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地域の幾何的関係を考慮したマルチタスク回帰に基づく
高性能な都市動態予報

安納 爽響1 坪内 孝太2 下坂 正倫1

概要：
未来の都市動態の予測，特にイベントが開催される日のいつもとは異なる動態パタン（異常混雑）の予測

は，ユーザのモビリティ情報の価値を高めるために非常に重要な課題であり，近年盛んに研究されている．

しかし既存手法では，未来の異常混雑のモデル化の難しさから予測可能な地域や時間が制限され，未来の都

市動態の定常・異常を含めた高性能な予報は実現されていなかった．この課題の解決のために，本研究で

は「１週間後」という遠い未来の，「都市部のいかなる場所」における高性能な都市動態予報を実現するた

めのモデリング手法Geometrically Complemented multi-task Poisson Regression (GCPR)を提案する．

GCPRでは，遠い未来の予測の実現のために乗換検索履歴を元にしたユーザの駅利用の行動予定をモデル

化に組み込む．さらに「都市部のいかなる場所」に予測対象を一般化させるために，駅と予測対象エリアの

幾何的関係を考慮したモデリングを行う．実際の GPS位置履歴，乗り換え案内アプリの検索履歴を元に

した実験により，提案手法が予測地域全体の都市動態予測と，都市部のいかなる場所に存在するイベント

会場において発生する異常混雑の早期予報において既存手法よりも優れた予測性能を達成することを示す．

1. 序論

近年，GPS位置をトラック可能な携帯端末の普及によ

り，都市における人々の動き（都市動態）をデータ駆動で

理解し，未来の動態の予測を行うことが可能になってい

る [9], [10], [14]．例えば，あるイベント施設に対して 1週

間後の夕方に集まる人を予測することを考える．もし 1週

間後の夕方にイベントがない場合，すなわちいつもと同

じようなコンテキストであれば，予測は難しくない．何故

ならば，同じコンテキストを持つ過去の日の来訪者数を

求め，統計的にいつもの人数を算出すればよいからであ

る [8], [9]．しかし，1週間後の夕方に，同会場にて大きな

イベントが開催される場合，予測は大変難しくなる．なぜ

ならば，定常とは異なるパタンである異常混雑の度合いの

予知は，普段は観測されないイベント発生を考慮したモデ

ル化となり蓋を開けて見なければ困難である．

未来の都市動態の早期把握，特に異常混雑の未来予測

は，ユーザのモビリティ情報の価値を高めるために非常に

チャレンジングな課題であり，多くの研究者がこれに挑戦

してきた [2], [4], [5], [6], [7]．異常な都市動態の事前予知
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に焦点を当てた研究には，現在の動態の観測に基づく手

法 [4], [5], [6]と，外的要素を取り入れた予測手法 [2]が存

在する．Fanら [4]，Jinagら [5], [6]らは，ユーザがイベ

ント会場に向かうまでの時間に注目し，現在の動態に基づ

いて直近「1時間後」の異常動態をシミュレートする手法

を提案している．また Anno [2]は，予測対象エリアを駅

および駅に隣接する施設に限定し，１週間後の未来予測を

可能にした．Konishiらの乗り換え案内の研究 [7]を基に，

未来のユーザの行動予定情報として乗換検索履歴を用い，

乗換検索のログ解析で推測された異常混雑量に相当する会

場のユーザの数を推定し，間遠 1週間後の予測を実現して

いる．つまり，Fanら，Jiangらは「１週間後」という遠

い未来を予測することを諦める代わりに「いかなる場所で

も」予測できるモデルを実現し，対して Annoらは解析対

象ポイントを駅に絞る代わりに「１週間後」という遠い未

来の予測を実現している．

これらの既存研究に対し本研究では，高性能な都市動態

予報の実現のために，「１週間後」という遠い未来の，「駅」

および「都市部のいかなる場所」についての予測という新

しい問題を考える．都市部には共通の駅を最寄りとする複

数のイベント会場が存在するため，駅周辺から都市部の地

域全体に予測対象を一般化することには非常に大きな価値

がある．だが一方で，地域全体に一般化された予測には，
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実現に伴う困難が存在する．駅周辺での予測は乗り換え検

索履歴の単純利用で可能であったが，駅から離れた施設の

異常混雑では，予測に用いることのできる手がかりを得る

ことが難しい．また，一つのイベント会場に複数の最寄駅

が存在し，イベント会場の違いによって最寄駅の利用パ

ターンも変化することも考慮する必要がある．

このような課題に着目し，我々は駅から離れたイベント

会場と，周辺駅利用パタンの「幾何的関係」を考慮した，

パラメータ共有と重み付き最適化に基づくマルチタスク双

線型ポアソン回帰モデル，Geometrically Complemented

multi-task Poisson Regression (GCPR) を提案する．提

案手法では，駅から離れたイベント会場における混雑の手

がかりを周辺駅におけるユーザの行動予定を用いて補う．

さらに，イベント会場と駅の距離やパタンの類似度に基づ

いた「幾何的関係」の考慮する．このために，イベント会

場の人口動態予測モデルの学習パラメータの一部を，駅の

利用パタンの予測モデルのものと共有する．加えて，会場

と駅の距離やパタンの類似度に基づいて決定する「重み」

を用いた，重み付き最適化を導入する．　

本研究の貢献は以下である．

• 高性能な都市動態予報を実現するために，パラメータ
共有と重み付き最適化に基づくマルチタスク双線型ポ

アソン回帰 GCPR を提案する．

• 実データを用いた実験により，提案手法が既存手法と
比較して，都市のいかなる場所における未来の動態を，

1週間前の段階からより高精度に予測可能であること

を示す．

関連研究

都市動態予測と異常混雑予測. 都市動態の予測に焦点を

当てた研究には，[1], [9], [16] がある．Zhang ら [16] ら，

Akagi [1]らは，都市の人流の予測手法を提案しているが，

本研究とは問題設定が異なる．Shimosakaら [9]らは，外

的要素から都市動態の予測を行うための手法を提案してい

る．しかし，異常混雑を捉えるための特徴量を導入してい

ないことにより，日常的に観測される活動人口のみ予測可

能である．

将来の異常混雑の予測に焦点を当てた研究には，

[2], [4], [5], [6], [7] がある．Fan ら [4]，Jiang ら [5], [6]

は，人口流の現在の観測に基づいて将来の人の動きを予測

することで，異常混雑の予測を可能にしている．しかしこ

れらの手法は，予測可能な異常が「1時間後」に限られて

しまう．Konishiら，Annoらはユーザの将来の行動情報

として乗換検索履歴に着目し，1週間後の異常混雑予測を

可能にした．しかし，予測可能な地域は駅周辺に限られて

しまう．これらに対し本研究では，「1週間後」の未来の，

「都市のいかなる場所」での異常混雑を含めた都市動態の

予報という新しい問題を考える．

地域の関係性を考慮した都市動態のモデリング. 地

域の関係性を考慮した都市動態のモデリングには，

[6], [8], [12], [13], [15]が存在する．Xiaら [12], [13]は，地域

間で隠れ変数を共有した Hidden Markov model(HMM)に

よる都市動態の予測手法を提案している．また，Shimosaka

ら [8]は，細かいメッシュ地域上で隣接メッシュ間の学習

パラメータを近づけるような正則化を用いた都市動態の

モデリング手法を提案している．しかしこれらの手法は，

データ量の不足による過学習の是正や性能の安定化に焦点

を当てた研究であり，混雑の予測に焦点を当てた研究では

ない．Zhangら [15]は，地域間の類似度を考慮した都市動

態の異常検知手法を提案している．しかしこの手法では，

地域ごとの異常度の予測値を集計して類似度を考慮するた

め，事前に地域間の関係を考慮した都市動態のモデリング

ではない．Zhangら [16]，Jinagら [6]らは，周辺地域と

のデータ共有を Convolutional neural network(CNN)を用

いて実現し，地域間の関係を考慮した都市動態のモデリン

グ手法を提案している．しかし，これらの手法は，隣接し

ない地域や駅などの共通パターンは考慮できない．本研究

では，メッシュ地域と周辺駅との関係を幾何的な関係と捉

え，距離や動態の類似度に基づいてモデリングを行う手法

を検討する．

2. 都市動態予報の問題設定と
実現に向けた困難

この章では，本研究で扱う都市動態予測の問題設定と，

予測可能エリア「駅周辺」から「都市部のいかなる地域」

に一般化しようとした際に生じる困難について述べる．

2.1 問題設定

2.1.1 変数の定義

本研究では，「駅」および「都市部のいかなる場所」を予

測の対象とし，この地域をメッシュで区切って表現する．

Lをメッシュの集合とし，各メッシュ l ∈ Lをその要素と

定義する．また，一日の時間帯を 1, 2, ..., T なる T 個のセ

グメントに分割し，各時間帯を tで表す．

定義 1. 都市動態. d日 t時間帯に，位置メッシュ lにおい

て観測される活動人口を y
(l)
d,tとし，これを都市動態と呼ぶ．

定義 2. 乗換検索履歴に基づくスケジュール情報. 乗換検

索履歴は乗換検索クエリ qの集合からなり，各クエリ qは

到着予定日時 d, t，検索日 d′，目的地駅 sを要素として持

つタプル q = (d, t, d′, s)として表現される．乗換検索クエ

リ数 x
(s)
d,t|d′ は，目的地駅を s，到着予定を d日 t時に設定

した検索クエリのうち，d′ 日に検索されたクエリの数を表

す．このとき，一般に d′は dと等しいか，それ以前の日付

を表す．すなわち，x(s)
d,t|d−iは，到着予定日 dの i日前に検

索されたクエリ数を表す．こうして定義される乗換検索ク

エリ数は，ユーザの将来の行動予定の集計，すなわちスケ
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ジュールのパタンを表す．検索クエリ数を用いて，到着予

