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複数ドメインからの転移を想定した回帰手法と
タクシーの需要予測

―Multi Source Two-stage TrAdaBoost.R2の提案―
柴田　頼仁，岩本　大輝，小森　晴菜，多賀　友哉，鈴木　秀男

1. はじめに

近年，カーシェアサービスなどの普及に伴い移動手
段が多様化し，移動手段間でのユーザー獲得競争は激
化しつつある．タクシー業界では的確な需要予測に基
づいた効率的なタクシー配置がユーザー獲得のための
鍵となると考えられている [1]．また，配車支援サービ
ス [2] や需要予測サービス [3] などの実社会ですでに
導入されている需要予測サービスもいくつか存在して
おり，需要予測のニーズの高さがうかがえる．
学術界に目を向けると，Yao et al. [4]の研究で，深

層学習をベースにした精度の高いタクシー需要予測モ
デルが提案されている．しかし，この論文では，祝日
や雨天時などといったデータが少なく，需要パターン
が規則的でない特殊な条件下での需要予測が困難であ
ることが課題として言及されている．
そこで本研究では，特殊な条件下での需要予測に焦

点を当て，転移学習を用いた回帰アルゴリズムを提案
する．特殊な条件下での需要予測は，学習データとテ
ストデータの性質が異なるため，通常の機械学習的ア
プローチをとることができない．そのため，学習デー
タとテストデータの性質が完全に一致することを仮定
しない転移学習的アプローチを採用する．本研究では
AdaBoost.R2 [5]を転移学習に応用した回帰手法であ
る Two-stage TrAdaBoost.R2 [6] をベースに，複数
ドメインからの転移を可能にしたMulti Source Two-
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stage TrAdaBoost.R2 を提案する．この提案手法は，
転移元であるソースドメインが複数個存在するケース
を想定しており，すべてのソースドメインを区別せず
に扱う先行研究 [6]の手法に比べ，より柔軟な転移を
可能にしている．
本研究では，経営科学系研究部会連合協議会主催，令

和元年度データ解析コンペティションで提供されたタ
クシーのプローブデータを使用し，元日の明治神宮・浅
草寺周辺のタクシー需要予測を行った．元日は公共交
通機関が終日運行していること，神社などに多くの初
詣客が参拝しに来ることから，上記の地域では通常時
とは異なる性質をもったタクシー需要が発生すること
が見込まれる．2016年 12月と 2017年元日，2017年
12月のデータを使用し，2018 年元日の 1時間ごとの
タクシー需要量を予測したところ，提案手法は先行研
究の手法や転移学習を使わない手法を上回る予測精度
を得ることができた．

2. 先行研究

1 節で述べたように，タクシーの需要予測は大規模
なデータを活用して高精度な予測を実現している．一
方，Yao et al. [4]や Horne and Manzenreiter [7]で
言及されているように祝日や雨天時，大規模イベント
開催時などのデータが少なく，特殊な条件下での需要
予測は精度が低下してしまうという課題がある．
転移学習に関する研究は多岐にわたっているが，本

研究で提案する手法はドメイン適応と呼ばれる分野に
位置づけられる．ドメイン適応とは，予測対象である
ターゲットドメインとは異なる分布であるソースドメ
インの情報を活用して，モデルの予測性能を向上させる
ことを目的とする分野である [8]．さらにドメイン適応
の中でも想定する状況は多岐に及んでいる．本手法は，
少量のターゲットドメインデータと大量のソースドメ
インデータが訓練データに存在している状況を想定し
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た教師あり転移学習手法である．この状況を想定した
手法の一つに TrAdaBoost がある [9]. TrAdaBoost

は AdaBoostを転移学習のために改良した分類手法で
ある．また，似た手法として，AdaBoost.R2 [5]（アル
ゴリズムは付録参照）を転移学習のために改良した回
帰手法である Two-stage TrAdaBoost.R2がある [6].

