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アイコム 修理の受付終了機種 

生産終了から年月が経過しました機種の

補修パーツの確保、調達がたいへん困難

になってきています。 

この度、生産終了から 10 年以上が経過したアマチ

ュア無線機器の修理の受付を終了させていただく

ことになりました。 

修理受付終了機種リスト （有効期限 

2014年6月1日～2015年5月31日） 

生産終了後 10～14 年経過した機種 （条件付

きで修理受付可能） 

2000 年 14 年 IC-R72  IC-RP4020  IC-1201  

IC-12G  IC-R100 IC-R1  IC-821/D  IC-3J 

IC-R9000   

2001 年 13 年  IC-756PRO  IC-Z1  

2002 年 12 年  IC-746/M/S  IC-R2  IC-

2710/D  IC-T22  IC-780  IC-R9000L  IC-

2800/D  IC-T32 IC-775DX2   

2003 年 11 年  IC-970/J/M/D  IC-207/D  

IC-T8 IC-X21T  

2004 年 10 年  IC-756PRO2  IC-681  IC-T81  

修理受付中（部品廃品等により修理出来ない

場合もございます。10 年以内の製品の修理を

お約束するものではございません。 

2005 年 9 年  IC-706MK2G/MK2GM/MK2GS  

IC-R10  ID-800 IC-2350/J/D  IC-Q7  

2006 年 8 年  IC-PCR100  IC-S32  IC-

PCR1000  IC-S22  IC-PCR1500  IC-W31N  

2007 年 7 年  IC-703  IC-PCR2500  IC-

910/D  IC-V1 IC-U1  

2008 年 6 年  IC-756PRO3  ID-800D  

2009 年 5 年  IC-R5  ID-91 

小笠原西之島は活動中 

噴火中の小笠原西之島に新たな火口 大

量の溶岩、海まで 

 
西之島を北北東

から撮影した赤外

線画像。白いほど

高温で、溶岩流

が東側火口から

東岸へ扇状に広

がっているのがわ

かる＝１３日、海

上保安庁提供 

  

噴火が続く小笠原諸島の西之島（東京都小笠原

村）について、海上保安庁は１６日、新たな火口を

確認したと発表した。火山活動の活発さを示すも

ので、噴煙や赤熱した溶岩を盛んに噴き出してい

るという。 

 １カ月前の観測では、新たな陸地部分の中央に

三つの火口が南北に並んでいたが、１３日の観測

で、北側の火口の東約１５０メートル付近に四つ目

の火口が見つかった。赤外線画像では、この新火

口から島の東側に大量の溶岩が流れ出し、海面に

達している様子が判明。だが悪天候で、島の大き

さは測定できなかった。 

 海保の航空機で観測した東京工業大の野上健

治教授は「溶岩の供給は安定的に続いており、極

めて活発な活動状態が続いている」との談話を発

表した。 

 

通信費対策はこれだ 

携帯電話の通信費を高く感じた時、対策

は一つ。 

携帯電話の維持費が高額なので、MNP（携帯電

話番号ポータビリティ）を使って、一番安いと思わ

れるキャリヤ（通信事業者）に乗り換えました。 

時間と手間がかかり難しいと思われがちですが、

手続きは WEB 上での数分間で済み、簡単なので、

維持費でお悩みの方は一考の価値が有ると思わ

れます。 
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まず、最初にクリアーしなくては成らない要件は、

