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皆空の中で...

１．アンテナと共振周波数

【１．アンテナ線と共振周波数】
総目次へもどるは　こちら

短波帯の無線通信とアンテナの話です。
アンテナの話をどこから書き始めるかですが，「電波とは何か」,

「導体からどのように電波は放射されるのか」をわかり易く書く
のは,なかなか難しいことなので,マックスウエル先生の理論に詳し
い専門家に任せしましょう。（電磁波の放射（東京工業大学 工学入門講座
） は こちら)

ここでは,アマチュア無線用のアンテナ設計，フィーダー，整合な
どのポイントを「やさしく」まとめる予定です。
まず,第１話「アンテナ線と共振周波数」の話です。

次の図の左のような長さＬの導体の中央に高周波電流計を入れて,

導体へ高周波を加えます。加えた高周波の周波数を徐々に高くし
てゆくと,右図のように,ある点で高周波電流が最大となり,更に周
波数を高くすると電流が減少します。（図はクリックで拡大しま
す）
---- 図 １．１---

下図の左のようなコイルとコンデンサが直列になったＬＣＲ直列
回路へ高周波を加え,同様に周波数を変化させるとＬＣＲに流れる
高周波電流は右図のようになります。（図はクリックで拡大しま
す）
---- 図 １.２ ---

ＬＣＲ直列回路の電流最大点はＬＣＲが周波数 ｆ0 に共振してい
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る点です（同調している）。導体Ｌの場合の電流の変化（右図）
が同様なことから,導体Ｌが周波数 ｆ0 で共振していると考えるこ
とができます。この時の導体Ｌの長さは,周波数 ｆ0 の約 1/2波
長となっています。

下図は1/2波長の長さの導体の高周波電流と高周波電圧の大きさ（
分布）を図示したものです。両端は開放状態ですから電流はゼロ
，中央部分が最大となります。この電流（電圧）分布は高周波電
流が導線上を両開放端へ進行する波と両開放端から反射して戻る
波が重なって生じた「定在波」です。このようにアンテナ線に定
在波が生じるアンテナを「定在波アンテナ」と言います。（図は
クリックで拡大します）
---- 図１.３ ---

以上のことから,周波数に共振する導体（1/2波長アンテナ線）の
長さが計算で求められます。
1/2波長アンテナの長さＬ＝（光速÷周波数）!1/2

書き換えると,Ｌ(m)＝300÷ ｆ0 (MHz)!1/2 ＝(150÷ ｆ0 (M

Hz))ですから，
7.1MHz用の場合,1/2波長アンテナは，150÷7.1＝21.1ｍと計算
されます。
21.3MHz用の場合,1/2波長アンテナは，150÷21.3＝ 7.04ｍと
計算されます。

実際には，アンテナ導体を伝わる高周波電流の速度が光速よりわ
ずか遅くなること,両端に使用される絶縁物（碍子）などによる容
量増加などで,アンテナ導体の長さは若干短くなります。
この短くなる率を短縮率と言います。
アンテナ導体として使用する電線のサイズが2㎜程度の場合の短縮
率は約 0.95 と考えればよいでしょう。150!0.95＝約143です
から，実際の1/2波長アンテナの長さは次の計算で求めます。

１４３÷ 周波数(MHz) ＝1/2波長アンテナ線の長さ（ｍ）

なお，144MHz帯など1/2波長の長さに比べて直径の大きいパイ
プをアンテナとする場合は,更に短縮した値になります。

７MHz用として,143÷7.1MHz＝20.14ｍのアンテナ線を左右18

0度に張ることができれば良いですが,敷地や周辺の理由で,片側６
ｍ!2＝全長12ｍの長さしかアンテナ線を張ることができなかった
とします。全長12ｍのアンテナ線は,143÷12(m)＝約11.9(MHz

)の周波数に共振点があります（目的の7.1MHｚには共振していま
せん）。

ここで,前述のＬＣＲ直列回路を思い出してください。
ＬＣＲ直列回路の共振周波数を11.9MHzから目的の7.1MHzへ下
げるにはコイルの巻き数（インダクタンス）増やせばよいですよ
ね。
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次の図の右のようにＬＣＲ直列回路へコイル（インダクタンス）
を追加すると共振周波数がさがります。これをアンテナ線におき
かえれば，下図の左のようにアンテナ線の途中にコイルを挿入す
れば良いのです。なお,アンテナ線へ挿入するコイルは,２つに分け
て左右のアンテナ線の中間部に挿入してもかまいません。（図は
クリックで拡大します）
---- 図１.４---

逆に,アンテナ線の長さが目的の周波数のものより長い,例えば,全
長が25ｍのアンテナ線の場合は,共振周波数が143÷25m＝5.7M

Hzとなり,7.1MHｚに共振していません。この場合,下図のように
ＬＣＲ直列回路ではコンデンサ（キャパシタンス）を直列に挿入
します。コンデンサを直列にするとコンデンサ容量は減少します
ので,ＬＣＲ回路の共振周波数が高くなります。（図はクリックで
拡大します）
---- 図１.５ ---

ここまでをまとめると，
(1)アンテナ線は共振回路（同調回路）のような性質があり,長さ
によって特定の周波数に共振する。
(2)アンテナ線が目的の周波数の1/2波長の長さであればアンテナ
線のみで共振することができる。
(3)アンテナ線の長さが目的の周波数の1/2波長の長さでなくても
コイルやコンデンサを使用すると,目的の周波数に共振させること
ができる。

---言い換えると「アンテナ線自身の長さは必ずしも目的とする周
波数の波長に合っていなくても大丈夫」ということです。
その例として,垂直型アンテナでは電波を低い角度で発射できる 5

/8波長アンテナがあります。
また,自動車から7MHzの電波を送信する場合，2m(0.05波長)の
長さのアンテナを使用する例もあります。

但し,短いアンテナ線へコイル(L)を追加して共振させる方法では,

コイルで生ずる高周波損失を少なくするため,大きなコイルを使用
する必要があります。これらのことから,アンテナの長さはアンテ
ナ線のみで目的の周波数に共振する長さであることが望ましいこ
とは言うまでもありません。
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ことわり：
ＬＣＲ直列回路の共振周波数は１つですが,アンテナ線は1/2波長
の整数倍の周波数に共振します。ここでは話を簡単にするため,そ
のことには触れないことにしました。

もう１つ：アンテナ線へ電流（電圧）の定在波を生じさせて使用
する場合を「定在波励振」と言います。一方で,アンテナ線へ定在
波を生じさせない方法を「進行波励振」と言います。アマチュア
無線では前者の「定在波励振」を使用します。後者の方式として
ロンビックアンテナがありますが,非常に広大な土地が必要なため,

アマチュア無線での使用例は殆どありません。

次は,アンテナ線のインピーダンスへ続きます。

２.アンテナ線のインピーダンスは　→　　こちら

総目次へもどるは　→　　こちら

2011/12/27(火) 18:25:06 | アンテナと整合  | トラックバック:0  | コ
メント:0

<<２．アンテナのインピーダンス | ホーム | ３．アンテナ
とフィーダー>>
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皆空の中で...

２．アンテナのインピーダンス

【２．アンテナ線とインピーダンス】

この項は先の話「１．アンテナ線と共振周波数」の続きです。
「１．アンテナ線と共振周波数」は　こちら

最初から,聞きなれない「インピーダンス」と言う文字がでてきま
した。
アンテナ線のインピーダンスとは,高周波電力を送り込む側から見
たアンテナの負荷抵抗（Ω）です。
（ここでは,給電線の長さは０ｍとして話します）

次の図は,1/2波長ダイポールアンテナのような中央部から給電す
る線状のアンテナの図です。
図の左は,1/2波長の長さのアンテナ線の中央部へ給電している状
態です。1/2波長アンテナでは高周波電流の分布が点線のようにな
り,中央部が電流最大点です。（図はクリックで拡大します）
---- 図 ２.１ ---

オームの法則により，電力＝電流の二乗×抵抗値　ですから，抵
抗値は＝電力÷電流の二乗です。
アンテナ線に適用すると，
抵抗値（アンテナの入力インピーダンス）＝ 全放射電力÷中央部
の高周波電流の実効値の二乗　です。
上図左の1/2波長アンテナの中央部への給電しているアンテナの入
力インピーダンスは 73.13Ωとなります。
上図の右の場合は,給電点の高周波電流がゼロに近い部分なので,入
力インピーダンス＝放射電力÷（ゼロに近い高周波電流の二乗）
の値は数ｋΩのレベルの値になります。

下図はこれらの値を連続的に表示にしたものです。0.5λ(1/2波長
)の長さの付近は100Ω以下の値です（赤丸部分）。1.0λ(1波長)
の長さ付近の入力インピーダンスは導線が細いと9000Ωほどにな
ります。7MHz(波長約43m)用として,直径2ｍφの導線使用した場
合は,2000Ω程度となります。（図はクリックで拡大します）
---- 図 ２.２ ---

カテゴリ

【【　総 目次　】】 (1)

ヨットオケラへのプロローグ (1)

オケラネットのはじまり (1)

ヨット オケラの思い出 (8)

ヨットのエンジン冷却排水と排気 (1)

ヨットのウォーターロック (3)

パソコン Windows (7)

Old Mac (6)

Ｌｉｎｕｘ (3)

アマチュア無線 (7)

アンテナと整合 (24)

1アマ試験_無線工学のコツ (36)

【・・・小 目次・・・】　１アマ試験_

目次 (1)

その他 (4)

整理中 (0)

未分類 (0)

リンク

ヨットの電気設備
ヨットのアンテナと無線機
Okera net ホームページ
管理画面

このブログをリンクに追加する

最新記事

続_オケラ５世_第1回BOCシングルハンド世界一
周レース（後編） (05/08)

オケラ５世_第1回シングルハンド世界一周レース
（前編） (04/17)

snap.do画面から元の起動画面へもどす手順 (04/

16)

一人乗り水上飛行機の自作（ヨットオケラ番外編
） (04/08)

１アマ試験_晴海試験センター (03/31)

オケラ３世の思い出（沖縄海洋博レース） (03/27

)

OMの開局当時のシャック (03/07)

35．1アマ試験のための_国際通信憲章・通信条約
・無線通信規則の要点 (03/04)

