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「のりもの」特集：自転車からロケッ
トまで、
「人類は移動するのにこんなに
さまざまな道 具 を作 り出 したのか！ 」
とびっくりののりもの特集だ。

WWW on CD

Mini Square
ACCESS to http://www.mini-square.com/

ミニのQ&A からパーツ選びまで、
ミニフリークならこのページは必
見！今号のCD-ROM に収録され
ているぞ

A」では、ミニをどこで買えばよいのかとか新
車と中古車どちらを買えばいいのなどという
初心者向けの質問から、チューンナップの方
法まで親切に答えてくれる。
また、ミニを持ったなら自分好みに改造す
ることが大きな楽しみになる。新しいメータ
ーを取り付けたり、ペダルを替えたりと、細
かなパーツやインテリアを付け変えてみるのが
通のミニの楽しみ方なのだ。そのためか、ミ
ニ用のパーツはあまりにも多くて選ぶのに困
るくらいだ。そんなときのために、
「独断と偏
イギリスの小型車であるミニの情報満載の

いファンを持っている。

ページだ。ミニといえば、その愛くるしさと

このページでは、そんなミニのさまざまな

英国車らしい気品が漂う車として多くの根強

情報を掲載している。たとえば、
「ミニQ ＆

見のミニ・パーツ批評」では、パーツの評価
をばっさりと下しているので、パーツ選びの
参考になる。

HOT YELLOW PAGES を使おう sインターネットマガジンに付属しているインターネットナビゲーター CD には、ここに紹介されたサイトを集め
た「HOT YELLOW PAGE」コーナーがある。ここでは興味をもったホームページの名前をクリックするだけで、そのサイトにジャンプすることができる。
キーボードから URL を打ち込む必要がないので、ラクチンというわけだ。
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HYFLEX Project
by NAL/NASDA of JAPAN

日本版スペースシャトルの研究は
ここまで進んでいた！

ACCESS to http://www.nal.go.jp/hyflex/index_j.html
INTERNET

この実験は、科学技術庁航空宇宙技術研
究所（NAL）と宇宙開発事業団（NASDA）
YELLOW

の共同プロジェクトということになっている。
まず、この超音速機がどのような仕組みに
なっているかが紹介されているが、このイラ

PAGES

ストが昔のSF 映画の雰囲気があってなんと
もかっこいい。小学生でも分かるようにと、
イラスト入りで技術を解説している。

TRANSPORTATION

逆に、超本格的な技術解説も掲載されて
いる。こちらでは、極超音速機の機体の図面
や誘導制御装置といった重要なパーツの解説
がされている。

スペースシャトルと言えばアメリカだが、日

速をはるかに超えて飛ぶ「極超音速機」とい

本でもその開発は進められている。スペース

う技術が必要になるそうなのだ。その「超音

いつかは、国産のスペースシャトルが宇宙

シャトルのような翼を持って宇宙に行って帰

速機飛行実験 HYFLEX」の内容を詳しく紹

に向かって飛び立つことを願ってやまないも

ってくるタイプの宇宙船を作るためには、音

介しているのがこのページだ。

のだ。

Ferrari Official Web Site
ACCESS to http://www.ferrari.it/ferrari/

車と言えばやっぱりイタリア
の跳ね馬フェラーリだという
人に…

ここまで聞いただけで、アクセスしてみた
くなるフェラーリファンも多いはずだ。そし
て、イタリアの国旗柄のキーをクリックすれ
ばイタリア語のページに、イギリス国旗柄の
ページをクリックすると英語のページに行く
という仕掛けになっている。この辺がフェラ
ーリのデザインセンスのよさが光るところだ。
F1 が好きな人はレースのコーナーが必見で
ある。今シーズン、勢いを盛り返してきたフ
ェラーリの情報を満載している。もちろん、
レースの歴史や写真館、ほかのカテゴリーの
真紅の車体に甲高いエギゾーストノート。

る。まず、アクセスすると真っ赤なページの

レースの情報もあって飽きることはない。
また、フェラーリの製品紹介コーナーでは、

多くの車好きがあこがれるのは、やはりフェ

真ん中にシンプルにフェラーリのロゴが現れ

ラーリだ。ここは、フェラーリのオフィシャル

る。そして、次のページに行ってみると、フ

ページである。

ェラーリの創始者エンツォ・フェラーリが出

車が見れる。いつかはフェラーリに乗ること

迎えてくれるのだ。

を夢見て、まずは見るだけにしておこうか。

このページ、なんといっても構成に感動す
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いままでフェラーリが送り出したさまざまな名
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Kawasaki CP home pages
ACCESS to http://www.khi.co.jp/mcycle/index-j.html

