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Abstract: 感染力の強い感染症に罹患した患者が生じた際，公衆衛生当局は，患者の健康状態や移
動等の情報を開示し，社会に注意喚起することがある．著者らは，この患者の移動情報を構造化し，
Patient Locational Open Data (PLOD) として公開し，患者との感染リスクの把握に応用すること
を提案してきた．この移動情報に加えて，移動先となる場所ごとの性質や感染リスクを高める要素に
ついて定性的な情報が記述されていれば，感染リスクの自動的な評価が可能となる．しかし，場所ご
とにどのような感染リスクがあるかという知識は整理されていない．また，患者側の聞き取り調査で
得られる移動に関する用語の統制もされていなかった．そこで本稿では，現在感染拡大している新型
コロナウイルス感染症（COVID-19）を対象として，場所に関する潜在的な感染リスクを定義したオ
ントロジーを提案する．まず，これまでの PLOD の取り組みを紹介する．その上で，その機能をさ
らに強化する感染リスクオントロジーを示し，実運用に向けたシナリオの検討と考察を行う．

1

はじめに

結核や麻疹，新型インフルエンザ，新型コロナウイ
ルス感染症に代表される感染力の強い感染症が発生し
た場合，公衆衛生当局は，濃厚接触者を特定して健康
監視する必要がある．この接触者調査は，公衆衛生当
∗ 連絡先：国立研究開発法人産業技術総合研究所人工知能研究セ
ンター
〒 135-0064 東京都江東区青海 2-4-7
E-mail: s-egami@aist.go.jp

局による聞き取りにより行われる．しかし，公共交通
機関や何らかの大規模施設を訪問した際には，全ての
接触者を追跡することが困難となる．こうした不特定
多数との接触が生じた際，当局は，患者の移動情報を
公開し，接触可能性のある住民に保健所への連絡を呼
びかける．しかし，住民の多くは，家族に免疫不全患
者がいる等のケースを除いて，こうした当局からの情
報提供に興味を払わない．報道機関に提供した情報は
記事にはなるものの，それらの記事の拡散力は限定的
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であり，有効な対策に繋がらない懸念があった．
このように，感染症への罹患リスクについて，公衆衛
生当局は潜在的な接触者に効果的に情報提供すること
が出来ずにきた．もし，このプレスリリース自体をオー
プンデータとして公開することができれば，蔓延地域の
住民は携帯電話に蓄積される自らの位置情報履歴との
交差を計算し，患者との感染リスクを簡単に把握するこ
とが可能となる．そこで，我々は公開された患者の移動
情報を対象として，患者位置情報に関するオープンデー
タを Resource Description Framework (RDF) 形式で
公開するための手法を提案し [10]，Patient Locational
Open Data (PLOD) プロジェクトとして実用化に向け
た活動をしている1 ．
一 方 ，新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 接 触 確 認 ア プ リ
COCOA[16] に 代 表 さ れ る ，ス マ ー ト フォン 用 い
て得られる各種情報に基づいて感染リスクを通知する
システムには，電車での移動時の濃厚接触の誤検知や，
間接的な接触を検知することができないなどの課題が
ある．こうした誤検知や検知漏れには，現状は手作業
による対応が強いられている．公衆衛生当局における
この負担を軽減し，感染リスクを自動的に評価するた
めには，場所ごとの性質や感染リスクを高める要素に
ついて定性的な情報が必要となる．しかし，そもそも
場所ごとにどのような感染リスクがあるかという知識
は整理されておらず，聞き取り調査で得られる場所情
報に関する用語の統制もされていない．
そこで，本研究では現在感染拡大している新型コロ
ナウイルス感染症（COVID-19）を対象として，場所
に関する潜在的な感染リスクの関係を定義したオント
ロジーを提案する．特に，世間一般に周知されている
３つの密 [18] や Three Cs[13] などの標語に基づき，施
設や公共交通機関などの場所と，感染防止のために避
けるべき要素との関係性を把握できるようにする．具
体的には，場所と人との関係性の記述にアフォーダン
スの概念を導入し，店舗，施設，公共交通機関などの
場所が，三密のどれに該当するか推論できるようなオ
ントロジーの開発を試みた．これにより，個人の行動
履歴と紐づけることで，その一連の行動が持つ感染リ
スクを自動的に導出することが可能になるものと期待
される．
以下ではまず，2 章で関連研究について説明し，3 章
で PLOD の取り組みについて述べる．4 章において，
提案する感染リスクオントロジーについて述べる．5 章
で考察を述べ，6 章でむすびとする．

