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RTKGPS を使用した夏期と冬期の追従実験の解析
RTKGPS-Based Analysis of Car-Following Experiments in Summer and Winter
吾田

洋一
＊

＊

浅野

基樹

＊＊

中辻

隆

＊＊

＊＊＊

＊＊＊

Yoichi Azuta , Motoki Asano , and Takashi Nakatsuji

交通渋滞をシミュレーションするためには車両の挙動を正確に把握する必要がある。交通流シ
ミュレーションそのものの考え方は古くからあり、現在までに様々な交通シミュレーションプロ
グラムが存在するものの、走行中の１台１台の車両の正確な位置の把握が困難であったため、あ
くまで理論的に作られた方程式を使用する場合が多かった。そのため、交通流シミュレーション
は実際の結果（渋滞長）とは合わない場合が多く、キャリブレーションとして観測不可能なデー
タを渋滞長が合うように変更して使用する場合が多く見受けられる。
RTK（リアルタイム・キネマティック）GPS とは GPS の信号と、無線により GPS の誤差信号
を常に修正することで、０．
１秒間隔で誤差が１〜２cm 程度で位置の測定が可能な装置である。
この装置は、走行中の１台１台の車両の追従挙動を正確に把握することが可能なスペックを有し
ている。
本実験は、苫小牧寒地試験道路で RTKGPS を用いて、正確な車両の追従挙動を求める実験を
行ったものである。この実験により、RTKGPS が走行中の１台１台の車両の正確な挙動を把握
することが可能であることを検証し、さらに、追従挙動の解析に最も基本的でかつ重要な要素と
なる夏期と冬期の車両の反応遅れ時間の違いを調べるものである。
≪キーワード：交通流シミュレーション、渋滞、追従方程式、反応遅れ時間、GPS、RTKGPS≫
Simulation of traffic congestion requires clear understanding of vehicle behavior. The concept
of traffic flow simulation has existed for a long time, and many traffic simulation programs have
been developed. However, they employ only theoretical equations in many cases, as accurate
positioning of each vehicle is difficult. The simulation results often differ from observation results
（congestion length）． In many cases, the unobservable data are calibrated so that the resulting
congestion length would agree with the observed length.
Real-time kinematic GPS（RTKGPS）constantly corrects GPS error signals using radio to
perform positioning per０．
１second with an error of１to２cm. Its specification is considered
sufficiently accurate to allow understanding of car-following behavior of each vehicle.
Experiments at the Tomakomai Winter Test Track employed RTKGPS to confirm the ability of
RTKGPS to accurately reveal the car-following behavior of vehicles. Another objective was to
survey difference in reaction delay time between summer and winter, which is the most
fundamental and important element for analysis of car-following behavior.
≪Keywords : traffic flow simulation, congestion, car-following equation, reaction delay time, GPS,
RTKGPS.≫
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１．まえがき
渋滞など交通環境を改善するために規制・制御など
の交通運用策、あるいは道路を新設、改良するなどの
施設整備が行われる。このような施策を実施した場合
に、交通流の状態がどのように変化するのかを予め評
価することが必要である。現在ではこのような評価は
ネットワークでは配分交通（均衡配分等）
、交差点で
は飽和交通量等で行う場合が一般的であるが、これら
の方法は静的な計算法のため渋滞長や旅行時間の変動
の算出等ができず、交通環境の改善の程度を適切に評
価するのが困難であった。そこで，近年では交通流シ
ミュレーションによる交通環境の予測が行われるよう
になった。しかし、交通流シミュレーションは計測機
器の精度が十分でなかったこともあり、車両が追従し
図−１

ている状況を十分な精度で求めたデータはなかったた

RTKGPS の仕組み

め、理論的な考え方（後車は前車との速度の関係が反
応遅れを伴いながら一定になるように調整する等の状
況を微分方程式に変換して求める等）をそのままプロ
グラミングしている場合が多い。そのため、交通流シ
ミュレーションは交通状況（渋滞や交通量）が現状と
合わない場合が多く、キャリブレーションと称して現
実には求めることができない係数などを調整し、これ
らの値（渋滞長など）をすりあわせる場合がほとんど
図−２

