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オールドリグの修理は運しだい？ 

年代物の無線機は、一度、メンテナン

ス修理に出すべきですネ。 

長年愛用している、3 バンドのオールモード トラ

ンシーバ ケンウッド「TS-790G」の 430・1200MHｚ

の出力がダウンして居る事に気が付き、メーカーに

修理依頼をした時の傍記録です。 

随分と昔に生産完了しているオールドリグです

が、長年使用している愛機だけに、一途の望みを

かけて JVC ケンウッド・サービス 大阪 SC に修理

依頼の有線で確認を取りました。 

返ってきた返事は、“出力低下の原因はファイナ

ルと思われます。1200MHZ のファイナルについて

は、在庫が有りますが 430MHｚは有りませんので

修理不能です”との事でした。 

“430MHｚのファイナル（M57716 10w 用）を TS-

790 D M67728（25w 用）等に変更は可能ですか”

との問い合わせには、メーカーの修理は、型番に

沿った純正状態にしか修理が出来ないので無理

ですとの返答。やはりそうですよね。 

後日、M67728（790 D 用）を手に入れて、自分

で半田付けをする方法しか無いと考え、まずは、修

理をお願いする事としました。 

一週間程経ち、修理に取り掛かった様子で、担

当者から申し訳なさそうな様子で有線が掛かって

きました。 

“全バンド送受信点検再調整した結果、正規の

出力が出る様になりました。ファイナルの交換等は

必要が有りませんでした。”との連絡事でした。ラッ

キーでした。 

ついでにメモリー電池の交換をお願いし、修理

料金は、部品代 500 円+技術料 13,050 円＝

13,550 円でした。 

今回の修理依頼で感じた事は、この様な事も起

こり得るので、諦めずに修理現物を渡して、修理」

見積をお願いする事に尽きると思います。 

 

ケンウッドでは、生産完了品でも部品が有れば、

修理可能だそうです。 

それと、感動したのは、対応がすごく感じが良く

て好感が持てた事です。 

それに比べて、関西のあるメーカーの対応は酷

過ぎます。先日、IC-RP4311 の設定が PC 専用ソ

フトを使って ケーブル接続で管理出来るので、ソ

フトの提供をお願いしたところ、有りません！の一

言。 

大人げないのですが、例として有る管理団はそ

のソフトを使って設定している現状を伝えたら、 

渋々認めて“JARL の直轄局だから”との返事。唖

然ですよね。 

JARL 直轄局以外は何かある度にメーカーにメ

ンテ頼まないと使えない。費用は 1 万円以上かか

ります。これって、れっきとした差別ですよね。 

この対応の悪さに幻滅したのと対照的でしたの

で、JVC ケンウッド・サービスの対応には、いたく感

動を受けました。 

札幌サービスセンター  

（修理持込専用窓口）   

〒003-0807 札幌市白石区菊水 7 条 2 丁目 7-1 

ＳＥビル 3F     

※電話でのお問合せは JVC ケンウッドカスタマー

サポートセンターで承ります。  

横浜サービスセンター  

（修理持込専用窓口） 

〒226-8525 横浜市緑区白山 1-16-2     

※電話でのお問合せは JVC ケンウッドカスタマー

サポートセンターで承ります。  

横須賀サービスセンター  

※宅配便専用窓口 

〒239-8528 神奈川県横須賀市神明町 58-4 横

須賀事業所  

※電話でのお問合せは JVC ケンウッドカスタマー

サポートセンターで承ります。  

名古屋サービスセンター   
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〒481-0041 北名古屋市九之坪鴨田 121-1  

0568-24-1644  

大阪サービスセンター 

〒532-0027 大阪市淀川区田川 2-4-28    

※電話でのお問合せは JVC ケンウッドカスタマー

サポートセンターで承ります。  

福岡サービスセンター  

〒812-0031 福岡市博多区沖浜町 11-10 サンイ

ースト福岡 3F    

※電話でのお問合せは JVC ケンウッドカスタマー

サポートセンターで承ります。  

 