Two-stage TrAdaBoost.R2 のモデル推定法をアルゴ
リズム 1に示す．Two-stage TrAdaBoost.R2がAda-

Boost.R2と異なる点は次のとおりである．
• モデルの構造が 2段階になっており，ソースドメ
インとターゲットドメインの重みの比率を変動さ
せた AdaBoost.R2の学習器を複数個作成する

• AdaBoost.R2の学習時，ソースドメインの重みは
変化しない

• 予測時は，クロスバリデーションによって求めた
ターゲットドメインの予測誤差が最も小さくなっ
た AdaBoost.R2 の学習器を用いて予測値を算出
する

モデルの構造が 2段階になっているのはTrAdaBoost

にもない Two-stage TrAdaBoost.R2独自のものであ
る．これは，AdaBoost.R2や TrAdaBoostのように
ターゲットドメインと同時にソースドメインの重みを
更新すると，ソースドメインの重みが小さくなりすぎ
てうまく学習できないという課題を解決するための工
夫である．
このような工夫により，Two-stage TrAdaBoost.R2

は教師あり転移学習における回帰問題に対応した手法
として提案された．しかし，この手法は一つのソースド
メインからの転移のみを仮定しており，複数のソースド
メインがあった場合にソースドメインごとに転移する
ことができず，すべてのソースドメインを同等のものと
して扱ってしまうという問題がある．これにより，ター
ゲットドメインの予測に関係のないソースドメインが
混入していると，ターゲットドメインの予測精度が低下
する負の転移という現象が発生してしまう．この問題
は分類問題に対応したTrAdaBoostでも同様に発生す
るが，TrAdaBoostの後発の研究で複数ソースからの転
移を可能にした手法であるMultiSourceTrAdaBoost

の提案によって解消されている [10]. MultiSource-

TrAdaBoostは弱学習器を生成する際にすべてのソー
スドメインのデータを一度に使うのではなく，一つず
つソースドメインを選択し，選択したソースドメイン
とターゲットドメインのデータを用いて弱学習器を生
成する．ソースドメインごとに生成された弱学習器の
中で，ターゲットドメインの予測誤差が最小となった

アルゴリズム 1 Two-stage TrAdaBoost.R2

Input: データセット Tsource（データ数 n ），Ttarget（デー
タ数 m）を結合した T（入力 x，ラベル y），ステップ数
S，ブースティング回数N，クロスバリデーションの数F，
弱学習器 Learner，重みの初期値 w1(w1

i = 1/(n + m)
1≤ i ≤ n+m))
For t = 1, . . . , S :

1. T , wt, N , Learner を入力とした AdaBoost.R2′
モデルである modelt を学習．AdaBoost.R2′ モデ
ルは最初の n サンプルの重みを固定したまま学習を
進める AdaBoost.R2 モデル（AdaBoost.R2 のア
ルゴリズムについては付録を参照されたい）．F -fold
クロスバリデーションで Ttarget に対する予測誤差
errort を取得する．

2. t 時点の Learner と重み wt を取得し予測値 ht を
得る．

3. 重み調整済み誤差 eti をすべての入力に対して計算．

eti = |yi − ht(xi)|/max
j

|yj − ht(xj)|
4. 重みを更新

wt+1
i =

{
wt

iβ
eti
t /Zt, 1 ≤ i ≤ n

wt
i/Zt, n+ 1 ≤ i ≤ n+m

Zt は正規化のための定数，βt は Ttarget の重みの
総和が m

(n+m)
+ t

(S−1)

(
1− m

(n+m)

)
に十分近づく

よう二分探索．
Output: modelt where t = argmint errort

ものをそのステップでの弱学習器として採用する．こ
のとき，弱学習器の学習に使用したターゲットドメイ
ンのデータを用いて予測誤差を計算するのは不適切で
あるため，実際には，クロスバリデーションを用いて
ソースドメインごとに弱学習器を生成して予測誤差を
比較する．その後，採用されたソースドメインのデー
タとすべてのターゲットドメインのデータを用いて生
成した弱学習器を，そのステップでの弱学習器として採
用している．また，各学習ステップで採用されるソー
スドメインは一つだけとなる．