である。このように、交通流シミュレーションはキャ

追従方程式の説明図

リブレーションによって様々な値をとることから、現
場では扱いにくくあまり利用されてはいなかった。

ックとして水平２cm 垂直３cm の精度で１秒間に２０

本研究は、苫小牧寒地試験道路で RTKGPS を用い

回、２０ミリ秒の遅れで位置情報を出力でき、電波によ

て、正確な車両の追従挙動を実験により求め、交通流

るドップラー効果より速度を同時に算出できる等の機

シミュレーションの核となる反応遅れ時間について求

能を有している。また、衛星から基地局、移動局まで

めたものである。

の 電 波 は L１：１．
５Ghz 帯、L２：１．
２Ghz 帯 の２つ の
周波数が用いられており、基地局から移動局へは４
００

２．RTKGPS

Mhz 帯が用いられている。

１
９
９
３年に商業的に利用可能になったリアルタイムキ
ネマティック（RTK）測位は、技術的な進歩によりガ

３．交通流シミュレーションについて

イダンスや機械の制御に日常的に用いられるように

交通流シミュレーションには様々なデータを投入す

０
０
０年５月１日（米国時間）には米国政府
なった１）。２

る必要がある。例えば、車間距離、加速度、減速度、

により GPS のセレクティブアベイラビリティ（SA）

希望走行速度等である。これらの値は測定可能で、適

解除が行われたこともあり位置精度も飛躍的に向上

切な値を導入することが可能である。しかし、渋滞長

し、製品仕様上では、１〜２cm 以内の計測誤差が期

の算出に大きな影響を及ぼす部分で、かつデータの取

待できるまでになってきている。

得が極めて難しい、交通流シミュレーションの最も基

図−１は RTKGPS の仕組みを簡単に説明したもの

本的な部分が車両の追従挙動のモデル化である。

である。予め基地局の正確な位置を測量し、刻一刻と

車両の追従挙動には様々な考え方があるが、ここで

変化する GPS 信号に含まれている誤差の情報を移動

は車両１台１台を詳細にシミュレートするミクロシミ

局に無線で伝え、正確な移動局の位置を算出する仕組

ュレーションという考え方の最も基本的な手法を以下

みとなっている。今回使用した RTKGPS 装置のスペ

に示す。

１
８
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図−２に示すように一列となって走行している交通

使用に耐える式は見あたらないのが実情である。そこ

流を考える。各車の運転者はそれぞれの先行者に追突

で、実際に交通流シミュレーションを行う場合、例え

しない最小間隔で追従するものとする。今、ある時刻

ば式（４）の α をキャリブレーションと称して、渋

t において先頭から K 番目の車両の座標及び速度をそ

滞長を現実と合うように調整する（シミュレーション

れぞれ XK、VK と表し、運転者の反応遅れ時間を T と

結果が現実の渋滞長が合うまで α を変化させながら

する。時刻 t における K＋１番目の車両の速度 VK＋１

トライアルする）場合が多い。つまり、シミュレーシ

（t）はちょうど反応遅れ時間（T）だけ前の時点にお

ョンの目的である渋滞長を算出するためには、予め渋

ける K 番目と K＋１番目の車両の車頭間隔〔XK（t−

滞長を知らなければならないということである。この

T） −

XK＋１（t−T）〕に関係している。なぜなら、

ことによって、交通流シミュレーションに対して懐疑

先行車両の運動に対応するために少なくとも反応時間

的な見方が広がり、あまり現場では使用されていな

の遅れを伴うからである。従って、次のような式が成

い。

り立つ。

以上のように、交通状況の正確なシミュレーション
をするためには、追従挙動のデータの取得、解析が大

−XK＋（
X（
K t−T）
１ t−T） ＝

F〔VK＋（
〕
１ t）
・・・

変重要であることがわかる。
式（１）
４．走行試験

ここで、

F：運転者の特性によって定められる関数
T：反応遅れ時間（秒）

４．１

走行試験路

走行試験は苫小牧市柏原にある独立行政法人開発土
木研究所所有の苫小牧寒地試験道路を使用して行っ

F は様々な関数が提案されているが、説明を簡略にす

た。この試走路は、１２００m の直線区間と曲線半径５
０m

るため便宜上関数 F を VK＋１の１次式と仮定すると、

のカーブからなる延長約２７００m の周回路で、２車線
道路区間、４車線道路区間、オンオフランプ区間があ

X（
−XK＋（
−b０
K t−T）
１ t−T） ＝α ＊ VK＋（
１ t）
・・・

式（２）

り、道路に関する各種実験を行うことができる。
（図
−３参照）

ここで、α、b０：運転者の特性によって定められる定数
となる。式（２）を t について微分すると、
V（
−VK＋（
＝α
〔dVK＋（
／dt〕
K t−T）
１ t−T）
１ t）
・・・
−VK＋（
＝α ＊
V（
K t−T）
１ t−T）

