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換気シミュレーションを踏まえたタクシー車内における 

新型コロナウイルスの感染防止対策について（要請） 

 

今般、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室、理化学研究所に国土交通省、ト

ヨタ自動車が協力して、スーパーコンピューター富岳を用いて、タクシーの車内における

換気性能や飛沫拡散の状況についてシミュレーションを行いました。 

シミュレーションの結果では、タクシーの換気性能は高いこと、運転者・乗客ともにマ

スク着用の効果は極めて大きいこと等が確認されました。 

タクシー車内における感染防止対策については、これまで、３月６日付け、４月１４日

付け及び５月１２日付け事務連絡で要請してきたところですが、今般のシミュレーション

の結果を踏まえ、車内での感染を防止するためには下記の取組が重要ですので、貴協会の

傘下会員の皆様に周知いただくとともに、これらの取組を着実に実施いただきますよう、

要請をお願いいたします。 

 
 
記 

 
１．エアコンを「外気導入モード」に設定し、風量を通常レベル以上とすることにより、

車内換気を徹底することとし、「内気循環モード」は車内での感染リスクを高める可能性

があるため可能な限り利用を避けること。 
  なお、「外気導入モード」について乗客から苦情が寄せられる場合には、乗客の安全・

健康を損なわないよう配慮しつつ、スーパーコンピューター富岳のシミュレーションの

結果等も踏まえ、「外気導入モード」による車内換気が有効であることを丁寧に説明して

理解・協力を求めること。 
 
２．運転者又は乗客が咳をした場合の飛沫の飛散を防ぐため、運転者のマスク着用を徹底

するとともに、乗客にもマスクの着用について理解・協力を求めること。 



スパコン富岳を活用したタクシーの車内換気シミュレーションについて

内閣官房コロナ室、理化学研究所に国交省・トヨタ自動車が協力して、ジャパンタクシーの換気性能、

飛沫拡散の状況について、スーパーコンピューター富岳によるシミュレーションを実施 （１１月２６日公表）

① タクシーの換気性能は高い

開始直後： 換気前の空気（赤色）が残存

４０秒後： 大部分が新鮮な空気（緑色）に入れ換わり

【結果】
運転者・乗客の

マスク着用の効果は極めて大きい②

エアコン「外気導入モード」で、風量を通常レベル

以上とすることにより、十分な換気性能を発揮

赤丸の乗客が咳をする例

マスク無し ⇒ 飛沫が多量に飛散

マスクあり ⇒ 飛沫が抑えられる

（窓を閉めていても約１．５分で新鮮な空気に入れ換わる）



室内環境におけるウイルス飛沫感染
の予測とその対策
課題責任者
理化学研究所／神戸大学 坪倉 誠

2020年11月26日記者勉強会動画資料 final
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（HPCI）
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おねがい
本資料に含まれる図やアニメーションは，研究の主旨に沿った報道であれば自由に用いて頂いてかまいま
せん．ただし利用する際は，媒体名と企画内容について，予め理研計算科学研究センター広報申請フォー
ムにて申請願います．

また，本研究に関する取材については，理研計算科学研究センター広報まで連絡をお願いします．

同一テレビ局内の別報道番組での動画等の再利用については，新たに許可を得る必要はありません．用い
た場合の番組名と報道日時のみ，上記広報までご連絡下さい
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https://krs2.riken.jp/m/fugaku-corona-dl-1126

https://krs2.riken.jp/m/media-form

坪倉 誠 の所属表記は，下記の例のように理研と神戸大を併記するようお願いします。
（例）
・理化学研究所計算科学研究センター チームリーダー／神戸大学大学院システム情報学研究科 教授
・理化学研究所チームリーダー／神戸大学教授
・理研／神戸大

https://krs2.riken.jp/m/fugaku-corona-dl-1126
https://krs2.riken.jp/m/media-form


タクシーにおけるリスク評価と対策について
タクシー内における感染リスクとその対策は？
• タクシー内の換気性能の評価と，窓開け，パーティション等による対策の効果について調べる．
• 車速は市街地走行を想定して時速40キロ，運転手を含めて3人乗車を想定．
• エアコン設定は「外気導入」が前提，「通常モード」と「最大モード」の二種類を比較
• 窓は，「全席窓閉め」，「後席左窓開け」，「運転席窓開け」を想定，いずれも5cm開ける
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通常 --- 190m3/h 190m3/h
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最大 --- 380m3/h 380m3/h

パーティション

エアコン流入

排気口
（トランクルーム内）

提供：理研，協力：トヨタ自動車・国土交通省

空調の設定条件

気流速度



タクシーにおけるリスク評価と対策について
換気性能の評価（エアロゾル感染リスクの評価）
• 仮想的に汚染空気で車内を満たし（赤），換気により新鮮空気（青）に入れ替わる様子を可視化

28提供：理研，協力：トヨタ自動車・国土交通省

• 前席側から後席側向かって換気は進むが，30秒程度でほぼ一様となり（一部足元の換気速度が遅い），2分程度で新鮮空気
に入れ替わる．



タクシーにおけるリスク評価と対策について
換気性能の評価（エアロゾル感染リスクの評価）
• 換気による汚染空気の減衰から実換気量を定量評価
• 窓閉めの他，エアコン風量の違い，窓開け（後席左，運転席）の効果を検討