1 https://www.plod.info/
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2.1

関連研究
感染症対策と携帯位置情報

携帯電話の位置情報を公益活用する試みは，携帯電話
が普及した 2000 年代の後半頃に起源がある [15]．もっ
ともシンプルな形として，患者の追跡のために患者携帯
の位置情報を利用するというものがあり，2015 年に韓国
で生じた中東呼吸器症候群 (Middle East Respiratory
Syndrome, MERS) 騒動において利用された報告があ
る [7]．しかしながら，携帯位置情報はプライバシー上
極めてセンシティブであり，公衆衛生への活用におい
ても倫理的な議論があった [6]．とりわけ，患者個々の
位置情報を扱うことはハードルが高く，研究論文とし
て報告される例も限定されてきた．
こうした状況は，2019 年より生じた COVID-19 のパ
ンデミックによって，大きく変わりつつある．中国では，
顔認証やセキュリティーカメラ，ソーシャルメディア管
理を通常の人間による監視と組み合わせ，COVID-19
患者の接触者追跡を自動化したと言われている [8]．そ
のために，携帯電話の通話情報，位置情報など各種サー
ビスの利用記録を企業から収集したとされる．中国に
おいては，国内の交通・通信網を管理する企業の多く
が国営であることから，迅速にデータを活用すること
が可能であった．韓国では，保健当局が，クレジット
カードの使用記録，防犯カメラ映像，携帯電話の位置
情報，公共交通用カード，入国管理記録などを精査す
ることが可能であり，感染者や感染リスクのある人の
移動履歴を突き止めている [5]．台湾でも，自宅隔離の
対象者が携帯電話の位置情報を利用して追跡されてい
るとされる [5]．こうしたサービスは，韓国における患
者追跡の事例 [7] と筆者らによるわが国における患者と
の接触リスク通知サービスの提案 [11] を除いて，新型
コロナウイルス感染症の大流行前には研究論文として
の公開はほとんど知られていない．

2.2

COVID-19 とセマンティック技術

現在進行している COVID-19 のパンデミックによ
り，多方面で関連論文が急増しており，セマンティック
Web 分野においても同様である．出版された文献から
COVID-19 に関する知識を抽出してナレッジグラフを
構築した研究 [2] が報告されているなど，文献を対象
とした取り組みが多い．Kaggle では 200,000 を超える
学術論文のデータセットを提供し，COVID-19 Open
Research Dataset Challenge (CORD-19) を開催して
いる2 ．このデータセットに基づいてナレッジグラフを

2 https://www.kaggle.com/allen-institute-forai/CORD-19-research-challenge
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図 1: PLOD に基づく接触リスク計算の流れ
構築し，外部リソースとのリンク付けをした研究が報
告されている [9][14]．
また，生物医学の観点からはコロナウイルス感染症
に関するオントロジーとして CIDO[4] が開発されてお
り，COVID-19 に焦点を当てて CIDO を拡張したオン
トロジーも提案されている [1]．
このように，計量書誌学的や生物医学的な分析の観
点では，COVID-19 の課題に対するセマンティック技
術の応用は進んでいるものの，感染リスク通知や追跡
調査などの公衆衛生的な観点では，セマンティック技術
の応用はそれほど進んでいない．我々の知る限り，施
設や公共交通機関などの場所の種類に焦点を当て，用
語の統制や感染リスクの推論を支援するオントロジー
は提案されていない．