34．電波の強度の安全基準値の算出式の出題 (03/

04)

33．　半波長ダイポールアンテナからの受信機入
力電圧を算出する出題を解く (03/01)

 ウェブ全体  検索[PR] FC2ブログの有料プランがパワーアップ！ - FC2 BLOG Pro

http://fc2.to/cefvDR


13/05/29 17:54皆空の中で... ２．アンテナのインピーダンス

ページ 2/9http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-36.html

前の項「アンテナ線と共振周波数」において,アンテナ線はＬＣＲ
共振回路の性質をもっていると説明しました。
このため,アンテナ線を給電点からみると,Ｌの成分,Ｃの成分を含
んだ状態に見えます。このＬとＣの成分を総称してリアクタンス
と言います。Ｌの成分が表れている状態をインダクティブと言い,
＋記号を付加して表示します。Ｃの成分が表れている状態をキャ
パシティブと言い,－記号を付加して表示します。
下図は,中央部から給電するアンテナ線のリアクタンス成分の変化
です。アンテナ導線の長さが0.5λ(1/2波長)の点と,1.0λ(１波長
）の点では±ゼロ付近になります。（図はクリックで拡大します
）
---- 図 ２.３ ---

上図の0.5λ＝1/2波長の付近（赤丸）を拡大すると下図のように
なります。図の実線Ｒは0.5λ付近のアンテナの抵抗分の変化の拡
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大図です。点線は0.5λ付近のリアクタンス分の変化の拡大図です
。（図はクリックで拡大します）
---- 図 ２.４ ---

上図の横軸0.5λ(1/2波長）の目盛の上の,曲線Ｒとの交点（上緑
丸）で左目盛を見るとアンテナの入力抵抗値が約 73Ωと読めます
。
点線のカーブとの交点（下緑丸）でアンテナのリアクタンス成分
が約＋42Ωと読めます。
0.5λ(1/2波長)アンテナの中央部給電の入力インピーダンスは　
約 73＋j 42となります。
アンテナ線の長さを0.5λ×0.95の0.48λ付近へ短くすると,リアク
タンスの曲線が±ゼロ（赤線）と交差します。即ち,算術での1/2
波長の長さより約５％短くするとリアクタンス成分がゼロとなり
ます（共振状態となる）。
この図にも表示されているように,導体としてパイプを用いるなど
波長に比べてアンテナ線の直径が大きくなる，即ち,λ(波長）/d(
導体直径)の値が小さくなる144MHz帯,435MHz帯のアンテナの
場合は更にアンテナを短くした点となります。
（上図で言えるもう一つのポイントは,周波数(波長)がわずか±3％ずれただけで,リ
アクタンス分が約±50～60Ωと生ずる点です＝この点は後で述べるアンテナと給
電線の接続で見落としてはいけない事項となります）

ここまでの まとめ
(1) 1/2波長(0.5λ)アンテナの中央部の入力インピーダンスは約7
3Ω＋j 42Ωとなる。
(2) この長さ×0.95のアンテナ長にすると,入力インピーダンスは
リアクタンス分の無い約73Ωとなる。
(3) アンテナ長が波長から,わずかずれただけで,リアクタンス分が
生ずる。
(4) 1波長アンテナの中央給電の入力インピーダンスは非常に高い
値となる。即ち,1/2波長アンテナの右または左端から給電する場
合の入力インピーダンスは非常に高くなる。

1/2波長(0.5λ)アンテナの給電は(2)のポイントで行うのが一般的
です。
1/2波長(0.5λ)アンテナを中央部から給電せず,片端から給電する
手法をツエッペリン型給電と言います（飛行船ツエッペリンで使
用されたアンテナ）。

1/2波長アンテナの中央部給電の入力インピーダンスを約73Ωと
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述べましたが,この値は理論値であって,実際は,アンテナの地上高
によって変化します。
下図は1/2波長アンテナのインピーダンスが地上高でどのように変
化するかを示したものです。（図はクリックで拡大します）
---- 図 ２.５ ---

まとめのまとめ
1/2波長水平アンテナの中央給電インピーダンスは,大地からの高
さで変化する。
高さ1.3波長以上にすればインピーダンスは70～80Ωと理論値に
近くなる。
高さが１波長より低い場合は建ててみないと判らない。1波長の高
さとは７MHzの場合40ｍもの高さです。７MHz1/2波長水平ダイ
ポールアンテナを高さ12m程度にした場合はインピーダンスが90
Ω近くになっているかもですね。

更に加えて,アンテナ線が付近の電力線や建物から十分に離れてい
な場合は,それらからの影響を受けて入力インピーダンスは変化し
ます。
また,下図のように，アンテナ線が左右に180度の角度でなく,両端
が中央部より高くなったり，両端が低くなったりするとアンテナ
の入力インピーダンスは低くなります。（図はクリックで拡大し
ます）
---- 図 ２.６ ---

…このようなものですから,1/2波長水平アンテナ(1/2波長水平ダ
イポール)の中央給電に75Ωの同軸ケーブルを使えばピッタリだと
は言えないのです。十分な高さにあげられないアマチュア無線ア
ンテナの場合,アンテナ線の両端に調整用の短い電線を付加し,その
部分のカットアンドトライで調整します。
この辺は,次の３章以降で説明します。

次は,３章アンテナとフィーダ（給電ケーブル）です。アンテナと
フィーダは　こちら
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皆空の中で...

３．アンテナとフィーダー

【３．アンテナとフィーダー 】
................このページは次の１～８の中の「３」です。
..........１．アンテナと共振周波数
..........２．アンテナとインピーダンス
..........３．アンテナとフィーダ（給電線）
..........４．フィーダー上の高周波電力（進行波と反射波）
..........５．定在波（SWR）とアンテナ電力（試算）
..........６．ＳＷＲの測定と問題点
..........７．アマチュア用ＳＷＲ計と注意点
..........８．同軸ケーブルの長さを調整するとSWRが下がる？

２章「アンテナとインピーダンス」の続きです。
前項で説明しましたが,アンテナは地上から十分な高さに設
置する必要があります。また,家屋や電力線からも十分に離
れている必要があります。そのような位置のアンテナと送
信機（受信機）を接続する導体を「フィーダー」，または
「給電線」と言います。

フィーダー（給電線）の原形は平行２線式フィーダーです
。２線を大地に対してバランスした状態で使用することが
多いため平衡フィーダとも言います。
平行フィーダ－に対して,片側の導線を板状にして,一方の
導線の周りを円筒状にくるんだ形の同軸フィーダー（同軸
ケーブル）があります。同軸ケーブルは中心導体と円筒状
にとりまく導体が大地に対してバランスしないため不平衡
フィーダとなります。

平行フィーダ－であれ，同軸フィーダーであれ，フィーダ
ーはそれぞれの構造と導体間の絶縁物質の誘電率によって
決まる「特性インピーダンス」をもっています。同軸ケー
ブルの５０Ωとか７５Ωとかの値のことです。特性インピ
ーダンスとは,構造等から決まるフィーダー個体のものであ
り,周波数や長さによって変化しない値です。

下は平行フィーダーの例です。
写真は,かってVHFアンテナからテレビまでのフィーダーと
して利用された特性インピーダンスが300Ωの「リボンフ
ィーダー」です。同軸ケーブルが安価でない時代にTV受信
用として使用されました。２線の間はポリエチレンです。
写真の下は一般的な300Ωリボンフィーダ，写真上は透明
なポリエチレンを使用したもの。上のものは導体の直径が
やや細い分,２線間の間隔が狭くなっています。リボンフィ
ーダは同軸ケーブルより安価で損失が少ない利点がありま
したが,雨に濡れたりするとフィーダの特性インピーダンス
が変化し損失が急激に増加する欠点があります。（図はク
リックで拡大します）
---- 図 ３.１ ---
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次の図は,UHFテレビアンテナからテレビまでのフィーダー
として使用された200Ω平行フィーダーです。断面がメガ
ネのように見えるので「めがねフィーダー」と言われまし
た。このフィーダーは導線の周りのポリエチレンを多くし
て,雨などによる性能低下を改善したもので,同軸ケーブル
より安価で損失が少ない利点があります。（図はクリック
で拡大します）
---- 図 ３.２ ---

めがねフィーダ－の写真です。（写真はクリックで拡大し
ます）

　

下はめがねフィーダー包装紙の表と裏です（フィーダー損
失が記載されています）。
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「リボンフィーダー」「めがねフィーダー」とも同軸ケー
ブル(7C2V)より大幅に損失が少なく優れた特徴がありま
すが,金属物にそわせたり,密着して配線すると損失が急激
に増加する欠点があるため，TVアンテナマストから10㎝
程度離して配線する必要があること,マストから離れている
ため強風で壊れやすいこと,建物内の電気配線用金属管（コ
ンジット管）などを使用すると金属の影響で損失が増すこ
と,一方で同軸ケーブルのコストが年々安価になったこと等
から時代とともにテレビ受信用としても使用されなくなり
ました。

アマチュア無線用としても送信電力を50W程度までにおさ
える必要があること,1/2波長アンテナ（中央給電）の入力
インピーダンス(75Ω)とマッチしない等やや使用しにくい
点がありました。（50MHzフォールデットダイポールアン
テナ用としては利用されました）。
そのようなことで,アマチュア無線でも使用されなくなって
いましたが,最近,100W以上の送信電力に耐えるUSA製の4
50Ωフィーダーを利用している例もあるようです。
---------閑話休題：参考----------------
昭和34年発行「アンテナハンドブック（CQ出版）」には次の記載
があります。
ポリエチレン絶縁平行フィーダーとして
(1)銅線0.29㎜×７本撚り,線間隔09㎜,特性300±15Ω,短縮率85％
，TV用　
(2)銅線0.70㎜×７本撚り,線間隔17㎜,特性200±10Ω,短縮率75％
　TV用　
(3)その他，線間隔６㎜,特性140±10Ω，短縮率75％,TV用？
が記載されている。（「めがねフィーダ]でない200Ωフィーダーが
あったのです。）
また,
銅線0.32×７本撚りの「リボンフィーダー」と「めがねフィーダー
」の100ｍあたりの損失値は，
「リボンフィーダー」は， 2.0db(28MHz)，5.0db(144MHz)/10
0m
「めがねフィーダー」は，2.2db(28MHz)，5.0db(144MHz)/100
m
しかし，雨に濡れた状態では，
「リボンフィーダー」は， 12db(28MHz)， 36db(144MHz)/100
m
「めがねフィーダー」は，2.5db(28MHz)，14db(144MHz)/100
m
程度と損失が大きくなる，と記載されている。
------------------------------------------------