式（３）

aK＋（t）
１
・・・

式（４）

が得られる。ここで、aK（t）、VK（t）はそれぞれ K
番目の車両の加速度、速度を示す。式（４）は追従車
両の加速度は反応時間 T だけ前の時点での先行車と
図−３

の速度差に比例することを意味する。

苫小牧寒地試験道路全体写真

交通流シミュレーションは多くの場合、渋滞長を正
確に再現することができない。そのため、様々な追従
方程式が提案されている。しかし、それらのほとんど
が詳細な追従挙動データの取得が困難なため、上記の

４．２

夏期走行実験

夏期実験は平成１２年１０月１
６日〜同１８日の３日間行っ

考え方のように理論的な側面のみから考案されたもの

た。実験は車両１０台で追従実験をおこなった。RTKGPS

が多い。そのため、
一般的に渋滞長は現実とは合わず、

は全ての車両に設置し、赤外線による車間距離測定装
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１
９

図−４

夏期実験概要写真１

図−６ 赤外線装置付き車両

図−５

図−７

RTKGPS 装置付き車両

夏期実験概要写真２

図−８

RTKGPS
アンテナ拡大図

赤外線発光部

図−９

赤外線受光部

赤外線装置拡大写真

図−１
０ RTKGPS 基地局
衛星受信装置

２
０

図−１１ RTKGPS 基地局
誤差送信アンテナ
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図−１
２ 冬期実験概要写真１