定日時 d, tにおける乗換検索履歴に基づくスケジュール情

報は，

X
(s)
d,t = {x(s)

d,t|d−i|i = pd, pd + 1, ..., pd + pw}, (1)

と表される．このとき pd は到着予定より以前の考慮する

検索日付の中でもっとも以前の日を表し，pw は考慮する

検索の日付の範囲を表す．

2.1.2 問題の定義

本研究で我々は，これまでの研究で解かれている定常的

な都市動態予測に加えて，イベントなどが発生した際にお

ける異常混雑についてその際の都市動態を，これまで可能

であった「駅」および困難であった「都市部のいかなる場

所」について早期予測する「高性能な都市動態予測」を考

える．

定義 3. 高性能な異常混雑予測. 地域 L，日時 d, tにおけ

る都市動態 y
(l)
d,t を，1週間前から予報する．特に，地域 L

において，日時 d, tに異常混雑が起こるとき，地域 Lに含

まれるどのメッシュ l ∈ Lでどれくらいの規模の異常混雑

が起こるのかを，都市動態 y
(l)
d,t の予測を介して予報する．

2.2 高性能な異常混雑予測の困難

「1時間後」の予測は人口流の早期観測と将来のシミュ

レーションを元にした手法 [4], [5], [6]によって実現されつ

つあるが，予測には異常な人口流の予兆を事前に観測する

ことが必要であり，予測が直近に限らてしまう．また間遠

の予測に焦点を当てた際，活動人口のモデル化によく用い

られる天気や曜日などのコンテキスト情報のみでは，異常

な動態の予測は難しい．この解決のために，解析対象を駅

周辺に絞り乗換検索履歴の応用を行うことで，間遠の予測

を可能にした手法 [2], [7]が存在するが，これらの手法は

乗換検索量の解析結果を駅周辺の動態に紐づける単純なモ

デル化のため，地域全体における予測に応用することは難

しい．そこで本研究では，コンテキストと乗換検索のスケ

ジュール情報を元にした，「都市部のいかなる場所」につい

ての異常混雑予測の手法について検討する．

前提手法として，双線型ポアソン回帰 [9]に基づいた，曜

日や天気等のコンテキスト情報と乗換検索履歴に基づくス

ケジュール情報を用いての都市動態予測モデル: BPReg-

with-SIを考える．双線型ポアソン回帰は，コンテキストと

時間帯との組み合わせに基づいたモデル化により，予測の

ための動態の事前観測が不要であるため，1週間後といっ

た間遠の予測が可能となるモデルである．

cd ∈ RC を日付 dにおけるコンテキスト特徴量ベクト

ル，t ∈ RT を時間帯 tに関する時間特徴量ベクトルとす

る．Shimosakaら [9]は双線型ポアソン回帰を用いて，都

市動態 y
(l)
d,t を以下のようにモデル化している．

y
(l)
d,t ∼ Pois(·|λ(l)

cd,t
), (2)

lnλ
(l)
c,t = cd

⊤W (l)t. (3)

ここで，W (l) ∈ RC×T はパラメータ行列である．また，

N (·|τ, σ∈) を，平均パラメタ τ，分散パラメタ σ2 により

規定される正規分布とし，時間特徴量を t = {ts|ts =

N (s|τ, σ2), s = 1, ..., T}と与える．
異常混雑の予測のために，この双線型回帰モデルのスケ

ジュール情報の考慮による単純な拡張として，地域 Lに含

まれる N 個の鉄道駅 si ∈ SL, (i = 1, ..., Ns)を目的地とし

たスケジュール情報をモデルの入力に取ることを考える．

具体的にはスケジュール特徴量ベクトル x
(SL)
d,t を，乗換検

索履歴に基づくスケジュール情報 X
(si)
d,t と定数 ξ を用いて

x
(SL)
d,t = {ξx|x ∈ X

(si)
d,t , (i = 1, ..., Ns)} ∈ RNspw として与

え，以下のようにモデル化する．

lnλ
(l)
c,x,t = [cd

⊤,x
(SL)⊤
d,t ]Y (l)t. (4)

ここで，Y (l)はパラメータ行列であり，Y (l) ∈ R(Nspw+C)×T

である．しかしこの安直な拡張は，駅利用者の利用パタン

や，複数駅とメッシュの距離や利用パタン類似度などの幾

何的関係を考慮できておらず，都市部地域全体の異常混雑

に対しても頑健さを有するモデル性能の実現は難しい．

3. 提案手法 : Geometrically

Complemented multi-task Poisson

Regression

本章では，「都市部のいかなる場所」についての異常

混雑予測のために，提案手法：Geometric-Complemented

multi-task Poisson Regression (GCPR)について述べる．

まず 3.1章にて提案手法の概略について述べる．次に，3.2，

3.3章にてポアソン回帰のパラメータ共有および幾何的関係

考慮のための重み付き最適化について述べる．最後に 3.4

章にて，学習パラメータの推論について述べる．

3.1 提案手法の概略

図 1に，提案手法 GCPRの概略図を示す．本研究では，

都市部地域全体における予測を実現するために，対象のエ

リアには周辺の最寄駅利用パタンから補完できる動態と，

エリア固有の動態が存在すると仮定する．そこで，対象

エリアの都市動態の予測モデル BPReg-with-SIと，スケ

ジュール情報を用いた乗換検索量の予測モデルのパラメー

タを一部共有し，固有の動態と周辺駅からの割戻による動

態を同時にモデリングすることを考える．また，その割戻

の程度が，対象エリアと駅との距離，および動態の相関に

基づく「幾何的関係」に依存すると仮定し，関係を考慮し

た学習のために「重み」を導入した最適化を考える．
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<latexit sha1_base64="wIzYa3RUxh9gt3aWeNNuIfvBYfg=">AAACm3ichVFBSxtBGH1Z26qxbWK9CFJYGlJ6kOVLjFvjSfRSSg8xaVRIQthdJ3FxsrvsbgK65A/0D/TQXhSkiP+ivQh69eBPKB5T6KWHftkklB5sv2Fmvnnz3jdvZkxP2kFIdJtQph48fDQ9M5uce/zkaSo9/2wncLu+JaqWK11/zzQCIW1HVEM7lGLP84XRMaXYNQ+3hvu7PeEHtuu8D4880egYbcdu2ZYRMtRM61E9LlLz22YjIq1YpEJOXyZtlSivFzmhlfyarvfrhvQOjGYkl9XNfr+Zzky46oSrTrhqTqM4MhhHyU1/QR37cGGhiw4EHIScSxgIuNWQA8FjrIGIMZ8zO94X6CPJ2i6zBDMMRg95bPOqNkYdXg9rBrHa4lMkd5+VKrJ0Q+c0oEu6oO/0695aUVxj6OWIZ3OkFV4z9WGx8vO/qg7PIQ7+qP7pOUQLa7FXm717MTK8hTXS944/Dirr5Wz0kk7pjv2f0C194xs4vR/W2bYof0KSP2Dyyur9yU5eyxW0wnYhs7E5/ooZLOEFXvF7v8YG3qCEKp/7GV9xhWvlubKlvFXejahKYqxZwF+hVH8D222bRg==</latexit>

↵l,C

<latexit sha1_base64="JuYtmNISA209RrymPImkiJueFWA=">AAACm3ichVFNSxtBGH7c2lajrbFeBBEWg6UHWd6k6Wo8ibkU6cGvqJCEsLsd4+Jkd9ndBHTJH/APeNCLghTxX9iLoFcP/gTxqODFg282CeLB9h1m5p1nnuedZ2ZMT9pBSHTTo7zrff/hY19/YmDw0+eh5PCXtcCt+5YoWK50/Q3TCIS0HVEI7VCKDc8XRs2UYt3czrf21xvCD2zXWQ13PFGuGVXH3rQtI2SoktSjUlyk6FfNckRaLkfZtD5F2g+ijJ7jhL5nZnS9WTKkt2VUIjml5pvNSjLV5apdrtrlqmmN4kihE4tu8g9K+A0XFuqoQcBByLmEgYBbEWkQPMbKiBjzObPjfYEmEqytM0sww2B0m8cqr4od1OF1q2YQqy0+RXL3Walikq7plO7pgs7olp7erBXFNVpedng221rhVYb2Rlce/6uq8Rxi60X1T88hNjETe7XZuxcjrVtYbX1jd/9+ZXZ5MvpKx3TH/o/ohv7yDZzGg3WyJJYPkOAP6L6y+nayltHSWS27lE3NzXe+og9jmMA3fu9pzOEnFlHgcw9xjktcKeNKXllQfrWpSk9HM4JXoRSeAd1vm0c=</latexit>