以下の 5 要件でした。 

1）携帯電話の端末を 2 台使用していますので、携

帯電話番号をそのまま引き続き使う事が可能で有

る事。 

2）2 台の携帯電話端末に固有のメールアドレスを

付ける事が可能で有る事。 

3）基本料金が現状よりも安くなる事。 

4）SIM カードのタイプﾟを選択する事が可能で有り、

nano-SIM が有る事（ipad 用）。また、複数枚を選択

する事が可能で有る事。 

5）そこそこの通信速度が有り、バンドルチャージが

無くなった場合でも、データ通信が利用可能で有

る事。等々と、虫の良い事を考え、キャリアを何処

にすれば良いのかと悩んでいた折に、“ハイホーが、

高速モバイル通信サービス「hi-ho LTE typeD シリ

ーズ」で提供中の「音声通話対応 SIM カード」にお

ける MNP（携帯電話番号ポータビリティ）転入を 5

月 12 日に受付開始した。”とのアナウンスが流れて

来ました。 

どの条件もクリアーするので問題は無いように思

えましたが、問題点が有りました。最低利用期間の

1 年縛り。契約期間中に是より条件が良いのが出

て来ないと割り切って使う事としました。 

導入方法の流れ 

1)hi-ho に申し込む（WEB） 

↓約 10 分後 

2）本人確認書類提出の案内メールが届く 

↓約 21 分後 

3）本人確認書類提受領の連絡メールが届く 

↓1 日後 

4）本人確認書類手続完了の連絡メール 

↓2 日後 

5）音声 SIM カードが届きました。 

↓5 日後 

6）データ SIM カードが届きました。 

手続き 

1）http://home.hi-ho.ne.jp/hiho mobile/lite/ d/ 

index.html にアクセス、自分に合ったコースを選

択して、申し込みます。 

私の場合は、音声用 2 枚とデータ用 1 枚の

計 3 枚の SIM カードが欲しいので、「hi-ho LTE 

typeD アソート」を申し込みました。 

毎月の費用を概算して見ました。 

・初期費用（契約事務手数料）が税込 3,240 円

（1 回限り） 

・毎月の料金は、アソート利用料金（税込 1,522

円）＋SMS 機能対応 SIM 料金（税込 152 円/枚

×2 枚）＋音声通話対応 SIM 料金（税込 1,080

円/回線×2 枚）＋メールアドレス追加サービス

（税込 216 円/1 メールアドレス）＝4,202 円が必

要です。 

注意点： 

・「音声通話対応 SIM」を申し込む場合は、既に

SNS 機能は初期から付属しているので、重複計

算されるので、絶対に「SMS 機能対応 SIM」には

チエックは入れない事です。 

・バンドルチャージは、毎月 1 日に契約のコース

へ標準付与となる高速データ通信量ですので、

契約は月初めにすべきです。（契約月のみ日割

りで付与されます。） 

・用意する書類は、①MNP 予約番号②契約者

本人名義のクレジットカード③連絡先メールアド

レス④本人確認対象書類（運転免許証、健康保

険被保険者証、住民基本台帳カード（顔写真が

あるもの）、日本国パスポート、特別永住者証明

書、身体障害者手帳のどれか一つです。私は、

運転免許証をスキャンして事前に用意しました。 

詳しくは、http://home.hi- ho.ne.jp/ hihomobile 

/lte/ inc/pop_official_certificate_inc.html をご

覧ください。 

2）記載されている URL にログインして、本人確認

書類をアップロードします。 

次の項目 3）,4）は、共に申込際に記入した連絡先

アドレス宛にメールが届きます。私は PC 用のメー

ルアドレスを設定しました。 

5）音声通話用 SIM カードは 5/30 日発送の 31 日

到着で、データ用 SIM カードは 6/4 日でした。 

 

携帯電話番号ポータビリティ（MNP）を利

用し、既存の携帯電話機キャリヤを解約方

法。 

私の場合は、ドコモ回線ですが、回線が 2 回線

有るので、WEB 上での移行手続きは不可能でした。 

確認を取った所、電話（0120-800-000）或はドコ

モショップでしか申し込みが出来ませんとの事なの

で、電話での申し込みを選択しましたが、回線が

繋がるまで、約 8 分程度待たされ、繋がってからは、

必要では無い商品説明等を散々聞かされました。

相手も仕事上の事、忍耐で我慢ですね。 

なお、予約番号はその場で直ぐに発行してくれ

ました。 

注意事項） 
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☆私の場合は、「いちねん割引」の期間が残って

