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年度替りについてのお知らせ 

新年度の季節がやってきました。 

当会の会計年度は毎年 7 月初日に始まり翌年の 6

月末日に終わりますので、各支部事務局は新年度を

迎えるにあたり、以下の各手続きをとられるようお願い

致します。 

①本部会費の納付手続きをお願いします。 

年会費は 1 局 1,600 円になっております。 

ご入金には、同封の郵便振替用紙をご利用下さい。

なお、振込み手数料は恐れ入りますがご負担下さ

い。 

②住所等の変更があった方はご連絡をください。 

 

アマチュア局数   

 総務省は電波利用ホームページの統計データで、

平成 19 年３月末現在で日本の無線局の総数は

102.803,380 局であり、うちアマチュア局数は 528,288

局と発表しています。 

平成 18 年度末（平成 19 年３月末）の地方別アマチュア

局数   

 

北海道 東北 関東 信越 北陸 東海 

45,852 51,990 138,625 23,635 14,946 75,087 

近畿 中国 四国 九州 沖縄 総数 

64,451 38,331 23,777 48,982 2,612 528,288

 

改正道交法が成立 

＜改正道交法＞成立、９月にも施行 飲酒運転

など厳罰化へ 

 飲酒運転やひき逃げなど、悪質な交通違反の厳罰

化を柱とする道路交通法改正案が１４日の衆院本会 

議で可決、成立した。強化された罰則は成立から３カ

月以内の施行をめざし、９月にも施行される見込み。

改正法は、自転車の通行区分の一部変更▽後部座

席のシートベルト着用義務化などが盛り込まれ、１～

２年以内に施行されます。 

 

懲役・罰金の強化 

法 現行 改正 

酒酔い運転 
３年以下または

５０万円以下 

５年以下または

１００万円以下 

酒気帯び運転 
１年以下または

３０万円以下 

３年以下または

５０万円以下 

車両提供（運転

者が酒酔い）  

なし（幇助罪あ

り） 

５年以下または

１００万円以下 

車両提供（運転

者が酒気帯び） 

なし（幇助罪あ

り） 

３年以下または

５０万円以下 

種類提供・同乗

（運転酒酔い） 

なし（幇助罪あ

り） 

３年以下または

５０万円以下 

種類提供・同乗

（ 運 転 酒 気 帯

び）   

なし（幇助罪あ

り） 

２年以下または

３０万円以下 

飲酒検知拒否 ３０万円以下 
３カ月以下また

は５０万円以下 

ひき逃げ 
５年以下または

５０万円以下 

１ ０ 年 以 下 ま た

は１００万円以下

運 転 免 許 欠 格

期間 
長５年  長１０年 

シートベルトの

着用 
運転者と助手席  

後部座席にも義

務 

平成１９年６月２日より現在の普通・大型自動車の区

分が普通・中型・大型の３つの区分になります。 

（現行） 

年齢等 
車 両 総 重

量 

最 大 積 載

量 
乗車定員 

普通１８才

以上 
８トン未満 ５トン未満 １１人未満 

大型２０歳

経験２年 
８トン以上 ５トン以上 １１人以上 
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（特定）２１

歳経験３年 
１１トン以上 

６．５トン以

上 
３０人以上 

（改正後） 

普 通  １ ８

歳以上 
５トン未満 ３トン未満 １１人未満 

中 型  ２ ０

歳経験２年

未満 

5 トン以上 

１１トン未満 

３ ト ン 以 上

６．５トン 

１１人以上３

０人未満 

新大型２１

歳経験３年 
１１トン以上 

６．５トン以

上 
３０人以上 

現行の大型免許または普通免許を受けている方に

ついては、既得権を保護し、現在、運転する 

ことができる自動車と同じ範囲の自動車を運転するこ

とができます。たとえば現行の普通免許 

所持者は車両総重量８トンまでの限定が付された中

型免許をうけているものとみなされます。 

 