Weight for strength of
Geometrical Complementation

cd

<latexit sha1_base64="3ZUO7yDGqCYosB/f8VbjsTdhuQQ=">AAACbHichVG7SgNBFD1ZXzE+Eh+FEIRgiFiFWQkoVkEby2hMVEwIu+tEl+yL3U0ghvyArYWFWiiIiJ9h4w9Y5BNEsFGwsfDuZkE0qHeYmTNn7rlzZka2NNVxGeuEhL7+gcGh8HBkZHRsPBqbmCw6Zt1WeEExNdPekSWHa6rBC67qanzHsrmkyxrflmtr3v52g9uOahpbbtPiZV06MNSqqkguUbutklxNKJX9diWWZGnmR6IXiAFIIoicGbtBCfswoaAOHRwGXMIaJDjU9iCCwSKujBZxNiHV3+doI0LaOmVxypCIrdF4QKu9gDVo7dV0fLVCp2jUbVImkGKP7Ja9sgd2x57Yx6+1Wn4Nz0uTZrmr5VYlejyTf/9XpdPs4vBL9adnF1Us+15V8m75jHcLpatvHJ2+5lc2U615dsWeyf8l67B7uoHReFOuN/jmGSL0AeLP5+4FxcW0mElnNjLJ7GrwFWHEMYcFeu8lZLGOHAp0ro4TnOMi9CJMC3FhtpsqhALNFL6FMP8JBbONOQ==</latexit>

x(s)
d,t

<latexit sha1_base64="bJay2sngRHeY88LS1TB0E+8nhf4=">AAACeXichVHLSsNAFD2N7/qqj4XgploqVaRMtaC4Et241NaqYGtJ0qkG0yQk06KG/oA/4MKNCiLqZ7jxB1z0E8RlBRe68DYNiBb1DjNz5sw9d87MKJauOYKxWkBqa+/o7OruCfb29Q8MhoaGtxyzbKs8o5q6ae8ossN1zeAZoQmd71g2l0uKzreVw9XG/naF245mGpvi2OK5krxvaEVNlQVR+dCom1WK4aPqnhtzpqt5tzAbFtV8KMLizItwK0j4IAI/1s3QDbIowISKMkrgMCAI65DhUNtFAgwWcTm4xNmENG+fo4ogacuUxSlDJvaQxn1a7fqsQetGTcdTq3SKTt0mZRhR9sRuWZ09snv2zD5+reV6NRpejmlWmlpu5QdPx9Jv/6pKNAscfKn+9CxQxKLnVSPvlsc0bqE29ZWTs3p6KRV1p9gVeyH/l6zGHugGRuVVvd7gqXME6QMSP5+7FWzNxRPJeHIjGVle8b+iG+OYRIzeewHLWMM6MnTuCS5wi7vAuzQhxaSZZqoU8DUj+BbS/CcxFpG/</latexit>

t

<latexit sha1_base64="VwtosRkJ1FwnSve8OFYvxH8w6zk=">AAACanichVHLSgMxFD0d3/VVdaO4KVbFVclIQXElunFZH7VCW8rMmGrovJhJCzr4A+5cCXalICJ+hht/wIWfILpTcOPCO9MBUVFvSHJycs/NSaK7pvAlYw8JpaOzq7unty/ZPzA4NJwaGd32nYZn8ILhmI63o2s+N4XNC1JIk++4Htcs3eRFvb4a7heb3POFY2/JA5dXLG3PFjVhaJKoYlDWa2l5VE1lWJZFkf4J1BhkEEfeSV2hjF04MNCABQ4bkrAJDT61ElQwuMRVEBDnERLRPscRkqRtUBanDI3YOo17tCrFrE3rsKYfqQ06xaTukTKNGXbPrtkLu2M37JG9/1oriGqEXg5o1tta7laHj8c33/5VWTRL7H+q/vQsUcNi5FWQdzdiwlsYbX3z8PRlc2ljJphlF+yJ/J+zB3ZLN7Cbr8blOt9oIUkfoH5/7p9gez6r5rK59VxmeSX+il5MYgpz9N4LWMYa8ihE7k5whlbiWRlVJpTJdqqSiDVj+BLK9AdRZoxz</latexit>

V

<latexit sha1_base64="oMRqIWjMBzr2tNRYUO1bSVparTI=">AAACo3ichVFNSxtBGH7c2mrTj6R6KfQSjJEeSnjXBKs9SNCL4EWjiUISwu46iYv7xe4kNF3yB/oHevCkWKT0Z3gRr9qDP6H0qODFg+9uFqSVtu8wM8888z7vPDOje5YZSKLLEeXR6OMnY+NPU8+ev3iZzryaqAVu1zdE1XAt19/WtUBYpiOq0pSW2PZ8odm6Jbb0veVof6sn/MB0nU3Z90TT1jqO2TYNTTLVyiyGjbhI3e/ozZAKC1HMvRuC4gIDKqlULA4atu5+DBu6a+3YmtzNTtemB4NUK5PjjDiyD4GagBySWHMzx2hgBy4MdGFDwIFkbEFDwK0OFQSPuSZC5nxGZrwvMECKtV3OEpyhMbvHY4dX9YR1eB3VDGK1wadY3H1WZpGnH/SNruiUvtNPuv1rrTCuEXnp86wPtcJrpT+/3rj5r8rmWWL3XvVPzxJtzMdeTfbuxUx0C2Oo7336crXxoZIPZ+iQfrH/A7qkE76B07s2vq6Lyj6iD1D/fO6HoDZbUEuF0nopV15KvmIcbzCFt/ze71HGCtZQ5XOPcIZzXCh5ZVWpKJvDVGUk0Uzit1Cad987njI=</latexit>

ln⇡(A)
x,t =

<latexit sha1_base64="obOn3JIIQn/cdPv1DjkF7ewYKyw=">AAAC03ichVHPSxtBFH5ZbbWxbdL2UvCyNFgshPBGQ00KgtWLR380KmRj2N1O0sHN7rI7CdVhL6WngmcPnhRExD/DS/+A9uCfID1aKJQe+nazIBrUN8zMN9+87803M5bviFAinme0oeEHD0dGH2XHHj95mss/e74Wet3A5jXbc7xgwzJD7giX16SQDt/wA252LIevW1sL8f56jweh8NwPctvnjY7ZdkVL2KYkqpl3DcfVDV9sqsn3b6KmUkZSsx60rYbCEiIyxooxYDNvkUC1WplilUgZVkv/HEVF/YaiXK3gdLU4ACIZRfpsM19IilLog4CloABpLHn5YzDgI3hgQxc6wMEFSdgBE0JqdWCA4BPXAEVcQEgk+xwiyJK2S1mcMkxit2hs06qesi6t45phorbpFId6QEodJvAnnuAlfsdTvMB/t9ZSSY3YyzbNVl/L/Wbu28vVP/eqOjRL+HSlutOzhBZUEq+CvPsJE9/C7ut7O3uXq+9WJtRrPMRf5P8Az/GMbuD2fttHy3xlH7L0Aezmcw+CtakSK5fKy+XC3Hz6FaMwDq9gkt57BuZgEZagRuf+gL+ZocywVtOU9kX72k/VMqnmBVwLbfc/sGGrkQ==</latexit>

U (A)

<latexit sha1_base64="yStm5PpS0nXXp2U1Au2Oq5FrlMI=">AAACanichVG7SgNBFD1ZXzG+ojaKTTAq2oRZCShWPhrLaFwj+GJ3ncTBfbG7CcQlP2BnJZhKQUT8DBt/wMJPEO0i2Fh4s1kQFfUOM3PmzD13zsxojiE8n7HHmNTW3tHZFe9O9PT29Q8kB4c2Pbvs6lzRbcN2tzTV44awuOIL3+BbjstVUzN4QTtaae4XKtz1hG1t+FWH75pqyRJFoas+UQVlL5hemqntJ9Msw8JI/QRyBNKIImcnr7GDA9jQUYYJDgs+YQMqPGrbkMHgELeLgDiXkAj3OWpIkLZMWZwyVGKPaCzRajtiLVo3a3qhWqdTDOouKVOYZA/shjXYPbtlT+z911pBWKPppUqz1tJyZ3/gZCT/9q/KpNnH4afqT88+ipgPvQry7oRM8xZ6S185PmvkF9Yngyl2yZ7J/wV7ZHd0A6vyql+t8fU6EvQB8vfn/gk2ZzNyNpNdy6YXl6OviGMM45im957DIlaRgxK6O8U56rEXaUgalcZaqVIs0gzjS0gTH2oejAA=</latexit>

