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ケンウッド一部無線機オプション

価格改定 

ケンウッドの一部オプションが、平成 26 年 4 月 1 日

より、値上げとなります。年々高騰する原材料費な

どにより、生産コストの上昇を余儀なくされ、現在の

希望小売価格を維持することが困難な状況とのこ

とです。 

購入をお考えの人はお早く！！ 

 

機種名 品名 

現希望

小売価

格（税抜き）

新希望

小売価

格（税抜き）

＊アマチュア無線機用オプション 

BT-15 
バッテリーケース（TH-

D72 用） 
2,800 3,000 

HS-5 オープンエアヘッドホン 5,800 8,000 

HS-6 軽量ヘッドホン 3,800 6,000 

MC-

43S 

ハンドマイク（8 ピンメタ

ル） 
3,100 5,000 

MC-44 
ハンドマイク（モービル

8 ピンメタル） 
4,650 6,000 

MC-45 
ハンドマイク（モービル

モジュラー） 
4,500 6,000 

MC-59 
ハンドマイク（モービル

モジュラー） 
4,500 6,000 

MC-

60S8 
卓上型マイクロホン 12,400 23,000 

MC-90 卓上型マイクロホン 29,800 35,000 

MJ-88 
接続コード（モジュラー

→8 ピンメタル変換） 
2,500 3,000 

PG-2N 
接続コード（DC コード

車載） 
900 1,500 

PG-2W
接続コード（DC コード

ハンディー） 
650 1,000 

PG-3B
接続コード(車載ノイズ

フィルター) 
2,000 3,000 

PG-3J シガレットライターコード 2,500 3,500 

SP-23 外部スピーカー 7,800 10,000 

VS-3 
音声合成ユニット(TS-

2000 用) 
3,800 4,000 

WR-2 防水ソフトケース 1,500 3,000 

 

新製品速報！アイコム 

デジタルもアナログも進化した次世代

モービル機 ID-5100/D 登場！ 

ID-5100 はデジ

タ ル <D-STAR>

はもちろん、従来

のアナログモード

における運用に

も画期的な進化をもたらす車載型トランシーバー

です。直観的に操作できるタッチパネル、史上初

アナログレピータの 寄りレピータ検索機能、

Android® 端末との連携 ※1 、Bluetooth® への対応
※1・・・etc。 

さらに、DV(デジタルボイス)-DV の 2 波同時待ち

受け受信、文字や表示も見やすい大型液晶ディス

プレイ、大容量のデータ保存に対応する SD カード

スロットなど、車載型トランシーバーの新世代を担う

にふさわしい多彩な機能と優れた操作性を備えて

います。 

ID-5100 は D-STAR ユーザーはもちろん、従来の

アナログユーザーにとっても革新的で魅力にあふ

れたトランシーバーです。 

【おもな特長】 

•直観的な操作を可能にするタッチパネルを採用。 
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•史上初※2、アナログモードにおける 寄りレピー

タ検索機能を搭載。 

•DV(デジタルボイス)-DV を含む 2 波同時待ち受け

受信を実現。 

•人気のデジタル通信 D-STAR®の DV モードを搭

載。  

•Android®端末による D-STAR 機能の拡張が可能

※1。 

•Bluetooth®ヘッドセット VS-3(オプション)に対応※

1。 

※1 オプションの Bluetooth ユニット UT-133 が必要。

※2 アイコム調べ。 

・ Android は Google Inc.の商標または登録商標です。 

・ Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG、Inc.が所有

する登録商標であり、アイコム株式会社はこれらのマークをライセンス

に基づいて使用しています。 

・ D-STAR は一般社団法人日本アマチュア無線連盟の登録商標です。

 