3

患者移動情報のオープンデータ化

公開しているプレスリリースを構造化したオープン
データとして公開することができれば，感染地域の住
民は，携帯電話に蓄積される自らの位置情報履歴との
交差を計算し，患者との感染リスクを簡単に把握する
ことが可能となる．こうしたアプリケーションは，患
者の訪問先が多いケースや，同時発生する患者数が多
いケース等，すべての患者情報を検証していくことが
困難となっていく場合において，とりわけ有効に機能
することが期待される．そこで，我々はこれまでに，公
開可能な情報として公開された患者の移動情報を対象
として，患者の移動情報をオープンデータ化し活用す
るための手法について提案してきた (図 1)．

まず，(1) 患者が医療機関を受診し，医師が患者を診
断する．次に，(2) 医師は，患者の発生を保健所に届
け出る．さらに，(3) 保健所は，患者への聞き取り調
査を実施し，(4) 患者発生のプレスリリースを公開す
る．我々は，このプレスリリースを，患者位置情報に関
するオープンデータ (Patient Locational Open Data,
PLOD) として，規定のフォーマットにおいて公開する
ことを提案する．こうしたデータは，(5) 自由に利用
することができ，患者移動のマッピングや個人にとっ
ての患者との接触リスク推定に利用することができる．
この推定においては，住民側は，自らの携帯電話を用
いて記録されていく位置情報を利用する．そのうえで，
接触が疑われる個人は，(6) 保健所に届け出て，その後
の必要な指示を受けることになる．

3.1

患者移動情報のスキーマ

患者情報を PLOD として公開するうえで，プレスリ
リースに含まれる情報の構造化について提案する．現
在，日本においてプレスリリースを通じて公開される
感染者に関する情報には，以下のような情報が自由記
述されており，自動処理を行うことが難しい．
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• 文書の発行者・連絡先情報等
• 患者自身の属性情報 (年齢帯や性別)
• 患者の罹患している感染症情報 (名称や感染力の
程度)
• その他医学的背景情報
• 患者自体の大まかな臨床的経過
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図 2: 患者移動情報の PLOD モデル

• 患者の移動情報
メタデータにはプレスリリースの発信者である政府
機関，あるいは自治体の名称，公表日時が含まれる．患
者情報には，患者情報にはデモグラフィック属性とし
て年齢，性別，職種，居住地が含まれ，疾患情報とし
て感染症名や感染力の程度等が含まれる．その他の医
学的背景情報として，発熱日，確定日，臨床定期経過，
既往歴など，今回の感染症に関わる患者の医学的情報
が公開される．そのうえで，移動情報の概要や渡航歴
が記載される．移動情報には日時あるいは日時の範囲，
場所が含まれる．特定の場所に立ち寄っていないなど
の否定的情報についてもここに記述される．このよう
に，プレスリリースには，患者の状況が概観できる状
況が含まれる．ただし，実際に提供される情報の質や
量は，プレスリリースごとに大きく変わる．プレスリ
リースによっては，とある患者について詳述すること
もあるが，とある疾患に何名が罹患したかという患者
数のみの公開に留まることもある．

患者の移動情報の多くは，下記の要素の組み合わせで
表現される．i) 移動した時間，ないし，時間帯; ii-a) 患
者が訪問した施設や住所; ないし ii-b) 利用した公共交
通機関のリスト，である．ただし，時には，とある場所
への訪問を否定する形の情報となっている場合もある．
プレスリリースに含まれる患者の移動情報を PLOD モ
デルにて表現したものを図 2 に示す．この例では，東
京から大阪に移動した後，大阪から東京に戻ったケー
スを示している．