# of queries
at Station A

t

<latexit sha1_base64="VwtosRkJ1FwnSve8OFYvxH8w6zk=">AAACanichVHLSgMxFD0d3/VVdaO4KVbFVclIQXElunFZH7VCW8rMmGrovJhJCzr4A+5cCXalICJ+hht/wIWfILpTcOPCO9MBUVFvSHJycs/NSaK7pvAlYw8JpaOzq7unty/ZPzA4NJwaGd32nYZn8ILhmI63o2s+N4XNC1JIk++4Htcs3eRFvb4a7heb3POFY2/JA5dXLG3PFjVhaJKoYlDWa2l5VE1lWJZFkf4J1BhkEEfeSV2hjF04MNCABQ4bkrAJDT61ElQwuMRVEBDnERLRPscRkqRtUBanDI3YOo17tCrFrE3rsKYfqQ06xaTukTKNGXbPrtkLu2M37JG9/1oriGqEXg5o1tta7laHj8c33/5VWTRL7H+q/vQsUcNi5FWQdzdiwlsYbX3z8PRlc2ljJphlF+yJ/J+zB3ZLN7Cbr8blOt9oIUkfoH5/7p9gez6r5rK59VxmeSX+il5MYgpz9N4LWMYa8ihE7k5whlbiWRlVJpTJdqqSiDVj+BLK9AdRZoxz</latexit>

x(A)
d,t

<latexit sha1_base64="t6by2swKj5aRl0VP7VtgiZWiDUc=">AAACoXichZHBTttAEIb/mJZCWiBtL0i9WI1SgYSiMYqaBPUA9NLeQmgCUhIi22yChWNb9iYqtfwCvEAPPYGEUNXH6CVXkHrgEaoeqdRLDx07iSoOwFjenf1nvtnZXcOzrUASXaWUqQcPpx/NzKYfP5mbX8g8fVYP3L5viprp2q6/a+iBsC1H1KQlbbHr+ULvGbbYMQ7fxvGdgfADy3U+yCNPtHp617E6lqlLltqZN2EzKdLwu0YrpDwRaZq2Ejta8TWxUy6XVrVSFDaNjvox2guXNpajdri/IqOonclOCHVCqBNC1eIQWxZjq7iZczSxDxcm+uhBwIFk34aOgL8GNBA81loIWfPZs5K4QIQ0s33OEpyhs3rIY5dXjbHq8DquGSS0ybvY/PtMqsjRD/pK1zSkb/ST/t5aK0xqxL0c8WyMWOG1F44Xt//cS/V4ljj4T93Zs0QHpaRXi3v3EiU+hTniB58+X2+vVXPhKzqlX9z/CV3Rdz6BM/htnm2J6hek+QEmt6ze7tRX81ohX9gqZNc3x08xgxd4iSW+7yLW8Q4V1HjfUwxxgUslq7xXKkp1lKqkxsxz3DCl8Q9Qmp2a</latexit>

ln⇡(B)
x,t =

<latexit sha1_base64="EVVhhdz9wfM6zTd9CgnkARMHZak=">AAAC03ichVHPSxtBFH5ZtdrU1rReCl6WBsVCCG801KQgiF48+isqZNOwu52kg5vdZXcSaoe9iCfBswdPCiLSP6OX/gHtwT9BerRQEA++3SyIhrZvmJlvvnnfm29mLN8RoUS8zGgDg0NPhkeeZp+NPn8xlnv5ajP0OoHNq7bneMG2ZYbcES6vSiEdvu0H3GxbDt+ydpbi/a0uD0LhuRty1+f1ttlyRVPYpiSqkXMNx9UNX3xQ04tvo4ZSRlKzFrSsusIiIjLGCjFgc++QQKVSnmHlSBlWU/8cRQX9kaJUKeNspdAHIhlF+nwjl0+KUuj9gKUgD2mseLlzMOAjeGBDB9rAwQVJ2AETQmo1YIDgE1cHRVxASCT7HCLIkrZDWZwyTGJ3aGzRqpayLq3jmmGitukUh3pASh0m8Sde4DV+x694hbd/raWSGrGXXZqtnpb7jbGD1+t//qtq0yzh073qn54lNKGceBXk3U+Y+BZ2T9/9cnS9/n5tUk3hKf4i/yd4id/oBm73t322yteOIUsfwB4/dz/YnCmyUrG0WsovLKZfMQIT8Aam6b3nYAGWYQWqdO4PuMkMZAa1qqa0PW2/l6plUs04PAjt8A6yxKuS</latexit>

U (B)

<latexit sha1_base64="N5fu+TA82sjjicH0zOTxqiVgvw0=">AAACanichVHLSsNAFD2Nr1pftW4UN2JV6qZMpKC4KnXjsq22FXyRxGkNpklIpoUa+gPuXAl2pSAifoYbf8CFnyC6q+DGhbdpQFTUO8zMmTP33Dkzo9qG7grGHkNST29f/0B4MDI0PDI6Fh2PFV2r5mi8oFmG5WypissN3eQFoQuDb9kOV6qqwUvq0Vpnv1Tnjqtb5qZo2Hy3qlRMvaxriiCqVNjzEpnF5n40zpLMj5mfQA5AHEFkreg1dnAACxpqqILDhCBsQIFLbRsyGGziduER5xDS/X2OJiKkrVEWpwyF2CMaK7TaDliT1p2arq/W6BSDukPKGcyzB3bD2uye3bIn9v5rLc+v0fHSoFntarm9P3YyufH2r6pKs8Dhp+pPzwJlrPhedfJu+0znFlpXXz8+a2+s5ue9BXbJnsn/BXtkd3QDs/6qXeV4voUIfYD8/bl/guJSUk4lU7lUPJ0JviKMacwiQe+9jDTWkUXBd3eKc7RCL1JMmpKmu6lSKNBM4EtIcx9sIIwB</latexit>

t

<latexit sha1_base64="VwtosRkJ1FwnSve8OFYvxH8w6zk=">AAACanichVHLSgMxFD0d3/VVdaO4KVbFVclIQXElunFZH7VCW8rMmGrovJhJCzr4A+5cCXalICJ+hht/wIWfILpTcOPCO9MBUVFvSHJycs/NSaK7pvAlYw8JpaOzq7unty/ZPzA4NJwaGd32nYZn8ILhmI63o2s+N4XNC1JIk++4Htcs3eRFvb4a7heb3POFY2/JA5dXLG3PFjVhaJKoYlDWa2l5VE1lWJZFkf4J1BhkEEfeSV2hjF04MNCABQ4bkrAJDT61ElQwuMRVEBDnERLRPscRkqRtUBanDI3YOo17tCrFrE3rsKYfqQ06xaTukTKNGXbPrtkLu2M37JG9/1oriGqEXg5o1tta7laHj8c33/5VWTRL7H+q/vQsUcNi5FWQdzdiwlsYbX3z8PRlc2ljJphlF+yJ/J+zB3ZLN7Cbr8blOt9oIUkfoH5/7p9gez6r5rK59VxmeSX+il5MYgpz9N4LWMYa8ihE7k5whlbiWRlVJpTJdqqSiDVj+BLK9AdRZoxz</latexit>

x(B)
d,t

<latexit sha1_base64="eE7mMoJRu81XrqPDFmocL/iz8t4=">AAACoXichZHBTttAEIZ/TKEhLRDoBakXi4gKJBSNUVQS1AOil/YWQgNISYhsZxMsHNuyNxFg+QV4AQ49FalCqI/RC9dW4sAjII4gcemhYycR6oEylndn/5lvdnbX8GwrkETXI8roi7Hxl6mJ9KvXk1PTmZnZ7cDt+qaomK7t+ruGHgjbckRFWtIWu54v9I5hix3j4GMc3+kJP7Bc54s88kS9o7cdq2WZumSpkfkQ1pIiVb9t1EPKEZGmacuxo62+J3aKxcKKVojCmtFSD6O9cHFjKWqEzWUZRY1MdkioQ0IdEqoWh9iyGFjJzZyjhiZcmOiiAwEHkn0bOgL+qtBA8FirI2TNZ89K4gIR0sx2OUtwhs7qAY9tXlUHqsPruGaQ0CbvYvPvM6liga7ogu7okn7QDf15slaY1Ih7OeLZ6LPCa0yfzG09PEt1eJbYf6T+27NEC4WkV4t79xIlPoXZ53vHp3dba+WF8B2d0S33/42u6SefwOndm983Rfkr0vwAw1tWn3a2V3JaPpffzGfXNwZPkcJbzGOR73sV6/iEEiq87xku8Qu/lazyWSkp5X6qMjJg3uAfU6p/AVKjnZs=</latexit>

V

<latexit sha1_base64="oMRqIWjMBzr2tNRYUO1bSVparTI=">AAACo3ichVFNSxtBGH7c2mrTj6R6KfQSjJEeSnjXBKs9SNCL4EWjiUISwu46iYv7xe4kNF3yB/oHevCkWKT0Z3gRr9qDP6H0qODFg+9uFqSVtu8wM8888z7vPDOje5YZSKLLEeXR6OMnY+NPU8+ev3iZzryaqAVu1zdE1XAt19/WtUBYpiOq0pSW2PZ8odm6Jbb0veVof6sn/MB0nU3Z90TT1jqO2TYNTTLVyiyGjbhI3e/ozZAKC1HMvRuC4gIDKqlULA4atu5+DBu6a+3YmtzNTtemB4NUK5PjjDiyD4GagBySWHMzx2hgBy4MdGFDwIFkbEFDwK0OFQSPuSZC5nxGZrwvMECKtV3OEpyhMbvHY4dX9YR1eB3VDGK1wadY3H1WZpGnH/SNruiUvtNPuv1rrTCuEXnp86wPtcJrpT+/3rj5r8rmWWL3XvVPzxJtzMdeTfbuxUx0C2Oo7336crXxoZIPZ+iQfrH/A7qkE76B07s2vq6Lyj6iD1D/fO6HoDZbUEuF0nopV15KvmIcbzCFt/ze71HGCtZQ5XOPcIZzXCh5ZVWpKJvDVGUk0Uzit1Cad987njI=</latexit>