図−１３ 冬期実験概要写真２

図−１
４ 凍結路面拡大写真

図−１５ 圧雪路面拡大写真

図−１
６ グレーダーによる

図−１７ すべり試験車

図−１８ 冬期実験用車両

路面生成作業状況写真
北海道開発土木研究所月報
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２
１

置を３台の車両に設置した（内１台は先頭車に設置し

やトラックによる締め堅めの作業を入念に繰り返し路

たため、追従データとしては使用できない）
。図−４、

面の作成を行った。図−１２、
１３は冬期実験概要写真で、

５は夏期実験概要写真、図−６は赤外線と RTKGPS

氷結路面が鏡のように磨かれ光を反射しているのがわ

双方がついた車両で、図−７は RTKGPS 装置のみの

かる。図−１４は凍結路面拡大写真で氷が透明になって

車両、図−８は RTKGPS のアンテナ部分の拡大図で

いる状態である。図−１５が圧雪路面拡大写真で、圧雪

あり、誤差情報受信用のアンテナ（垂直に立った棒状

された雪面にタイヤの跡がくっきり残っている。図−

のアンテナ）と GPS のアンテナ（白いふたが乗った

１６がグレーダーによる路面生成作業状況写真、図−１７

円形のもの）がわかる。図−９は赤外線装置拡大図で

がすべり試験車、図−１８が冬期実験に使用した試験車

赤外線発信部と受光部がわかる。図−１
０は RTKGPS

両である。

基地局衛星受信装置で、精密に測量された地点に設置
している。図−１
１が RTKGPS 基地局誤差送信アンテ
ナである。

車両及び運転者特性は表−２の通りである。また、
配車順番は試験毎に設定した。
走行試験の実施に当たっては、すべり試験車を用い

車両及び配車順列及び運転者特性は表−１の通りで

て路面摩擦係数の測定を行った。すべり試験車の測定

ある。配車順列とは車の並んだ順番を表す。配車順列

タイヤは乗用車用標準スタッドレスタイヤを用いた。

は A−type,

すべり抵抗値は各直線区間において１００〜２
０
０m 毎に

B−type の２パターンで行った。先頭車

の運転者は２名であり、A,B のパターンと運転者を組

測定した。

み合わせて走行試験を行った。各車両に対する運転者
４．４

は固定した。

実験ケース

試走路を図−１９のように、直線区間、曲線区間に分
４．３

冬期走行実験

け、直進区間を夏期表−３、冬期表−４のように一定

冬期実験は平成１
３年１
２月１
８日〜同１
９日の２日間行っ

速度、半波長（図−２０）、１波長（図−２１）、２波長（図

た。実験は車両４台で追従実験をおこなった。冬期路

−２２）、３波長、ランダム速度、交差点とそれぞれパ

実験は内側車線にすべりやすい凍結路面（摩擦係数０．
１

ターンを変化させ実験をおこなった。ここで、各波長

〜０．
２）
、及び外側車線には圧雪路面（摩擦係数０．
３以

は図−２１〜２２のように直線区間の速度を波長の周期に

上）の路面を作成し、これら路面の作成に当たっては、

従って、速度を変化させながら走行するものである。

グレーダーによる路面整正、散布車による散水、バス

２
２

表−１

夏期実験の車種及び運転者の年齢と運転歴

表−２

冬期実験の車種及び運転者の年齢と運転歴
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図−２０ 半波長（走行速度４
０km/h＋２０km/h の半波長走
行の例）

図−１
９ 試走路実験概要図
図−２１ １波長（走行速度５
０km/h±２
０km/h の１波長走
行の例）
表−３

夏期実験一覧

図−２２ ２波長（走行速度５
０km/h±２
０km/h の２波長走
行の例）

表−４

冬期実験一覧

図−２３ RTKGPS のバラツキ、１分間の静止データ
北海道開発土木研究所月報
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４．５

すべり抵抗値

表−５は測定した摩擦係数の一覧である。この表よ

る。つまり、赤外線装置は傾向としては現状を示して
いるが、値そのものとしては信頼性が低いといえる。

り凍結路面は０．
１５以下の極めてすべりやすい路面が形
成されているといえる。一方、圧雪路面は０．
４前後の
値であり通常の圧雪路面よりやや高めの値となってい
る。

赤外線装置はパソコンの AD 変換により処理を行っ
ている。そのため、パソコンの処理が重たくなるとパ

５．誤差解析
５．１

・位相が異なる理由

表−５

摩擦係数一覧表

RTKGPS の静止位置に対するバラツキ

RTKGPS 移 動 局 を 静 止 さ せ、０．
１秒 毎 に１分 間 の
データを収集し、そのデータのバラツキを測定した。
ここで、バラツキが若干緯度方向に大きいのは、地球
が楕円体のためと考えられる。図−２
３がその例であ
り、この図より RTKGPS の誤差はほぼ±１cm である
といえる。このバラツキ収集実験は日時を変えて５回
行われたが、どれも標準偏差が０．
３−０．
４cm 程度と、
この図とほぼ同じような結果が得られた。
５．２

実測値との比較

RTKGPS の精度をメジャーによる実測値との比較

表−６

RTKGPS と実測値の比較

により検討した。表−６は試走路の直線区間に車両１０
台を並べてメジャーにより観測した結果である。この
表より誤差が５cm 以上のものもあり、５．
１の結果よ
り若干大きい値である。これは、メジャーで計ったた
めに巻き尺の精度による影響もあると推定される。追
従実験に必要な精度は２−３m 程度以下もあれば十
分なので、今回の実験には GTKGPS は十分な精度を
有しているといえる。
５．３

従来型計測器との比較

図−２
４は赤外線装置と RTKGPS のそれぞれの車間
距離を比較したものである。この図より、○と矢印で
示したように、波がずれていることがわかる。
つまり、
車間距離の増減という傾向は共通しているが、振幅と
位相の絶対的な位置が異なっているといえる。また、
赤外線装置の波形には図中 A の部分に信頼性を疑わ
ざるを得ないような誤差が見受けられる。このように
波が異なる理由を以下に示すと、
・振幅の異なる理由
赤外線装置は前車の後ろに赤外線を当てることによ
り距離を測定しているが、前車の後ろの角度や赤外線
の当たり具合により出力が変化する場合がある。例え
ば、赤外線装置により同じ距離の壁と車両の距離計測
を行うと、同じ距離にもかかわらず値が大きく異な
２
４

図−２４ 赤外線装置と RTKGPS による車間距離の比較
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ソコンの時計そのものが遅れてしまい、結果として位

