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種痘導入期における施療日程復原のための
シミュレーション技法の開発
加藤 常員（大阪電気通信大学 情報通信工学部）
川口 洋（帝塚山大学 文学部）
我が国の種痘導入期の施療日程の復原を目的としたシミュレーションの構成について述べる．構成
するシミュレーションは，限られた史料から導かれた過去の事象への仮設に対して傍証を得ることを
目的としている．種痘施療のシミュレーションモデルを構築し，そのモデルに従った施療日程表を染
色体とする遺伝的アルゴリズムを用いたシミュレーションシステムを構成する．プロトタイプシステ
ムを構築，構築したシステムを用いた日程表の探索実験について述べる．

Simulation Method for Recreating the Diffusion Process
of Vaccination in 1875, Japan
Tsunekazu Kato (Faculty of Information and Communication Engineering,
Osaka Electro-Communication University)
Hiroshi Kawaguchi (Faculty of Literature, Tezukayama University)
We are planning to propose a simulation method for recreating the vaccinators’ schedule in 1875, one year
before the Meiji Government started the compulsory vaccination against smallpox in 1876. This paper is a
progress report to develop a prototype simulation system with genetic algorithm. First, we experimentally
proposed a simulation model for the vaccinators’ schedule. Then we constructed a simulation system using
a genetic algorithm. We put the vaccinators’ schedule table as a chromosome, and developed the prototype
simulation system. With the prototype system, we have tried experiments in order to search a practical
vaccinator’s schedule in Ashigara-Kami County, the Prefecture of Ashigara in 1875.
史料の所在が確認できる村は 94 カ村の 1 割弱の
9 カ村にすぎない．新たな史料が発見される可能
性も低いため，作業仮説を検証するには，史料の
一般にシミュレーションは対象のモデルを構
内容分析だけでは十分ではない．そこで，仮説が
成し，そのモデルに従った模擬実験であり，予測
成立するための必要条件を検討する思考実験を
や推定の一手法と位置付けられる．モデルを構成
支援し，仮説に対する傍証を与えるためのシミュ
する対象を過去の事象としたとき，過去の事象の
レーションを提案する．
再現（復原）手法と捉えることができる．シミュ
明治 8 年上半期の種痘医の施療日程を復原する
レーションの技法は歴史学研究と親和性が高い
第一段階として，対象事象のシミュレーションモ
と示唆され，研究過程で行われる思考実験の支援
デルを構成する．今回のシミュレーションの具体
ツールとして有効と考えられる．
的な目標は，種痘医の施療日程表の生成である．
筆者は，足柄県下の村々が 1875（明治 8）年春
に作成した「種痘人取調書上帳」を史料として， 日程表は村間の位置関係や村毎の施療対象者数
などを勘案して同じ日に施療を行う村の組み合
種痘の普及過程と天然痘死亡率を復原する「種痘
わせ表である．効率的な表を得るのは容易でない．
人取調書上帳」分析システムを開発中である[1],
本稿では日程表を染色体とする遺伝的アルゴリ
[2]．本システムを活用して，種痘接種を義務付け
ズム[5]を編成し実施可能な日程表の探索を行う．
た天然痘予防規則（内務省布達甲第十六號，明治
以下，シミュレーションモデルおよびそのモデル
9 年 5 月 18 日布達）に約 1 年先行して，足柄県
に従った遺伝的アルゴリズムの構成について述
では明治 8 年 1 月末から 5 月末の期間に 25 歳未
べ，プロトタイプシステムを構築し，施療日程表
満の年齢階層に初種と再種が急速に普及した結
の探索実験を行い，実験結果から提案のシミュレ
果，年平均天然痘罹患率・死亡率が激減したとい
ーションモデルおよび遺伝的アルゴリズムの構
う作業仮説を提案した[3][4]．しかし，「種痘人
取調書上帳」の保存状況が良好な足柄上郡でさえ， 成要素の検討を行う．