ストリート・ビュー 

グーグルマップの Street View（ストリート・

ビュー）って凄くないですか？ 

グーグルアースと同じくらい感動っ！ 

アメリカのストリート（通り）が左右 360 度の画像で見る

ことができるのです！ 

Street View は地上レベルからの風景を、画像を通じ

て確認できる機能だ。Google Mapsの表示切り替えに

追加された[Street View]をオンにすると、マップ上で

Street View を利用できる地域が青色で示される。任

意の場所をクリックすると、風景画像のウィンドウがポ

ップアップする。風景画像は左右に 360 度回転し、ズ

ームイン/ズームアウトも可能。ズームイン時には上下

にも視線を動かせる。視線の向きは Google Maps 上

に示されるほか、風景画像にも Google Maps の

Hybrid 表示のように道路図がオーバーレイされ、そ

の上に方角が示される。画像は看板の文字を確認で

きるぐらい解像度が高いので、ホテルやレストランを

予約する際に周囲の雰囲気や安全を確かめたり、バ

ス停の場所や標識の内容を確認するなど、様々な目

的に利用できそうだ。また風景画像の方角を示す矢

印をクリックすると、その方向に移動できるので、

Street View をバーチャル散歩にも使える。現在、

Street View を利用できるのは、サンフランシスコとベ

イエリア地域の一部、ニューヨーク、ラスベガス、デン

バー、マイアミなどで、対象都市を順次拡大していく

という。 

使っている画像は Immersive Media という会社が

カバーエリアの都市を隈なくバンで走って集めたもの

だそうです。 

操作も英語で書いてあるけど、直感でわかるので 

簡単ですよ！ 

簡単に説明すると・・・ 

1）米 Google Maps（グーグルマップ）にアクセス。 

2）[Street View]というボタンをクリック。 

3）カメラアイコンをクリック。 

 

4）zoom in をクリック。 

 
 

 
5）黄色い人間の形のアイコンを見てみたいストリート

（通り）にドラッグアンドドロップ。 

6）ストリート（通り）の画像が現れたら、（大きくして観

たい場合は右上の Full-screen をクリック） 

6-1））進みたい場合は、進みたい方向の矢印をクリッ

ク。 

6-2）方向を変えたい時はドラッグアンドドロップ。 

辺りを大きくして見たいときはダブルクリック。 

 

★これって問題にならないの？？★ 

なんと！グーグルの Street View(ストリート・ビュー)に
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水着で日光浴する女性が丸見えで写っているんです

ね～！ 

そのことに対して、プライバシーの侵害では？という

批判が高まっているようです・・・ 

その水着姿のお姉さんが写っているストリート・ビュー 

 

これはちょっとね・・・＾＾； 

他の国だから今のところ他人事ですが・・・ 

日本にもきたらどうなるんでしょう？？？ 

前もって何時頃ここ通ります！って告知して欲しいで

すよね～ 

グーグルマップ ストリートビューに使っているカメラ 

 

こういうので撮ってたんですね～。 

日本でストリートビューのサービスが始まったら・・・ 

街でこのカメラを載せた車を見たら、隠れないと！

（笑） 

 

新型車両Ｎ700 

７月１日に東海道・山陽新幹線にデビューする新型

車両Ｎ７００系が２３日、報道関係者に公開され、東京

－博多間を試走した。高速化と車内の快適さを追求

した次世代型車両で、ＪＲ東海と西日本が共同開発し

た。カーブ区間でも速度を落とさず２７０キロで走れる

のが特徴。 

東京－新大阪間は５分短縮されます。 

 普通車は座席の幅を１０ミリ広げたほか、グリーン車

の座席には座面と背もたれが連動して動く構造を採

用、ゆったりとくつろげるよう工夫した。パソコン利用

者のため全席の約６割に電源を備えた。トイレは洋式

で、一部車両には乳児への授乳などに利用できる多

目的室を設置。全席禁煙のため喫煙室も設けられ

た。 

 電力消費量は従来の７００系に比べて２割近く低減。

環境にも優しい車両という。 

 

■ 1 度の車体傾斜が実現する東京～新大阪間 5 分

短縮  

「Ｎ７００系」では、従来に比べて東京～新大阪間の

到達時分を 短で 5 分短縮しています。他の新幹線

と比べて、カーブの多い東海道新幹線においては、

そのカーブの通過速度の向上が、全体の到達時分

の短縮に大きく貢献しています。 

快適な乗り心地を確保しながら、 高速度でカーブ

を通過することができるためには、車両毎に滑らかに

車体を傾けることが必要です。この実現のために車

体傾斜システムが活躍しています。今回は、この車体

傾斜システムをご紹介しましょう。 

この車体傾斜システムの採用により、「７００系」では

時速 250km 程度まで減速していた東海道区間の上

下線各 60 箇所に点在している基準半径 2500m のカ

ーブを、車体傾斜システムにより 1 度車体を傾斜させ

ることで、 高速度の時速270kmで通過することが可

能となりました。 

 
車体傾斜システム 

車体傾斜にまつわる技術は、実は以前から在来線に

は存在しました。これは「振子式」といわれるもので、

車体の下にある振子梁と呼ばれる梁が、台車に対し

て左右に振れることで、車体の傾斜を実現するもので

す。たとえば、名古屋と長野を結ぶ特急「しなの」など

で活躍しています。しかしながら、装置の重さや構造

の複雑さなどから、新幹線で採用することは不可能で
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した。 