表−７

解析した実験ケース

相が小さくなってしまったと考えられる。
・明らかに異常なデータがある理由
赤外線装置は前車の後面の角度が変動すると、赤外
線の当たり具合が変化するためか、その度に値が大き
く変動する。つまり、前車のハンドルを多少でも切る
と、それが車間距離となってデータに表れてしまう。
以上の理由により赤外線装置による車間距離データ
は今回の解析では使用しないこととした。
６．解析
RTKGPS により得られた結果より、各車両の反応
遅れ時間を求めた。表−７は今回解析した実験ケース
である。図−２
５、２
６はそれぞれ夏期と冬期で走行モー
ドが OneWave+の場合の車両の速度をグラフ化したも
のである。さて、ここで追従挙動について考えると、

図−２７ 夏期の OneWave+の１、２号車相互相関

図−２８ 夏期の OneWave+の２、３号車相互相関

図−２
５ 夏期の OneWave+の各車両の走行速度

図−２９ 冬期の OneWave+の１、２号車相互相関

図−２
６ 冬期の OneWave+の各車両の走行速度
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図−３
０ 冬期の OneWave+の２、３号車相互相関
２
５

追従とは前車の状況に合わせて自車の速度を変化させ

速度の時間位相差毎の相互相関係数を算出し、相関係

ることを示す。この前提に従って追従挙動を前車の速

数が最大となる遅れ時間を割り出すことで、反応遅れ

度に合わせて自車の速度を変化させることと定義する

時間を求めた。

と、それぞれの車両の、前車に対する自車の速度変化

図−２７〜３０はそれぞれ夏期と冬期で走行モードが

の遅れ時間を測定することで、反応遅れ時間を求める

OneWave+の場合の車両の相互相関係数を算出した結

ことができる。そこで、各時間における前車と自車の

果をグラフ化した例である。ここで、解析は５秒まで

表−８

夏期の反応遅れ時間（秒）

表−９

夏期の相互相関係数

表−１
０ 冬期の反応遅れ時間（秒）

表−１
１ 冬期の相互相関係数

２
６
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の結果を使用した。というのも、反応遅れ時間で５秒