バイクファンをうならせ
るカワサキバイクのホー
ムページ

どんな悪路でも走りきってしまう4 輪バイク

INTERNET

である（車ではない）BAYOU の紹介もされ
ている。
また、博物館のコーナーは必見だ。ここで

YELLOW

は、カワサキの4 ストロークバイクであるカワ
サキ900 スーパー4「Z1」の開発秘話が掲載
されている。開発に至るまでの経緯や苦労話

PAGES

などがあってじっくり読み込んでしまう。こ
のコーナーの最後で、1973 年から1975 年ま
での「Z1」がBMP 形式で自由にダウンロー
ドすることができる。これらは壁紙などに使
サイクル社製のバイク情報が満載している。

えるので、趣味の壁紙を作りたい人にはぴっ

ファンがいるのがカワサキのバイクであろう。

それぞれの写真をクリックすると、かなり詳

たりだ。おまけに「Z1」の排気音のサウンド

このページは、そんなカワサキ好きのバイクフ

しいスペックが紹介されるので見ているだけ

ファイルまで用意されているので、好きなだ

ァンに絶対におすすめのページだ。

でも楽しくなる。

けエギゾーストノートを楽しめる。ぜひアクセ

バイクなら絶対にカワサキだという根強い

製品紹介のページでは、カワサキモーター

また、バイクだけでなくジェットスキーや、

Thom's VW Bus Page

スしてみよう。

知る人ぞ知る、フォルクスワーゲン
バスのフリークが作ったページ

ACCESS to http://www.calweb.com/~thom/vw.html

るにもかかわらず、じっくりと修復に取り組
んでいるさまが淡々と描かれている。どこが
問題なのか？

どんなパーツが必要なのかな

どのポイントやデータが細かく記録されてい
るので、レストア（修復）好きの人がいたら
たまらないものがあるだろう。
また、 VW Bus Hall of Shame

のコー

ナーでは、わざわざボロボロになったフォルク
スワーゲンバスの写真を集めているところは、
作者のこの車に対するこの上ない愛情を感じ
られる。もちろん、ちゃんと走っている写真
た と え ば 、

1954 RHD Deluxe

その愛くるしい車体と頑丈さで、多くのマニ

Restoration Page

のページでは、ぼろぼろ

ほかのフォルクスワーゲンバスに関する情

アを引きつけている車である。このページは

になったバスを復旧するまでのいきさつやノウ

報へも多数リンクしているので、この車に関

そのバスを深く深く愛してしまった男のホー

ハウがこと細かに描写されている。こんなに

する情報を集めているマニアがいたらぜひ参

ムページである。

おんぼろなのでも直るのかというほど壊れてい

考にするとよいだろう。

フォルクスワーゲン社が作ったバスがある。

もあるので、現役の勇姿も見られる。
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膨大な量の鉄道の写真があるデー
ターベースページだ

鉄道趣味ページ
ACCESS to http://www.bekkoame.or.jp/~freeball/

INTERNET

なかを走る電車、美しい風景の中を走る列車
の写真はかなりハイレベルなものばかりであ
る。

YELLOW

そして、もっとも驚くべきものは
両データベース

鉄道車

である。ここでは、全部で

1200 枚の画像データが、全部で57 式の車両
PAGES

形式別に分類されている。たとえば、蒸気機
関車なら、あの有名なD51 やD60 はもちろ
ん、大正時代に製造された蒸気機関車まで

TRANSPORTATION

カバーしている。しかも、それぞれの写真に
は撮影された沿線と駅名が記録されている。
蒸気をはきだしながら勇壮な姿で走るD51、
時速230km で走る新幹線、田舎を走るロー

大な量の鉄道写真を見ることができる。
テーマギャラリーをのぞいてみれば、 吹雪

カル鉄道。男なら、一度は鉄道が大好きにな

く日

るという時代を送ったことがあるのではない

に分かれた、美しい鉄道写真が掲載されてい

だろうか。ここのページに来ると、国内の膨

る。吹雪の中を走る蒸気機関車、朝焼けの

や

夜景（とばり） といったテーマ

また、車両の形式についてもそれぞれにかな
り詳しい解説がされているので、資料として
非常に役に立つであろう。
旅行で乗った路線をデータベースで探すの
も1 つの楽しみになる

United States Air Force Musium

アメリカ空軍歴代の航空機
が大量展示

ACCESS to http://www.am.wpafb.af.mil/museum/usaf_museum.html

整理されている。それぞれの時代ごとに20 〜
30 種類の航空機について、数多くの写真と
ともに詳しい解説を見ることができる。
このページのすごいところは、航空機の機
体だけではなく、数多くのエンジンも見られ
るところだ。プロペラ機用のエンジンからジ
ェットエンジン、はてはロケットエンジンまで
そろっている。それらにも、すべて写真と詳
しい解説があるので、戦闘機マニアにはなん
ともうれしい限りだろう。
のりものというテーマとは関係ないが、武
アメリカ空軍といえば、戦闘機マニアにと