V

<latexit sha1_base64="oMRqIWjMBzr2tNRYUO1bSVparTI=">AAACo3ichVFNSxtBGH7c2mrTj6R6KfQSjJEeSnjXBKs9SNCL4EWjiUISwu46iYv7xe4kNF3yB/oHevCkWKT0Z3gRr9qDP6H0qODFg+9uFqSVtu8wM8888z7vPDOje5YZSKLLEeXR6OMnY+NPU8+ev3iZzryaqAVu1zdE1XAt19/WtUBYpiOq0pSW2PZ8odm6Jbb0veVof6sn/MB0nU3Z90TT1jqO2TYNTTLVyiyGjbhI3e/ozZAKC1HMvRuC4gIDKqlULA4atu5+DBu6a+3YmtzNTtemB4NUK5PjjDiyD4GagBySWHMzx2hgBy4MdGFDwIFkbEFDwK0OFQSPuSZC5nxGZrwvMECKtV3OEpyhMbvHY4dX9YR1eB3VDGK1wadY3H1WZpGnH/SNruiUvtNPuv1rrTCuEXnp86wPtcJrpT+/3rj5r8rmWWL3XvVPzxJtzMdeTfbuxUx0C2Oo7336crXxoZIPZ+iQfrH/A7qkE76B07s2vq6Lyj6iD1D/fO6HoDZbUEuF0nopV15KvmIcbzCFt/ze71HGCtZQ5XOPcIZzXCh5ZVWpKJvDVGUk0Uzit1Cad987njI=</latexit>

ln�(l)
c,x,t =

<latexit sha1_base64="c899Ya0tAzXvgWt90gLe1fx3PSM=">AAADM3ichZFNi9NAGMefZH1Z68vW9SJ4CZaVFUp5Js2miSAsevG4L3Z3saklmU67YdMkJGlxDfkCfgEPnhRExLOfwIsnbx4Wb+JFxNMKXjz4JA2IrS8TMvOfZ57ff56ZcULPjRPEI0leOHHy1OnFM5Wz585fWKpeXN6Jg3HERZsHXhDtOXYsPNcX7cRNPLEXRsIeOZ7YdQ5u5+u7ExHFbuDfTQ5D0R3ZQ98duNxOKNSrvrM8X0mtwqgTDZ1uig3T0FVNr2MDscVUlgu1pTW1zPLIuG9n99NV73rWS2c41NfMJlL6GrKWaRYGutFUs9RyBgrPsvrsTojIWLEBEXqOmqahMmNKPPgDQdamzupzIkuyTLmp9Kq1wpWaMi9YKWpQto2g+gIs6EMAHMYwAgE+JKQ9sCGmrwMMEEKKdSGlWETKLdYFZFAhdkxZgjJsih5QP6RZp4z6NM8944LmtItHf0SkAiv4Hl/iMb7FV/gZf/zVKy088loOaXSmrAh7S48ub3//LzWiMYH9X9Q/a05gAEZRq0u1h0UkPwWf8pOHj4+3b2ytpNfwGX6h+p/iEb6hE/iTb/z5pth6AhV6ADZ73fNiR20wraFtarX1W+VTLMIVuAqrdN8tWIc7sAFt4JIm3ZO41Jdfyx/kj/Knaaoslcwl+K3JX38CbPrI2w==</latexit>

U (l)

<latexit sha1_base64="/uArDbdo4Ur3svewGqSUFHuSEfw=">AAACanichVG7SgNBFD1ZXzE+EmOjpBGjok2YSECxCtpY5uEawRe76xiX7IvdSSCG/ICdlWAqBRHxM2z8AYt8gminYGPhzWZBVNQ7zMyZM/fcOTOjOobuCcbaIamnt69/IDwYGRoeGY3GxuKbnl11NS5rtmG7W6ricUO3uCx0YfAtx+WKqRq8pFbWOvulGnc93bY2RN3hu6ZStvRDXVMEUSV5rzFvLDT3Y0mWYn5M/QTpACQRRM6OXWMHB7ChoQoTHBYEYQMKPGrbSIPBIW4XDeJcQrq/z9FEhLRVyuKUoRBbobFMq+2AtWjdqen5ao1OMai7pJzCLHtgN+yF3bNb9sjef63V8Gt0vNRpVrta7uxHTyaKb/+qTJoFjj5Vf3oWOMSy71Un747PdG6hdfW147OX4kphtjHHLtkT+b9gbXZHN7Bqr9pVnhdaiNAHpL8/90+wuZhKZ1KZfCaZXQ2+IowEpjFP772ELNaRg+y7O8U5WqFnKS5NSoluqhQKNOP4EtLMB8B0jCs=</latexit>

Population at mesh l
[cd,x

(A,B,C)
d,t ]

<latexit sha1_base64="XN1UuxjslbVbE09WdXE6k4SAIW4=">AAADWnicjVHLbtNAFL2OebQp0PBYILEZERUVyYqu0zSJWfWxYdkHaSs5wbKdSWrVsS3biSjWLLptP6ALViAhhPgMNvwAi0r8AGJZEBsWXDuOELQFruWZO2fOOffOjBW4ThQjnkgF+dLlK1enposz167fmC3dvLUV+cPQ5i3bd/1wxzIj7joeb8VO7PKdIOTmwHL5trW3mu5vj3gYOb73JN4PeGdg9j2n59hmTJBR+pa0MxM97FudBCuYhXImEbpgf1Lri9pCylhEtaFpGbXeXKiKpG31mG10hfhfc+WsOaKqqhlDbdRTqqY1q2pzbP5MPE3mlxW2orDVh8JIukoszrM4v1pHGKXypASblGCTEkzNiWXIY80vvYE2dMEHG4YwAA4exJS7YEJEnw4qIASEdSAhLKTMyfY5CCiSdkgsTgyT0D0a+7TSc9SjdeoZZWqbqrj0h6RkMIcf8S2e4gd8h5/xx4VeSeaR9rJPszXW8sCYPby7+f2fqgHNMez+Uv215xh60Mx6daj3IEPSU9hj/ej58enmo4255AG+wi/U/0s8wfd0Am/01X69zjdeQJEeYHLL7OJkq1pRa5Xaeq28tJI/xRTcg/swT/fdgCV4DGvQAlvSpQPpUDoqfJIL8rQ8M6YWpFxzG34L+c5PDdDPqA==</latexit>

t

<latexit sha1_base64="VwtosRkJ1FwnSve8OFYvxH8w6zk=">AAACanichVHLSgMxFD0d3/VVdaO4KVbFVclIQXElunFZH7VCW8rMmGrovJhJCzr4A+5cCXalICJ+hht/wIWfILpTcOPCO9MBUVFvSHJycs/NSaK7pvAlYw8JpaOzq7unty/ZPzA4NJwaGd32nYZn8ILhmI63o2s+N4XNC1JIk++4Htcs3eRFvb4a7heb3POFY2/JA5dXLG3PFjVhaJKoYlDWa2l5VE1lWJZFkf4J1BhkEEfeSV2hjF04MNCABQ4bkrAJDT61ElQwuMRVEBDnERLRPscRkqRtUBanDI3YOo17tCrFrE3rsKYfqQ06xaTukTKNGXbPrtkLu2M37JG9/1oriGqEXg5o1tta7laHj8c33/5VWTRL7H+q/vQsUcNi5FWQdzdiwlsYbX3z8PRlc2ljJphlF+yJ/J+zB3ZLN7Cbr8blOt9oIUkfoH5/7p9gez6r5rK59VxmeSX+il5MYgpz9N4LWMYa8ihE7k5whlbiWRlVJpTJdqqSiDVj+BLK9AdRZoxz</latexit>