る。

を超える場合は無いと判断したためである。このグラ

表−１１は冬期の解析結果の相互相関係数である。相

フで相互相関係数の最大の点が反応遅れ時間と考える

互相関係数の平均値を見ると０．
８４と夏期の０．
９
４に比べ

ことができる。これらのグラフより、反応遅れ時間が

かなり低下している。この理由は、冬期は夏期に比べ

適切に算出されている様子がわかる。

走行速度の変化が小さく、前車の速度変化を自車が捉

表−８〜１
１は解析結果である。

えにくかったことが考えられる。

表−８は夏期の反応遅れ時間である。この表より全
体の平均反応遅れ時間は２．
６秒となった。道路構造令

７．結論

では障害物を発見した後、運転者がブレーキを踏むか

交通流シミュレーションの多くは、車両の反応遅れ

どうか判断する判断時間と判断してからブレーキを踏

時間を同一としている場合が多い。これは、個々の車

むまでの反動時間の合計を反応時間として２．
５秒と設

両の挙動を直接解析することが困難であったからであ

定しているが、追従の場合の反応遅れ時間とはその意

る。交通渋滞は遅い車の発生状況によって大きく変動

味が若干異なるものの、近似値となった。また、一定

するので、このようなパラメータの設定では正確な渋

走行速度の場合（V２
０，
V４
０）
、反応遅れ時間が大きく

滞長を予測するのは難しい。本研究により前車の状況

なっている。この理由は前車の走行速度の変化が少な

による自車の反応遅れの程度がわかったことで、これ

いため、自車は前車の速度変化を捉えにくいためと考

を交通流シミュレーションに反映させることにより、

えられる。次に、各車両による反応遅れ時間の違いを

より正確な渋滞長の予測が可能になると考えられる。

見ると、平均値で２．
３〜３．
０、各ケース毎に見るとより

例えば式（４）の例で言うと、反応遅れ時間である T

大きな差が見られる。渋滞は遅い車が１台でもいると

を各車両の実態に合わせて変動させる事を示す。ま

大きく渋滞長が増えてしまう傾向があるため、このよ

た、夏期より冬期の反応遅れ時間が遅くなっているこ

うな反応遅れ時間の大きい車両の存在を正確に把握し

とから、冬期道路は交通容量が低下し、より渋滞しや

なければ、正確な渋滞長の把握はできない。

すい状況下にあると考えられる。

表−９は夏期の解析結果の相互相関係数である。こ

本研究により得られた成果を以下に整理すると、

の値が大きいほど、前車と自車速度の波が合っている
といえる。この表より一定走行速度の場合
（V２０，V４０）

・RTKGPS

を除いて相互相関係数の値が０．
９以上と波がよく合っ

RTKGPS の精度を検証した結果±８cm 程度以下の

ていることがわかる。しかし、一定走行速度（V２０，V

誤差であり、また、RTKGPS はドップラー効果から

４
０）の場合は相互相関係数が全体的に低く、０．
５を下

速度も求めることが可能であり、車両の追従挙動の解

回る場合も見受けられる。この理由は、前述したよう

析に大変適している。

に、前車の速度変化が小さいため、自車がそれを関知
できず、結果として追従できていなかったため、速度
の波が合わなかったと考えられる。

・赤外線装置
従来、赤外線装置を使った反応遅れ時間の計測結果

表−１
０は冬期の反応遅れ時間である。この表の全体

を用いて車両の追従挙動の解析を行う場合が多かっ

の平均値を見ると３．
１秒と夏期の場合（２．
６秒）よりも

た。しかし、これは車両の追従挙動の傾向は把握でき

長くなっている。これは冬期の路面が凍結しているた

るものの、値そのものは信頼性が低いことが RTKGPS

め、車両が加速にも減速にもスリップしてしまうこと

との比較により判明した。

と用心して余裕を持って運転しているため、それが反
応遅れ時間が長くなったと考えられる。また、４号車
の反応遅れ時間が０秒となっている。これは４号車と
３号車の波形がほぼ同じ形をしていることを示してい
る。そうなった理由を運転者に確認したところ、４号
車は速度変化を予測しているためということがわかっ
た。つまり、４号車が３号車の前の２号車の速度変化
を観察し、そこから３号車の動きを予測し、それに合
わせて自車の速度を変化させているためと考えられ
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・反応遅れ時間の解析
夏期と冬期の反応遅れ時間の比較より、冬期の方が
反応遅れ時間が長くなっている。
冬期路面では運転挙動のバラツキが大きく、各個人
により運転の仕方が大きく変化する。
直線道路や冬期路面のような速度の変動が少ない場
合、反応遅れ時間が遅くなる傾向がある。
各個人の運転挙動は大きく異なる。
２
７

７．今後の課題

参

考

文

献

今回の解析は、膨大な実験結果の一部を使っての反

１）G.S. GURUSINGHE、横粂昌典、中辻隆、吾田洋

応遅れ時間に特化した解析を行った。しかし、反応遅

一：RTK-GPS を用いた車両追従試験と車群中の反

れ時間は追従方程式のたくさんあるパラメータの一つ

応時間特性、第２１回交通工学研究発表会論文報告

でしかなく、今後は追従方程式そのものの考え方が必

集、pp．
２１３−２１６、２００１

要である。また、実際の現道で行われる交通流シミュ

２）鈴木純・吾田洋一・吉岡正泰・中辻隆：追従走行

レーション解析に当たっては、RTKGPS によりデー

時の反応時間特性と安定性に関する実験的検証、第

タを直接収集することはできない。今回の解析では、

２５回土木計画学研究発表会（秋大会），
２００１

各個人の運転挙動が大きく異なることがわかった。特

３）国 立 天 文 台：理 科 年 表、地 学 部、地２、３
（６２０、

に交通渋滞は遅い車の存在が大きく影響を及ぼすた

６２１）、RTKGPS より得られた緯度経度を距離に変換

め、交通流シミュレーションのためにはこの交通挙動

する際に、地球の楕円体の補正のために使用した

と存在確率を正確に捉える必要がある。そこで、現道

４）吾田洋一、高木秀貴、大沼秀次：交通流シミュレー

で得られる限られたデータから、個々の運転挙動を捉

ションの開発と渋滞現象への適用、開発土木研究所

える手法を確立することが今後の研究課題といえる。

月報、No．
５１３、PP２−１７、１９９６−２

吾田

洋一＊

北海道開発土木研究所
交通研究室
研究員

２
８

浅野

基樹＊＊

北海道開発土木研究所
交通研究室
室長

中辻

隆＊＊＊

北海道大学大学院 工 学
研究科都市環境工学専攻
交通システム工学講座
助教授

北海道開発土木研究所月報 !５
９５ ２００２年１２月