そこで新幹線では、空気バネを利用した車体傾斜技

術を研究･開発してきました。これは台車に装着して

いるに空気バネに空気を入れて車体の片側を持ち

上げる、というシンプルな構造です。高信頼性かつ軽

量であることが要求される新幹線には、非常に適合し

た技術でした。 

とはいえ、車体傾斜にも様々な課題がありました。1

つは連なる車両をカーブに差し掛かる前に一両ずつ

傾けていき、また水平に順次戻していくこと、もう 1 つ

が、より快適な乗り心地を実現するために、車体が傾

斜していることをお客様に気付かれないことでした。 

こうした課題を解決するために、新 ATC（Automatic 

Train Control、自動列車制御装置）、制御伝送シス

テムが採用されることとなりました。新 ATC からの正

確な自車走行位置・速度情報を、制御伝送システム

により全車両にその情報を瞬時に伝送。各車両はそ

の情報をもとに、 適な傾斜を実現するよう計算を行

い、車体を傾斜させています。また、車体傾斜システ

ムは完全 2 重系で構成されており、高い信頼性も確

保しています。 

この「空気バネ式車体傾斜システム」は、日本の新幹

線として「Ｎ７００系」に初めて採用された、乗り心地を

大幅に向上させる 新鋭の技術なのです。 

新しい新幹線の「顔」はどのようにして作られたか？  

 

先端形状

（エアロダブ

ルウィング

形） 

 

 

 

 

 「Ｎ７００系」をパッと見た時に、まず目を引くのはそ

の「顔」でしょう。鳥が羽ばたくような見た目の先頭車

両の形状は「エアロ・ダブルウイング形」と呼ばれるも

の。「Ｎ７００系」が新しい新幹線であることを特徴づけ

ています。この独特の先頭形状は、いったいどのよう

に形作られたのでしょうか？ 

「Ｎ７００系」の開発においては、車体傾斜システムに

より曲線通過速度を向上しても、振動、走行音を現状

以下とするなどの課題がありました。当初はこれらの

課題に対応するために、従来の解析手法を用いた結

果、先頭形状は「７００系」より 3.8 メートル長い 13 メー

トルが必要となりました。 

しかし、先頭形状を 13 メートルにしてしまうと、先頭寄

りのドアが無くなるうえに、先頭車両の座席数が減っ

てしまう。これだと車両交換を行った際に、号車毎の

定員の違いから、お客様に座席を移っていただく必

要が出てきてしまい、多大なご迷惑をおかけすること

になりかねない…。こうした理由から、当初の先頭形

状は不採用となりました。 

そこで、これまでの解析手法とは根本的に異なるアプ

ローチをとる必要があると判断した開発陣が採用した

のが、 新の空力シミュレーション手法「遺伝的アル

ゴリズム（Genetic Algorithm、GA）」でした。 

この解析手法を用いて、計 5,000 回にも及ぶコンピュ

ーターシミュレーションを通じ、複数の先頭形状から

走行音を も低減させる形状を検証していきました。 

終的にシミュレーションにより選定したいくつかの

先頭形状の模型を制作し、実際の走行環境と同様の

データを取得できる風洞実験での検証を実施。その

上で、先頭車先頭寄りのドアを確保し、号車毎の定

員を変えないという条件を満たす、長さ 10.7 メートル、

鳥が羽ばたく姿に似た形状「エアロ・ダブルウイング

形」が誕生しました。 

■ 乗り心地をさらに向上させる高性能セミアクティ

ブ制振制御装置の開発  

 
高性能セミアクティブ制振制御装置 

 従来の「７００系」には、乗り心地のさらなる向上を目

指して、台車にコンピューターを利用した「セミアクテ

ィブダンパ」と呼ばれる制御装置を設置し、横揺れを

検知して、吸収しています。 

「７００系」では、この装置が 16 車両のうち、7 車両にし

か搭載されていませんでしたが、「Ｎ７００系」では全

車両にこの装置を搭載。しかも「７００系」と比較して約

7 倍の処理性能を持つ高速 CPU の採用により、従来

の10倍のスピードで、高度できめ細かな演算を行うこ

とで、高速走行時の車内に伝わる振動を大幅に低減

し、より快適な乗り心地を実現しています。 

また、トンネル区間と明かり区間で異なる 適な制御

パラメーターを、高精度な位置情報と線路データから

判別した区間情報に応じて切り替えることで、更なる

乗り心地の改善を図っています。 

このように、常に進化し続ける新幹線の歴史の中で

誕生した「Ｎ７００系」では、その中で継続的に培われ

てきた 新技術を結集することで、より速く、より快適

に、より環境に適合した新幹線を実現しました。 

７月１日のデビューに、どうぞご期待ください。 
東海旅客鉄道株式会社のＷＥＢより一部転記 

 

 