Independent 
Parameter V

<latexit sha1_base64="oMRqIWjMBzr2tNRYUO1bSVparTI=">AAACo3ichVFNSxtBGH7c2mrTj6R6KfQSjJEeSnjXBKs9SNCL4EWjiUISwu46iYv7xe4kNF3yB/oHevCkWKT0Z3gRr9qDP6H0qODFg+9uFqSVtu8wM8888z7vPDOje5YZSKLLEeXR6OMnY+NPU8+ev3iZzryaqAVu1zdE1XAt19/WtUBYpiOq0pSW2PZ8odm6Jbb0veVof6sn/MB0nU3Z90TT1jqO2TYNTTLVyiyGjbhI3e/ozZAKC1HMvRuC4gIDKqlULA4atu5+DBu6a+3YmtzNTtemB4NUK5PjjDiyD4GagBySWHMzx2hgBy4MdGFDwIFkbEFDwK0OFQSPuSZC5nxGZrwvMECKtV3OEpyhMbvHY4dX9YR1eB3VDGK1wadY3H1WZpGnH/SNruiUvtNPuv1rrTCuEXnp86wPtcJrpT+/3rj5r8rmWWL3XvVPzxJtzMdeTfbuxUx0C2Oo7336crXxoZIPZ+iQfrH/A7qkE76B07s2vq6Lyj6iD1D/fO6HoDZbUEuF0nopV15KvmIcbzCFt/ze71HGCtZQ5XOPcIZzXCh5ZVWpKJvDVGUk0Uzit1Cad987njI=</latexit>

ln⇡(C)
x,t =

<latexit sha1_base64="6p1MGIAxABnBO7ffvMdOxkDMTXE=">AAAC03ichVHPSxtBFH5Zrdq0atRLwcvSYFEI4Y0GTQqC1EuP/mhUyMawu07i4GZ32Z0E7bAX8VTouQdPCqUU/wwv/QPag39C6dFCofTQt5sF0aC+YWa++eZ9b76ZsXxHhBLxKqMNDD4ZGh55mn32fHRsPDcxuRV6ncDmVdtzvGDHMkPuCJdXpZAO3/EDbrYth29bB6vx/naXB6Hw3HfyyOf1ttlyRVPYpiSqkXMNx9UNX+yq2dW5qKGUkdSsBS2rrrCIiIyxQgzY0iISqFTK86wcKcNq6odRVNDvKEqVMi5UCn0gklGkLzdy+aQohd4PWArykMaal/sCBuyBBzZ0oA0cXJCEHTAhpFYDBgg+cXVQxAWERLLPIYIsaTuUxSnDJPaAxhatainr0jquGSZqm05xqAek1GEGf+BXvMZveIE/8d+9tVRSI/ZyRLPV03K/Mf7hxeafR1VtmiXs36ge9CyhCeXEqyDvfsLEt7B7+u77T9ebrzdm1Cs8x1/k/wyv8JJu4HZ/25/X+cYpZOkD2N3n7gdb80VWKpbWS/mVN+lXjMA0vIRZeu8lWIG3sAZVOvc7/M0MZAa1qqa0Y+2kl6plUs0U3Art43+1J6uT</latexit>

U (C)

<latexit sha1_base64="nB5D8Rwq9F8iKnuqy2n1/yMxHJ8=">AAACanichVHLSsNAFD2Nr1pftW4UN2JV6qZMpKC4Knbjsq22FXyRxGkNpklIpoUa+gPuXAl2pSAifoYbf8CFnyC6q+DGhbdpQFTUO8zMmTP33Dkzo9qG7grGHkNST29f/0B4MDI0PDI6Fh2PFV2r5mi8oFmG5WypissN3eQFoQuDb9kOV6qqwUvqUaazX6pzx9Utc1M0bL5bVSqmXtY1RRBVKux5icxicz8aZ0nmx8xPIAcgjiCyVvQaOziABQ01VMFhQhA2oMCltg0ZDDZxu/CIcwjp/j5HExHS1iiLU4ZC7BGNFVptB6xJ605N11drdIpB3SHlDObZA7thbXbPbtkTe/+1lufX6Hhp0Kx2tdzeHzuZ3Hj7V1WlWeDwU/WnZ4EyVnyvOnm3faZzC62rrx+ftTdW8/PeArtkz+T/gj2yO7qBWX/VrnI830KEPkD+/tw/QXEpKaeSqVwqnl4LviKMacwiQe+9jDTWkUXBd3eKc7RCL1JMmpKmu6lSKNBM4EtIcx9uIowC</latexit>

t

<latexit sha1_base64="VwtosRkJ1FwnSve8OFYvxH8w6zk=">AAACanichVHLSgMxFD0d3/VVdaO4KVbFVclIQXElunFZH7VCW8rMmGrovJhJCzr4A+5cCXalICJ+hht/wIWfILpTcOPCO9MBUVFvSHJycs/NSaK7pvAlYw8JpaOzq7unty/ZPzA4NJwaGd32nYZn8ILhmI63o2s+N4XNC1JIk++4Htcs3eRFvb4a7heb3POFY2/JA5dXLG3PFjVhaJKoYlDWa2l5VE1lWJZFkf4J1BhkEEfeSV2hjF04MNCABQ4bkrAJDT61ElQwuMRVEBDnERLRPscRkqRtUBanDI3YOo17tCrFrE3rsKYfqQ06xaTukTKNGXbPrtkLu2M37JG9/1oriGqEXg5o1tta7laHj8c33/5VWTRL7H+q/vQsUcNi5FWQdzdiwlsYbX3z8PRlc2ljJphlF+yJ/J+zB3ZLN7Cbr8blOt9oIUkfoH5/7p9gez6r5rK59VxmeSX+il5MYgpz9N4LWMYa8ihE7k5whlbiWRlVJpTJdqqSiDVj+BLK9AdRZoxz</latexit>

x(C)
d,t

<latexit sha1_base64="ytD7/PX41Xnlj4pWSZXIgMF8L08=">AAACoXichZHPTttAEMa/uPxraElaLpW4WI2oqISicRRBqDigcoFbCASQkhDZZhMsHNuyN1Gp5RfoC/TQU5EqhHgMLrm2Ug88QtUjSFw4MHYSoR4oY3l39pv5zc7uGp5tBZLoKqU8GxufmJx6np5+8XImk331ejdwu74pqqZru/6+oQfCthxRlZa0xb7nC71j2GLPOF6P43s94QeW6+zIE080OnrbsVqWqUuWmtnVsJ4UqfltoxFSnog0TVuMHW15idhZWSkVtFIU1o2W+ik6CBfW30fN8HBRRlEzmxsR6ohQR4SqxSG2HIZWdrNnqOMQLkx00YGAA8m+DR0BfzVoIHisNRCy5rNnJXGBCGlmu5wlOENn9ZjHNq9qQ9XhdVwzSGiTd7H595lUMU+/6ZyuqU8X9IfuHq0VJjXiXk54Ngas8JqZL2+2b5+kOjxLHD1Q/+1ZooVS0qvFvXuJEp/CHPC9z1+vtz9U5sN3dEp/uf/vdEWXfAKnd2P+2BKVb0jzA4xuWX3c2S3ktWK+uFXMrX0cPsUU5vAWC3zfy1jDBsqo8r6n6OMnfik5ZVMpK5VBqpIaMrP4x5TaPVSsnZw=</latexit>

図 1 提案手法 GCPRにおける施設と周辺駅の幾何的関係を考慮し

たモデリングの概略図．

3.2 パラメータ共有双線型ポアソン回帰による

駅利用パタンとメッシュ固有動態の考慮

前述の通り，対象とするエリアには周辺の最寄駅利用パ

タンから補完可能な動態と，エリア固有の動態が存在する

と仮定する．周辺の各駅 si の乗換検索量のうち，当日に

検索された数 x
(si)
d,t|d を，それぞれの駅のスケジュール情報

X
(s)
d,t から予測するモデルをM(si) とする．各駅 si に対す

る予測モデルM(si)を双線型ポアソン回帰に基づき，式 5，

6のように定式化する．

x
(si)
d,t ∼ Pois(·|π(si)

x,t ), (5)

lnπ
(si)
x,t = [1,x

(si)⊤
d,t ]Y (si)t, (6)

ここで，Y (si) ∈ Rpw はパラメータ行列である．また，

x
(si)
d,t は各駅 siごとのスケジュール特徴量ベクトルであり，

x
(si)
d,t = {ξ x|x ∈ X

(si)
d,t }である．tは前述の時間特徴量で

ある．

都市部地域全体におけるモデル化において，BPReg-

with-SIの学習パラメータ Y (l) の一部を，スケジュール情

報を用いた各駅 siの乗換検索量の予測モデルのパラメータ

Y (si) と共有する．学習パラメータの一部を共有するため

に，BPReg-with-SIとM(si)の各モデルのパラメータを行

列分解し，式 7，8のように記述し直す．

Y (l) = U (l)V ⊤, (7)

Y (si) = U (si)V ⊤, (8)

ここで，U (l) ∈ R(Nspw+C)×K，U (si) ∈ R(pw+1)×K は対象

とするメッシュ l，駅 si に固有のパラメータ行列であり，

V ∈ RT×K はモデル間で共有するパラメータ行列である．

これらのパラメータを用いて，ポアソン回帰モデルのパラ

メータ λ
(l)
c,x,t，π

(si)
x,t は，式 9，10のように表される．

lnλ
(l)
c,x,t = [cd,x

(SL)
d,t ]⊤U (l)V ⊤t, (9)

lnπ
(si)
x,t = [1,x

(si)
d,t ]⊤U (si)V ⊤t. (10)

3.3 幾何的関係考慮のための重み付き最適化

パラメータ共有によるモデル化により，各メッシュにお

いて周辺駅からの割戻による動態要素を考慮することが可

能になる．しかし，地域 L内の異なるイベント会場を含ん

だメッシュを考えた場合，このモデル化では不十分である．

何故ならば，単純なパラメータの共有のみによる学習は，

周辺駅からの割戻がメッシュの違いに寄らず一定であるこ

とを仮定するからである．そこで我々は，イベント会場の

違いによって周辺の最寄駅の利用パタンが異なることを考

慮するために，幾何的関係に基づいた重みを考慮した最適

化を導入する．

メッシュ l ∈ Lと，地域 Lに含まれる鉄道駅 s ∈ SL を

考える．幾何的関係として我々は，1)メッシュと駅の距離,

2)動態の類似度を考える．メッシュ lと駅 s間の重み αl,s

を，以下のように与える．

αl,s = sdistA
dist
l,s + ssimA

sim
l,s , (11)