ゲリラ豪雨３０秒でキャッチ 

ゲリラ豪雨３０秒でキャッチ 神戸に新型

気象レーダー   

大 阪 大 に
設置された
新型レーダ
ー で の 観
測を基に解
析した２０１
２ 年 ７ 月 の
豪雨（情報
通 信 研 究
機構提供） 

半径６０キロ圏内の雨や雨雲の状況を、３０秒ご

とに立体的に観測できる新型気象レーダーが３月、

神戸市西区に完成する。国内２例目で、従来レー

ダーに比べて観測の所要時間を１０分の１以下に

短縮。急成長するゲリラ豪雨の兆しを素早くとらえ、

予測手法を開発できれば高精度の豪雨予報が可

能になる。 

「フェーズドアレイ気象レーダー」と呼ばれ、独立

行政法人・情報通信研究機構（東京）が、神戸市

西区岩岡町の同機構未来ＩＣＴ研究所に設置する。 

現在、降雨観測に用いられているパラボラ型レ

ーダーの場合、雲を詳細に観測するには角度（仰

角）を変えて何度も回転させる必要があるため、５

分以上かかる。一方、新型は１回の回転ですべて

の高度の観測が可能で、時間を大幅に短縮できる。 

ゲリラ豪雨をもたらす積乱雲は１０分ほどで急激

に発達する。２００８年７月、同市灘区の都賀川が

増水し小学生ら５人が亡くなった事故では、わずか

１０分で水位が約１・３メートル上昇した。従来のレ

ーダーで予兆を詳細にとらえるのは困難で、予測

には短い間隔での観測が不可欠という。 

新型レーダーは兵庫県南部地域が観測エリア。

同機構などは１２年、大阪府吹田市の大阪大学に、

同じタイプのレーダーを日本で初めて設置、運用

を続ける。神戸・阪神間は両レーダーのエリアとな

るため、同機構の花土弘研究マネージャーは「風

の動きまで感知でき、より精密な解析ができる」とい

う。 

理化学研究所計算科学研究機構（神戸市中央

区）は新型レーダーの観測データを基に、神戸・ポ

ートアイランドのスーパーコンピューター「京（けい）」

を使ったシミュレーションを計画。３０分後に発生す

るゲリラ豪雨の予測を目指す。 

【理研計算科学研究機構の三好建正（たけまさ）チ

ームリーダーの話】 観測時間を大幅に短縮できる

画期的なレーダーだ。３０秒ごとにデータを取得し、

シミュレーションをするのは、現在の天気予報の常

識では考えられないが、京ならば可能性がある。５

年をめどに手法を開発したい。 

 

Window 8.1 Update 1 
3 月に予定されて

いる Windows 8.1 

の ア ッ プ デ ー ト

「Update 1」。すで

に い ろ い ろ 情 報

がリークされてい

ますが、今回はプ

レリリースビルドがネットに流失。ファイル共有サイト

に出回りました。早速アップデート内容を確認して

レポートしている人たちもちらほら。 

一番大きな改善点と言えそうなのは、キーボードと

マウスへのサポートが向上したこと。アプリの 上

部にカーソルをもっていくとタイトルバーが表示さ

れて、スナップ、閉じる、 小化、アプリケーション

を並べて表示などのオプションが選べるようになっ

ていたり、スタート画面でアプリを右クリックすると、

サイズを変更、ピン留めを止めるなどのショートカッ

トが選べたり。これはマウスユーザーが待ち望んで

いた、かなり前に実装されてしかるべきだった機能

ですよね。 

他にもスタート画面には検索オプションや電源ボタ

ンが設置されています。デスクトップ画面にもいろ

いろ変更があり、中でもタスクバーにストアアプリを

表示できる機能は便利そう。また、PC 設定アプリに 

はコントロールパネルへのリンクがはっきり目立つ 

形で表示されるようになりました。 

今回流出したビルドはプレリリース版のため、まだ

かなりバグもあるようですし、これからさらに変更が

加わる可能性もありますが、全体的にマウスユーザ
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ーのイライラを解消してくれるようなアップデートに

なりそうです！ 噂になっていた「起動時に直接デ

スクトップにいける」機能は今回リークしたビルドで

は確認できませんが、やっぱり実装されないのか

なー。いずれにしても公式リリースが楽しみです。 

 