１．はじめに
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２．種痘施療日程のモデル化
種痘医の施療日程表を求めるシミュレーショ
ンモデルの対象は，足柄県の認可を受けた種痘医
が 1875 年 1 月末から 5 月末までの約 4 ヶ月間に，
天然痘罹患済みや病弱の者を除く 25 歳未満の年
齢階層全てに種痘を接種したと推定される事象
である．種痘医は，種痘を接種した 6 日または 7
日後に善感，不善感を判定する検診を行い，種痘
済證を子供の親に交付する．種痘接種後約 6，7
日目の検診では，ただ単に判定を行うだけではな
く，善感者の内，良い状態の病疱を切開して透明
な痘漿を採取して，接種対象者の腕に接種する方
法で実施された．6，7 日以上経過すると病疱が
乾燥して，透明な痘漿を採取できなくなる．
(1) 対象地域の村データ
足柄県第一大区（上足柄郡と下足柄郡）に所属
する 182 カ村のデータを以下のように整備した．
➀ 村の位置情報は，「旧高旧領取調帳」に記載
から村を同定し，緯度経度情報を取得した．
➁ 村落間の経路と距離は，往時の道路網を復原
することが困難であるため，村の位置情報から
生成したドローネ三角網を基盤として，海上を
結ぶ経路などの不合理な個所を削除する一方，
必要と思われる経路を追加した．村落間の距離
は修正したドローネ三角網を構成する辺の村
落間の大圏距離とした．
➂ 各村の種痘接種者数は，内務省衛生局雑誌第
二号, 1876 所収の「明治八年自一月至六月 種
痘一覧表」に記載された足柄県の種痘接種者数
を「神奈川県統計書」，「静岡県統計書」，陸
軍省軍務局編「徴発物件一覧表」の現住人口を
参照し，案分で推計した．
(2) 施療日程表
施療日程表は，図１に示すような様式である．
横罫は村名，縦罫は日付である．G 村・2 日の●
が種痘接種，G 村・8 日の▲が検診を表す．表の
生成には，接種者数，検診者数，村落間距離など
によって制約される 1 日ごとの複数の接種村と
検診村を組み合わせる探索が必要なる．日程表の
構成条件は，毎日の施療時間が同程度で現実的時
間内であり，かつ対象の村が近隣村で構成される
ことが望ましい．

(3) 村の施療単位での分割（ユニット村）
施療日程表の生成には，各村の施療（接種，検
診）の対象者にもとづき，一人当たりの接種時間
および検診時間を設定し，施療の所要時間の算定
が基準となる．所要時間が 1 日を超える村や施療
対象者が少ない村が存在する．そこで，基準の施
療人数を設けて村を分割し，分割したユニット村
ごとに施療日程表を生成する．種痘医は，1 日に
数ユニット村を施療することを想定している．基
準の施療人数は，１～2 時間以内の施療を想定し
た人数で，分割後はユニット村間に極端な人数の
偏りが生じないように員数を分配する．1 ユニッ
ト村は施療の実施単位的な意味を持っている．
(4) 種痘医の施療時間
1 日の施療時間は，種痘接種と検診の所要時間
に加えて，種痘医の居住村から施療を行う村まで
の移動時間を考慮する必要がある．種痘医が全村
を往診したとは考えにくく，種痘対象者を数カ村
から集めて施療した事例も，古文書史料から確認
できる．そのため，同日に接種・検診する村のう
ち，種痘医の居住村から最近隣の村（出向村）ま
での最短経路距離の 2 倍に相当する時間を 1 日の
種痘医の移動時間と仮定した．