ここで，Adist
l,s はメッシュと駅の距離を考慮して与える重み

であり，Adist
l,s = exp(−ηdistdist(l, s))で与える．このとき，

ηdist > 0であり，dist(·, ·)は，メッシュ lと，駅 sを含むメッ

シュとのマンハッタン距離を表す．また，Asim
l,s は動態の類

似度を考慮して与える重みであり，Asim
l,s = (1+corr(l, s))/2

で与える．ここで corr(l, s)は，メッシュ l で観測される

都市動態 yld,t と，駅 s を目的地として到着日当日に検索

される検索クエリ数 x
(s)
d,t|d の相関係数である．定義より，

0 < Adist
l,s ≤ 1，0 ≤ Asim

l,s ≤ 1 である．また，sdist > 0，

ssim > 0は，2種類の重みのスケールに関する定数である．

3.4 パラメータの学習

前章までで定義されるパラメータ共有と幾何的関係を考

慮した重みを用いて，モデルのパラメータの学習を行う．

対数尤度に基づいた目的関数L(l)(U (l),U (s1:sN ),V )は，以

下で定義される．

lnL(l)(U (l),U (s1:sN ),V )

=−
∑
d

∑
t

ln Pois(y
(l)
d,t|λ

(l)
c,x,t;U

(l),V )

−
N∑
i=1

∑
d

∑
t

αl,si ln Pois(x
(l)
d,t|d|π

(si)
x,t ;U

(si),V ).

(12)

正則化として，L2正則化を用いる．最終的に，学習パラ

メータは，以下の最適化問題を解くことにより得られる．

argminU (l)
,U (s1:sN )

,V − lnL(l)(U (l),U (s1:sN ),V )

+ Ω(U (l),U (s1:sN ),V ), (13)
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ここで，Ω(U (l),U (s1:sN ),V ) = γ(||U (l)||2Fro + ||V ||2Fro +∑
s ||U

(s)||2Fro)であり，γ > 0である．|| · ||2Fro は，行列の
フロベニウスノルムである．

ここで導入される最適化は双凸ではないが，固定した

V の元での U (l),U (s1:sN ) の最適化，および，固定した

U (l),U (s1:sN ) のもとでの V の最適化は凸である．従って

学習は，非負行列分解 (NMF)の中でよく用いられる，交

互最小二乗法 [3]と同様の方法で行うことができる．また，

最適化は準ニュートン法 [11]を用いる．

4. 性能評価実験

本研究の目的である高性能な都市動態予報の問題におけ

る提案手法の性能を評価するために，実際の GPS位置履

歴データ，乗り換え案内アプリの検索履歴を用いて比較実

験を行なった．

4.1 実験データ

本実験で用いる GPS位置履歴は，Yahoo! JAPANから

提供されている防災速報アプリ *1によって，ユーザの同意

のもとで取得された，位置履歴情報である．データはユー

ザ情報を取り除くことで匿名化し，さらに統計情報化した

ものであるため，個人を特定できるデータではない．デー

タはタイムスタンプと緯度経度の情報を持ち，日本全国の

ユーザから取得されている．データ数は東京圏のみで 1日

に約 1500万件にも及ぶ．データは基本的に移動している

状態の端末や基地局が切り替わった端末から取得されるた

め，人々の動きを表したデータと言える．利用するデータ

の期間は，COVID-19による動態の変化を考慮し，2019年

10月 1日から 2020年 1月 31日までの 4ヶ月間とした．

また，本実験で用いる乗換検索履歴は，同じく Yahoo!

JAPANから提供されている乗り換え案内アプリ *2の検索

履歴データである．位置履歴と同様，データは完全に匿名

化されており，検索時のタイムスタンプとスケジュール

されたタイムスタンプ，目的地駅の情報を含む．利用する

データの期間は位置履歴と同様である．図に示すメッシュ

から構成される地域に含まれている駅は表に示されている

通りであり，各駅での検索クエリ数を位置履歴と同様の 60

分間隔でカウントし，訓練データとする．

解析対象とした地域は，複数の鉄道駅周辺に複数のイベ

ント会場が存在する地域を選び，図 2に示す日産スタジア

ムの周辺を解析対象とした．この地域には，2019年にラグ

ビーW杯が行われた日産スタジアムのほか，アーティス

トによる音楽ライブが行われる横浜アリーナを含み，また

周辺駅として新横浜駅，小机駅，北新横浜駅を含む．この

3.3 × 1.2km 四方の領域内に落とされた位置履歴情報を，

各メッシュ 60分間隔でカウントし，都市動態の訓練・評

*1 http://emg.yahoo.co.jp/
*2 https://transit.yahoo.co.jp/smartphone/app/

図 2 日産スタジアム周辺の解析対象地域．

価データとする．また，この地域に含まれている各駅での

検索クエリ数を位置履歴と同様の 60分間隔でカウントし，

訓練データとする．

4.2 モデルの設定

4.2.1 回帰モデルで使用する特徴量

本実験では，回帰モデルには次のような特徴量を与える．

時間特徴量 tとスケジュール特徴量 x
(s)
d,t は， 2.2章に示す

ものを使用する．コンテキスト特徴量 cd としては，平日

か否かを表す 2次元の 1-of-K表現特徴量 cd1 ∈ R2，天気

（晴れ，曇り，雨，その他）を表す 4次元の 1-of-K表現特

徴量 cd2 ∈ R4 を用い，cd = cd1 ⊗ cd2 とする．

4.2.2 ハイパーパラメータの設定

提案手法に与えるハイパーパラメータには，重み αl,s

を決定するための定数 sdist，ssim，ηdist であり，それぞれ

経験的に sdist = 1.8，ssim = 1.0，ηdist = 0.1とした．ま

た，スケジュール情報をベクトル化する際に用いる定数

ξ は ξ = 0.05，正則化の強さを制御するパラメータ γ は，

γ = 0.01を採用した．

4.3 実験設定と比較手法

本実験では，まず実験 1 にて，提案手法の通常時・異

常混雑時を問わない活動人口の予測性能を評価するため

に，実験期間内の全メッシュにおける提案手法の活動人口

予測の性能を，既存の活動人口予測手法である双線型ポ

アソン回帰（BPReg） [9]，異常混雑予測の既存手法であ

る Supervised-CityProphet（SCP） [2]，本研究の前提手

法としたスケジュール情報を用いた双線型ポアソン回帰

（BPReg-with-SI），αs,l = 1.0に固定したパラメータ共

有双線型ポアソン回帰（GCPR(α = 1)）と比較する．実

験 2では，「都市のいかなる場所」で異常混雑発生時にお

ける活動人口の予測性能の評価のために，イベントにより

異常混雑が起こった日時・その場所における活動人口予測

の性能を，SCP，BPReg-with-SI，GCPR(α = 1)と比較

する．

BPReg [9]，BPReg-with-SIは，2章で述べたものを用い
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る．GCPR(α = 1)は，重み αs,l を全てのメッシュで 1に

固定し，幾何的関係の考慮を用いないパラメータ共有双線

型ポアソン回帰である．

実験 2 における評価では，イベントによる異常混雑発

生のラベルの真値を定量的に定義するために，Shimosaka

ら [9]が提案している異常混雑検知の規範に基づいて，異

常混雑のラベルを与える．具体的には，メッシュ lにて定

常的に観測される活動人口を双線型ポアソン回帰に基づく

予測値 λ̂
(l),BP
d,t で定義し，実際の活動人口 y

(l)
d,t に基づいて

異常度を以下で定義する．

ν
(l)
d,t =

y
(l)
d,t − λ̂

(l),BP
d,t

λ̂
(l)
d,t

. (14)

この異常度に対して，異常混雑かどうかを決める閾値 ν̄ を

事前に与え，ν
(l)
d,t ≥ ν̄ となる日時 d, tとメッシュ lを異常

混雑の発生した日時・場所とする．本実験では，閾値は

ν̄ = 10, 15, 20に設定する．評価の際は，この規範により検

知された異常を 1週間前から予測可能かということについ

て評価する．

また，Supervised-CityProphet（SCP） [2] は，都市動

態の異常度 ν
(l)
d,t を定常的な活動人口 ỹ

(l)
d,t と現在の観測 y

(l)
d,t

に基づいて，ν
(l)
d,t = (y

(l)
d,t − ỹ

(l)
d,t)/ỹ

(l)
d,t で与え，この異常度

をモデル化するものである．具体的には，異常度 ν
(l)
d,t を，

乗換検索履歴を元にして 1 週間前の段階から観測されて

いるスケジュール特徴量から回帰させる．異常度予測の

ためのスケジュール特徴量 ζ
(Sl)
d,t|t′ は，メッシュ lの周辺駅

の集合を Sl とし，乗換検索履歴に基づくスケジュール情

報X
(Sl)
d,t と，周辺駅の定常的な乗換検索量 x̃

(Sl)
d,t を用いて，

ζ
(SL)
d,t|t′ = (x

(SL)
d,t|t′ − x̃

(SL)
d,t )/x̃

(SL)
d,t と定義される．この時，異

常度は以下の回帰により予測される．

ν̂
(l)
d,t =

pd+pw∑
i=pd

q∑
j=−q

wi,jζ
(SL)
d,t−j|d−i + wc, (15)

