーク推定は，アナロジーの考え方によれば

詳細な知識を必要とせずに，類推モデルのメタ手法によって簡単に実行できる。このメタメソッドは非常に簡

単で，かつ強力である。 

５）筆者が2021年9月11日にFacebookへ投稿した後，企業のビッグデータアナリストは，感染数が明らかに

減少する理由がわからないと投稿した。大企業のシステムマネージャーも，Messengerアプリを介して，患者の

数の減少に関して何が起こっているのか理解できないと著者に伝えた。彼らは教育を受けた科学者またはエン

ジニアであるが，しばしば彼らの現場感覚は専門家の思考を止め，彼らは答えに至らないことがある。これを

筆者は驚きをもって受け止めた。第５波Dモデルでは，曲線 𝐻 exp(−𝑘𝑡) が推定解である。 𝑘 は減衰が（第１

波の半週と比較して）9日で半分を示しているので，時定数が長くなっている。モデルDでの減衰はRC回路の

電荷放出のようなものであるから，トリガーが引かれない限り，減衰は限りなく続く。減衰途中で引き金を引

かないかぎり，感染者数ゼロに限りなく収束する。我々にはAIDモデリングの分析スキルがあるので，このス

マートな分析により，医学的知識がなくても感染者数の振る舞いの真実を明らかにすることができる。 

６）感染者数動向には，日本国内に地域差がある。東京などの人口密集地域では，感染者数の変化傾向が日

本全体の傾向に近いことが確認されている。このことから，感染者数を抑えるためには東京などの都市の混雑

を抑えることが有効であると考えられる。 

７）現在の2021年10月の感染者数の減衰リリースでは，トリガーを引くイベントを開催しない方がよいだ

ろう。オリンピック，加熱した選挙キャンペーン，制御されていないコンサートのライブパフォーマンス，群

れるような行動，マスクなしの大声の会話，不要なパーティーなどは絶対にしないことである。 

8）感染症患者数を推定する際には，１日単位の変動の激しい瞬時値だけでなく，感染者ピークのエンベロ

ープの形状とその関数の種類を見極める必要がある。エンベロープ変化の傾向にこそ情報がある。 

９）100年前のスペイン風邪も今回のCOVID-19新型コロナ感染症もエピデミックからパンデミックへと変化

し，どちらも経口薬もワクチンも直ちに開発されなかった。そのようなとき感染流行制御の唯一の武器は数値

モデルシミュレーションのみである。日本での対応は次の２つの取り組みが顕著である。 

（I）大阪大学の中野教授はデータへの数学的カーブフィッティングにより流行予測を行った [6] 。氏の 𝑘 指

標は累積症例数曲線をゴンペルツ曲線とみなすことに基づいている。Gompertz曲線 [7] は 𝑦 = 𝐾𝑏𝑒𝑥𝑝 (−𝑐𝑥) の

形の生き残りのための数値モデルで，200年ほど昔にGompertzが提案したものある。よく比較されるロジステ

ィック曲線は 𝑦 = 𝐾/(1 + 𝑏exp(−𝑐𝑥)) で与えられる。これらはいずれもシグモイド曲線とよばれる。 

（II）京都大学の西浦教授は多状態SIRモデルを使った。日本全人口を一様な感染主と仮定し，基本再生産数 

𝑅0 = 2.5 を考えると，結論として人口の 90% が感染するとしている。 

SIR モデル [8] は100年くらい前に提案された感染症の古典的モデルで，全人口の個体数 𝑁 を感受性保持

者 𝑆 (susceptible)，感染者 𝐼 (infectious)，免疫保持者 𝑅 (removed or dead) に分けて時間の関数とみる。これら

が次式で関係づけられるとする数値モデルである。 

𝑑

𝑑𝑡
𝑆(𝑡) = −𝛽𝐼(𝑡)𝑆(𝑡),

𝑑

𝑑𝑡
𝐼(𝑡) = 𝛽𝐼(𝑡)𝑆(𝑡) − 𝛾𝐼(𝑡),

𝑑

𝑑𝑡
𝑅(𝑡) = +𝛾𝐼(𝑡)              (4) 

初期の感染者数 𝐼(𝑡) を 𝑦(𝑡) で置きなおすと 𝑑𝑦(𝑡)/𝑑𝑡 = 𝛽𝑁𝑦(𝑡) − 𝛾𝑦(𝑡) であるから 
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𝑑

𝑑𝑡
𝑦(𝑡) = 𝛾(𝑅0 − 1)𝑦(𝑡)              (5) 