3. 提案手法

本研究では，ドメイン適応における，複数ソースド
メインからの転移を想定した教師あり転移学習の回帰
問題を解く手法である，Multi Source Two-stage Tr-

AdaBoost.R2を提案する．
提案手法は，Two-stage TrAdaBoost.R2 を複数ド

メインからの転移を可能にできるように改良した手法
である．提案手法のモデル推定法をアルゴリズム 2に
示す．提案手法が，Two-stage TrAdaBoost.R2 と異
なる点は次のとおりである．

• 弱学習器生成時，すべてのソースドメインを一度
に使用せず，ドメインごとに分けて使用する
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アルゴリズム 2

Multi Source Two-stage TrAdaBoost.R2

Input: ソースドメインの数 K（合計データ数 n）に対応
するラベル付きのデータセット T k

source(k = 1, . . . ,K),
Ttarget（データ数 m），重みの初期値 w1

source, w
k1
target

（すべて 1/(n+m)），ステップ数 S，ブースティング回数
N，クロスバリデーションの数 F，弱学習器 Learner,
For t = 1, . . . , S :

1. T k
source, Ttarget, wkt

source, w
t
target, N , L を入力

として modelt を学習．このとき，各ブースティン
グステップ j で取得する Learnerjt , errorjt (j =
1, . . . , N) は以下のように導出する．
（ア）Ttarget, wt

target を入力として F -foldクロス
バリデーションを用いて，Ttarget に対する予
測誤差 error0 を得る．

（イ）For k = 1, . . . ,K :
T k
source, w

kt
source, Ttarget, wt

target を入力
として F -foldクロスバリデーションを用いて，
Ttarget に対する予測誤差 errork を得る．

（ウ）errork < error0 となった T k
source, Ttarget

とそれに対応する重みを用いて弱学習器
Learnerjt を学習．同様に F -foldクロスバリ
デーションを用いて Ttarget に対する予測誤差
errorjt を得る．

2. errort を求める　 errort =
1
N

∑
j error

j
t

3. t 時点での Learner と重み wt を取得し予測値 ht

を得る．
4. 重み調整済み誤差 eti をすべての入力に対して計算．
5. 重みを更新

wt+1
i =

{
wt

iβ
eti
t /Zt, 1 ≤ i ≤ n

wt
i/Zt, n+ 1 ≤ i ≤ n+m

Zt は正規化のための定数，βt は Ttarget の重
みの総和が m

(n+m)
+ t

(S−1)

(
1− m

(n+m)

)
に十

分近づくよう二分探索．
Output: modelt where t = argmint errort

• error0 より誤差の小さい errork の生成に寄与し
たすべてのソースドメインとターゲットドメイン
を用いて再度弱学習器 Learnerjt を生成する

• クロスバリデーションを用いて Learnerjt の予
測誤差 errorjt を算出する．errorjt から強学習器
modelt の予測誤差 errort を算出する

弱学習器生成時に，ソースドメインごとに分割するア
プローチはMultiSourceTrAdaBoostと非常に似てい
る．しかし，提案手法ではターゲットドメインのみを
用いて生成した弱学習器と各ソースドメインも使用し
て生成した弱学習器の予測誤差を比較しているため，採
用するソースドメインの数を動的に決定することがで
きる．予測誤差が最小になったただ一つのソースドメ
インのみを採用するMultiSourceTrAdaBoost では，
このような柔軟なドメインの選択を行えないため，転
移可能なソースドメインを取りこぼす可能性がある．