たアメリカ空軍美術館のページである。館内

器の展示も用意されている。そこでは、ミサ

ってはメジャーすぎるくらいのものであろう。

に展示してある大量の航空機や資料をウェブ

イルや爆弾、機銃など、恐ろしい兵器が年代

世界最強の戦闘機F15 をはじめとしたさまざ

上でも見られるようになっている。

順に並んでいる。こういったものは、なるべ

まな航空機を保有した世界最大の空軍だ。

航空機の展示は、初期の空軍、第二次世

ここは、空軍の歴戦の戦闘機などを展示し
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界大戦時、朝鮮戦争時の大きく3 つの時代に

くならウェブか博物館あたりで見るだけにし
ておきたいものだ。
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日本ロケットページ

人類をのせて、はるかなる宇宙に
飛び出すロケットの歴史がわかる

WWW on CD ACCESS to http://www.bekkoame.or.jp/~yoichqge/

そんな歴史のほかにも、安全で手軽にでき

INTERNET

るロケットの製作や飛行実験方法が紹介され
ている。今、密かなブームが起きているとい
うペットボトルロケット
（ペットボトルに水と

YELLOW

空気を充填し、その空気圧で水を吹き出して
飛ぶもの）の作り方も掲載されているので、挑
PAGES

戦してみたい人は参考になるだろう。
また、リンク集は、ロケット研究機関やロ
ケット打ち上げサークル、個人ホームページ
まで、国内と国外に分かれてきちんと分類さ
れ、かつ膨大な量が用意されている。サイエ
人類の大きな夢の1 つである宇宙旅行。今
のところ、人間を宇宙に運ぶ手段がロケット
だ。このページは、そんなロケットについて深
く知ることができる。

意外と古いことがわかる。なんと古代中国に

ンスフィクションへのリンクも数多く用意さ

までさかのぼるのだ。これにはちょっと驚きだ。

れているので、興味のある人は利用してみよ

ここではそんなロケットの細かい日本や世

う。

界のレベルでの歴史が、イラスト入りで紹介

このページを見てみるとロケットの起源は

このページは、今月号のCD-ROM に収録

されている。

されているので、じっくり楽しんでほしい。

WestJapan WhiteWater Web INDEX
ACCESS to http://www.maekawa.com/w4/index-j.html

カヌーにのって河を渡ろ
う！カヌー好きなら要チ
ェックだ

する試みだ。まだ情報量は少ないが、完成し
ているマップの情報は詳しくて役に立ちそう
なので今後の充実に期待したい。
そのほか、実用情報としてはレスキューテ
クニックがイラスト入りで非常に詳しく解説
されている。また、カヌー入門記では、いか
に人がカヌーにはまっていくかということを書
き表しながら、カヌーを始めるためのノウハ
ウが詳しく述べられているので、これからカ
ヌーを始めてみたいという人は、ぜひ目を通
しておくとよいだろう。
河の流れに乗ってカヌーやカヤックを楽し