３．遺伝的アルゴリズムによる日程表探索
2 章で述べたシミュレーションモデルに従った
施療日程表の探索系を遺伝的アルゴリズムによ
り以下のように構成した．
(1) 遺伝子-染色体
染色体によって決定される個体の表現型は施
療日程表である．日程表に対応した遺伝子型とし
て長方形行列を採用し，染色体とした．行要素が
ユニット村，列要素が施療日とし，各行列要素位
置が遺伝子座になる．接種を 1，検診を 2，その
他は 0 を対立遺伝子として登録する．行数はユニ
ット村数で決まる．列数を決める施療日数は総施
療対象者数から下限値が，ユニット村の数から施
療に十分な日数を推定できるが，以下の述べる遺
伝子操作の効率を考慮してパラメータで与える．
(2) 適応度
適応度は，1 日の種痘医の施療行動の総時間と
対象のユニット村の参集する負担の視点から以
下のように構成する．個体𝑐 の適応度𝐹 および集
団の適応度𝐹 は，以下のように定める．𝐹 , 𝐹 は
ともにその値が小さいほど“良い”と判断される．
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図 1 施療日程表の様式
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ここで𝐷は施療が実施された日付の集合，𝑃は
個体数， 𝑡 は種痘医の 1 日の想定基準施療時間，
𝑡
は day 日目，１日の種痘医の施療行動の総
時間，𝑡
は対象のユニット村の参集する負担
である．𝑡
，𝑡
，𝑡
は𝑑𝑎𝑦日目の接種総
時間，検診総時間，種痘医の移動時間である．
𝑈𝑉𝑑𝑎𝑦は day 日目の施療対象のユニット村の集
合，𝑡 は村𝑣から種痘医が施療を行う村（出向
村）への最短経路長に負担係数を掛けた値である
（図 2 参照）．

(4) 突然変異
突然変異確率に従い，一様乱数を用いて個体お
よび遺伝子座を選び，その遺伝子座の値を対立遺
伝子の値に置き換える．置き換えは，接種 6 日後
に検診の関係が保たれるように整合処理を行う．
突然変異により致死遺伝子が発生した場合は元
の接種-検診の関係に戻す処理を行う．
(5) 選択
選択は交差により増殖した個体を含む集団か
ら元の個体数の個体を選ぶ．選択方法は式(1)の個
体の適応度をもとにルーレット選択とエリート
（適応度最小の個体）保存を併用する．
(6) 世代
初期集団の生成後，交差，突然変異，選択の一
連の過程を 1 世代とし，式(2)の評価値の増減が閾
値以下になった場合，または指定する打ち切り世
代数に達した場合に処理を終了する．

４．種痘施療日程表の探索実験の概要
3 章で述べた遺伝的アルゴリズムの構成に従っ
たプロトタイプシステムを構築した．
構築したシ
図 2 1 日の施療の適応度・評価値
ステムを用いて種痘施療日程表の求める探索実
𝑡
，𝑡
，𝑡
および𝑡 の算定に用いる
験を行った．今回の実験の目的は，構成した遺伝
単位接種時間，単位検診時間，単位移動時間およ
的アルゴリズムによりどのような日程表が得ら
び単位移動負担係数と𝑡 はパラメータで与える．
れるかの確認，また得られた結果からモデルや遺
また，種痘医の 1 日の施療行動時間の上限をパラ
伝的アルゴリズムの構成要素を検討する，2 点あ
メータで与え，𝑡
がその値を超えるとき致死
る．実験の設定を以下に示す．
遺伝子とする判定を行う．
➀ 対象の地域，村
(3) 交差
対象とした村は，足柄県第一大区（足柄上郡，
交差は交差確率に従い集団から選ばれた個体
足柄下郡）の 182 村の内，足柄上郡の 94 村とし，
を 2 個体毎に親として選択し，各親の表の一部
94 村間を結ぶ路のみを対象とした．推計接種対
（部分行列）を入れ替える．入れ替えは，入れ替
象者の総計は 4529 人である．村間を結ぶ直接路
える部分行列の行数と列数，各親の入れ替え位置
は 235 本である．図 4 に足柄上郡の村の配置と路
と一様乱数により決定する（図 3 参照）．
の構成を示す．
入れ替えを単純に行うと接種 6 日後に検診や
➁ 種痘医の人数と居住村
各ユニット村 1 回の接種・検診の関係が頻繁に破
種痘医は 1 名に固定，種痘医の居住村は金子村
綻する．入れ替える部分行列内の１（接種），２
に設定した．金子村は「種痘人取調書上帳」に記
（検診）の維持することを優先に部分行列外の遺
載がある種痘医の枝野代助の居住村で，図 4 の赤
伝子を調整する整合処理を行う．交差により致死
丸の位置に所在する．足柄上郡の村々は金子村か
遺伝子が発生した場合は親の接種-検診情報を継
ら最短経路で 20 ㎞以内に所在する．
承する処理を行う．
➂ ユニット村の施療者数
分割は施療対象者が 60
人以上の村を対象とした．
40 人を分割基準接種者数
として分割数を決定し，ユ
ニット村の施療対象人数
がほぼ同数になるように
分割する．分割前の村の施
療対象人数を 30 人から 59
人の範囲で分配される．以
上の設定のもとに対象の
図 3 交差処理
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５．種痘施療日程表の探索実験の結果
実験は固定していないパラメータを 4 章で述
べた設定の範囲内で値を変化させ，大まかな出力
状況を把握した．その後，個体数は 30，70，100[固
体]の 3 通り，交叉確率は 0.3，0.5，0.7 の 3 通り，
突然変異確率は 0.03，0.05，0.07 の 3 通り，打切
り世代は 500，1000，1500[世代]の 3 通り，負担
係数は 0.0，2.5，5.0，10.0 の４通りを組み合わせ
324 通りの試行を 3 回ずつ行った．
表 1 はパラメータの組み合せで得られた終了
時のエリート個体と集団の適応度と所要日数の
一例である．図 5 および図 6 は集団個体数 100 個
体，交差確率 0.5，突然変異確率 0.05，単位移動
負担係数 5.0，打ち切り世代数 2500 世代の設定
で適応度の遷移および所要日数の遷移を示した
グラフの一例である．図 5 の横軸は世代，縦軸は
適応度を表し，赤線がエリート個体の適応度，青
線が集団の適応度を示す．図 6 の横軸は世代，縦