表 1 使用データ例

StatusTime
Radio

Number
Latitude Longitude

Vehicle
Status

2016-04-01
00:28:01

145392 35.713585 139.792383 空車

2016-04-01
00:28:01

145392 35.692049 139.769380 実車

表 2 明治神宮・浅草寺周辺のタクシー需要量

1 月 1 日 1 月 8 日
明治神宮周辺 963 838

浅草寺周辺 545 354

また，クロスバリデーションを適用するタイミングに
ついても提案手法は工夫を行っている．Two-stage Tr-

AdaBoost.R2は複数個生成した学習器AdaBoost.R2

から最良のものを選択するためにクロスバリデーショ
ンを用いている．この方法を提案手法にも適用すると，
各学習ステップで弱学習器の予測誤差を算出するクロ
スバリデーションをネストする形になってしまうため，
計算コストが増大する．そこで提案手法では，弱学習
器の予測誤差を用いて学習器 AdaBoost.R2 の予測誤
差を算出することで，学習器の選択の際にクロスバリ
デーションを使用せず，計算コストを抑えることに成
功した．

4. データ概要

本研究では，経営科学系研究部会連合協議会主催，令
和元年度データ解析コンペティションにて提供された
東京と周辺を走行するタクシーのプローブデータを使
用した．記録されているレコードの例を表 1に示す．
本研究では，タクシーの状態が空車などの状況から

実車に変化したレコードを乗車ポイントとし，需要点
と定義する．具体的には，車輌識別番号である Radio-

Numberごとに VehicleStatusの変化に基づいて需要
点を抽出する．

5. 実験方法

本研究では，元旦の明治神宮・浅草寺周辺のタクシー
需要量を予測する．需要量は需要点の個数を意味する．
表 2は，2018年の 1月 1日とその翌週の 1月 8日に
おける明治神宮周辺 3 km× 3 kmと浅草寺周辺 2 km

× 2 kmの深夜 0時から 5時にかけてのタクシー需要
量である．このデータを見てもわかるように，元日深
夜のタクシー需要はその翌週の通常期である 1月 8日
と比べて大きくなっている．明治神宮および浅草寺に
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は初詣の来場者が多く，電車などの公共交通機関が深
夜でも動いており，通常期とは異なる需要が発生して
いることが需要増加の原因であると考えられる．なお，
本研究では予測対象を深夜の時間帯に限定せず，1日
全体としている．これは，予測の評価を行う検証デー
タのサンプル数を確保し，モデルの精度を適切に検証
するためである．
提供データのうち明治神宮周辺 3 km × 3 km と浅

草寺周辺 2 km× 2 kmのエリアを抽出し，予測モデル
の学習に 2016 年 12 月，2017 年 1 月 1 日，2017 年
12月を使用し，検証対象に 2018年 1月 1日のデータ
を使用した．需要点の件数は，学習データが約 36 万
件，検証データが約 6,000件となっている．
また，小範囲ごとのタクシー需要量を予測するため

に，抽出した需要点のレコードを密度クラスタリング
の手法である Density Peaks Clustering (DPC) [11]

を用いてクラスタリングを行う．密度に基づくクラス
タリングを行う DPCを使用することによって，非円
状のクラスター構造を検知し，道路の構造に即したク
ラスタリングが可能となる．そのため，k-meansなど
の他の距離に基づくクラスタリング手法と比べ，より
自然な結果を得ることができる．なお，日ごとのデー
タそれぞれに DPCを適用すると，毎回クラスターの
形状が変わってしまうため，日をまたいでクラスタリ
ング結果を用いることができないという課題があった．
そこで本研究では，基準となる日の需要点データを用
いて DPCでクラスタリングを行い，それ以外の日の
各需要点について，基準日の需要点との距離が最小に
なるように基準日の需要点が属するクラスターに割り
当てるという方法によるクラスタリング結果を用いた．
今回の実験では基準日を 2017 年 1月 1日とし，明治
神宮周辺が 12個のクラスターに，浅草寺周辺が 11個
のクラスターにそれぞれ分割された．明治神宮周辺の
クラスタリング結果を図 1，浅草寺周辺のクラスタリ
ング結果を図 2に示す．図 1，図 2のクラスタリング
結果を見ると，どのクラスターもおおよそ道に沿った
形状になっていることがわかる．
クラスターごとに 1時間当たりのタクシー需要量を