次の写真は「はしごフィーダー」と呼ばれる２線平行フィ
ーダーです。直径1.6㎜の導線を10㎝間隔で平行に張ると

Author:take103kota2
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特性インピーダンスが600Ωのフィーダーとなります。損
失が非常に少なく（7C2Vの10分の1）,大電力に耐えられ
る特徴があり，かってはアマチュア無線だけでなく,業務用
短波送信所などで使用されました。（図はクリックで拡大
します）
---- 図 ３.３ ---

平行フィーダーの特性インピーダンスは導線の直径ｄと,導
線の間隔(D)で決まります。次は,導線の間の絶縁物が空気
の場合の算出式です。２つの導線の間隔を保つ材料として
業務用は専用の碍子を使用しているものがありましたが,ア
マチュア無銭家は割りばしにパラフィンを浸みこませたも
ので代用しました。現在は,園芸用のFRPやABS材料などを
使用している例があります。（図はクリックで拡大します
）
---- 図 ３.４---

線径d=2mm,間隔D=12cmの時→574Ω,D=10cｍでは552Ω,D=8
cmでは524Ω,D=5cmでは470Ω,D=4cmでは440Ω,D=2cmでは3
60Ω,D=1.2cmでは299Ωとなります。
このように,２線の間隔を狭くすると特性インピーダンス3
00Ωのフィーダが容易に作れます。損失が周波数100MHz
において,100ｍあたり1.2db程度と低損失なことから,山間
地においては,山上へTV受信用アンテナを建て,150～200
ｍ長の「はしごフィーダ(300Ω)」でテレビを受信してい
る例がありました。
-------またまた，参考です。-----------
昭和28年発行の「ラジオ アマチュア ハンドブック」（日本アマチ
ュア無線連盟）に，オープン型平行フィーダー（はしごフィーダー
）の損失について次のように記載されています。
…「フィーダーによって送られる電力は，フィーダーの輻射，銅線
の抵抗,スペーサの誘電体損によって一部が失われる」，
2㎜導線の600Ω平行フィーダーの100ｍあたりの損失値は，
10Mcでは0.2db，30Mcでは0.35db，100Mcでは0.5db ---Mc は
MHz

同軸フィーダーRG－11U（７C2V相当）の100ｍあたりの損失値は
，
10Mcでは1.8db，30Mcでは3.1db，100Mcでは6.5db ---Mc はM
Hz

比較すると,直径10㎜の同軸ケーブルよりオープン型平行フィーダ
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ー（はしごフィーダー）の損失がきわめてすくない。…また,平行フ
ィーダーは，かっては「Twin　Lead」の商品名で呼ばれ，特性イ
ンピーダンスは75Ω，150Ω，300Ωの種類があり，スペーサーとし
てはセラミック，ポーセレイン，ガラス，ポロスチロールなどが用
いられる。映画用の古いフイルムのコマ送り穴を利用することもで
きる。木の棒をパラフィンで煮たものでも使いものになる」…と記
述されている。
更に,アンフェノール社から平行フィーダー（Twin　Lead　）の型
名として，
14－080　 75Ω　波形短縮率68％
14－079　150Ω　波形短縮率77%
14－022　300Ω　波形短縮率85％ ---（送信用）
などが製品化されていると記述されている（昔は300Ωだけでなか
ったのだ。映画のフイルムを利用して作ったのだろうか？）。
-------------------------------------

無線通信には利用されませんが,LANケーブルも特性インピ
ーダンスが約100Ωの平行フィーダです。平衡を保つため
２線をツイストしています。NTTの電話線も平行フィーダ(
600Ω)です。NTT通信ビルから電話機へのケーブルは,240
0対(4800本)の線が束になって数キロメートルに渡って配
線されているのですが,平衡度がシッカリと確保されている
ため,隣接対へ誘導したり,誘導を受けたりしないのです。

次は同軸フィーダ（同軸ケーブル）です。
同軸ケーブルは,中心導体をどのように固定するかが問題で
した。プラスチックが世に生まれる前は,中心導体を絹糸で
吊る方法，ガタパーチャ（ゴムの一種）を中心導体と外部
導体の間に入れて絶縁を保つなど,製造が難しいケーブルで
した。
昭和20年代にポリエチレンが生まれ,製造が一挙に簡便と
なるとともに,性能が飛躍的に向上しました。ポリエチレン
を使用した同軸ケーブルに次いで,UHF周波数でも損失の少
ない発砲ポリエチレンを使用したものも増えています。業
務用大電力給電用では,下の写真のように,中心導体から螺
旋状に絶縁アーム突き出して中心導体との間隔を保つ構造
のものもあります（導体間の絶縁物を最小にして高周波損
失を少なくしています）。
同軸ケーブルの特徴は,その構造から外部からの影響をうけ
にくく,外部へも影響を与えにくいこと,近傍に金属があっ
ても影響はないため配線にあたっての制約がすくないこと,
風雨に対しても耐久性が高い特徴があります。（図はクリ
ックで拡大します）
---- 図 ３.５ ---
　----左は小信号用同軸ケーブル--- ----右は大電力用同軸
ケーブル----
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ここまでのまとめ
(1)平行フィーダは同軸ケーブルより損失が少ない。
(2)リボンフィーダやめがねフィーダは雨に濡れると損失
が増加する。
(3)平行フィーダは金属から離して配線しないと損失が増
加する。
(4)平行フィーダを大地と平行に張る場合は一定間隔ごと
に対を回転（ツイスト）し,平衡度を保つ。
(5)同軸ケーブルは外部からの影響を受けにくい,外部への
影響を与えにくい。
　　（金属パイプに沿って配線しても影響が少ないなどか
ら,配線に制限が少ない）

下図は,ARRLの「The Radio Amateur's Handbook」19
64版に掲載されていた同軸ケーブルとハシゴフィーダーの
損失グラフです。はしごフィーダーの損失は同軸ケーブル
の10分の１です。。（図をクリックで拡大して目盛をみて
ください）

フィーダのイメージはここまでにして，本題のアンテナの
入力インピーダンスとフィーダの話です。

フィーダは構造と材質かから決まる「特性インピーダンス
」があります。この値は周波数やフィーダ（ケーブル）の
長さに関係なく一定です。
このような性質のフィーダですが,フィーダの片端へ接続さ
れたものによって,他の端からフィーダを見たインピーダン
スが変わります。
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次の図を見てください。
下図はフィーダの長さが1/4波長の長さの場合です。フィ
ーダ（ケーブル）の特性インピーダンスは50Ωと一定です
が,左端に接続された抵抗Ｒの値によって,右端からフィー
ダを見た時のインピーダンスを示したものです。（図はク
リックで拡大します）
---- 図 ３.６ ---

次はフィーダの長さが1/8波長の長さの場合です。（図は
クリックで拡大します）
---- 図 ３.７ ---

次はフィーダの長さが1/2波長の長さの場合です。（図は
クリックで拡大します）
---- 図 ３.８ ---

フィーダの長さがゼロの時は Ｒの値と Ｚabの値は同じで
すが,フーダーが間に入いると Ｚabの値が大きく変わる場
合があるのです。この現象は,フィーダが同軸ケーブルでも
平行フィーダでも同じです。
以上は,Ｒがリアクタンスを含まない純抵抗の場合です。Ｒ
が1/2波長アンテナのように目的の周波数を少しでもずれ
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るとリアクタンス分が生ずる場合は更に大きく変わります
。

このページのポイント
(1)Ｒの値がフィーダの特性インピーダンスと同じでない
場合は，
　　フィーダの長さによって　 Ｚabの値が大きく変化す
る。

(2)Ｒの値がフィーダの特性インピーダンスと同じ場合（
整合している場合）は,
　　フィーダの長さが短くても長くても Ｚabの値は Ｒの
値と同じ。

(3)フィーダの長さが1/2波長の時は Ｒの値と Ｚabの値が
同じになる。
　　（1/2波長の整数倍の時も同じ）

この性質は,平行フィーダも同軸フィーダ（同軸ケーブル）
も同じです。以上の基礎的なことを理解したうえでアンテ
ナとフィーダの接続を考えることがトラブルを防ぐポイン
トです。

「アンテナとフィーダ」の前編はここまで，４章「フィー
ダ上の高周波電力」へ続きます。
フィーダ上の高周波電力は こちら

総目次へもどるは　こちら

2011/12/26(月) 21:53:31 | アンテナと整合  | トラックバック
:0  | コメント:4

<<１．アンテナと共振周波数 | ホーム | TKA 目次の
ページ>>
コメント

是非ご紹介させていただけないでしょうか。

初めまして、ＪＡ７ＨＬＪと申します。 
本編、次編で1/4λ長、1/8λ長、1/2λ長のケーブルの、各種先端抵抗値で
のリグ側インピーダンスの解説を拝見して、分かり易い説明なので大変参
考になりました。 

当局のブログで、ＵＲＬと共に記事内容も紹介したいのですがご承諾いた
だけないでしょうか。 
よろしくお願い致します。 

2012/11/10(土) 08:55:54 | URL  | JA7HLJ #9s6MsRus [ 編
集  ]

コメントへのお礼

コメントありがとうございます。 
どうぞご自由になさってください。 
私のブログは「TKA目次」でネット検索くださると全体の目次が現れます

http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-34.html
http://take103.blog.fc2.com/blog-category-26.html
http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-34.html#trackback
http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-34.html#comment
http://blog.goo.ne.jp/ja7hlj/
http://take103.blog.fc2.com/?mode=edit&rno=20
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皆空の中で...