図 4 足柄上郡の村と路の配置
足柄上郡の 94 村を分割すると 4 分割が 5 村（753
人），3 分割が 4 村（491 人）
，2 分割が 15 村（1109
人），分割なしが 70 村（2176 人）となり計 132
ユニット村に分割された．
➃ 適応度に拘わるパラメータ
染色体の適応度の算定に用いるパラメータを
以下のように設定した．種痘医の 1 日の施療行動
時間に拘わるパラメータとして単位接種時間を
図 5 適応度の遷移の一例
2[分/人]，単位検診時間を 2[分/人]，種痘医の単位
移動時間を 15[分/km]，想定施療時間を 8[時間/日]，
致死遺伝子の判定用いる１日の施療時間の上限
を 12[時間/日]に固定設定した．ユニット村の参集
の負担に拘わるパラメータは，最短路長に乗ずる
単位移動負担係数は 0.0～10.0 まで範囲で設定し
た．
➄ 遺伝操作に拘わるパラメータ
交差，突然変異，選択の一連の遺伝操作に拘わ
図 6 所要日数の遷移の一例
るパラメータは次のように設定した．染色体の大
きさに拘わる上限日数を 120[日]
表１ 終了時のエリート個体と集団の適応度と所要日数の一例
に 固定 ， 集団 の個 体数を 30～
パラメータ設定
エリート個体
個体集団
100[個体]，交叉確率を 0.3～0.7， 個体数 交差確率 突然変異確率 打切り世代数 負担係数 適応度 所要日数 適応度 所要日数
突然変異確率を 0.03～0.07，打切
100
0.5
0.05
2500
0.0
1025.57
52
2332.65 53.37
り世代数：500～2500[世代]の範
30
0.5
0.05
1000
2.5
8159.15
62 11164.72 68.57
囲で設定した．処理の終了は打ち
70
0.5
0.05
1000
2.5
7407.59
57
9609.55 62.37
切り世代数のみで行う．
100
0.5
0.05
1000
2.5
7176.23
55
9357.83 60.23
➅ 出力情報
100
0.3
0.03
1000
2.5
7631.11
59
9626.72 63.20
出力される情報は結果の施療
100
0.7
0.07
1000
2.5
6816.59
58
9916.59 64.69
日程表に加えて，施療日ごとの施
100
0.5
0.05
500
2.5
8682.67
62 11993.70 69.46
療ユニット村の村番号列と分布
100
0.5
0.05
2500
2.5
6313.55
55
9209.53 63.15
地図，世代進行に伴う適応度の遷
100
0.5
0.05
2500
5.0
9043.25
56 12201.09 62.50
移グラフおよび施療所要日数の
100
0.5
0.05
2500 10.0 14377.14
66 18315.51 71.85
遷移グラフが得られる．
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軸は所要日数を表し，緑色の線はエリート個体の
所要日数，茶色の線が集団の所要日数を示す． 図
7 は個体数 100 個体の初期集団のエリート個体か
ら生成した日程表（部分）の一例である．図 8 は
図７の初期集団に対して交差確率 0.5，突然変異
確率 0.05，単位移動負担係数 5.0，打ち切り世代
数 2500 世代の設定で得られた集団のエリート個
体から生成した日程表（部分）の一例である．図
9 は個体の１日ごとの詳細な施療情報表示の一例
である．表示は任意の個体の任意の日付が選べ，
表示される情報は個体の適応度，所要日数に加え，
選択した日の接種および検診対象のユニット村
の名称，施療数とその合計，医師の施療行動時間，
出向村番号，対象村の出向村への参集負担である．
図 10 および図 11 は図 9 が示す 1 日の施療対象村
の分布を路の構成地図上に示したもので，赤丸が
医師の居住所村，青丸が施療対象村を表し，その
内の出向村を 2 重円で示している．
表 1 は個体数，打ち切り世代数が大きな値ほど
図 9 1 日施療の詳細表示の一例
適応度は良く，交差確率および突然変異確率が増
また，図 5 のグラフは世代進行に伴って概ね適応
加するとエリート個体の適応度は良くなる一方， 度が減少するが，エリート個体と集団との適応度
集団の適応度は若干悪くなっていることを示す． の差はある程度保たれている．これらは一連の遺