いたので、違約金 3,000 円と「携帯電話番号ポータ

ビリティ手数料 2,000 円」が 1 台毎にかかりました。

合計 5,400 円（税込）×2＝10、800 円もかかるそう

です。 

☆携帯電話宛にメールを送ったら、次の内容のメ

ールが転送されて来る場合が有ります。その時は、

迷惑メール等の設定が相手側の携帯に設定され

ている場合が多々有りますので、以下の対策をお

願いして下さい。 

----------------------------------------- 

Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEM ON@ 

bounce.mose-mail.jp>: >The original message was 

received at Thu, 12 Jun 2014 20:09:11 +0900> --

---  The following addresses had permanent fatal 

----- ><******@docomo.ne.jp>> errors (reason: 

 550 Unknown user ******@docomo.ne.jp)>---- 

- Transcript of session follows ----- ... while  

talking to >mfsmax.docomo.ne.jp.:>>>> DATA> 

 <<< 550 Unknown user *****@ docomo.ne.jp 

>554 5.0.0 Service unavailable 

----------------------------------------- 

次の対策を取る事で解決します。 

i モードメニューから 

料金＆お申し込み・設定→メール設定→迷惑メー

ル対策→受信／拒否まで進めて行き、ステップ 3

にて、ドメイン指定かアドレス指定で、送り側のメー

ルアドレスを登録してそのメールアドレスからのメー

ルは拒否しないようにしてください。 

・迷惑メール防止設定 

 受信者が迷惑メール防止として、パソコンからのメ

ールを受信しないなどの設定をしている可能性が

あります。ドメイン指定受信やアドレス指定受信設

定に変更してもらわなければなりません。 

FOMA の場合、Menu⇒メール設定で、ステップ 4

で、個別に受信したいドメインまたはアドレスを登

録します。 

https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/mea

sure/domain/setting/index.html#p01 

☆IMAP の設定手順（Iphone 4s ios 7.1） 
GPP の下駄をはかして SIM フリー化を行っている

環境ですので、他の環境でもこの様な設定で OK

になるとの保証は分かりません。****の部分は伏

字ですので、自身の設定された文字を入力して下

さい。 

 設定  

 

 メール/連絡先/カレンダー  

 

 Fol.hi-ho.ne.jp  

 

 IMAP  

 

 受信メールサーバ  

・ホスト名：hi-ho.mose-mail.jp 

・ユーザ名：**********@fol.hi-ho.ne.jp 

・パスワード：******** 

 送信メールサーバ  

SMTP:hi-ho.mose-mail.jp 

 

プライマリサーバ:hi-ho.mose-mail.jp 

 

 サーバ ON  

 

 送信メールサーバ  

・ホスト名：hi-ho.mose-mail.jp 

・ユーザ名**********：@fol.hi-ho.ne.jp 

・パスワード：******** 

・SSL を使用 

・認証：パスワード 

・サーバポート 465 

 詳細  

SSL を使用 

参考）MNP【えむえぬぴー】 
1. Mobile Number Portability の略称。携帯電話の

キャリアをまたがる番号継続サービス。2006 年 10

月 24 日にサービス開始。ただし、制度の導入後に

ついては、携帯番号は存続できるが、メールアドレ

スの変更が必要になったり、割引・ポイント等のサ

ービスの引継ぎが出来ないなど携帯キャリア変更

時の制約は依然として残ることになる。 

2. Microcom Networking Protocol の略称。 

POP と IMAP の違い 
メールソフトの設定などで、POP や IMAP という言

葉を聞いた事がある人は多いのではないでしょう

か。 IMAP と POP はどちらもメールの受信用に使

われる通信プロトコルで、IMAP や POP があるから

こそ、Outlook や Thunderbird、Becky や Windows 

Mail などのメールソフトでメールの受信ができるの

です。 

特に POP と IMAP の両方に対応しているサービス

やサーバーを使っている場合、POP と IMAP の選

択はその後の運用に大きく関わってくる事になりま

す。 そこで、今回は POP と IMAP の違いや、どう
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いった場合にどちらを選択するべきかを解説しま