４．フィーダー上の高周波電力

【４．フィーダー上の高周波電力】
................このページは次の１～８の中の「４」です。
..........１．アンテナと共振周波数
..........２．アンテナとインピーダンス
..........３．アンテナとフィーダ（給電線）
..........４．フィーダー上の高周波電力（進行波と反射波）
..........５．定在波（SWR）とアンテナ電力（試算）
..........６．ＳＷＲの測定と問題点
..........７．アマチュア用ＳＷＲ計と注意点
..........８．同軸ケーブルの長さを調整するとSWRが下がる？

３章「アンテナとフィーダ」の続編です。
前３章の後半で,フィーダの先端に接続されている負荷抵抗の値が,
フィーダの長さによって異なる値になってしまう話をしました。
何故でしょうか？
下図は前３章の 図 ３.６です。（図はクリックで拡大します）
---- 図 ４.１ ---（前3章の図3.6）

何故,フィーダを経由することで電圧と電流が変化するのでしょう
か？
次の図は,右の受端（先端）に何も接続されていない状態のフィー
ダへ左の送端から高周波を加えた時のフィーダー上の電圧と電流
の分布です。（上の図と左右を逆に書いています。すみません。
）
下図の赤の実線が電圧分布，青色の点線が電流分布のイメージで
す。（図はクリックで拡大します）
---- 図 ４.２ ---

左側の送端から高周波を加えると,右側の受端方向へ高周波電力が
進みます。この負荷方向へ進む電力波形を「進行波」と言います
。右の受端（先端）まで波形が進むと,開放状態のため,そこから先
へ波形は進めないので,折返して,左側へもどります。この戻る波形
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を「反射波」と言います。

右の受端に何も接続されていない場合は,進行波は全て反射波とし
てもどります。進行波ともどる反射波が重なり合って大きくなる
点と,打ち消しあって小さくなる点が発生し,フィーダー上に図のよ
うな電圧分布波形と,電流分布波形が生じます。この分布波形はフ
ィーダーの長さが変化しても一定の状態を保つため「定在波」と
言います。

フィーダーの定在波の電圧最大値(Ｖmax)と電圧最小値(Ｖmin)
の比を「定在波比」と言います。英文字ではVoltage Standing 
Wave Ratioと表現します。これを略してＶＳＷＲ，更には「ＳＷ
Ｒ」と言います。（図はクリックで拡大します）

次の図は,受端（先端）に何らかの負荷を接続した時の定在波です
。負荷が電力を消費するので,反射波が小さくなり進行波と反射波
が重なり合う点の電圧(Vmax)が低くなります。また,打ち消しあ
う点も反射波が小さいため完全に打ち消されず,電圧最小点(Vmin
)の電圧は０より高くなります。（図はクリックで拡大します）
---- 図 ４.３ ---

負荷の値が,フィーダーの特性インピーダンスに近くなると,進行波
の大部分は負荷へ吸収され,反射波は更に小さくなります。下図は,
特性インピーダンスが５０Ωのフィーダ－の先端に７５Ωの負荷（
アンテナ）を接続した場合の定在波のイメージ図です。（図はク
リックで拡大します）
---- 図 ４.４ ---

先端の負荷がフィーダの特性インピーダンスに近くなると,反射波
は少なくなり,定在波のVmaxとVminの値に差が少なくなり,下図
のような定在波となります。（図はクリックで拡大します）
---- 図 ４.５ ---

32．定在波（SWR)の計算問題の解き方 (02/28)
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フィーダの特性インピーダンスと負荷のインピーダンスが同じ状
態になると,反射波は発生しません。反射波が無いので進行波との
重なり点,打消し点が存在せず,電圧最大値(Vmax)と電圧最小値(V
min)の値が同じ＝即ち,分子と分母の値が同じなので定在波比は１
となります(SWR＝1.0)。--- 蛇足ですが,比ですから１より下の
数値にはなりません。

横道にはずれますが,最初の図「Ｒの値が10Ωの時,Ｚabが250Ω
となる」仕組みの説明です。（最初の図と左右が逆になっていま
すが,他意はありません,すみません）。
下図のフィーダーの特性インピーダンスが50Ω，右の負荷（アン
テナ）が10Ωとすると,インピーダンスが異なるので,反射波が生
じ,フィーダ－上に定在波が発生します。定在波の電圧最高点は1/
4波長の点では電圧最低点となります。
抵抗＝電圧÷電流と同じように,インピーダンス＝高周波電圧÷高
周波電流です。
定在波によってフィーダー上の電圧と電流の値がフィーダー上の
位置により変化するため，位置ごとにインピーダンスも変化しま
す。（反射波が無い場合は,定在波が発生しないので,フィーダ上の
どの位置も電圧と電流は同じです）。
定在波が発生していると次の図のようになります。（下図におい
て,赤は電圧分布,青は電流分布を表したものです）。（図はクリッ
クで拡大します）
---- 図 ４.６ ---

上図でもわかるように,フィーダ－長が1/2波長の点で定在波の電
圧と電流がアンテナ接続点と同じ値になるため,インピーダンスも
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アンテナ接続点と同じになります。

フィーダーの長さが,1/4波長でもない,1/2波長でもない長さの点
のインピーダンスは,その位置の定在波の電圧と電流で決まります
が,リアクタンス分が大きく影響するので,簡単には算定できません
（フィーダー長とはフィーダーの電気的な長さ：文末の参考を参
照）。

定在波が少しでも生じている場合,リアクタンス分によりインピー
ダンスが大きく変わるので,フィーダ－長は1/2波長（その整数倍
）の長さで使用するとアンテナ接続点と同じ状態（Ｌab＝Ｚab）
となり,送信機とフィーダーの接続が容易となるのです。
（定在波が小さい＝ＳＷＲが１に近い場合はフィーダーを任意の
長さで使用しても問題は少ないでしょう）

定在波比（ＳＷＲの値）が大きいと どのような問題が起きる
のでしょうか？
アマチュア無線家の中に「定在波比(ＳＷＲ値)が大きいと,送信機
からフィーダーを経由して負荷(アンテナ)へ送られた電力が,フィ
ーダーとアンテナの接続点から反射波となってもどるため,アンテ
ナから放射される電力が小さくなる。結果として,電波が飛ばない
」と理解している方がいます。

この理解は大綱で誤りではありませんが,十分とはいえません。反
射された電力がどのようになるかを考えてみましょう。下図は反
射された電力のイメージ図です。（図はクリックで拡大します）
---- 図 ４.７ ---

上図において,左の送信機から整合器（ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ変換器）までの
間は，送信機出力50Ω,フィーダー50Ω,整合器入力50Ωとインピ
ーダンスが同じなので反射波は起きません。言い換えると,整合器
側から送信機側へもどる反射電力が存在しない状態です。
アンテナ入力インピーダンスとフィーダーの特性インピーダンス
が異なるため,進行波がアンテナへ送り込まれず,電力の一部が反射
波となってフィーダー上をもどります。整合器までもどった反射
波ですが,整合器から送信機へ反射波が存在しない状態ですから,反
射電力が送信機へもどる現象は起きておらず,整合器の出力端から,
再び,アンテナ側へ進むと考えます（送信機から整合器を経由して
次々とフィーダーへ送り込まれる電力に重畳して…一体になって
再びアンテナ側へ進むと考えます）。

再び,アンテナ接続点で反射されて一部が反射波となり戻ります。
この行ったり来たりを繰り返し,フィーダーの損失が小さければ電
力の大部分はアンテナから放射されます。
実際は,損失が無いフィーダーは存在しません。ＳＷＲ値が高いと
「送信電力が 進む→もどる→再び進む→もどる→･･･」を繰返し,
加算するとフィーダーの中を伝わる距離が長くなります。
また,ＳＷＲ値が高いと,フィーダー上で電圧が高い部分,電流が大
きい部分などが発生するため,フィーダーを構成する誘電体損失,導
体損失によって,フィーダーの損失が規格値より増加します（同軸
ケーブルのカタログ損失値はSWR=1のもの，SWRが増えるとカ
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タログ値より増加する）。

「はしごフィーダー」は,導体２線の間が「空気」で，かつ,間隔が
10ｃｍ程度と離れているため,誘電体損失は小さく,銅線の直径が1
.5mm程度あれば導体損失も小さいため,フィーダーとしての損失
が非常に小さいフィーダーです。
1/2波長水平ダイポールアンテナの中央部（75Ω）へ特性インピ
ーダンスは約600Ωの「はしごフィーダー」を接続して使用します
が,その時のＳＷＲ値は８となります。
このようにＳＷＲ値が高い状態で使用しても,フィーダーで発生す
る損失は少なく,進行波→一部反射波→進行波･･･を繰り返しなが
ら,送信電力のほとんどがアンテナから放射されます。

同軸ケーブルは,中心導体と外部導体の間の絶縁方法の違い,導体の
サイズなどによって損失が変わります。
5C2V,5D2V,7C2V,8D2Vなどは絶縁物としてポリエチレンを充
填した構造です。ポリエチレンは優れた材質ですが,空気に比べる
と高周波損失が若干多い物質です。このような同軸ケーブルで進
行波→反射波→進行波･･･を繰り返すとケーブル損失で送信電力が
失われます。

ポリエチレンに気泡を入れた「発泡ポリエチレン」を使用すると
同軸ケーブルの損失が少くなります（5DFBなど)。前３章の図3.
5の写真のような高周波同軸ケーブルでは,中心導体と外部導体の
間の絶縁物を少なくして損失を小さくしています。

【ＳＷＲ値が高いと問題なのか？】のまとめ 
【1】ＳＷＲが高いとフィーダーの中で損失が増えるので好ましく
ない。
【2】但し,「はしごフィーダー」は損失が少ないためＳＷＲが高
くても問題は少ない。
･･･なお,送信機とフィーダー間にインピダンス整合器（チューナ
ー,カプラー）必須。
【3】ＳＷＲが高い場合,送信機出力とフィーダーとの間にインピ
ダンス整合器を設置しないと送信機からフィダー側へ電力が送り
込めない（フィーダーの入口で送信電力が反射される）。
送信機は,電力が送り込めない状態を検出して,送信機の出力半導体
を保護するため,送信電力を急激に下げる動作にはいる---結果,送
信される電力が小さくなる。（真空管送信機は保護機能が無かっ
た）