まだ、構築を始めたばかりのようだが、カ

カヌーショップ情報も、大阪が中心ではあ

みたい。そんな人にぴったりのページがここ。

ヌーのできる河川のマップデータベースがあ

るが、掲載されている。これらに関しても投

日本、そして世界のカヌーを趣味にする人か

る。これは、各自がホームグラウンドの川情

稿を募集しており、今後ますます充実しそう

ら情報を集めて、かつ情報を発信していこう

報のページを作り、それらをリンクすること

である。

という情報交換のページを目指している。

で、巨大な川情報のデータべースにしようと

インターネットマガジン／株式会社インプレスR&D
©1994-2007 Impress R&D

INTERNET magazine 1996/7

301

TRANSPORTATION

Mountain Bike Resources Online
ACCESS to http://www.mbronline.com/

INTERNET

自転車にのって野を越え、
山を越え、冒険したい人
に贈る

リカのマウンテンバイクが楽しめるスポットの
データベースを作成中だ。全米の州ごとにカ
テゴリー分けされ、詳しい解説やそのスポッ

YELLOW

トの写真、現在のコンディションなどが掲載
されている。投稿することもできるので、最
新の情報が集まる仕組みになっている。現在、

PAGES

ワシントン州についてはほぼ完成しているが、
ほかの州はもうすぐ完成ということなので楽
しみだ。

TRANSPORTATION

また、アメリカのマウンテンバイクにぴっ
たりの地域を、海や山といったシチュエーシ
悪路を走破し、山や草原を走り回るのは

の情報を提供するというのが目的だという。

ョンに分け、詳しい情報を掲載している。ア

マウンテンバイクの醍醐味だ。ここはマウン

このページでは、毎週、マウンテンバイク

メリカの雄大な自然をマウンテンバイクで走

テンバイクに関する情報満載のページだ。こ

に関するニュースや製品情報などが掲載され

ってみたいというマウンテンバイクファンは多

のページは、とにかく家から山々に行ってマ

ている。

いと思うが、このページはその夢がかなうと

ウンテンバイクを楽しむための必要なすべて

周辺情報も充実している。たとえば、アメ

TRAIN INFORMATION PAGE

きにきっと役に立つページだ。

のりたい時間の電車の時刻表が見
れるウェブ版の時刻表だ

ACCESS to http://www.nsj.co.jp/corp/shinagawa/trains.html

検索の仕方は、宇都宮に行くとして上野
駅を選んでみる。そうするとJR 東北・山形
新幹線とJR 東北本線などのメニューが現れ
る。ここで、新幹線をクリックすると、アク
セスした時間以降の1 時間以内の時刻表が現
れる。それぞれの番線表示もあるので便利だ。
また、時間や日時で検索することもできる。
ほとんどの電車は掲載されているが、山の
手線は本数が多いためか、どの駅にも掲載さ
れていない。ただ、メールで載せてほしい駅
を募集しているので、今後は範囲がもっと広
さて、今から東京駅に行って新幹線にのり
たいんだけれど、何時の電車にのれるかな？

だ。

がるのかもしれない。

都内の主要なターミナル駅を走る電車の時

これを検索しながらぼうっと眺めていると

とあの分厚い時刻表をぱらぱらとめくるのは、

刻のほか、羽田発の飛行機で札幌、関西国

電車に乗って旅に出たくなってしまう。終電

かなり面倒だ。しかし、このページを見れば、

際空港、大阪（伊丹）
、福岡行きの出発時

と始発の時刻チェックにも役に立つぞ。

都内の主要な電車の時刻表が検索できるの

刻を見ることができる。
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Other WWW,FTPand Gopher Servers
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鉄道

Webville and Hypertext Railroad Co.
http://www.he.tdl.com/~colemanc/webville.html

Hankyu Toho Group
http://www.hankyu.co.jp/
阪急東宝グループのホームページ。阪急電鉄の沿線の観光情報を見たり運賃の算
出ができる。博物館では、昔の阪急電鉄の写真が見れる。

Index

鉄道に関するさまざまな情報を扱っているページ。蒸気機関車の発車のさせかた
や、鉄道信号の意味当てクイズなどバラエティーにとんだコーナーが用意されて
いる。

VIA rail Canada
http://www.viarail.ca/

伊予鉄道

http://www.iyo-jp.com/iyotetsu/
伊予鉄道株式会社のホームページ。松山の観光ガイドなどが見れる。

カナダ大陸横断鉄道である VIA RAIL のホームページ。出発地と目的地を入
力すれば時刻表や料金を調べられるサービスがある。

Kansai Yellow Page : Railroad
http://www.ksi.cae.ntt.jp/kippo/yellow/railroad.html

Alaska Railroad
http://www.alaska.net:80/~akrr/

関西の鉄道会社の電話番号一覧表。

アラスカ鉄道のホームページ。アンカレッジからフェアバンクスまでの定期列車の
スケジュールや路線などが掲載されている。

Rail やくも

YELLOW

南紀

http://cosmos.it.okayama-u.ac.jp/~haru/Katatetu/kataind.html
平成３年６月３０日に廃止された岡山県のローカル私鉄だった片上鉄道の記録
を掲載しているページ。

The South African Railways
http://www.ru.ac.za/departments/iwr/staff/daf/sartrain.html
南アフリカの鉄道情報を掲載しているページ。さまざまな角度から南アフリカの
鉄道を紹介している。

紀勢本線の時刻表

A WWW railway page for Norway
http://www.ifi.uio.no/~terjek/rail/

http://fumi.eco.wakayama-u.ac.jp/Traffic/train.html
紀勢本線上のすべての駅の時刻表が収録されている。

★★★

Tokyo metropolitan Train Information
http://masakado.geo.titech.ac.jp:1050/ntanaka/train/

ノルウェーの鉄道関連情報のページ。ノルウェーを鉄道で旅する方法や時刻表な
ど、膨大な情報を提供している。

東京近郊鉄道情報や運賃計算などを調べられる。また、通勤地獄度チェックで
は、簡単なアンケートに答えるとその通勤の快適度をチェックしてくれる。

New Zealand by Rail
http://www.waikato.ac.nz/nz/rail/timetable.html

京浜急行湘南電気鉄道館

ニュージーランドの鉄道路線図や時刻表などを掲載している。主要な観光地への
リンクもカバーされている。

http://www.bekkoame.or.jp/~umehiro/
京浜急行をこよなく愛する人のホームページ。最新型の車両、将来計画などが豊
富にある。

Railroad Schedules
http://www.wku.edu/~campbjw/schedule.html
世界各国の鉄道と地下鉄の時刻表にリンクしているページ。