番号ポータビリティが可能 

平成 26 年 10 月 1 日から、 携帯電話

と PHS 間の番号ポータビリティが始ま

ります。  

現在、携帯電話間で提供されている番号ポータビ

リティに、PHS が加わります。 

携帯電話とPHSとの間で電話番号を維持したまま、

事業者の乗り換えが可能となります。 

※ あわせて、携帯電話と PHS との間で SMS（ショ

ートメッセージサービス）が可能となる予定です。 

※ 電話番号だけでは携帯電話と PHS を区別でき

なくなりますが、PHS に電話をかけると、特別な呼

び出し音（PHS 事業者により提供（http://www.wil 

lcom-inc.com/ja/service/ringbacktone/））が

鳴ります。 

携帯電話と PHS の垣根が低くなります。 

MNP といえばこれまでは携帯キャリア間での乗り換

えを指していましたが、今後はもっと便利になりま

す。総務省は 4 日、携帯電話と PHS 間の番号ポー

タビリティ（MNP）を 10 月 1 日から開始すると発表し

ました！ 

つまり、10 月 1 日からはこれまで PHS で大事に使

っていた番号をちょっと携帯電話で試してみたり、

余っている携帯電話の番号を PHS で使ってみたり

…などなど、自由に番号を移し替えることができま

す。 

あと、地味にありがたいことに携帯電話と PHS との

SMS のやりとりも可能になるそうです。今は LINE な

どのチャットアプリケーションが全盛ですが、サービ

ス開始後にはネタとして携帯電話から PHS に SMS

を送信してみるのも面白そうですね！ 

 

万能細胞「STAP」 

新たな万能細胞「STAP」、溶液培養の

革新的手法 日本の研究  

動物の細胞を多能性細胞に初期化する簡単な方

法を開発したとの日本の研究が 29 日、発表された。

移植用の細胞組織を研究室で培養する方法に

「大変革をもたらす」方法となる可能性がある。 

米 コ ネ テ ィ カ ッ ト
（Connecticut）州
フ ァ ー ミ ン ト ン
（ Farmington ） の
コネティカット大学
（ University  of 
onnect-icut ） 幹
細胞研究所で行
わ れ る 幹 細 胞 研
究 

 英科学誌ネイチャー（Nature）に掲載されたこの

研究は、胚性幹細胞（ES 細胞）、人工多能性幹細

胞（iPS 細胞）に続き、幹細胞研究において第 3 の

大きな進展となる可能性がある。この新たな方法を

用いれば、幹細胞研究におけるコストと技術のハ

ードルが大きく下がるかもしれない。 

 ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（University 

College London）のクリス・マンソン（Chris Mason）

教授（再生医療）は「ヒトでもうまくいくなら、これは

大変革をもたらす可能性があり、究極的には、患

者本人の細胞をもとの素材として幅広い細胞治療

を行うことができるようになる」と述べた。 

 幹細胞は、脳や心臓、肝臓などの器官を構成す

るさまざまな種類の細胞に分化することのできる細

胞。幹細胞を培養してさまざまな種類の細胞に成

長させる技術を開発し、事故や疾病で損傷した器

官に組織を補充することが目標だ。 

 2006 年、京都大学（Kyoto University）の山中

伸弥（Shinya Yamanaka）教授率いる研究チームは、

iPS 細胞の開発に成功し、山中教授は 2012 年ノ

ーベル医学生理学を受賞した。 

 iPS 細胞は、成熟した細胞に 4 遺伝子を導入し

て幹細胞を作る。だが、腫瘍を生み出してしまうと

いう問題を克服しなければならなかった。現在も効

率の面──成熟細胞のうち幹細胞にすることがで

きるのは 1％に満たない──で課題に直面してい

る。 

 神戸の理化学研究所発生・再生科学総合研究

センター（ RIKEN Center for Developmental 

Biology）の小保方晴子（Haruko Obokata）氏らが

開発した 新の方法は、驚くほどローテクで、全く

異なるアプローチをとっている。 

■「多能性の特質」備える 

 生まれたばかりのマウスの白血球を酸性の溶液 

に 25 分浸した後、5 分間遠心分離機にかけ、7 日

間培養することで、この細胞は多能性細胞に戻っ

た。 

 STAP（刺激惹起性多能性獲得）細胞と命名され

たこの細胞は、新しい境地を開く画期的な発見に

なるかもしれない。これまで、環境要因だけで細胞

の状態を初期化する方法は、植物の細胞でのみ
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発見されており、ほ乳類の細胞では発見されてい