-----参考：リターンロスの話---------
リターンロス（反射減衰量）を,文字通り「反射してロスになる量」ととら
えそうですが,入射波（進行波）に対する反射波の「逆数をデシベルで表現
したもの」です。
リターンロス＝０dbとは,総て反射した場合の値です。フィーダーとアンテ
ナで考えれば０dbは全く良くない状態です（ＳＷＲ値＝∞の状態）。
フィーダーとアンテナのインピダンスが等しく反射波がほとんど無い状態,
即ち,ＳＷＲが１に近い状態，即ち,良好な状態のリターンロス（反射減衰量
）は40dbとか値が大きくなります。（40dbとは反射波が一万分の一）
「リターンロスが大きいほどアンテナとの整合（マッチング）が良い」,「
ロスが大きいほど良い状態」との言い方になりますが，しっくりしない表現
です。リターンロス（反射減衰量）の表現は,まぎらわしい名称であると思
います。

参考２
下図はＳＷＲと損失の増加分をグラフにしたものです。
ＳＷＲ＝1.0の損失が１dbのフィーダーをＳＷＲ＝３の状態で使
用したら,損失は0.5db増加し,総合損失1.5dbとなると読みます。
20ｍの「はしごフィーダー」の損失は0.1db以下(SWR=1.0の時
)なので,下図では左のメモリより更に左となり,ＳＷＲ＝８で使用
しても総合損失は0.2db程度です（図の横軸目盛0.2の更に左外）
。（出典:昭和28年ラジオアマチュアハンドブック）（図はクリックで拡大します
）　
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---- 図 ４.８ ---

参考３
下図は「はしごフィーダーの損失」です。100ｍあたりなので,10
ｍの場合は十分の一の値になります。同軸ケーブルと比較する場
合は長さの換算が必要です。（図はクリックで拡大します）
---- 図 ４.９ ---

参考４【フィーダーの短縮率】
フィーダーはコイル成分とコンデンサ成分が分布した伝送路のた
め,高周波が伝わる速度が若干おくれます。このため,フィーダーの
電気的な長さは,物理的な長さにフィーダーの短縮率を掛けた長さ
となります。例えば,7.1MHzの場合,1/2波長は（300÷7.1）×1/
2＝21.13ｍとなりますが,フィーダー長では 21.13ｍ×0.67（短
縮率）＝14.15ｍとなります。短縮率はフィーダーの構造･絶縁物
の誘電率で異なります。5D2Vなどポリエチレン充填のフィーダー
では短縮率は0.67，発泡ポリエチレンのものは0.80，はしごフィ
ーダーでは0.98程度です。

定在波について参考になるページは沢山あります。その１つに,東
京工業大学 工学入門講座 オンライン版「定在波と干渉」がありま
す。
東京工業大学 工学入門講座 オンライン版「定在波と干渉」のペー
ジは こちら

この続き「５章．定在波（SWR）とアンテナ電力（試算例）」は
　こちら

総目次へもどるは　こちら

2012/01/05(木) 21:24:13 | アンテナと整合  | トラックバック:0  | コ
メント:0

http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-37.html
http://take103.blog.fc2.com/blog-category-26.html
http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-37.html#trackback
http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-37.html#comment
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皆空の中で...

５．定在波（SWR）とアンテナ電力（試算）

【定在波（SWR）とアンテナ電力（試算例）】
.....................このページは次の１～８の中の「５」です。
..........１．アンテナと共振周波数
..........２．アンテナとインピーダンス
..........３．アンテナとフィーダ（給電線）
..........４．フィーダー上の高周波電力（進行波と反射波）
..........５．定在波（SWR）とアンテナ電力（試算）
..........６．ＳＷＲの測定と問題点
..........７．アマチュア用ＳＷＲ計と注意点
..........８．同軸ケーブルの長さを調整するとSWRが下がる？

前の４章「フィーダ－上の高周波電力」において「フ
ィーダーの特性インピーダンスとアンテナの給電点の
インピーダンスが整合していない場合,フィーダ上を進
んできた高周波電力の一部がアンテナとの接続点から
反射する」と説明しました。４章「フィーダ－上の高
周波電力」は　こちら

この５章では,進行波と反射波によって生ずる定在波比
(ＳＷＲ)の値によって，アンテナへ届く電力がどの程
度になるかを具体的に試算してみます（アマチュア的
な簡易試算です）。
検証モデルとして,周波数７MHz，フィーダ－入力電力
10W，フィーダーの長さ:20mとし，フィーダーは：
同軸ケーブルは(5D2V) の場合と「はしごフィーダ－
」にわけて試算，比較してみましょう。SWRの値はフ
ィーダーとアンテナの接続点の値です。

試算(1)　同軸ケーブル 5D2V (20m)，ＳＷＲ:1.5
の場合
---図 5.1---（図はクリックで拡大します）

周波数７MHzにおける同軸ケーブル5D2Vの損失値は0
.21db/10m（SWR=1.0の場合）です。20mでは2倍
の0.42dbです。この試算(1)ではアンテナのインピー
ダンスが75Ω,5D2Vが50ΩなのでSWRは1.5となりま

カテゴリ

【【　総 目次　】】 (1)

ヨットオケラへのプロローグ (1)

オケラネットのはじまり (1)

ヨット オケラの思い出 (8)

ヨットのエンジン冷却排水と排気 (1)

ヨットのウォーターロック (3)

パソコン Windows (7)

Old Mac (6)

Ｌｉｎｕｘ (3)

アマチュア無線 (7)

アンテナと整合 (24)

1アマ試験_無線工学のコツ (36)

【・・・小 目次・・・】　１アマ試験_

目次 (1)

その他 (4)

整理中 (0)

未分類 (0)

リンク

ヨットの電気設備
ヨットのアンテナと無線機
Okera net ホームページ
管理画面

このブログをリンクに追加する

最新記事

続_オケラ５世_第1回BOCシングルハンド世界一
周レース（後編） (05/08)

オケラ５世_第1回シングルハンド世界一周レース
（前編） (04/17)

snap.do画面から元の起動画面へもどす手順 (04/

16)

一人乗り水上飛行機の自作（ヨットオケラ番外編
） (04/08)

１アマ試験_晴海試験センター (03/31)

オケラ３世の思い出（沖縄海洋博レース） (03/27

)

OMの開局当時のシャック (03/07)

35．1アマ試験のための_国際通信憲章・通信条約

 ウェブ全体  検索[PR] アップロードし放題！ファイル容量無制限！ - FC2 BLOG Pro

http://fc2.to/cefvDR


13/05/29 17:55皆空の中で... ５．定在波（SWR）とアンテナ電力（試算）

ページ 2/10http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-38.html

す。
SWR=1.5の場合の損失増加分は４章の図4.8「定在波
(SWR)による損失増加分」より0.03db程度と推測され
ます(グラフの外になる)。この結果,総合損失は0.45db
(0.42+0.03)となります。
送端電力(整合器出力点)10Wは,損失0.45db(倍率0.9)
により減衰しアンテナ接続点では9.0Wとなりますが,S
WR=1.5なので,9.0Wの96%(8.64W)がアンテナへ進
み,4%(0.36W)が反射してもどります。反射した0.62
Wは同軸ケーブル20mをもどり,再びアンテナ端へ20
mを進みます（注:1)。計40mの損失0.9db(0.45×2)
によって,アンテナ端では0.3Wとなります。この0.3W
の96%(0.29W)がアンテナへ進み,4%(0.001W)が再
び反射してもどる。この0.001Wが…と繰り返し,アン
テナへ送り込まれた電力は8.64W＋0.29W＋0.00aW
＝約8.93Wとなります。
注：1
アンテナ接続点から反射した電力が整合器まで逆戻りし,再び,
アンテナ方向へ進むとしたが,実際は,整合器出力から次々とケ
ーブルに送り込まれる電力に重畳してアンテナ方向へ進むと考
える。送信機と整合器の間はSWR=1なので,反射電力が整合器
を経由して送信機へもどる状態は生じない（生じていれば整合
器から送信機への電力が発生し,送信機と整合器の間のSWRが1
とならない）。

試算(2)　同軸ケーブル 5D2V(20m)，ＳＷＲ:３の
場合 

---図 5.2---（図はクリックで拡大します）

７MHzでの5D2V（20m）の損失は0.42dbです（試算
（1）と同じ）。このモデルではアンテナが150Ω,5D2
Vが50ΩなのでSWR=3となります。SWR=3の場合の
損失増加分は同グラフより約0.25dbなので,同軸ケー
ブルでの合計損失値は0.67dbとなります。
送端電力10Wは損失0.67dbによってアンテナ接続点で
は8.5Wとなりますが,SWR=3なので,その75%(6.4W
)がアンテナへ進み,25%(2.1W)が反射します。反射し
た2.1Wはケーブル20mをもどり,再びアンテナ端へ20
m進みます。計40mの損失1.34db(0.67db×2)によっ
てアンテナ端では1.5Wとなります。1.5Wの75%(1.1
W)がアンテナへ進み，25%(0.4W)が再び反射しても
どります。反射した0.4Wは…と繰り返し,アンテナへ
送り込まれた電力は6.4W+1.1W+0.2W+…＝約7.7W
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となります。

参考試算：同軸ケーブル 5D2V(20m)，ＳＷＲ:８の場合
同様に試算すると整合器の出力電力10Wのうち,アンテナへ送
り込まれる電力は3.5W程度となります（損失6.5Wはフィーダ
ーの中で熱となります）。周波数が高くなると,また，同軸が長
くなると，更にSWR値が高くなると,損失が増加し,アンテナへ
届く電力は急速に減少します。
参考２：
周波数がVHFの144MHｚで5D2V(30m)をSWR=1.5で使用し
た場合の試算
144MHｚにおける5D2Vの損失は,SWR=1.0の場合,1.05db/1
0mなので30mでは3.15dbとなる。SWR=1.5の場合の損失増
加分は同グラフより0.13dbなので,同軸の総合損失は3.28dbと
なり,送端電力10Wは同損失によりアンテナ接続点では4.7Wと
なる。SWR=1.5なので,4.7Wの96%(4.5W)がアンテナへ進
み,4%(0.19W)が反射し,ケーブル30mをもどり,再びアンテナ
端へ30mを進む。計60mの損失6.3db(3.15×2)により,アンテ
ナ端では0.04Wとなる。この96%(0.038W)がアンテナへ進み
,0.0016Wが再び反射してもどる。これを繰り返して,電力10W
のうち,アンテナへ届いた電力は,4.5W+0.038W+…＝約4.54
Ｗとなる。（SWR=1.5の値は,アンテナ給電部の値であって,整
合器出口のSWR値ではありません）