集計し，需要予測モデルの目的変数とする．特徴量に
は時刻，日付，クラスター番号を使用し，クラスター番
号と日付の組合せをドメインとする．たとえば 2018年
1月 1日クラスター番号 1の地域の需要量を予測する
場合，2017年 1月 1日クラスター番号 1番の需要量に
関するデータをターゲットドメインとし，12月 24日ク
ラスター番号 1のドメインや 2017年 1月 1日クラス

図 1 需要点のクラスタリング結果（明治神宮周辺）

図 2 需要点のクラスタリング結果（浅草寺周辺）

表 3 各手法とデータセットの対応表

手法 学習データ 検証データ
Target Source

AdaBoost all 〇 〇 Target

AdaBoost target 〇 × Target

Two-stage
TrAdaBoost.R2

〇 〇
（同一） Target

Multi Source
Two-stage

TrAdaBoost.R2
〇 〇

（区別） Target

ター番号 2のドメインなど，それ以外すべての学習デー
タをソースドメインとして学習を行う．なお，2016年
12 月と 2017 年 12 月のデータは同じ日付かつ同じク
ラスター番号のデータを同一ドメインとして扱う．
予測精度の比較対象として，Two-stage TrAda-

Boost.R2以外に，ソースドメインとターゲットドメイ
ンを区別せず，すべてのデータを用いて学習したAda-

Boost.R2 (AdaBoost all)，ターゲットドメインのみ
を用いて学習した AdaBoost.R2 (AdaBoost target)

を採用した．各手法で用いるデータセットの対応表を
表 3に示す．ここではターゲットドメインをTarget，
ソースドメインを Source と表現する．また，Two-
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stage TrAdaBoost.R2 ではすべてのソースドメイン
をそれぞれ区別せずに同一のものとして扱うが，Multi

Source Two-stage TrAdaBoost.R2は各ソースドメイ
ンを区別して扱う．
すべてのモデルにおいて，弱学習器には決定木

(CART [12])を採用している．各ハイパーパラメータ
はブースティング回数 N = 50，ステップ数 S = 10，
クロスバリデーションの Fold数 F = 5となっている．
また，決定木の最大深度は 6とした．
2018 年 1 月 1 日のクラスターごとの 1 時間当たり

のタクシー需要量を予測し，予測精度の評価指標には
RMSEを採用した．

6. 実験結果・考察

5 節で示した方法で定義したクラスターごとに 1時
間当たりのタクシー需要量を予測したところ，各手法
の RMSE値は表 4のとおりになった．提案手法であ
る Multi Source Two-stage TrAdaBoost.R2 が他の
比較手法を抑え，最良の予測精度を記録した．
この結果より，複数のソースドメインデータからの

転移を想定した回帰問題において，提案手法が最も当
てはまりがよいことが示された．
また，本研究では明治神宮・浅草寺周辺で通常とは異

なる需要が発生していると仮説を立てているため，そ
れらの施設付近のクラスターでの予測結果に特に注目
するべきである．明治神宮の入り口（原宿口）と浅草
寺の入り口（雷門）に隣接するクラスターでの予測結
果は表 5のようになった．表 5の結果を見ると，全体
の予測結果よりもさらに差をつけて提案手法がよい精

表 4 手法ごとの予測精度

手法 RMSE

AdaBoost all 11.099

AdaBoost target 6.673

Two-stage TrAdaBoost.R2 6.693

Multi Source Two-stage
TrAdaBoost.R2

5.939

表 5 施設付近クラスターの予測精度 (RMSE)

手法 明治神宮 浅草寺
AdaBoost all 16.45 10.27

AdaBoost target 11.77 11.50

Two-stage TrAdaBoost.R2 11.67 11.49

Multi Source Two-stage
TrAdaBoost.R2

7.76 8.79

度を記録していることがわかる．このことから，通常
とは異なる需要が発生している明治神宮・浅草寺周辺
での予測において特に，提案手法の有効性が示された．
同様に，元旦の深夜の時間帯では通常動いていない