JVC ケンウッド カスタマーサポートセンター  

TEL 0120-2727-87（フリーダイヤル）  

（発信者番号通知が非通知の場合は、はじめに

『186』を付けて、『186-0120-2727-87』とダイヤルし

てください。）   

携帯電話・PHS・IP 電話などからのご利用は  

TEL 045-450-8950  FAX 045-450-2308  

● 受付日 ： 月曜日〜 土曜日（祝祭日・弊社休

日を除く）  

● 受付時間 ： 月曜日〜 金曜日 9：30〜18：00  

土曜日 9：30〜12：00、13：00〜17：30   

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-

12 

 

修理上がりで戻って来た状態。出力は定額は出て

いますね。 

 

ｄｅ 長澤 道一 

 

ミニミニ衛星が GPS を使って天気

予報 

ヤン坊マー坊に代わって、衛星と GPS

が天気予報をお送りします。 

夜寝る前、朝起きてすぐ、天気予報チェックは必

ずします。朝と夜だけでなく、1 日何度かチェックす

る私は、天気予報を非常に気にするタイプなので

しょう。どうしても晴れてほしい日は、事前にタクシ

ーに乗って運転手さんに「土曜日晴れますか

ね？」と尋ね、嘘でもいいので「晴れますよ」と言っ

てもらうと必ず晴れるというジンクスも信じていま

す。今のところ 100 発 100 中。そんな天気予報

が、ジンクスに頼らずとも精度があがるというお話で

す。 

テック系スタートアップ Spire が考えるのは、とに

かく安価なミニ衛星をたくさん使って雨を予想しよう

というもの。使用するのは CubeSats という安くて小

さい衛星。 

これを 100 個、GPS 受信機をのせて軌道にのせ

ます。軌道上の CubeSats は、既存の GPS 衛星か

らシグナルを受信。既存の GPS 衛星からのシグナ

ルは、地球の大気を通過して届きますから、

CubeSats が受信する時に、大気に関する情報も

一緒にキャッチしようというのがこの作戦。そこか

ら、CubeSats はキャッチしたデータを地上に送り、

その他 99 台から送られてくるデータと照らし合わ

せて天気を予報するという流れです。 

まず CubeSats 初号機を今年中に軌道にのせ、

残り 99 個を含む全システムは 2017 年までにはス

タートさせる予定だといいます。 

 

要注意 HD からのサイン 

こんな時は要注意! ハードディスクの

寿命を知らせる 4 つのサイン 

ハードディスク(HDD)に寿命があることはご存じ

だろう。とはいえ、いつ来るかわからない HDD の

寿命について何も対策を行っていない人が多いか

もしれない。そうこうしているうちに、ある日突然

HDD が起動しなくなったなんて話は珍しくない。 

HDD の故障に備えてオンラインストレージを使

っているという人もいるだろうが、オンラインストレー

ジはネットワークがなくては利用できず、重要なデ

ータはやはりローカルにバックアップが欲しいとこ

ろだ。 

一般的にハードディスクの寿命は 5～10 年と言

われているが、温度・湿度・利用環境・使い方など

を工夫することで、いつかは訪れるハードディスク

の"死"を少しでも遅らせることができると言われて

いる。また、ソリッドステートドライブ(SSD)は書き込

み回数に上限があるとされている。そのため、われ

われが故障に向けてできることは事前に新しいハ

ードディスクにデータを移すことだが、寿命がくる前

にわかればベストだ。 

MakeTechEasier が「How to Know If Your Hard 

Disk Is Failing」で、HDD の寿命が近いことを知ら

せる兆候をまとめているので、紹介しよう。 

○破損ファイルの増加 
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ファイルの破損はドライバに問題があったり、突然