試算(3)　はしごフィーダ－ ＳＷＲ：８の場合 

---図 5.3---（図はクリックで拡大します）

７MHzにおける「はしごフィーダ」の損失はSWR=1.
0の場合,0.18db/100mなので,20mでは0.036dbです
。アンテナが75Ω,フィーダ－が600ΩなのでSWR=8
となりますが,損失増加分は殆ど無く増加分を加えても
フィーダ損失はわずか0.1db/20m程度です。送端10
Wは損失0.1dbによりアンテナ接続部では9.8Wとなり
ます。
SWR=8なので,9.8Wの39%(3.8W)がアンテナへ進み
,61%(6W)が反射します。反射した6Wはフィーダー2
0mをもどり,再びアンテナ端へ20mを進むみますが，
計40mの損失0.2dbにより,アンテナ端では5.7Wとな
ります。
この39%(2.2W)がアンテナへ進み，61%(3.5W)が再
び反射してもどります。3.5Wが再びフィーダ－40m
損失0.2dbを経由して再再度アンテナ端へ。アンテナ
端では3.3Wとなり,その39%(1.3W)がアンテナへ進
み，61%(2W)が反射しする…と繰り返して…アンテナ
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へ送り込まれた電力は3.8W＋2.2W＋1.3W＋0.7W＋
0.4W＋0.2W＋0.1W+0.05W…＝約8.8Wとなります
。

以上の試算から,「はしごフィーダーはSWR=8の状態
で使用しても,SWR=1.5で使用した同軸ケーブルによ
る給電と同等」と言えます。
かって,テレビ電波が届かない山村において,山の中腹に
建てたTVアンテナから350Ω程度の手作りの「はしご
フィーダー」を用いて谷川を越えて200ｍ下にある民
家へフィーダーを引き込んでいる例がありました（写
真を撮っておけば良かった）。

このように「はしごフィーダー」は優れた性能があり
ますが,
・鉄柱などから離して引き降ろす必要がある
・他のケーブルと束ねて引き込むことができない
・家の中への引き込む際に２つの穴が必要になる
・回転させる八木アンテナ用としては使用が難しい
・平行フィーダー用の整合器（アンテナカップラー：
アンテナチューナー）の市販品が少ない
・フィーダーから若干の電波が輻射される（逆に,ノイ
ズを受けやすい）
ことなどからアマチュア無線でもあまり使用されなく
なりました。

ですが,7.0MHｚ～7.19MHzなどバンド幅の両端でSW
R値が高くなっても問題が少ないこと，また，1つのア
ンテナ線で他の周波数のアンテナとしても使用するな
どの際に利用できることから,一部のアマチュア無線家
の間で愛用されています。
業務用海岸局などでは,マルチバンドアンテナの給電線
（フィーダー）として今も使用している例があります
。

【参考】
下図は,ARRLの「The Radio Amateur's Handbook
」1964版に掲載されていた同軸ケーブルとハシゴフィ
ーダーの損失グラフです。はしごフィーダーの損失は
同軸ケーブルの10分の１です。下図右は，SWRが発生
時の追加損失分のグラフです。はしごフィーダーはSW
R=8程度で使用されるケースが多いですが,下図左のよ
うにハシゴフィーダーの損失は14MHz帯で100フィー
ト長でも損失は0.07db程度なので,SWR=8による追加
損失増加分を加えてもも0.2db程度でしょう（下図右
の図の左側の外側になります）。（図をクリックで拡
大して目盛をみてください）
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おことわり
以上の試算値はアマチュア的な簡易試算なので正確か
どうか自信はありません。当たらずとも遠からじかな
と思います。アンテナ接続点から反射してもどった電
力が再び進行波に重なってアンテナ側へ進む理論につ
いて解説資料を探しています（従って,本章は修正中で
す）。

次号７項へ続く　7項，SWR計の注意事項は　こちら

総目次へもどるは　こちら

2012/01/15(日) 12:11:17 | アンテナと整合  | トラックバ
ック:0  | コメント:0

<<昭和28年版 ラジオ アマチュア ハンドブック |

ホーム | ４．フィーダー上の高周波電力>>
コメント

コメントの投稿

http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-38.html
http://take103.blog.fc2.com/blog-category-26.html
http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-38.html#trackback
http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-38.html#comment


13/05/29 17:55皆空の中で... ７．アマチュア無線用SWR計と注意点

ページ 1/11http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-42.html

皆空の中で...

７．アマチュア無線用SWR計と注意点

７．アマチュア無線用SWR計と注意点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
総目次はこちら
アマチュア無線用のSWR計の問題点と注意点です。SWR(
Standing Wave Ratio)については前章をごらんください
。
......４．フィーダー上の高周波電力（進行波と反射波）
......５．定在波（SWR）とアンテナ電力（試算）
......６．ＳＷＲの測定と問題点は こちら

SWR計は同軸ケーブルに発生した定在波(Standing Wave
)を調べる測定器です。測定器なので精度が重要ですが,ア
マチュア無線用のSWR計は真のSWR値より甘く表示する
ものが多くあります。何故，SWR値が甘い表示になるのか
を調べてみました。
次の写真はアマチュア無線用のSWR計の内部(1例)です。
外観は前6章の写真を見てください。
---　図7.1　---（写真はクリックで拡大します）

上記の構造のSWR計は「CM型SWR計」といいます。下図
は,検出ライン式のCM型SWR計の基本回路です。
下図のINからOUTへの太線は同軸ケーブルの中心導体に相
当する部分です。図の太線と並行の2本の導体は検出ライ
ンです。緑色の円は中心導体と検出ラインの磁気結合Ｍ（
相互インダクタンス）を表したものです。青色の円は静電
容量Ｃによる結合を表したものです。このＭ結合とＣ結合
によって進行波と反射波の電力の一部が検出ラインに生じ
ます。検出ラインに生じた電力を整流し,SWR計の電流計
を動かします。Geはゲルマニュウームダイオード，Ｒは検
出ラインの特性に合わせた抵抗器です（上記の写真の矢印
の部品）。
---　図7.2　---（図はクリックで拡大します）
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説明のために,検出ラインが見える構造のSWR計を例示し
ましたが,次の写真のようにINからOUTへの伝送路を同軸
構造としたものもあります。検出ライン方式でなくトロイ
ダルコアを使用したCM型SWR計ものもありますが,後で述
べることにします。（写真はクリックで拡大します）

下図はアマチュア無線用として市販されているSWR計の表
示値です。図の赤色の点線が計算値のSWR=1.5です。本
来，SWR計も１.5と表示されなければならないのに周波数
10MHz未満ではSWR=1.0～1.1と表示されています。大
きな誤差です(最新のSWR計で精度の良い製品を使用すれ
ば少しましかも)。
---　図7.3　---（図はクリックで拡大します）

下図はSWR=3.0の状態におけるSWR計の表示値です。3.
0と表示されるべきなのに周波数3.5MHzにおいてはSWR
=1.25～1.75と表示されています。SWR計で2.0と表示さ
れていたら実際のSWRは3程度と考えねばなりません。
---　図7.4　---（図はクリックで拡大します）
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上記のように,アマチュア無線用のSWR計は真の値より非
常に甘いSWR値を表示するものが多いのです。この原因の
一つに,検出ラインの微小電力を整流するダイオードの非直
線性の問題があります。下図はアマチュア用のCM型SWR
計のダイオードの特性です。
---　図7.5　---（図はクリックで拡大します）

ダイオードは電圧が順方向でも電圧が低いと電流が流れま
せん。一般的なシリコンダイオードは0.55～0.6Vまで電
流が流れません。ゲルマニューム（Ge)ダイオードは0.3V
以上になると流れはじめます。SWR計の反射電力検出側の
検出ラインの電圧は,SWR値が低いほど小さな電圧となり
ます。その電圧が0.3Vより小さくなるとGeダイオードで
も電流が流れなくなります。即ち，SWR計の針が動かない
…SWR=1.0の指示のまま動かないとなるのです。
0.3Vより少し高くなっても,上図のように電流は少しずつ
流れはじめるのですから,SWR計の針の振れは小さくなり
ます。これらのことから,アマチュア用のCM型SWR計の指
示値は真のSWR値より甘い表示となるのです（0.1V以下
でも流れるダイオードは見当たりません）。

上図の検出ラインのGeダイオードを取り外し,インピーダ
ンスに合った抵抗で終端して,検出ラインに生じた電圧を高
周波電圧計で測定しSWRを求めると計算値とほぼ同じ値と
なります。このことから,28MHz以下の周波数では検出ラ
インの構造の問題は少ないと考えられます（50MHz以上で
はその限りでない）。

ではSWR計の誤差を少なくするにはどうしたらよいでしょ
うか？
対策１：SWR計の定格最大の電力で測定する（最大100W
用のものは20W切り替えがあっても100Wで測定すると図
7.2のように,いくらか誤差が少なくなります）。
対策２：Geダイオードを,低い順方向電圧で流れはじめるI
SS106（ショットキーバリアダイオード）などへ交換して

Author:take103kota2

ＦＣ２ブログへようこそ！

FC2カウンタｰ2011/12から
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みる。
対策３：業務用のように測定周波数と測定電力を定め,それ
に最適の検出ラインを備えたSWR計を個別に作る。（検出
ラインが長すぎるとインダクタンスによる誤差が生ずる）
。....430MHz用はIN,OUT接栓にN型コネクタ,またはBNC
コネクタを使用する。
対策４：検出ラインとGeダイオードの間に高周波増幅回路
を設け,増幅後の信号をGeダイオードで整流する仕組みに
する（問題点：広帯域の増幅器が必要なこと，計測前に校
正する必要があること）。

話は横に飛びますが,業務用のSWR計測器は,周波数と電力
に合った「方向性結合器」を使用します。3.5MHzから50
MHZまで使用できるとか,10W～200Wまで使用できると
かという業務用SWR測定器はありません。業務用の「方向
性結合器」そのものが持つSWRが1.2以下などとの仕様で
すから，アマチュア用のSWR計で表示値が1.0などという
場合は誤表示と考えるべきです。