基本再生産数 𝑅0 = 𝛽𝑁/𝛾 を用いている。(5)式はAIDモデルの特別な場合である。もしCOVID-19パンデミック

の 𝑅0 = 2.5 を仮定するなら，AIDモデルのAに対応する感染爆発を示す。ここで 𝑅0 − 1 は負になりえないの

で，次善の策として 𝑆 の初期値を集団免疫獲得により制御する対策が取られる。 

感染爆発を予防するための集団免疫についても触れておく。いま 𝑝 を感受性保持者 𝑆 (susceptible)のなか

での免疫獲得率とすると 𝑆 = (1 − 𝑝)𝑁 で置き換えることができる。もし 𝑅0 × (𝑆/𝑁) < 1 の状況が維持され

れば，感染爆発は起こらない。これら２式を代入操作でまとめて 𝑅0(1 − 𝑝) < 1 あるいは 𝑝 > 1 − 1/𝑅0 が感

染爆発を起こさない条件である。COVID-19のパンデミックは 𝑅0 = 2.5 であるから 𝑝 > 0.6 とすべきである。

このように人口の 60% （安全率を見て70%以上）の国民がワクチンによって免疫獲得できれば，集団免疫の

効果により感染爆発は起こらない。そしてこれがAIDモデルのDが完全にリリース減衰する条件でもある。こ

こでAIDモデルはSIRモデルとは全く独立に導かれていることに注意されたい(６)。 

7. 結言 

１）COVID-19感染症の患者数を分析するためにAIDアナロジーモデル(７)を導入した。このモデルは実際の

感染者数傾向とよく一致する。 

２）医学の詳細や動物行動学を知らなくても，類推法を使用すれば新型コロナ感染者数ピークを持つ工学

モデルを求められる。 

３）市民の努力は本当に高いので，感染者数ピークのA（アタック）を緩和し，D（減衰）を加速すること

に貢献している。 

４）政府関係者によると，新型コロナ感染者数の第５波とオリンピックは関連していないということだが，

東京オリンピック2020をのぞくと第５波を生じうるトリガーとして，影響力のあるイベントは他に見つけるこ

とができなかった。つまり東京オリンピックが第５波の原因だと言って矛盾しない。 

５）現在のAIDモデルは，COVID-19ウイルスのある私たちの日常生活に先を見通せる意味で安心を提供し

てくれるので，市民生活に役立つ(８)モデルである。 

６）感染症患者数を決定する際には，毎日の感染者数だけでなくエンベロープ変化の傾向に注意を払う必

要がある。言い換えると，エンベロープが線形であるか指数関数であるか，さらにエンベロープが増加してい

るか減少しているかを判断することが，日常の感染状況把握には不可欠である。 

７）アナロジーモデルの推定はメタ‐アプローチに属しているため，医学など専門家の知識がなくても簡

単で強力なソリューションを提供できる。 
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補追 

(１) この日本語版論文は，著者の原著（Kazuyoshi Kubo: On the incredible match between the number of people 

infected with COVID-19 and a simple engineering model AID*, IPS-02-a,5, Invited Paper, Proceedings of 

International Conference on Technology and Social Science 2021, Dec.7-9,2021, online(2021)）を著者が，日本語