3.2

接触情報のスキーマ

患者や濃厚接触者への聞き取り調査時に，国立研究感
染症研究所の提供する調査票3 や北海道大学公衆衛生教
室の提供する積極的疫学調査調査票楽々活用セット4 な
3 https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/coronavirus/2019-ncov/2484-idsc/9357-2019-ncov-02.html
4 http://publichealth.med.hokudai.ac.jp/covid19/
covid-19- 楽々集計セット
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図 3: 接触情報のスキーマ

図 4: 曖昧な接触情報のスキーマ
どを利用することで，接触者氏名，接触場所，接触状
況，日時情報を詳細に収集することが可能である．こ
うした直接接触情報のデータはプライバシーに関わる
ため公開することはできないが，個人が特定できない
よう匿名化した上で構造化したデータは，追跡調査に
欠かせないリソースである．
本研究では患者接触情報の記述に対応できるように
PLOD のスキーマを拡張した．図 3 に接触情報部分の
スキーマを示す．聞き取り調査においては接触時間や
場所に関して曖昧にしか記憶していない場合は多く，絶
対的な時空間情報の記述だけでなく抽象的で曖昧な情
報の記述にも対応する必要がある．図 4 は曖昧な接触
情報を記述した例である．このように，詳細度の高い
接触情報と曖昧な接触情報の両方の記述に対応できる

ようスキーマを設計している．

4

感染リスクオントロジー

我々は，感染リスクの推論を次の三段階に分け，段
階的な実現を図っている．本稿では，まず第一段階の
推論を可能にするオントロジーの構築を目標とした．
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(1) 第一段階（標語レベル）
：対象者のいる場所や行
動が，３つの密などの標語で指定されたリスクの
どれかに該当することを推論する
(2) 第二段階（感染経路レベル）
：飛沫感染，直接/間
接接触感染，エアロゾル感染，媒介物感染などの
具体的な感染経路に該当することを推論する
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people

Crowds

Staying at home

Risks: Enclosed space, prolonged
close contact/potential clustering
of people, high respiratory rate,
yelling/projection of voice

Medium /
High

Risks: Indoor, close
contact, potential
clustering of people

Watching sports
Risks: Prolonged close contact/potential
clustering of people, high-touch surfaces,
yelling/projection of voice, enclosed space
(if indoor)

Museum
Risks: Indoor, close
contact/potential
clustering of
people

Outdoor
restaurant dining
Risks:
Close contact, potential
clustering of people,
challenge to wear a mask
during eating

Indoor restaurant
or coffee shop
Risks: Indoor, prolonged close
contact / potential clustering of
people, difficult to wear mask
while eating and drinking

REOPEN INTELLIGENTLY.
REOPEN SAFELY.

図 5: COVID-19 Risk Index[3]

4.1

オントロジーの試作

本研究では次の設計方針でオントロジー構築した．以
降，実際の構築手順とともに説明する．

1. 場所と行動の関係をアフォーダンス的に記述する
2. チャート内で使用されている語彙を可能な限り３
つの密における “密閉”, “密集”, “密接” に対応付
ける

図 6: COVID-19 Risk Index を整理したスプレッドシー
トの一部

(3) 第三段階（専門知識レベル）
：感染症医学や空間
疫学の専門知識やエビデンスとともにリスクを推
論する．
場所に関する感染リスクの要素についてまとめた標語
としては，厚生労働省の３つの密 [18] や WHO の Three
Cs[13] が代表的である．また，COVID-19 RECoVERY
CONSULTING, LLC は感染リスク指標として図 5 の
チャートを提案している [3]．その他，各所で感染リス
クをまとめた指標が提案されている．本稿では前述の
指標 [3] を参考にオントロジーを試作した．

