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コウモリの生態再現システム
〜コロナウィルスの長距離伝搬の可能性について〜
杉本 起†，橋本 純基†，有田 陽葵†，粟飯原 萌‡，古市 昌一†

日本大学 生産工学部 数理情報工学科†

1. はじめに
Covid-19 は SARS-CoV-2 ウィルスによる感染症で，
ヒトへの感染が知られている遺伝子配列の類似したコ
ロナウィルスは，SARS-CoV-2 を含めて 7 種類が知ら
れている．これらのコロナウィルスに対する抗体を有
するヒトは，Covid-19 に感染しにくい可能性も考えら
れ，コロナウィルスの長距離伝搬可能性の解明は，
今後 Covid-19 対策を検討する上で重要な要素の一
つとなり得ると考えられる．
コロナウィルス伝搬の媒介として知られるコウモリは
平時の活動範囲が約 3km，出産期には 100km 以上
と言われており，地球規模での伝搬に要する時間等
についてはまだ解明されていない．
そこで，本研究ではマルチエージェントシミュレー
ション方式（以下 MAS と呼ぶ）によりコウモリの生態を
再現するシステムを構築し，コウモリがコロナウィルス
を伝搬する過程の可視化を，狭域（約 10km 四方の
領域）及び広域（約 2,000km 四方の力）それぞれに
ついて試みたので，中間報告を行う．

2.

既存研究

コロナウィルスは人獣共通感染症を引き起こすウィ
ルスとして知られ，2020 年初頭から世界に感染が拡
大している Covid-19 の感染源である新型コロナウィ
ルス(SARS-CoV-2)は，感染して重症化する数が多
いことから，ワクチンの開発等対策が急務である[1]．
一方，感染しても軽症あるいは自覚症状のない無
症状患者も存在し，その原因の一つは旧型コロナウ
ィルスへの暴露によって新型コロナウィルスへの免疫
が付与されていた可能性も考えられる．一方，Covid19 の感染者数及び死者数は地域によって偏りがあり
[2]，その原因は様々な理由が考えられるが，その一
つが，旧型コロナウィルスへの暴露機会の違いが考
えられるのではないかと，我々研究グループでは考
えている．
旧型コロナウィルス伝搬の媒介として知られるコウモ
リの生態は様々な研究者によって解明されており，
J.D.オルトリンガムの研究[3]では地球規模での生態
が示され，船越の研究[4]では日本を中心に朝鮮半
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島との往来についても示されている．これらの研究に
より，コウモリの四季による生態は以下の通り示されて
いる．
⚫ 春（4～6 月）：活動開始
⚫ 夏（7～9 月）：出産，育児
⚫ 秋（10～12 月）：交尾，冬眠準備
⚫ 冬（1～3 月）：冬眠
また，コウモリは虫を食べる食虫性が全体の 7 割を
占めているため，虫が最も多く発生する夏場にコウモ
リは最も活発に活動し，育児を行う．
コウモリの行動範囲は春・秋期は巣を中心とした数
キロであるが，出産期の移動距離は最大 200 ㎞に及
び，その際の飛行速度は種によって異なるがおおよ
そ時速 20 ㎞である．
上述した通り，生態学的には観測等により様々なこ
とが明らかにされているが，コロナウィルスの伝搬過
程の解明は今後の研究課題である．
一方，コンピュータ上に人等の意思決定をモデル
化して MAS で再現することにより，災害時における指
揮官の訓練に活かす試みや[5], 歴史上の事象を再
現して歴史研究に活かす試み[6]を，これまで我々は
行ってきた．MAS は，コウモリの生態再現にも利用可
能であると考えられ，本研究で採用した．

3.

試作システム

本研究では，先述した課題の解明を目的とし，コウ
モリの生態を MAS で再現するシステムを(株)構造計
画研究所の artisoc Cloud [7]上に試作した．試作に際
しては，春・秋期における狭域での短期間の活動を
再現するシステムと（以後狭域版と呼ぶ），出産期に
は長距離移動による活動を含む長期間において広
域を対象として再現するシステム（以後広域版）の２
種類のシステムを試作した．以下，狭域版と広域版の
双方について，試作システムの概要を述べる．
3.1 試作システム（１）狭域版
狭域版では約 10km 四方を対象とし，コウモリの個体
をエージェントとしてモデル化した．個々のコウモリは
操作者が入力した数で構成される規模の群れを構成
し，複数の群れと餌場をランダムに生成した初期位置
に配置した．
コウモリはセンサを保有して夜間移動能力を備え，
センサは覆域内の餌場を探知することができる．行動
は，夕方になると巣から移動を開始して餌場を求めて
移動し，明け方になると巣に戻るようモデル化した．
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ウィルスの感染は，1 匹のコウモリが感染した状態を
初期値とし，餌場で異なる群れから飛来したコウモリ
と同時刻に出会った場合には所定の割合で伝搬す
るようにモデル化した．
図 1 に狭域版の操作実行画面を示す.図中左側で
はコウモリの群れの個体数や配置する餌場の数等を
入力でき，右側では実行してからの経過時間（ステッ
プ数）が表示され，中央部でコウモリの移動と感染の
様子が，シミュレーションの進行とともに表示される．
図 3 コウモリの長距離伝搬主要ルート（予想図）
図 3 は，開発中の広域版の表示画面に，長距離伝
搬ルート及び所定期間経過後のコウモリの最長移動
位置を重畳記入した完成予想図である．広域版では，
今後狭域版のシミュレーションに得られる予定の実行
再生産数等の各特性を用い，群れ単位でウィルスに
感染したコウモリの最長移動位置を，図中丸印で示
すように再現結果を表示する．
図 1 狭域版シミュレーションの操作実行画面
図 2 には 2 つの群れが日没から日の出までの 10 時
間活動しウィルスの感染が他の群れに伝搬する様子
を，4 時刻に分割して表示している．図中ランダムに
配置された餌場，固定配置された餌場を黄色，コウ
モリの群れをそれぞれ白と水色で表示し，感染してい
るコウモリは赤で表示した．

4.

おわりに

本稿では，2020 年の世界的規模での Covid-19 感
染拡大以前に旧型コロナウィルスが広域に伝搬した
可能性を，マルチエージェントシミュレーション方式に
よって再現するシステム試作の中間結果を示した．本
試作により，アジア全域規模でのコウモリの生態に基
づく旧型コロナウィルスの伝搬可能性の解明の可能
性が示された．今後の課題は，狭域版を用いた各特
性データの取得と，それに基づく広域版の改良と高
速化が必要である点と，この成果を生物科学者等異
分野の研究者と共に利用して Covid-19 の対策に活
かすことである．
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