財団法人鉄道総合技術研究所

http://www.rtri.or.jp/index_J.html
日本の鉄道の歴史や最新技術の公開などをしている。時速500km をほこる超伝
導式浮上式鉄道を詳しく取り上げたコーナーなどがある。

Train Types in Germany
http://rail.rz.uni-karlsruhe.de/rail/rsttyp-e.html
ドイツの特急列車ICEなどの車内の画像が見られるページ。

Pictures of European Train
http://mitsuko.jaist.ac.jp/kippu18/pic/

Steam Locomotives
http://www.arc.umn.edu/~wes/steam.html

ヨーロッパの鉄道の写真が数多く掲載されているページ。

北米の蒸気機関車に関する情報を集めたページ。歴史的な蒸気機関車の写真や
リンク集などさまざまな情報が掲載されている。

Subway Transport
http://www.reed.edu/~reyn/transport.html

The Last Run of teh N&W 611
http://www.inmind.com/people/teague/611lastrun.html

世界各地の地下鉄路線図の情報にリンクをはっているページ。

1950 年のデビュー以来、SL ファンを魅力してきた611 系のラストランを記録し
たページ。その時の音なども聴ける。

European Railway Information Index
http://www.cvut.cz/home/railway.htm
ヨーロッパの各国ごとの鉄道関連サイトへリンクをはっているページ。

The Eurostar
http://mercurio.iet.unipi.it/eurostar/eurostar.html

Railroad-Related Internet Resources
http://www-cse.ucsd.edu/users/bowdidge/railroad/rail-home.html

ロンドンとパリを結ぶ列車のユーロスターの情報が掲載されている。

インターネット上の鉄道関連のページを、細かくカテゴリーを分けて膨大なリン
クをはっている。

Eurostar Passenger Services
http://www.eurail.com/eurostar/eurostar.htm

Railways Information on MERCURIO
http://mercurio.iet.unipi.it/home.html

★★★

ユーロスターに関するチケットの価格などの情報、時刻表や線路図の情報が掲載
されている。

ヨーロッパ鉄道のホームページ。
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TGV Page
http://mercurio.iet.unipi.it/tgv/tgvindex.html

Classic Aircraft Corporation (WACO)
http://www.airshow.net/waco/

世界トップクラスの新幹線であるフランスのTGVの紹介ページ。

クラシック飛行機とも言うべき複葉機などの復元機を製造しているWACO 社の
ホームページ。YMFスパイダーという複葉機を復元製造しており、それに関する
詳しい情報がある。

PIKES PEAK COG RAILWAY
http://electricstores.com/pikes-peak/ppcr/ppche16.htm
INTERNET

YELLOW

アメリカ・コロラド州を走る山岳鉄道のホームページ。1890年からの歴代の車両
の写真を掲載している。このページからチケットを予約することもできる。

小型の単発飛行機を製造しているMooney Aircraft社のホームページ。製造工場
の様子などが見られる。

UK Railway Preservation Pages
http://www.uel.ac.uk/pers/1278/Rly-Pres/info.html
イギリスをカバーする鉄道関連情報のリンク集。博物館情報なども掲載されてい
る。

PAGES

Amtrak's Station on the World Wide Web
http://www.amtrak.com/

★★★

アメリカの長距離鉄道会社アムトラックのホームページ。アメリカをアムトラック
で旅するための情報などがある。
TRANSPORTATION

Weigh Highland Railway
http://www1.roke.co.uk/WHR/new/index.html

★★

イギリスの北ウィールズ高原鉄道の紹介ページ。高原の美しい風景とともに走る
鉄道の写真が見れる。

The Subway Navigator
http://metro.jussieu.fr:10001/

Piper Aircraft, Inc, home page.
http://www.newpiper.com
単発のプロペラ機から双発のジェット機までの小型飛行機を製造しているThe
New Piper Aircraft社のホームページ。製品の性能などが写真とともに見られる。

Scaled Composites
http://www.portal.com/~scaled
個性的で美しい飛行機を製造しているScaled Composites 社のホームページ。
水平離着陸機から折りたたみ式の飛行機、宇宙船の乗船ユニットまで、かずかず
の個性的な商品を見れる。

Sherpa Aircraft Manufacturing Inc.
http://www.teleport.com/~sherpa/
山岳地帯など、険しい自然の中を飛行するための単発機を作っているSherpa
Aircraft Manufacturing 社のホームページ。コックピットからの飛行風景など、
さまざまなシチュエーションで活躍する同社の飛行機の写真がある。