まず，図 5 のチャートから必要な情報を抽出し，リス
クのある行動を行名，その行動や場所に関する性質を
列名とし，行動ごとにどのような感染リスクがあるか
集計できるようにスプレッドシート（図 6）上で情報を
整理した．整理したスプレッドシートを確認し，デザ
イン上の問題で記載が不足していると考えられるデー
タを一部補っている．
次に，整形した表の行名から施設名などの場所の語彙
を，列名から行動や場所の性質を表す語彙を抽出し，そ
れぞれクラスとして定義する．例えば，行名から “Bar”
や “Gym” といった施設の種類を抽出し，これをクラ
スとして定義する．
列名から抽出する語彙は一部変換が必要になり，こ
こでアフォーダンスの概念を導入する．アフォーダンス
とは「特定の有機体 (群) が特定の環境内に生息してい
る時，その環境の中の特定の対象 (群)・事象 (群) が，そ
の特定の対象 (群)・事象 (群) との関係で特定の有機体
(群) に対して提供する行為の可能性 (opportunities)」
[17] と定義されている．李らによると，
「環境に置かれ
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して次の記述論理式の通りに定義する．

Gym ⊑ ∃ af f ord.{remove a mask instance} (1)
こ れ は ，Gym ク ラ ス の イ ン ス タ ン ス に つ い て ，
aﬀord プロパティの値の少なくとも一つの値は remove a mask instance で あ る こ と を 意 味 す る ．remove a mask instance は Remove a mask クラスの唯
一のインスタンスである．このように，アフォーダン
スの概念を導入して場所と行動の関係性について定義
する．
図 7 に提案するオントロジーのクラス階層図を示す．
場所に関するクラスは Space クラスを最上位としてお
り，行動に関しては Activity クラスを最上位としてい
る．Activity クラスのサブクラスとして感染リスク行
動クラスを作成している．提案するオントロジーでは，
将来的に感染リスクを「３つの密」の指標で集計する
ことを想定している．そのため，“密閉” を Space クラ
スのサブクラスに, “密集”, “密接” をリスク行動のサブ
クラスとして定義している．屋内施設や公共交通機関
は密閉クラスのサブクラスと定義し，それらの場所が
密集，密接やその他の感染リスク行動をアフォードす
るという知識を定義している．構築した Web Ontology
Language (OWL) ファイルを公開している5 ．

4.2

図 7: 感染リスクオントロジーのクラス階層図の一部
た認知体が環境との相互作用によって，環境上で実行
できる行為の可能性を与える情報あるいは可能性その
ものがアフォーダンスである」[20] とされている．本
研究においては「店，施設，公共交通機関等の場所が，
人間に対して潜在的にどのような感染リスク行動を可
能にするのか」という関係性を定義する．
例えば，スプレッドシートの行名となっている “Exercising at a gym（ジムで運動する）” から “ジム” を抽
出し，屋内施設クラスのサブクラスとして作成する．列
名となっている “unable/diﬃcult to wear a mask（マ
スクを着用することが困難）” という性質は “Remove
a mask（マスクを外す）” という行動に変換し，リスク
行動クラスのサブクラスとして作成する．そして，
「“ジ
ム” が “マスクを外す” という行動をアフォードする」
という関係性を，ジムクラスが持つプロパティ制約と

推論シナリオの検討

「A さんが 2020 年 4 月 1 日 12:00 から 13:00 までレ
ストラン B で食事した」という情報が取得できたとき
に，この情報が三密のどれに該当するか推論するとい
うシナリオを想定する．実際，患者や濃厚接触者への
聞き取り調査において 3.1 節で述べた調査票を使用する
ことで，このような詳細な情報は取得可能である．ま
た，非感染者が感染リスクを把握するため，このよう
なデータを何らかのアプリから入力するという事例も
考えられる．この情報は次の要素を持つイベントデー
タである．