公共交通機関が動いているのもあり，通常時とは異な
る需要が発生していると考えられる．そこで，0時か
ら 5時までの予測結果を表 6に示す．深夜の時間帯の
予測精度を比較すると，全体の予測結果よりもさらに
差をつけて提案手法が最も高い予測精度を記録した．
通常，公共交通機関が動いていない時間帯においての
予測でも，提案手法の有効性が示された．
ここで挙げた二つの条件は，特に通常時と異なる性

質をもった需要が発生しているため，転移学習が必要
な状況であると考えられる．これらの条件下において
提案手法が最も高い予測精度を記録したことから，提
案手法は適切なソースドメインからの転移を行うこと
に成功したと考えられる．

7. おわりに

本研究では，複数ソースドメインからの転移を想定し
た教師付き転移学習アルゴリズムMulti Source Two-

stage TrAdaBoost.R2を提案した．タクシーのプロー
ブデータを使用し，元日における，明治神宮・浅草寺
周辺の 1時間当たりのタクシー需要量を予測したとこ
ろ，AdaBoost.R2 や Two-stage TrAdaBoost.R2 を
上回る予測精度を記録した．特に，上記施設付近およ
び深夜の時間帯に関しては，提案手法が他の手法に差
をつけて高い予測精度を記録した．これらの条件では，
より一層通常期と異なる性質をもった需要が発生して
いると考えられるため，適切なソースドメインからの
転移を可能にした提案手法の強みが活かされた結果で
あるといえる．
しかし，提案手法Multi Source Two-stage TrAda-

Boost.R2 は精度面で良好な結果を残したものの，既
存手法 Two-stage TrAdaBoost.R2と比べて計算量が
多くなるという課題がある．各ブースティングステッ
プで有効なドメインを選択するため，おおよそソース

表 6 0 時から 5 時の予測精度 (RMSE)

手法 明治神宮 浅草寺
AdaBoost all 12.42 6.97

AdaBoost target 14.83 7.65

Two-stage TrAdaBoost.R2 13.86 7.15

Multi Source Two-stage
TrAdaBoost.R2

11.89 5.01
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ドメインのドメイン数倍だけ計算量が既存手法から増
加する．ドメインを細かく分割すると精度向上を望め
るが，計算量が増加するため，運用時間を考慮して適
切な分割方法を設定する必要がある．
また，本研究をより実用面に特化させる方針として，

次の二つが挙げられる．これらは今後の課題としたい．
• 過去の需要量などの特徴量を追加し，さらなる予
測精度の向上を目指す

• 潜在的な需要を考慮した予測モデルに発展させる

謝辞 2名の査読者の方には，論文を丁寧に読んで
いただき，多くの貴重なコメントをいただきました．
厚く御礼申し上げます．
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付録

アルゴリズム（ア） AdaBoost.R2

Input: データセット T（データ数 n），ブースティング回数
N，弱学習器Learner，重みの初期値w1 (w1

i = 1/n 1 ≤
i ≤ n)
For t = 1, . . . , N :

1. T , wt を用いて学習した Learner を ht とする
2. 各データに対して調整誤差 eti を計算する

Dt = max
j

|yi − ht(xj)| (j = 1, . . . , n)

eti =
|yi − ht (xi)|

Dt

3. ht の調整誤差 εt を計算する
εt ≥ 0.5 の場合は For 文処理を抜けて N = t − 1
とする

εt =
n∑

i=1

etiw
t
i

4. βt = εt/(1− εt) を計算する
5. 重みを下記の式で更新する

wt+1
i = wt

iβ
1−eti
t /Zt

Zt は正規化のための定数
Output: hf (x) = ln(1/βt) で重みづけした ht(x) (t =

1, 2, . . . , N) の加重中央値 (1 ≤ t ≤ N)
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