電源が落ちたりなどが原因とする場合もあるが、フ

ァイルの破損が頻繁に起こるようになったら、ハー

ドディスクが終わりに近づいている兆候かもしれな

い。 

○レスポンスや転送速度が劣化 

ハードディスクの性能も 1 つの目安になる。

Windwos 上でエクスプローラがすぐに開けないな

ど、ハードディスクの応答が遅かったり、転送速度

が遅くなってきたと感じたりしたら、そろそろ寿命が

近い可能性がある。 

一方で、性能劣化はフラグメンテーションや感染

など他の要因も考えられるので、使っている年数な

ども考慮して総合的に判断する必要があるだろう。 

○不良セクタの増加 

ハードディスクは小さなクラスタでデータを保存

するが、このクラスタが破損するなどのダメージを

受けるとその部分は機能しなくなる。これを不良セ

クタと言うが、ハードディスク上にこの不良セクタが

増えたり、よくフリーズするようになったりした場合、

寿命が近い可能性が考えられる。 

不良セクタはソフトウェアのエラーにより生じるこ

とが多く、データに深刻なダメージを与えるおそれ

がある。診断ツールで検出できることもあるので、

定期的なメンテナンスを行いたいもの。 

○異常な音や熱を発する 

普段と違う音を発したり、熱くなったりしている時

は、ハードディスクの寿命が近いと言えそうだ。先

に挙げた 3 つのポイントよりも緊急性が高いと思っ

て、すぐにバックアップをとるようにしたい。 

 

有名企業の意外すぎる“正式名称” 

あなたが知らない“略語”の世界 

「NTT」や「au」、「DHC」…  

 世の中はいろいろな略語があふれている。「ドラ

クエ」「ミスチル」など長い名称の数文字を取って略

したり、英文表記の頭文字を取って並べた「頭字

語」がある。頭字語を使った企業名、ブランド名は

よく目にするが、意味を知らずにそのまま覚えてい

る場合が多いのではないだろうか？ 

  そこで、ちょっと気になるアルファベット羅列型

の IT 関連企業名、ブランド名の由来を調べてみ

た。英文表記だけでなく、ローマ字表記した日本

語の略語など実にさまざま。たとえば、誰でもよく知

る NHK は「Nippon Hoso Kyokai（日本放送協会）」

の略。このパターンでかなり意外なものでは DHC

がある。さて、何の略？ 答えは本文の最後に。 

●NEC 

通信インフラ設備の分野や国内首位を誇る電気機

器メーカー「日本電気株式会社」のブランド名。創

業時の英文社名「Nippon Electric 

Company,Limited」の頭文字をとったもの。1899 年

に日本で初めての外国資本（米国ウェスタン・エレ

クトリック社：現在のアルカテル・ルーセント社）との

合弁会社として設立された。 

●CAPCOM 

アーケードゲームやコンシューマーゲームの開発

と販売を行う日本のゲームメーカーの社名。もとも

と電子応用ゲーム機器の開発・販売を行う「アイ・

アール・エム株式会社」の販売部門として設立され

た。正式名称は株式会社カプコン（CAPCOM 

CO., LTD.）。由来は企業名の頭文字ではなく、ア

イ・アール・エム社の系列会社だった時の「日本カ

プセルコンピュータ株式会社」を縮めたもの。 

●TDK 

電子デバイス、電子素材部品の開発、製造、販売

を行っている電気機器メーカーの企業名。東京工

業大学の研究者によって発明された磁性材料「フ

ェライト」の工業化を目的として創業した当時の社

名のローマ字表記「東京電気化学工業（Tokyo 

Denki Kagaku）」の略が、現社名「TDK 株式会社」

の由来。 

●NTT 

 1985 年に設立された日本電信電話株式会社の

ブランド名。前身の日本電信電話公社が日本電信

電話株式法により民営化し設立された。国内最大

手の通信事業者 NTT グループの持ち株会社で、

英文社名「Nippon Telegraph and Telephone 

Corporation」の略。 

●au 

 KDDI 株式会社と沖縄セルラー電話株式会社が

提供する携帯電話をはじめとした有線通信事業の

サービスブランド名。名前の由来は名称の頭文字

でハンク、「a」は access、always、amenity などか

ら、「u」は unique、universal、user などから取って

組み合わせたもので、常にユーザーにとって近い

存在「Access to you（U）」でありたいという思いと

「会う」の音にかけたものだという。 

  最後に DHC の由来だが、これは「大学翻訳セ

ンター（Daigaku Honyaku Center）」の略。現在は、

サプリメント（健康食品）や化粧品、出版の総合メー

カーだが、事業のスタートは大学の研究室向けの

洋書の翻訳委託業だったため。 

  名前の由来からは、各企業の事業に対する姿

勢や思い入れが垣間見られて興味深い。 

 

スマホでわかる危険地域地図 
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 活断層や液状化しやすい場所をスマートフォン