• 人物：A さん
• 時間：2020 年 4 月 1 日 12:00 から 2020 年 4 月 1
日 13:00
• 空間：レストラン B
• 行動：食事する
このイベントデータを，提案した感染リスクオント
ロジーに基づいてナレッジグラフ化すると，図 8 のよ
うに表現することができる．
尚，事前に飲食店名や店舗形態のリストを関係機関
から取得できているという想定である．レストラン B
は（屋内）レストランであるため，“前提として” 密閉
空間であり，密集行動，長時間の密接やマスクを外す
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図 8: シナリオデータのナレッジグラフ化
行動の可能性を人に与える．したがって，このイベント
は “前提知識に基づくと” 三密のすべてに該当する感染
リスクの高いイベントであることが把握できる．しか
し，実際には店舗における換気実施の有無や，食事の
時間，密接行動の有無などの個別の状況を考慮する必
要がある．例えば，提案した感染リスクオントロジー
では “長時間の密接” は “長い接触時間” を持つと定義
しており，また，便宜的に，長い接触時間とは 15 分以
上であると定義している．一方で，A さんの食事時間
は 2020 年 4 月 1 日 12:00 から 2020 年 4 月 1 日 13:00
の 1 時間である．したがって，このファクトデータを
オントロジーに当てはめると，A さんのイベントは長
い接触時間を持つ長時間の密接に該当する可能性があ
ると推論できる．このように，個別の状況を考慮する
ための知識を事前に定義しておくことで，前提知識に
基づく一様な推論だけでなく，設定条件に基づく柔軟
な推論が可能になるだろう．

5
5.1

考察
患者移動情報のオープンデータ化の考察

現時点でのスキーマ仕様は，実アプリによる検証を
経ていないドラフト水準のものであり，実運用までに
はいくつかのステップが存在する．本稿でも言及した

ように，プレスリリースにはさまざまな種類の情報が
記載されており，時折，現行の PLOD にて表現するこ
とが困難なイレギュラーな情報が含まれることにある．
そのために，今後，実際の活用を通じて，仕様自体を
ブラッシュアップしていく必要がある．一方で，プレ
スリリース側自体も，標準化に向けて改善されていく
必要があるだろう．こうした PLOD とプレスリリース
双方の発展に向けては，現行の PLOD 仕様の表現力が
限定されているとしても，まずは稼動する実験サービ
スを実現することが重要と考えられる．そうした実験
サービスの利用を通じて，仕様とアプリケーションの
双方が改善され，現段階ではクリアとなっていない様々
な実用上のニーズへと応えていくことが可能となる．

5.2

感染リスクオントロジーの考察

本研究では，まず標語レベルでの感染リスクの推論
に向けてオントロジーを試作したが，実運用までには
いくつかのステップが存在する．4.2 節で例示した推論
を幅広く可能にするために，個別の状況記述に関する
語彙を洗い出して統制しておく必要がある．一方で，実
データにはイレギュラーな情報や未知語が混在してい
ることが想定されるため，患者移動情報と同様に実際
の活用を通じて，仕様自体をブラッシュアップしてい
き，拡張性・柔軟性を付与する必要がある．
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また，聞き取り調査やアプリケーションから得られ
る情報をオントロジーのクラスと対応付けるステップ
が必要になる．調査票の時点で項目が細分化されてい
ると，必要な情報（インスタンス）を抽出して該当す
るクラスに分類することが容易である．しかしながら，
項目の過度な細分化は現場の負荷上昇につながるため，
聞き取り調査では文章による記述が多くなることも想
定される．したがって，自然言語処理技術を用いたキー
ワード抽出やクラス-インスタンス間のマッチング処理
が必要である．
本研究では．厚労省が掲示している３つの密と，
COVID-19 RECoVERY CONSULTING, LLC の
COVID-19 Risk Index チャートを参考にオントロジー
を試作したが，他に，内閣官房が掲示している「５つ
の場面 [19]」や INFORM Covid-19 Risk Index[12] な
ど，異なる標語や指標が存在する．さらにそれらの指
標ごとに感染リスクの定義が異なっている．特に，国
や地域により施設環境，人口密度や行動文化は異なる
ため，感染リスクの定義のローカライズが必要である
と考えている．
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