世界各都市の地下鉄の路線情報を詳しく掲載している。

Reality Software
http://www.maine.com:80/reality/photo.html#historic

Mooney Aircraft
http://www.vero.com/mooney.htm

★★

19 世紀の機関車を写真入り詳しく紹介している。ほかにも、19 世紀の軍艦やヨ
ットの写真などもある。

飛行機

SR-71
http://www.primenet.com/~mikeq/sr71.html
アメリカの超音速偵察機である SR-71 に関するページ。給油を受けていると
ころや整備をしているところなどさまざまな写真が見られる。

H&Y ・エイヴィエイション・ギャラリー

★★★

http://www.bekkoame.or.jp/~yousan/indexj.html
Nasa Aircraft Interior
http://ourworld.compuserve.com/homepages/nasaaircraftinteriors/
小型飛行機の修理、室内のデザイン、また防音や室内装飾なども手がけている。

航空機関連のギャラリーのページ。30 年以上にわたり世界中の航空機を取材し
た写真や映像は100,000点を超えている。その中から月ごとに数十枚の写真を展
示している。それらをダウンロードすることもできる。

AMR
http://www.amrcorp.com/amr/amr_home.htm

World Aviation Web & Homepage List
http://www.NetLaputa.or.jp/~ikebe/

アメリカンエアライン（AMR 社）のウェブサイト。空港施設、航空機の写真、
機内の座席配列、AMR社の関連会社の情報を提供している。また、世界の空港
を結ぶフライトのリストなどの情報を利用して、フライトの計画をたてることがで
きる。

世界中の航空関係のウェブ情報をまとめたサイト。膨大なリンク集がある。

SAAB JAS 39 Gripen
http://www.algonet.se/~newborg/jas39/jas39.htm
スイスの戦闘機であるSAABの写真や資料などが入手できる。

Lockhead Martin Corpoation
http://www.lmco.com/
メリーランド州Bethesda を本拠地とするロッキードマーチン社のホームページ。
航空学を中心としたテクノロジーサービスや打ち上げロケットやミサイルなどを製
造している。

Warbird Images
http://www.alaska.net/~jims/aviation/aviation.html

★★

軍用機を中心にたくさんの画像や実用情報などを掲載している。

Aircraft
http://www.pk.edu.pl/Pl-iso/public/gallery/aircraft.html

Airbus Industries (Konsortium)
http://www.oden.se/~ulle/airbus.html

きれいな航空写真で構成されているページ。

エアバス社のホームページ。世界の航空会社におけるエアバスの就航情報や、エ
アバス社の製品が写真とともに詳しく説明されている。

Amphibious Aircraft
http://www.amphib.com

Nihon univ. Aero Student Group
http://www.aero.cst.nihon-u.ac.jp/hpv/nasg.html
日本大学理工学部航空研究会のページ。人力飛行機の設計と製作などの活動を
掲載している。人力飛行機関連のリンクも充実している。

水上離着陸機を製造しているLake Aircraft社のホームページ。同社の製品の シ
ーウルフ の貸し出しの情報や性能についての情報がある。

車

Aviat
http://www.airshow.net/aviat/

The COMPASS
http://www.nissan.co.jp/NISSAN/

軽飛行機を製造しているAviat 社のホームページ。さまざまな軽飛行機のカタロ
グがある。それぞれには尾翼やギアなどの詳しい技術的な解説もされている。

日産のホームページ。製品情報や企業情報はもちろん、プリメーラとカミノとい
う車種の工場をページ上で見学できる。
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Welcome to OPEL JAPAN!
http://www.opel.co.jp/

Welcom to Valvoline
http://www.valvoline.com/

オペルジャパンのホームページ。オペルの車の情報を検索機能を使って見ること
ができる。そのほかレースなどのさまざまな企業活動の情報も見れる。

アメリカではもっともメジャーなカーレースとして知られるインディ500 などに参
戦しているカーオイルメーカーの Valvoline のホームページ。車のクイズに答
えるゲームなどもある。

HONDA Homepage
http://www.toppan.co.jp/honda/
本田技研のホームページ。新製品の詳しい性能などを掲載している。また、本田
技研の歴史を主題にした企業小説も読める。

DAIHATSU
http://www.infoweb.or.jp/DAIHATSU/ddh20.htm

INTERNET

Volkswagen Bus Information
http://www.automatrix.com/~skip/volkswagen/
フォルクスワーゲン社のバスの Westfalia
ったページ。

に関する情報のソースにリンクをは
YELLOW

ダイハツのホームページ。製品情報などや、キャンペーンガールとのチャットコー
ナーなどもある。

The World-Wide Web Virtual Library :Auto
http://www.w3.org/hypertext/DataSources/bySubject/Automotive/
automotive.html
車の情報に関するリンク集。膨大な量のリンクをはっている。