す。  

メールを外部のサーバーから受信（ダウンロード）

するための通信として、1984 年に POP が登場しま

した。IMAP はそこから 2 年後、リモートサーバー上

にあるメールに対して、クライアントがアクセスする

ための通信として使われるようになりました。POP と

IMAP の一番大きな違いは、POP がユーザーのパ

ソコンへメールをダウンロードするのに対し、IMAP

はメールの実態をサーバー上へ残したままパソコ

ンへは（一時的な）キャッシュのみをパソコンで管

理する、という点です。ブラウザから利用できるフリ

ーメールアドレスをお持ちの方は多いと思います

が、ブラウザから利用できる「ウェブメール」には、

実際ほとんどの環境で IMAP が使用されてもいま

す。 

基本料金を対比して見ました。 
・基本料：携帯電話 2 台（ドコモ）8,600 円+DTI 

SIM3 枚（050 通話 2 台）2,001 円＝10,601 円/月 

・毎月の料金は、アソート利用料金（税込 1,522 円）

＋SMS 機能対応 SIM 料金（税込 152 円/枚×2 枚）

＋音声通話対応 SIM 料金（税込 1,080 円/回線

×2 枚）＋メールアドレス追加サービス（税込 216

円/1 メールアドレス）＝4,202 円/月 

de JJ3UXN 

 

 

衛星解像度 50cm の制限撤廃 

米国が衛星解像度50cm の制限撤廃、宇

宙から郵便箱も撮れるように 

アメリカでは 50cm 未満まで細かいところがわかる

衛星写真は、民間が扱っちゃいけない決まりでし

た。しかし、米商務省がついにこの禁止を解除して

しまわれました。 

 

米国最大の衛生画像提供元デジタルグローブか

らの要請を受けての方針転換です。同社は「これ

からは 31cm のものまで見える精密画像が配信で

きる」と張り切ってますよ。 

「例えば…」と同社が例にあげたのは、「マンホー

ルと郵便箱」。なんとも人畜無害な物体で、これだ

け聞くと「な～んだ、たいしたことないじゃん」って思

えてしまいます。でも、いえいえいえいえ…これっ

て結構大きな転換なんです。 

解像度 31cm となると、もはや飛行機で空撮するま

でもなく、農業の監視や災害救助ができるレヴェル

です。そういう作業はてっきりドローンにバトンタッ

チかと思ってたんですが、もっと上には衛星がいた

ということですね。 

もちろん、心配なのはプライヴァシーです。家も人

も丸見えですから。「国家保安上の問題」を指摘す

る情報法の専門家もいます。基地も武器も丸見え

ですから。 

ですが、高解像度衛星画像公開を支持するアメリ

カのトップはそうは思ってなくて、逆に安全のため

だって論旨です。例えば Mark Udall 上院議員は、

自分たちが青信号をださないと海外企業に先を越

される、と言ってます。でも商務省が禁止解除して

くれたお陰で、これからは「業界も国家保安上のニ

ーズを満たし、世界の業界で優位を保持できる最

適なシステムを開発・導入できる」と話しています。

安全にもプラスだし、業界にもプラスだと。 

衛星写真と言えばグーグルが Skybox を 5 億ドル

（500 億円強）で買収する計画を明らかにしたばか

りだし、どんどん「空に目あり」になっていきますね。 

今後、Skybox 単体で高解像度画像が撮れる衛星

をなんと 24 基も軌道に打ち上げる予定です。何を

撮るんじゃい。デジタルグローブも 8 月には、マン

ホールと郵便箱まで撮れる自慢の衛星 1 基を打ち

上げます。「ぐへ…勘弁だなあ」と思っても逃げ場

はどこにもありません。 

 

電波の日・情報通信月間 

電波の日・情報通信月間 東京で記念中

央式典 

 総務省と情報通信月間推進協議会共催の 2014

年度電波の日・重宝通信月間記念中央式典が 2

日、都内千代田区の帝国ホテルで開催された。 

  電波利用や情報通信の発展に貢献した個人・

団体を表彰する「電波の日」式典は今年 64 回目を

迎えた。 

  主催者あいさつで上川総務副大臣が大臣式辞

を代読、「今日から CS、ケーブル、IPTV で 4K 試

験放送が視聴可能になった。20 年の東京五輪め

ざし 4K/8K の本放送実現に全力を挙げる」と述べ

た。 

  推進協議会の内山田会長は「協議会としてビッ

グデータやオープンデータを有効に活用していき

たい」とあいさつ。 

 

 

 