業務用の「方向性結合器」は計測用として機構的に精密に
加工されますので,価格はアマチュア無線を購入するより高
価です。アマチュアの場合は，手持ちのSWR計の誤差を把
握しておいて,測定の都度,誤差分を自分で補正すれば良い
でしょう。

次はSWR計の誤差の把握方法です。
操作１：SWR計の出力側に何も接続しない状態（出力オー
プン状態）でSWRの表示値が∞になるか確認する。
操作２：SWR計の出力側を短絡させてSWRの表示値が∞
になるか確認する。
操作３：SWR計のINとOUTを逆にして操作１と２を行いS
WRの表示値が∞になるか確認する。

操作４：SWR計(50Ω用)の出力側に終端抵抗を接続して,
計算値と表示値の誤差を把握する。
....操作4-1：100Ωの終端抵抗を接続した時,表示が2.0か
？,誤差は？
....操作4-2：75Ωの終端抵抗を接続した時,表示が1.5か？
,誤差は？
....操作4.3：60Ωの終端抵抗を接続した時,表示が1.2か？
,誤差は？

下図はSWR計を校正する時に使用する終端抵抗の自作方法
です。抵抗器はP型抵抗器を使用します。
誤差の少ない抵抗器なら１つで構成しても良いですが,価格
が高くなるので,一般的な誤差の金属皮膜抵抗器でも十分で
す。安価な抵抗器を使用する場合は１つで構成するよりも
複数個で構成するほうが,抵抗値の誤差が相殺されて小さく
なります。
抵抗器の電力耐量は測定電力に合ったものとします。２W
の抵抗を10個並列使用した場合は20Wまで使用できる。短
時間なら50W以上でもOK。ファンで冷却すれば5倍程度ま
での電力に耐えられます。液冷にすれば10倍程度まで耐え
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られます。
---　図7.6　---（図はクリックで拡大します）

SWR=2.0の校正用の終端抵抗器は上図の抵抗器を1kΩ(2
W)×10個並列で作ります。SWR=3.0の校正用は1.5KΩ(
2W)×10個並列で作ります。終段増幅回路が半導体の送信
機（トランシーバ）の場合,SWR=3.0付近になると保護機
能が働いて送信電力を低下させるものがあります。そのよ
うな場合は1kΩ(2W)×8並列＝125Ωの終端抵抗器でSWR
=2.5の校正をします。

終端抵抗75ΩでSWR計の表示が1.5,終端抵抗器60ΩでSW
Rが1.2と表示できたらすばらしい性能です。終端抵抗器6
0Ωの校正結果がSWR=1.2でなく,SWR計の針がほとんど
振れない場合は図7.5で示したようにSWR計内部のダイオ
ードの直線性が悪いのでしょう。

上記に書き忘れましたが，図7.2のＲの値についても調整
が必要です。この値が合っていないと，SWR計のインピー
ダンスが50Ωと異なった値となり,計測器であるべきSWR
計自身のインピーダンスが狂ってしまいます。

以上,検出ラインを使用したCM型SWR計を対象に書きまし
た。次の写真はトロイダルコアを用いたCM型SWR計です
。この方式は,低い周波数から高い周波数まで検出電圧が変
化しないため,低い周波数ほど誤差が多いという症状が少な
い特徴があります。検出した電圧を整流するダイオードの
非直線性の問題は残るので誤差を把握しておけば良いでし
ょう。（写真はクリックで拡大します）
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皆空の中で...

８．同軸ケーブルの長さを調整するとSWRがさがる？

８．同軸ケーブルの長さを調整するとSWRがさがる
？話の検証です。
...........カテゴリ「アンテナと整合」の１～７までのページ
...........１．アンテナと共振周波数
...........２．アンテナとインピーダンス
...........３．アンテナとフィーダ（給電線）
...........４．フィーダー上の高周波電力（進行波と反射波）
...........５．定在波（SWR）とアンテナ電力（試算）
...........６．ＳＷＲの測定と問題点
...........７．ＳＷＲ計と注意点　　　　　　　　　　　　総目次はこ
ちら

同軸ケーブルに定在波(Standing Wave)発生する原因はア
ンテナ給電点のインピーダンスとフィーダー（同軸ケーブ
ル）の特性インピーダンスが合っていないことによるもの
です。言い換えると,アンテナ給電点のインピーダンスを同
軸ケーブルの特性インピダンスへ合わせない限り,定在波の
大きさは変わりません---定在波比(SWR)の値も変りませ
ん。

なのに,同軸ケーブルを長くしたり短くしたりするとSWR
値が下がる？....同軸ケーブルの長さを調整してSWRをさ
げる？...同軸の長さでSWRが変わる？と言う話が時々でて
きます（40年前のCQ誌にも話がでてきます）。これは,ど
のようなことでしょうか？...具体例をあげて検証してみま
しょう。

【検証：１】
前３章の図3.6～図3.8で説明しましたが（３章はこちら）
,同軸ケーブル長が1/2波長の点はアンテナのインピーダン
スが同軸ケーブルの特性インピーダンスと合っていなくて
も（同軸ケーブル上のSWRが高くても）,アンテナのイン
ピーダンスと同じ値となります。この特性を考えながら次
の図を見てください。
（蛇足：同軸ケーブル長とは短縮率を含む長さ。同軸ケーブルの特
性インピーダンスとは同軸の構造や絶縁物の誘電率によって決まり,
周波数などで変化しない値。同軸ケーブル上のインピーダンスとは
周波数や接続されたアンテナなどによって変化する値です。）（図
はクリックで拡大します）

---図8.1...同軸ケーブルの長さが1/2波長の点にSWR計
を接続した場合---
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上図の右(A)の点でインピーダンス75Ωのアンテナと特性
インピーダンス50Ωの同軸ケーブルを接続すると,不整合に
よる反射波によって,同軸ケーブル上に定在波が生じ,定在
波比SWRは1.5となります。アンテナ接続点から左側へ進
むにつれて同軸ケーブルのインピーダンスはリアクタンス
成分(±jx)を含む形で変化します（SWR値は変化しません
）。
同軸ケーブル長が1/2波長の点(A')に到達すると,リアクタ
ンス成分が±0となり,同軸ケーブルのインピーダンス(A7)
は(A)点と同じ状態(A=A'=75Ω)となります。そのA'点(75
Ω)に特性インピーダンス50ΩのSWR計を接続するとSWR
計の値は1.5となりますが,特性インピーダンス75ΩのSWR
計を使用すると(A)=(C)なのでSWR計の値は1.0となりま
す。
（50Ω用のSWR計の特性インピーダンスが＋20％＝60Ω
へずれていたらSWR計の計測値は1.25となります。）
上図の同軸ケーブル部を1/2波長の「はしごフィーダー(600Ω)」と
したらフィーダー上のSWRは８と大きな値になりますが,(A')点は(
A)点と同じ75Ωとなるので,SWR計の値は1.0となるのです。

【検証：２】
同軸ケーブルの特性インピーダンスをＺ0，アンテナのイ
ンピーダンスをＺaとすると,同軸ケーブル長が1/4波長の
点におけるインピーダンスＺは次のようになります。（式
はクリックで拡大します）

下図は接続のイメージです。1/4波長より短い点，あるい
は長い点へSWR計を挿入すると,インピーダンスが上の式
の値とならないため，特性インピーダンス50ΩのSWR計で
測定するとSWR=1.0とはなりません。
---図8.2---（図はクリックで拡大します）
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上図の上段は,1/4波長の点の特性を利用し,その点から無線
機までを50Ωの同軸ケーブルで給電する整合方法です。こ
の整合方法を「Ｑマッチ」と言います。

下図は車載用(モービル用）アンテナなどで考えられるケー
スです。1/4波長垂直アンテナの給電インピーダンスは1/2
波長ダイポールアンテナの約半分の値＝33Ω程度です。33
Ωに50Ωの同軸ケーブルを接続すると同軸ケーブル上のSW
Rは1.5(50÷33)となります。同軸ケーブル長が1/4波長(
奇数倍)の点のインピーダンスは,上式により75.8Ωとなる
ので,その点へ特性インピーダンスが50Ωでなく,－20％ず
れた40ΩのSWR計を接続すると,下図のように,同軸ケーブ
ル上のSWRは1.5なのにSWR計の値は2.0となってしまい
ます。
---図8.3---（図はクリックで拡大します）

前編のまとめ
同軸ケーブルの長さを調整しても同軸ケーブル上のSWRは
変化しないが,SWR計を挿入するポイントによって,また,S
WR計自身の特性インピーダンスが正確でないとSWRの表
示が高くなったり低くなったりする現象が発生する場合が
ある....と言えます。

【アマチュア用SWR計本体の特性インピーダンスは正確か
？】
手持ちのSWR計の取説に50Ω用として書いてあるので,上
記のようにインピーダンスが60Ωとか40Ωなど±20％近く
もずれているはずはない？と考えそうですが…
アマチュア用SWR計の入力と出力接栓に使用されるＭ型コ
ネクター(セクレタブル,中継コネクタ含む)の規格が「いい
かげん」なことをごぞんじでしょうか？
Ｍ型コネクタ－は外導体,中心導体の寸法は決まっています
が,なんと「インピーダンスについては考慮しなくてよい」
ことになっているのです。次はおなじみのＭ型コネクター

Author:take103kota2

ＦＣ２ブログへようこそ！

FC2カウンタｰ2011/12から
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の外観図です。（写真はクリックで拡大します）

　 　 　

　

Ｍ型コネクタ-の特性インピーダンスを同軸ケーブルの計算
式で求めると次のようになります。（式はクリックで拡大
します）

中心導体と外部導体の絶縁体として品質の良いテフロン製
のＭ型コネクタ－でも特性インピーダンスは33Ωです。
Ｍ型コネクタ－の長さはセクレタブルを組合わせて約27㎜
程度です。この27㎜は,50MHzでは0.006λ,144MHzでは0
.013λ,430MHzでは0.055λに相当します（テフロンの短
縮率含む）。
上の写真の中の絶縁体が黄色/茶色のものはフェノール絶縁
です。フェノール絶縁製品はインピーダンスが20Ωと更に
悪くなります。