Drive By Wire
http://www.aix.or.jp/drive/

PAGES

船舶

車情報満載のオンラインマガジン。さまざまな車の試乗記やモデルチェンジ情報
などがある。

ROADSTAR MANIA ！
http://www.bekkoame.or.jp/~ysugaya/roadster/roadster.html

世界中の船の名前でその詳しい情報を検索したり、世界の船舶の就航状況を調
べたりすることができる。

ユーノスロードスター好きのホームページ。ユーノスの乗り心地や、内装などの詳
しい情報が掲載されている。

★★

Question to get driver licence Home Page
http://www.iquest.co.jp/iquest/drivers/

自動車運転免許の練習問題がインターネット上でできるページ。メンバー登録を
行う必要がある。

★★

Welcome to Porsche

Oceanic Ship Information Database
gopher://diu.cms.udel.edu:70/11/ship_sked

http://www.porsche-usa.com/
ポルシェのオフィシャルページ。ポルシェの歴史やデザインの哲学など、ポルシェ
という車について深く知ることができる。

BLUE HIGHWAY LINE
http://www.japan.hosting.ibm.com/BHL/index.htm
大型フェリーである さんふらわあ号 で有名なブルーハイウェイライン社のホー
ムページ。就航スケジュールやツアーガイド、キャンペーン情報などが掲載されて
いる。

Sawaji Design
http://www.imasy.or.jp/~sail-jpn/sawaji.html
ヨットやパワーボートの設計や輸入艇コンサルタントをしているサワジ・デザイン
のホームページ。同社のデザインしたヨットなどの図面を見ることができる。

REC.TRAVEL.CRUISES
http://www.webbuild.com/~jsdavis/rtc.html

Ford Motor Company
http://www.ford.com/
フォード社のホームページ。フォードグループ各社（ジャガーやリンカーンなど）
の製品情報などがある。歴史のページでは、フォードの長い歴史がわかる。

★★★

旅客船で旅する人のための情報を満載したページ。どんな会社のどこコースが良
いなどの実用情報を満載している。

sea.net
http://www.seanet.co.uk/

ESPNET Sports Zone:Auto Racing
http://espnet.sportszone.com/car/
インディカーレースやフォーミュラーレースなど、カーレースに関する情報を満載
している。

船舶や海運業などに関する詳しい情報やニュースなどを紹介している SHIPPING
TIMES のページ。

自転車・バイク

Car-Trek, the car Enthusiast HeadQuarers
http://www.car-trek.com/
クラシックカーなどの情報が満載のページ。売買情報を検索しながら見ることが
できる。

★★★

MOTORCYCLE ONLINE
http://motorcycle.com/motorcycle.html

バイクに関する情報が満載のページ。バイク関連の最新ニュースから、部品の解
説記事まであらゆる分野をカバーしている。

★★

PPG Indy Car World Series
http://www.indycar.com/

インディカーレースのホームページ。チームやドライバーの情報、車体の写真など
を満載している。

Buell American Motorcycles
http://www.buell.com/buell.html
アメリカのバイクメーカーであるBuell社のホームページ。同社製品の紹介や工場
見学などができる。

★★

Car Talk
http://cartalk.com/
自動車修理工のTomとRayが送る痛快で軽妙な車批評番組
ームページ。過去の番組をリアルオーディオで聴ける。

Car

Talk

のホ

Edelbrock Performance Products
http://www.edelbrock.com/edelbrock.html
バイクなどのエンジンのパーツを製造しているEdelbrock 社のホームページ。同
社のパワーアップパーツの性能比較などを掲載している。

Information for Auto Buyers
http://www.financenter.com/autoloan/autocalc.htm
車を購入するときのローンの組みかたや資金繰りのしかたなどの情報を掲載して
いる。

The BMW Motorcycles of Santa Cruz Homepage
http://www.bmwscruz.com/
BMWのバイクのディーラーのホームページ。バイクの写真やBMWの歴史などの
情報を掲載している。そのほか、Muz やTriumph、HUSABERG のバイクの情
報もある。
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Alaska Airlines & Horizon Air
http://www.alaska-air.com/

マウンテンバイクやBMXメーカーのGT BICYCLESのホームページ。製品カタロ
グなどがジャンル別に掲載されている。

アラスカ航空のホームページ。お得なマイレッジプランの情報や旅行情報のほか
に、ページ上で予約ができるシステムがある。

Cycling WWW Pages from Around the World
http://psy.ucsd.edu/~mtaffe/CycleLink.html

virgin atlantic
http://www.fly.virgin.com/atlantic/

自転車に関するリンク集。自転車メーカーやレーシングチームなど、さまざまな
ジャンルに分けて分類している。

バージンアトランティック航空のホームページ。シティガイドでは、各国の空港か
ら都市への移動方法や、のりものや電話などの相場が掲載されている。フライト
スケジュールも検索できる。