なかった。 

 小保方氏は 28日、STAP細胞は多能性の特質を

全て備えているとインターネットを通じた記者会見

で述べた。 

 ただ、STAP細胞は自己複製能力に限界があると

みられる。また、ヒトの細胞からでもつくりだせるか

どうかはまだ分かっておらず、ヒト細胞への適用の

研究はまだ先になる見込み。 

 

ＳＴＡＰ細胞
とｉＰＳ細胞
の作製法の
違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

細胞に刺激を与えて作製する万能細胞「ＳＴＡＰ

細胞」について、作製に成功した理化学研究所な

どが国際特許を出願。 

 研究チームの小島宏司・米ハーバード大准教授

によると、出願したのは理研と、ハーバード大の関

連病院であるブリガム・アンド・ウィメンズ病院、東

京女子医大で、いずれもチームの研究者らが所属

する施設。内容は「ストレスを与えることで、多能性

細胞を作製する手法」で、発明者は理研発生・再

生科学総合研究センターの小保方晴子（おぼかた

はるこ）・研究ユニットリーダーらとしている。３施設

合同で昨年４月に米当局に出願したという。 

 特許の取得は莫大（ばくだい）な利益を生むため、

ｉＰＳ細胞（人工多能性幹細胞）では研究と並行し、

特許取得も世界的な競争になった。ＳＴＡＰ細胞で

も今後、知的財産面での競争の激化が予想される 

万能細胞 

生物の組織になり得る能力を持つ細胞の総称。ES 

細胞（受精卵から作られる）、iPS 細胞（細胞に遺

伝子や化合物を加えて作られる）も万能細胞の一

つである。 

万能細胞を利用して失った体の組織や臓器の生

成が可能となれば再生医療の道が大きく開けると、

世界中で研究が進められている。 

万能細胞（ばんのうさいぼう、英: pluripotent 

cells）は、あらゆる器官に分化することが可能な

細胞。 

 
100％キメラマ
ウス_STAP 細胞
由来 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 細胞の論文に「疑念」、理研

が調査開始 

論文の画像データなどについての疑念

が上がったことを受け、理化学研究所

（Riken）が調査を始めた。 

 論文は、理化学研究所の小保方晴子（Haruko 

Obokata）氏が米国の研究者らとともに英科学誌ネ

イチャー（Nature）1 月号に発表したもの。移植用

の細胞組織を研究室で培養するための簡単でロ

ーテクな方法の概略が示され、急速に研究が進む

幹細胞分野に革命をもたらす成果と称賛された。 

 だが理化学研究所は、この論文の方法論と入力

データに対する「疑問」が浮上していることを受け、

研究所の内外から専門家を集めて論文の精査を

行っていると発表した。 

 国内メディアによると、問題となっているのは、研

究チームが論文に誤った画像を掲載したとされる

疑惑。理化学研究所の広報担当者は 18 日、論文

に携わった研究者らに対する専門家らによる聞き

取り調査がすでに始まっていると述べた。 

 ただ、現時点で研究所は論文の成果を支持して

おり、「研究成果そのものについては揺るがない」

と考えているという。 

 幹細胞は全ての細胞に分化できる細胞で、脳や

心臓、肝臓などの器官を形作るさまざまな種類の

細胞になることが可能だ。小保方氏らの論文による

と、生まれたてのマウスの白血球を酸性の溶液で

25 分間培養し、5 分間遠心分離機にかけ、細胞が

増殖可能な培養液の中で 7日間培養した結果、細

胞が未分化細胞に逆戻りした。研究チームはこの

細胞を刺激惹起性多能性獲得（STAP）細胞と名付

けた。 

 

 