図 7 個体数 100 の初期集団のエリート個体から生成された日程表の一例（部分，施療所要日数 103 日）

図 8 処理終了時のエリート個体から生成された日程表の一例（部分，施療所要日数 56 日）
パラメータ設定値：個体数 100 個体,交差確率 0.5,突然変異確率 0.05,打ち切り世代数 2500 世代,負担係数 5.0
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伝操作が適応度の観点からは意図した動きをし
ていると示唆され，多様性を持った個体集団を維
持しながらより良い解を探索していると判断さ
れる．
一方，図 7 および図 8 の日程表は，初期集団で
は分散的で 103 日の所要日数であるが処理終了
時では中央部に集中し，所要日数 56 日であり，
意に沿った結果のように思える．しかし，図 10
や図 11 が示す施療対象の分布は分散的で違和感
を覚える．図 6 の所要日数のグラフはエリート個
体においても単調減少ない．図 10 の詳細情報で
ある図 9 の詳細情報表示には，指定した日の施療
対象村の参集に要する負担が約 101.7，種痘医の

施療行動時間が約 485.4 分と表示されている．適
応度に組み込まれる種痘医の負担は想定基準施
療時間（8 時間）を引いた 5.4 となり，施療村の
参集の負担に対し数パーセントしか適応度には
寄与していない．適応度は種痘医の負担と施療対
象村の参集負担を混合する度合い調節する係数
として負担係数を設けたが機能していないと推
察される．表 1 に示す負担係数 0 の場合において
も所要日数 52 を得ていることから種痘医の施療
行動時間は致死遺伝子の判定に利いているが，適
応度は施療対象村の数と最短経路長に支配され，
種痘医の負担は埋没していると考察される．2 章
(4)の種痘医の施療のモデルと 3 章(2)の適応度の
式の構成の再考が必要と思われる．

６．おわりに
本稿では，種痘導入期の種痘医の施療行動を復
原するためのシミュレーションモデルを提案し，
遺伝的アルゴリズムを用いたモデルに従った日
程表探索のプロトタイプシステムを構築して行
った探索実験について述べた．実験結果は種痘医
の施療日程表が得られたが，現実的に実行可能解
であるか判定するには，日程表の詳細な検討が必
要であり，先に述べたようにモデルと適応度の式
構成の再考が不可欠と考えている．今後，ここで
述べた不具合への対応，道路など不足情報の導入
[6]や得られた結果と史料との比較・検討を行う計
画である．本研究の一部は，日本学術振興会・科
研費 16K00470 および 16H02918 の助成を受けた．
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