TOUR DE FRANCE 1995
http://www.axime.com/tour/
自転車レースでは、世界でもっとも有名なツールドフランスのホームページ。現
在は1995年のものだが、じきに96年度版も公開される。

PAGES

AIR FRANCE-Home Page
http://www.airfrance.fr/
コンコルドが就航しているエアフランスのホームページ。コンコルドをはじめとし
た、路線案内などや健康に関する豆知識がある。

国内の航空会社

Welcome to Japan Airlines Index
http://www.spin.ad.jp/jal/index.html
TRANSPORTATION

★★★

GT BICYCLES
http://www.gtbicycles.com/

★★★

日本航空のホームーページ。JAL の飛行機を利用した回数と搭乗距離に応じて、
航空券の割引や無料チケットがもらえる会員サービス「マイレッジクラブ」の案
内。オンラインで会員登録もできる。

★★

Japan Air System Home Page
http://www.toppan.co.jp/jas/

日本エアシステムのホームページ。各路線の予約状況や料金が分かるのが便利。
また、各地の空港へのアクセスマップなども掲載している。

★★

Welcome to ANA
http://www.ana.co.jp/index.html

全日本空輸のホームページ。国内線と国際線の料金検索システムやお得なフライ
ト情報などが掲載されている。

Canadian Airlines International Ltd.
http://www.CdnAir.CA/
カナディアンエアラインズのホームページ。スケジュールや運賃情報だけでなく、
特別割引の情報もある。カナダの主要都市の案内などもある。

Welcome to Air China
http://www.airchina.com/index.html
中国国際航空公司のホームページ。北米行きのフライトスケジュールが掲載され
ている。

Korean Airlines
http://www.mabuhay.com/Korean_Air/
大韓航空のホームページ。同社のサービス内容や最新ニュースを掲載している。

Singapore Airlines Home Page
http://www.singaporeair.com/
シンガポール航空のホームページ。路線や運賃情報、さまざまなサービスの詳し
い解説が掲載されている。シンガポールの観光、宿泊情報も掲載されている。

Welcome to Japnese Airlines
http://www.ecc.u-tokyo.ac.jp/~t50839/airline.html
日本のさなざまな航空会社について、その歴史や使用機種などについてコメント
している。地方のコミューター的な航空会社までカバーしている。

Lufthansa Verkehrsfliegerschule
http://www.lufthansa.de/
ルフトハンザ航空のホームページ。同社のさまざま情報がある。また、コックピ
ットのページでは、画面上のコックピットの計器類をクリックすると、それらに関
するさまざまな情報が得られる。

国外の航空会社

United Airlines
http://www.ual.com/
ユナイテッド航空のホームページ。世界の都市間のフライトスケジュールが時間
や空港を軸にして検索できる。また、搭乗すると得をするマイレッジプラスの詳
しい情報も手に入る。

Welcome to Swissair
http://www.swissair.com/
スイス航空のホームページ。フライトスケジュールやキャンペーン情報などがある。

Air New Zealand
http://www.meshnet.or.jp/airnewz/

Northwest Airlines WorldWeb
http://www.nwa.com/
ノースウェスト航空のホームページ。フライトスケジュールが見れる。気象情報へ
のリンク集もある。

ニュージーランド航空のホームページ。空路別のフライトスケジュールや機内食の
メニュー紹介などがある。

Transportation Resources - airports and Airlines ★★★
http://dragon.princeton.edu/~dhb/airports.html

Welcome to Skylinks
http://www.delta-air.com/index.html

全世界の空港や航空会社にリンクをはっている。

デルタ航空のホームページ。アメリカの主要な空港の近辺のホテルやレストラン、
レンタカーの情報が掲載されている。

その他ののりもの

Cathy Pacific Pages
http://www.cathaypacific-air.com/

STS-77 Shuttle Launch Countdown Home Page
http://www.ksc.nasa.gov/shuttle/countdown/countdown.html

キャセイパシフィック航空のホームページ。日本版、香港版、アメリカ版があり、
フライトスケジュールが検索できる。また、搭乗すると特典がつくマルコ・ポー
ロ・クラブの説明などをしている。

NASAのホームページのひとつ。スペースシャトルの打ち上げが迫ると、カウント
ダウンボードが、カメラでずっと映し出される。発射台を映しているカメラもあ
る。

Malaysia Air
http://www.MalaysiaAir.com/

Welcome to PARA
http://www.bekkoame.or.jp/~yarita/Welcome.html

マレーシア航空のホームページ。ファーストクラスからエコノミークラスまでの料
金表などがある。
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WWW on CD
パラググライダーが趣味のひとのページ。パラグライダーについてのノウ
ハウなどが詳しく解説されている。
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