この時wi,j , wc ∈ Rは学習パラメータである．本実験では，
Sl には提案手法と同じ駅集合である，新横浜駅，小机駅，

北新横浜駅を用いる．予測された異常度 ν̂
(l)
d,t と定常的な活

動人口 ỹ
(l)
d,t を用いて，最終的な活動人口の予測値 ŷ

(l),Ano
d,t

は，ŷ
(l),Ano
d,t = (1 + ν̂

(l)
d,t)ỹ

(l)
d,t で与える．

4.4 評価指標

評価指標には，MAE, MAPEを用いる．活動人口の真

値を y
(l)
d,t，その予測値を ŷ

(l)
d,tとして，MAE, MAPEは以下

の式で定義される．

MAE =

D∑
d=1

T∑
t=1

|y(l)d,t − ŷ
(l)
d,t|

DT
, (16)

MAPE =

D∑
d=1

∣∣∣∣∣argmax
t∈[1,T ]

(y
(l)
d,t)− argmax

t∈[1,T ]

(ŷ
(l)
d,t)

∣∣∣∣∣
D

. (17)

4.5 実験結果

実験 1. 活動人口の予測性能の評価実験
表 1 活動人口の予測性能の評価

Evaluation Metric

model MAE MAPE

BPReg 8.86± 3.30 156.94± 10.36

BPReg-with-SI 8.27± 2.05 161.88± 14.30

SCP 9.95± 2.34 158.62± 12.10

GCPR(α = 1) 8.19± 2.03 164.02± 16.93

GCPR(proposed) 8.18± 2.03 163.97± 15.42

ここでは，提案手法の通常時・異常混雑時を問わない活

動人口の予測性能を評価するために，実験期間内の全メッ

シュにおける提案手法の活動人口予測の性能を，既存の活

動人口予測手法との比較により評価する．異常混雑は一般

的に発生が稀であるため，この性能評価は主に定常的な

活動人口の予測において行われていることに留意された

い．ここでは提案手法が，既存の state-of-the-art な予測

手法である双線型ポアソン回帰や，ベースラインである

BPReg-with-SIと比較して，MAE，MAPEにおいて同程

度の予測性能を担保できていることを確認する．

表 1に実験結果を示す．まずMAEについて，提案手法で

ある GCPRがもっとも良い性能を達成し，GCPR(α = 1)

がそれに追随する予測精度を達成している．また MAPE

の予測に関しても，GCPRが既存の予測手法と同程度の予

測性能が得られている．

実験 2. 異常混雑発生時における活動人口の予測性能の評

価実験

ここでは，「都市のいかなる場所」における異常混雑発

生時の活動人口の予測性能の評価のために，異常混雑を定

量的に観測できた日時・場所における活動人口予測の性能

を，既存の予測手法との比較により評価する．

表 2 に，実験結果を示す．まず異常度に関する閾値 ν̄

が大きくなるにつれて，いずれの予測手法でもMAEが大

きくなることがわかる．これにより，異常混雑の事前の

予知というタスクが極めて難しいことがわかる．このよ

うな困難の中でも，提案手法である GCPR(Proposed)が，

ベースラインである BPReg-with-SIや既存研究における

state-of-the-artな手法である SCP，またGCPR(α = 1)と

比較して，高い予測性能を達成している．

4.6 異常混雑予測に関する定性的評価

ここでは，イベントが開催され異常混雑が起こった日時
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表 2 異常混雑発生時における活動人口の予測性能の評価
Evaluation on MAE

model ν̄ = 10.0 ν̄ = 15.0 ν̄ = 20.0

BPReg-with-SI 10.86± 9.80 21.54± 11.66 23.25± 13.38

SCP 19.71± 16.84 35.59± 17.26 37.23± 18.90

GCPR(α = 1) 10.47± 9.19 20.66± 10.41 21.40± 11.15

GCPR(proposed) 10.42± 9.24 20.50± 10.63 21.38± 11.51

におけるメッシュ全体での異常混雑の検知結果と，それを

1週間前から予測した結果とを可視化して比較することに

より，提案手法が「都市のいかなる地域」にて異常混雑を

予測可能であることを定性的に確認する．ここでは，4.3

章にも示した Shimosaka [9]らの提案する異常検知規範と

異常度の定義を用いて，メッシュ状に異常度を可視化する

ことにより評価を行う．

2019年 11月 2日，日産スタジアムにてラグビーW杯

2019 *3決勝が開催された．試合会場の開場時刻は午後 3

時，試合開始時刻は午後 6時である．当日は約 7万人 *4の

観客を動員して試合が行われた．図 3には，同日の午後 4

時における異常混雑予測の比較を示す．図 3(中)からわか

るように，日産スタジアム周辺で，異常度 15を超える異常

混雑が観測されていることがわかる．これに対し，図 3(右)

からわかるように，提案手法は異常混雑の発生を，駅周辺

だけでなく，スタジアム周辺においても予測できているこ

とがわかる．

また，2019年 11月 6日，7日に横浜アリーナにて，アー

ティスト（ONE OK ROCK)のライブ公演が行われた．こ

のライブ公園は全国ツアーの形で行われ，総動員数はのべ

30万人 *5となった．会場の収容可能人数は 1万 7千人で

あり，会場の開場時刻は午後 6時，ライブ公演の開演は午

後 7時である．図 4には，同日の午後 6時における異常混

雑予測の比較を示す．図 4(中)からわかるように，会場で

ある横浜アリーナの北側で，異常混雑が観測されているこ

とがわかる．会場において観客は携帯端末の電源を切る必

要があるため，一部のメッシュでは異常混雑が観測されて

いないことに注意されたい．これに対し，図 4(右)からわ

かるように，提案手法は横浜アリーナ周辺での異常混雑の

発生をライブの 1週間前の段階から捉えられていることが

わかる．

5. 議論

本章では，実験により得られた定量的・定性的評価を元

に，本研究の目的である高精度な都市動態予測に関して，

提案手法 GCPRについて議論する．実験 1により得られ

た結果から，提案手法が期間内の全メッシュでの，主に定

*3 https://www.rugbyworldcup.com/
*4 https://www.rugbyworldcup.com/news/538422
*5 https://news.yahoo.co.jp/articles/

adda1f03002fefc3aedcf906d51612193dbd85e1

常的な活動人口の予測タスクにおいて，既存手法に引け劣

らない安定した性能を達成できていることがわかる．ま

た，実験 2により得られた結果から，「都市のいかなる場

所」における異常混雑の 1週間前からの予測タスクにおい

ても，提案手法が既存手法と比較して高い予測精度を提供

していることが確認できる．さらに，日産スタジアムと横

浜アリーナでの，異なる 2 つの会場でのイベントにおけ

る可視化結果より，提案手法がイベント会場の違いを考慮

したモデリングが可能であることが示唆される．したがっ

て，本研究の目的である高精度な都市動態予測に関して，

提案手法 GCPRの学習パラメータ共有と幾何的関係を考

慮した重み付き最適化が効果的であることが伺える．

6. 結論

本研究では，都市部のいかなる場所における定常および

異常な都市動態に焦点を当て，この動態の１週間前からの

早期予測を可能にする高性能な都市動態予測のために，パ

ラメータ共有と重み付き最適化に基づくマルチタスク双線

型ポアソン回帰モデル GCPRを提案した．一般に，未来

の都市動態，特に異常混雑の早期の予知は困難なタスクで

あり，既存手法では予測可能な異常を時間的（e.g. 1時間

後の予測）あるいは空間的（e.g. 駅周辺のみ）に制限して

予測を可能にしていた．

本研究では，この制限を取り払い，1週間後の都市部の

いかなる場所における予測のために，イベント会場と駅の

幾何的関係を考慮するための新しいモデリング手法を提案

した．実際の GPS位置履歴と乗り換え案内アプリの検索

履歴を用いて性能比較実験を行い，異常混雑時における予

測において既存の予測手法である SCPと比較して MAE

で 15.85の改善が見られた．また期間・地域全体における

評価でも，提案手法が高精度かつ安定した予測を提供可能

であることを示した．

将来課題として，より広範囲な都市圏地域での予測のた

めの，提案手法の拡張が考えられる．より広範囲な地域に

おける予測は，応用状大変重要である．しかし，都市地域

は鉄道網が入り組んでおり，考慮すべき幾何的関係がより

複雑になると考えられる．したがって，この課題を解決す

る手法が求められる．
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Detected result in a real-time Predicted result 1 week in advanceNissan Stadium (event site)

図 3 2019 年 11 月 2 日の日産スタジアムにおけるラグビーW 杯決勝時の，午後 4 時の混雑

具合の予測結果の可視化．(左) イベント会場の場所．(中) 当日観測された異常度．(右)

１週間前に予測した異常度．

Yokohama Arena (event site) Detected result in a real-time Predicted result 1 week in advance

図 4 2019年 11月 7日の横浜アリーナにおけるアーティストのライブ公演時の，午後 6時に

おける混雑具合の予測結果の可視化．(左) イベント会場の場所．(中) 当日観測された異

常度．(右) １週間前に予測した異常度．
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