として読みやすいように原文意図を変えない範囲で意訳し，補追を加えたものである。 

(２) AID の頭文字は次の通りの対応としたが，理解する側でイメージしやすい言葉を補っていただいて構わ

ない。A（Attack（急増），Growth（成長），Exponential Increase（指数関数的増加）），I（ Integral（直

流の積分），Increase（増加），Linear（線型）），D（ Decay（減衰），Decrease（減少））。 

(３) AID アナロジーは，シンセサイザー楽器音の ADSR（Attack, Decay, Sustin, and Decay）から発想を得てい

る。要点は２つあり，第１にトリガー（鍵盤を押す）入力によって，AID（ADSR）が出力として表れ

る，ブラックボックスの発想がある。第２に AID（ADSR）の増減傾向の類似性がある。アナロジーは自

由に対応付けてよいので，電子回路に対応する場合，A はポジティブフィードバックやブートストラップ

が対応すると思われるが，回路設計は通常発散することを嫌うので，必ずしも対応は自明ではない。I は

積分器に直流減を接続した波形，D は RC 回路の電圧減衰が対応する。AID の一連の動作は，金属材料を

バーナーで焙ったときの温度出力と対応付けると理解しやすい。トリガーが入ると加熱が始まり温度は

急増する，過熱を止めても金属材料は余熱を持つので温度が上がり，慣性をもって遅延時間の間に温度

上昇が緩やかになり，次第に熱は放散されるので熱平衡の常温まで指数関数的に減衰する。 

(４) 本研究の直接の目的の１つは，市民に優しく理解できるモデルを提供することにある。人類が初めて遭

遇する疾病は，一般市民にとって不安の原因である。新型コロナウィルスの出現で，有名芸能人が亡く

なるなど衝撃的な出来事もあった。筆者は花粉症のためマスクを買いに行ったドラッグストアから，不

織布マスクが全くなくなり，苦労した。次にはドラッグストアからトイレットペーパーが消え，消毒用

アルコールが消え，体温計とその交換用電池が消えた。市中にある不安は買占めを生み，病院に必要な

消毒薬が届かなくなり，オークションサイトに法外な価格の商品が出品され，弱い人がより苦しむこと

になった。これをなくすためには市民が不安から解放されること，そのためにはわかりやすい理論で，

市民一人一人が納得して現状を理解すれば，不安は消えるであろう。感染拡大期に我慢をして，あと数

週間やり過ごせばよいと知れば，それほど多くのマスクやトイレットペーパーは要らないはずである。 

(５) 本研究の直接の目的の２つめは，政府の対応の反省を促し，同じことを繰り返さないよう学ぶことであ

る。2021 年 7 月から 8 月末までのコロナ感染症による死者数は約 1300 人であり，第５波のピークの背景

には 1000 人以上の死亡者がいらっしゃる。筆者は東京オリンピックの強行が第５波のトリガーだったと

考えており，第５波は防げたはずのピークであったと考える。もし防げたとすると，死ななくてもよい

1000 人以上の方が亡くなっている事実を，明確にしておきたい。ご本人もご家族も無念であったことと

思う。背景にはそれ以上の重症経験者と，後遺症に悩む人がおられることも看過できない。そして今後

の第６波以降への教訓にし得る，大切な教訓である。８月に菅総理はオリンピックと第５波の感染者数

はリンクしないとコメントしており，９月に尾身会長は第５波の原因の言及は避けた。責任ある立場の

専門家は不誠実である。これは科学者として看過できない問題である。技術者倫理では，人の死が迫っ

ているとき，ホイッスルブロウせよと教えている。 

なお，東京オリンピックを 10 週遅らせ 10 月 10 日開催にしたなら，第４波の減衰は更に進み，そのタイ

ミングでオリンピック開催できたなら，第５波の初期感染者数は第４波の減衰後の値である。仮に第４

波の D 減衰を半減期 9 日で見積もっても，第語５波の初期値は 256 分の１より小であるから，第５波の

感染者数は 300 分の 1 の規模には抑えられたと考えられる。亡くなる方も 3 人程度であったろう。その

数は無視できないが，実際の死者数 1000 人以上であり，政治判断でそこまで安全なオリンピック開催が

できたはずである。しかし政府がその選択をしたなら，オリンピック閉会式が衆議院選挙の後になる。

選挙活動時期にオリンピックが重なることは避けたいのが議員心情であろう。IOC からの圧力があったと
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はいえ，政府はオリンピック開催時期を遅らせなかった。このように見ると第５波を政府が作ったと言

っても矛盾しない。 

この補追は数値的根拠に乏しいものであるが，このように考えて矛盾はないという意味で指摘してお

く。このような文脈にも反論する者があるなら，それなりの政治的立場を持ってのことと思われる。科

学的立場からは，因果性を明らかにして，未来の失敗を防ぐ意図での指摘をするのみである。 

なお，オリンピックの成功や選手の活躍に議論を持ち込むとするなら，それは誤りである。選手はオリ

ンピックが秋開催でも活躍できた方々である。選手の活躍と，オリンピックが原因と思われる第５波

は，別に議論されるべきである。そうしない限りは，今後の第６波，第７波への学びにつながらない。 

(６) AID モデルは SIR モデルとは独立に導出されている。AID モデルの発案は，2021 年の夏に行われ，9 月

11 日に Facebook に投稿された。その後，10 月 24 日にこの論文を ICTSS2021 に投稿し，査読者から SIR

モデルとの比較を示唆された。直ちに SIR モデルを調査し，論文リバイスをして 11 月 17 日に再投稿

し，Proceedings に掲載可となった。 

SIR モデルは 100 年ほど昔に提案された医学モデルである。今日ではスカラーモデルからマルチステー

トモデルへと改良されているが，基本は変わっていない。SEIR モデルのような潜伏期間の遅延を考慮に

入れたモデルもある。SIR モデルによるとベルカーブのような感染者数ピークが得られる。このモデルで

は最終的には人口のほとんどが感染する結論に至る。また SIR モデルでは初期の感染拡大が良く事実と

一致するが，この部分は AID モデルの特別な場合に相当する。したがって，ピークの初期においては両

者に共通点がある。SIR モデルの I カーブは滑らかな曲線を描くが，AID モデルの I 部分が表現できな

い。これが量者の決定的な違いである。I 部分が検出されると，峠を越すことが一般市民でも理解でき

る。これが AID モデルの持つ優位性である。 

(７) AID モデルを整理する。支配方程式は右式である。𝑑𝑥/𝑑𝑡 = 𝑐𝑥 + 𝑎                        (0) 