で確認できる地図情報サービスを、国土地理院が

始めた（http://maps.gsi.go.jp/)。 

  担当者は「情報を手軽に把握し、防災に役立て

てほしい」と話している。 

  「都市圏活断層図」の項目では、札幌、東京、

名古屋、大阪、福岡などの主要都市で、活断層が

通る場所を表示する。「明治前期の低湿地」では、

首都圏と関西で明治時代に川や沼、水田だった

場所がわかる。担当者は「過去に低湿地帯だった

場所は、液状化する可能性がある」と話す。 

  このサービスは、これまでもパソコンで利用でき

たが、スマホで閲覧しやすいように改良した。調べ

たい場所の住所を入力後、画面上の「情報」ボタン

から「表示できる情報」「地図・空中写真」と進む。ス

マホの全地球測位システム（ＧＰＳ）機能を使うと、

現在地の情報が分かる。 

 
 

アマチュア局の登録数 

現在のアマチュア局は「435,769 局」

が登録 

日本国内の各アマチュア局について、許可されて

いる電波の型式、周波数、空中線電力といった免

許情報が、コールサインなどから検索できることで

知られる総務省のデータベース「無線局等情報検

索」が、1 月 24 日現在のデータに更新された。この

データベースによるとアマチュア局として「435,769

局」の免許情報が登録されている。 

 総務省が提供する「無線局等情報検索」では、ア

マチュア局以外に、パーソナル無線、簡易無線、

放送局など、さまざまな無線局の免許データが検

索できる。検索対象となる無線局の免許データの

更新は、おおむね 2 週間ごとに行われているが、2

月 16 日に「2015 年（平成 27 年）1 月 24 日現在」

のデータに更新された。 

 ちなみに同じコールサインでも「移動しない局」

「移動する局」など、それぞれ無線局免許が分かれ

ている場合を含め、アマチュア局として「435,769

局」の免許状情報が登録されている。 

  

Wi-Fi のセキュリティ設定 

 ご家庭の Wi-Fi ルータのセキュリティは確認済み

ですか？ 無防備な状態で使用していると、ネット

ワークの不正使用や、情報の盗み見に遭う危険も

あります。自宅で利用する Wi-Fi のセキュリティ設

定を見直してみましょう。 

家庭では無線 LAN、いわゆる Wi-Fi が普及してい

ます。Wi-Fi は、電波の届く範囲であればどこから

でも無線で接続でき、便利です。一方、Wi-Fi 環境

ではセキュリティ設定に不備があると、悪意ある第

三者によって通信内容を盗み見られ、場合によっ

ては情報を盗まれたり、不正操作されたりする危険

があります。深刻な場合、たとえば、ネットショッピン

グやネットバンキング中の遠隔不正操作による金

銭被害や、プライベートなメールを盗み見され、そ

れを元に脅迫を受けたりすることも考えられます。 

ただし、これらは Wi-Fi ルータや接続機器に適切

なセキュリティを施さない場合、想定される脅威で

す。家のドアを施錠せずに出かけるのが無防備な

のと同じく、Wi-Fi の利用時にも外から入られない

ようしっかりと鍵をかけ、大切なものは隠しておくと

いったセキュリティ対策が必要です。 

ぜひ、ご家庭の Wi-Fi ルータのセキュリティ設定を

チェックしておきましょう。 

Wi-Fi ルータのセキュリティ機能をチェック 

最初に必ずチェックしておくべき以下の 2 つのポイ

ントを確認しましょう。 

 
・暗号方式は、セキュリティ強度の低いWEPを使わ

ないことです。現在では WEP の暗号化は短時間

で解読されてしまうことがわかっており、認証用 ID/

パスワードが簡単に取られてしまう危険性がありま

す。よりセキュリティ強度の高い WPA2 を指定しまし

ょう 

・Wi-Fi の設定をおこなう管理画面の認証パスワー

ドを変更する 

Wi-Fi ルータの設定変更をおこなう管理画面の認

証用 ID／パスワードは、メーカーや機種ごとに初

期値が一律（例：ID が root、パスワードが空欄など）

で決まっていることがあります。このため、万一、第

三者にルータへのアクセスを許すと、初期値の ID

／パスワードで管理画面に入られ、ルータを乗っ

取られてしまう危険があるのです。 

 

 