29提供：理研，協力：トヨタ自動車・国土交通省
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窓閉め

窓閉め・風量MAX
窓開け（リア左）

窓開け（運転席・リア左）

窓開け（運転席・リア左）・車速20km/h

①エアコンによる機械換気効果が支配的であり，時速40キロで窓を閉めたままで，通常モードでも1時間に42回（約1.5分に
1回），最大モードでは81回の新鮮空気が供給されている．

②時速40キロでは，窓開けにより換気量は25%向上するが上乗せ効果は相対的に少ない．
③窓の開け方に大きくは依存しない．
④時速20キロでは，窓開けの効果はほとんどみられない．

実
換
気
量

[m
3/

h]

車速
窓

エアコン風量

40km/h 40km/h 40km/h 40km/h 20km/h
閉 閉 開(後席左) 開(後席左+運転席) 開(後席左+運転席)

中 最大 中 中 中

177
(85秒)

339
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(68秒)

220
(68秒) 184

(82秒)
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②

③

④



タクシーにおけるリスク評価と対策について
飛沫飛散の様子と対策
• 運転者が咳をした際の飛沫飛散の様子

30提供：理研，協力：トヨタ自動車・国土交通省

①エアコンの強い流れによって車内全体に急速にエアロゾルが拡散する
②運転者側の窓から，20秒後には発生した飛沫のおおよそ1/4程度の飛沫が窓から排出される
③パーティションをして窓を開けることで，効果的に窓から飛沫が車外に排出され20秒後には飛沫は半分になる，かつ後部座
席への到達量も減少する

①全ての窓を閉めた状態 ②運転席と後席左を窓開けした状態 ③運転席と後席左を窓開けしてパーティ
ションを付けた場合



タクシーにおけるリスク評価と対策について
飛沫飛散の様子と対策
• 後席左の乗客が咳をした際の飛沫飛散の様子

31提供：理研，協力：トヨタ自動車・国土交通省

⑤リアの窓開け効果は限定的，20秒後に飛沫全体の1割程度のみ車外に排出
⑥マスクをすることで発生する飛沫の総量を3割程度まで減らすことができる．漏れ出た飛沫はエアコン換気により車外へ放出
される．

④全ての窓を閉めた状態 ⑤運転席と後席左を窓開けした状態 ⑥全ての窓を閉めて乗客がマスクを装着



タクシーにおけるリスク評価と対策について
後部座席乗客が咳をした場合のパーティションの効果
• 後席左の乗客が咳をした際の、20秒後の飛沫飛散の様子
• 赤：車内浮遊粒子、青：車外浮遊粒子、緑：壁近傍粒子

32提供：理研，協力：トヨタ自動車・国土交通省

• パーティションにより、乗客からの直接の飛沫飛散は防御できる．エアロゾルに対してもある程度の効果は期待できるが，
完全に防御することは難しい．

後席左の乗客が咳をした場合 後席右の乗客が咳をした場合

パーティション無し

パーティション有り



タクシーにおけるリスク評価と対策について
まとめ
• シミュレーションによる実換気量の評価では，通常モード（最大風量の半分）でも一時間に40回程度（1.5分に1
回）の換気は達成されており，3人乗車の場合，一人当たりの換気量は一般オフィスの2～3倍程度（60㎥/時間）確
保されている．

• 通常の市街地走行を想定した時速40キロ程度では，窓開けによる換気の上乗せ効果は大きくはなく，25%換気量が
増える程度である．また窓開けによる換気量は車速に大きく依存（時速20キロではほとんど効果がない）するため，
エアコン風量に余裕がある場合は，窓を開けるよりはエアコン風量を増やした方が効果的である．

• 車内では，エアコンの強い気流により，発生した飛沫・エアロゾルは10秒以内に急速に車内に拡散する．

• 運転者が咳をした場合，運転席周りにパーティションがある場合，運転席横の窓を開けることで，効果的に飛沫・エ
アロゾルが車外に排出される．また，後部座席への到達量も減少する．

• 後部座席で乗客が咳をした場合，急速に車内に拡散した飛沫・エアロゾルは窓開けでは排除することは困難．パー
ティションは乗客からの直接の飛沫の飛散を防御することはできる．エアロゾルに対してもある程度の効果は期待で
きるが，完全に防御することは難しい．

33提供：理研，協力：トヨタ自動車・国土交通省



タクシーにおけるリスク評価と対策について
皆さんに知って頂きたいこと

①タクシー内はエアコンの「外気導入モード」で風量を通常レベル（最大風量の半分）以上とすることで，高い換気能
力が発揮されている．（窓を閉めていても約1.5分で新鮮な空気に入れ替わる）

②発生する飛沫・エアロゾルそのものを減少（総飛沫数を３割程度まで減らせる）させるためにも，運転者・乗客とも
にマスク着用することの感染リスク低減効果は大きい．

34提供：理研，協力：トヨタ自動車・国土交通省

エアコンのモードは「外気取込み」に！
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