A：もし 𝑐 ≫ 𝑎, 𝑐 > 0 なら 𝑥(𝑡) = 𝐺 𝑒+𝑐𝑡                                          (1) 

I：もし 𝑐 ≪ 𝑎, 𝑎 > 0 なら 𝑥(𝑡) = 𝑎𝑡 + 𝑏                                              (2) 

I2：もし 𝑐 ≪ 𝑎, 𝑎 < 0 なら 𝑥(𝑡) = −𝑎′𝑡 + 𝑏′, 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑎′ = −𝑎                              (2’) 

D：もし 𝑐 ≫ 𝑎, 𝑐 < 0 なら 𝑥(𝑡) = 𝐻 𝑒−𝑘𝑡 , 𝑤ℎ𝑒𝑟𝑒 𝑘 = −𝑐                                 (3) 

制御工学の考え方をすると，I は積分要素，D は 1 次遅れ系であるが，ステップ入力が逆位相になる。A

は時定数が負の 1 次遅れ系で特殊な系である。感染者数モデルの平衡点は感染者数０で，通常の制御シス

テムと異なるのは平衡点から引き離すトリガーに対して，制御不能で成り行きに任せる点にある。これは

特効薬もワクチンも十分ではない前提であって，薬剤開発と行動様式が大きなカギになる。 

(８) 市民は，医学の知識がなくとも，日々のニュース報道で感染者数が発表されるのを見て，次のように判

断するとよい。なお感染者数の包絡（エンベロープ，大まかな傾向）を見ること。 

A：もし指数関数的（倍，倍，…）に感染者数が「増加」 → Attack（急増）中である → 我慢する

こと。余計なことをしなければ感染者数は数週間で減り始めるので，ギュッとこらえる事。 

I：もし直線的（増，増，…）に感染者数が「増加」 → Increase（増加）中である → 峠は近い，我

慢はしつつ，少し気持ちを楽にする。1 週間ほどで減り始めるので，もう少しこらえる事。 

I2：もし直線的（減，減，…）に感染者数が「減少」 → Decrease（減少）が始まった → 峠をこえ

た，少し気持ちを楽にして，次にすべきことの優先順位を考える。あと少しなので，余裕を持つ事。 

D：もし指数関数的（半分，半分，…）に感染者数が「減少」 → Decay（減衰）が始まった → 何も

しなければ，どんどんと減ってゆく。そろそろ，静かに元の生活に戻してゆく。ここでトリガーを引かな

いように注意すること。静かに外食は良いが，忘年会は避ける，などの配慮をする。 
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補足：A から I にかけて，医療関係者は必死に耐えて頑張って下さっています。感謝してください。余計

なケガをして，救急車を呼ばないようにしましょう。 

補足：感染者の方には優しく接しましょう。感染された方は悪い方ではなく，被害者です。助けてあげま

しょう。ご近所にいらっしゃれば，たまに声掛けして，買い物など手伝ってあげましょう。 

補足：ワクチン接種は集団免疫を作り，自分だけではなく街中を感染から救います。理由があって打たな

い人は良いですが，打てる人は打ってもらいましょう。人口の 7 割が免疫を持てると社会は安全です。 

(９) 日本語の読者のために，いくつかの参考文献を紹介する。アナロジーについては [1] に詳しい。 

[1’] 久保和良：量の理論とアナロジー，コロナ社（2021） 

新型コロナウィルス感染症について，その全容のわかりやすい文献は，一般向け新書として 

[9] 黒木登志夫：新型コロナの科学-パンデミックそして共生の未来へ ，中公新書 2625（2020） 

が薦められる。ただし，第５波についての記述はない。医学専門家の感染症モデルの書籍として 

[10] 稲葉寿：感染症の数理モデル（増補版），培風館（2020） 

が薦められる。増補版では新型コロナ感染症についての一章が追加されている。インターネット上に公開

された，全容のわかりやすい，専門家の記事を次に示す。 

[11] 稲葉寿：感染症数理モデルと COVID-19，武見基金 COVID-19 有識者会議（2020）

https://www.covid19-jma-medical-expert-meeting.jp/topic/3925 

以上，日本語で読める文献を紹介した。 

 

以上 