この33Ωの部分がSWR計のIN側とOUT側に2箇所存在しま
す。その合計の長さが使用周波数に対して無視できない長
さになるとSWR計の特性インピーダンスが変化します。Ｍ
型コネクタ部分のみならず,SWR計のINからOUTまでの内
部伝送路の機構が50Ωとなるように精密に仕上げられてい
ない製品,検出ラインのC結合とM結合が適正に仕上げられ
ていない製品ではSWR計自身の特性インピーダンスが大き
く変化します。

次の写真はアマチュア用で短波周波数帯用のCM型SWR計
の内部伝送路と検出ラインです。２つを見比べると中心導
体のサイズや検出ライン導体との間隔差が見られます。ま
た,IN/OUTコネクタと内部伝送路の外部導体との接続など
が異なります。このような構造のSWR計の特性インピーダ
ンスが取説通りに50Ωなのかどうか疑わしい感じです。（
写真はクリックで拡大します）

次の写真はV・UHF用のSWR計の検出部と入出力コネクタ
です。検出部をスプリットライン式で設計しシールドして
います。コネクタを差し込むIN･OUT端子のレセクタブル
は絶縁材の使用を最小限にする努力をしています。本来な
らＮ型かBNC型コネクタ－を使用して欲しいと思いますが,
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価格がアップすること,接続用ケーブルの加工がやや難しい
こと等(結果的に売れない)から簡便なＭ型コネクタ－を使
用しているのでしょう。（写真はクリックで拡大します）

　
144MHzや430MHzではＭ型コネクタ－の使用を避け,Ｎ型
やＢＮＣ型コネクタを使用すると良いでしょう。SWR計の
内部伝送路でのインピーダンス変化を防ぐには,銅やアルミ
の丸棒を旋盤で加工してキャビティ形とするなど精密な作
りが必要でしょう。間違っても,U･VHF帯でＭ型中継用セ
クレタブルの使用は避けるべきです。

まとめ：
同軸ケーブルの長さを調整しても同軸ケーブル上のSWR値
は変化しませんが,特性インピーダンスが正確でないＭ型コ
ネクタ－や内部伝送路を使用したSWR計を使用すると,SW
R計を挿入した場所によってSWR計の表示が悪化したり改
善されたりする場合があります。
では,同軸ケーブルの長さを調整してSWR計の表示がさが
るポイントを探すことは意味がないかと言えば,必ずしもそ
うとは言えません。図8-1のように1/2波長の整数倍の長さ
で使用すればリアクタンス成分が最小になり,送信機と同軸
ケーブルの整合状態が良い状態になります。また,図8-2の
ように,1/4波長の点で生ずるインピーダンス変換特性を利
用して真のSWRを改善することもできるのですから。同軸
ケーブル上のSWRは変化しなくても,送信機(トランシーバ
ー)の出力と同軸ケーブルの接続点のインピーダンスが合う
ことは,送信電力増幅部の動作効率に効果があります。
アンテナと同軸ケーブルの接続点のインピーダンス整合（
同軸ケーブル上のSWRを下げる）も大切ですが,同時に,送
信機出力と同軸ケーブルの接続点のマッチングが大切です
。これが不整合ですと「送信機から同軸ケーブルへ送り込
まれる電力が大きく減少する」ので,同軸ケーブル上のSW
Rによる損失うんぬん以前の問題となります。

あとがき：
SWRの値が高いと,送信機からの電力がアンテナへ送り込
まれない...電波が飛ばないと考えますが,SWRが2以下であ
れば,電力のほとんどがアンテナから輻射されます（HF帯
のはしごフィーダーなどはSWR=8ですが,反射された電力
が再びアンテナへと行ったり来たりして大部分がアンテナ
から輻射されるのです---　この辺の説明はこちら　５．定
在波（SWR）とアンテナ電力（試算））。

SWR=1.5とSWR=2.0の送信状態を遠方の受信点で測定
した場合,その差はわからないでしょう。
特に,短波帯は電離層の反射状況が通信のすべてを左右しま
すから,SWRは一定の値以下であれば気にするほどのこと
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ではないでしょう。VHF/UHFモービルの場合でも地形が最
も左右します。
モービルの場合は同軸ケーブル長も短いのでSWRの値は一
定以下なら気にするほどのことはないでしょう。

それよりも,電力増幅部が半導体の送信機(トランシーバー)
では出力インピーダンスが50Ωと固定なので,同軸ケーブル
との接続に不整合が生ずると,電力増幅部の動作効率が悪化
するため,効率よく同軸ケーブルへ送り込まれるように整合
器（アンテナチューナ＝カップラー）の利用を検討する必
要があります。

次の９項「同調フィーダーと非同調フィーダー」はこちら
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皆空の中で...

９．同調フィーダーと非同調フィーダー

９．非同調フィーダーと同調フィーダー　　
　　総目次はこちら
......................カテゴリ「アンテナと整合」の１～８
までのページ
...........１．アンテナと共振周波数
...........２．アンテナとインピーダンス
...........３．アンテナとフィーダ（給電線）
...........４．フィーダー上の高周波電力（進行波と反射
波）
...........５．定在波（SWR）とアンテナ電力（試算）
...........６．ＳＷＲの測定と問題点
...........７．ＳＷＲ計と注意点
...........８．同軸ケーブルの長さを調整するとSWRが
さがる

これまでのページでは意識的に非同調フィー
ダー,同調フィーダーの表現をさけてきまし
てきましたが,この辺で整理をしておきたい
と思います。

「非同調フィーダー」「同調フィーダー」の
区分は,平衡フィーダーや同軸ケーブルなど
物理的な形状によるものでなく,その使い方
によって分類される呼び方です。

非同調フィーダーとは,アンテナ給電点のイ
ンピーダンスとフィーダーの特性インピーダ
ンスをマッチング（整合）させ,フィーダー
上に反射波が生じないように,即ち,フィーダ
ー上は進行波のみにするフィーダーの使い方
です。反射波がゼロ,即ち,SWR=1.0の状態
で使用すれば,フィーダー上のインピーダン
スは全て一定なので,フィーダーの長さは任
意長で使用できます。

同軸ケーブルは基本的に非同調フィーダーと
しての使い方をします。VHFテレビ時代の「
リボンフィーダー(300Ω)」やUHF用の「め
がねフィーダー(200Ω)」は,「はしごフィー
ダー」と同じ平衡フィーダですが,VHF・UH
Fテレビアンテナ出力がそれらのインピーダ
ンスに合わせて作られていたため,それらの
フィーダーは非同調フィーダーとして使用さ
れていました。

同調フィーダーは,フィーダー上に定在波が
生ずる場合に,1/4波長の整数倍の長さで使
用する使い方です。３章3.8図で説明しまし
たが1/2波長の整数倍の長さで使用すると,
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アンテナのインピーダンスがフィーダーの反
対側に表れます。　３章3.8図はこちら

1/4波長の整数倍の点はインピーダンス成分
にリアクタンス分が無くなるため，送信機と
フィーダーの整合が比較的容易になります。
特に,1/2波長の整数倍の点はアンテナのイ
ンピーダンスと同じ状態となるため,はしご
フィーダー等では主なる運用周波数の1/2波
長の長さで使用しました。
下図は,７MHz用水平20ｍ中央給電ダイポー
ルアンテナに20m長の「はしごフィーダー
」を同調フィーダーとして接続した場合のフ
ィーダー上の電流分布です。

上図の青色は７MHzの場合の電流分布図で
す。フィーダー下端は電流最大点となり,イ
ンピーダンスはアンテナ給電点のインピーダ
ンスと同じ値となります。橙色は14MHzの
電流分布です。フィーダー下端は電流最小点
（電圧最大点）となり,インピーダンスは非
常に高い状態となります。

同調フィーダーとして使用できるフィーダー
（はしごフィーダーなど）を用いることで,
１つのアンテナを複数の周波数用のアンテナ
として使用できます。
同軸ケーブルを同調フィーダーとして用いる
とどのようになるか？ですが,同軸ケーブル
はSWRが高くなると損失が急増すること,定

１アマ試験_晴海試験センター (03/31)

オケラ３世の思い出（沖縄海洋博レース） (03/27

)
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34．電波の強度の安全基準値の算出式の出題 (03/

04)
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算する問題 (02/26)
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24．はしごフィーダー用アンテナ整合器（カップ
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題 (02/20)
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在波の電圧が高くなった点で同軸ケーブルの
絶縁破壊がおきる虞があるので同調フィーダ
ーとして使用しません。
具体的には,上図のアンテナを14MHzで使用
した場合,アンテナ給電点のインピーダンス
は5kΩほどになります。フィーダーとして6
00Ω「はしごフィーダー」を用いた場合はS
WR=8.3ですが,はしごフィーダーの損失は
非常に小さいので反射された電力がフィーダ
ーの中を行ったり来たりしながら電力の大部
分がアンテナへ送り込まれ,電波となって輻
射されます。（はしごフィーダーでSWR=8の
時の電力の伝わり方は　→　こちら　5章5.3
図を参照ください）

上図のフィーダーとして50Ωの同軸ケーブ
ルを用い,14MHzで使用するとSWR=100と
なり,電力はアンテナへ全く送り込まれず10
0％反射され,同軸ケーブルの中で熱となって
しまいます。

同軸ケーブルを同調フィーダーとして使用す
ることはほとんどありませんが，1波長ルー
プアンテナ（インピーダンス110Ω）を同軸
ケーブル（50Ω）で給電する時に,アンテナ
給電点と50Ω同軸ケーブルの間に1/4波長の
75Ω同軸ケーブルを挿入してインピーダン
ス変換を行う「Qマッチ整合」時に同軸ケー
ブルを同調フィーダーとして使用する例があ
ります。この場合,Qマッチ部のSWRは1.5,
長さが1/4波長ですから発生する損失はわず
かです。Qマッチ整合の例は　→　こちら

次の10項「アンテナチューナー（カップラー）」
は → 　こちら

はしごフィーダー用 アンテナチューナー（カップ
ラー）は → 　こちら

総目次へもどるは）は → 　こちら
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皆空の中で...

10．アンテナチューナー(アンテナカプラー)

１０．アンテナ チューナー（アンテナ カプラー：空中線整合器）　　　
　パソコン関係は こちら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　総目次は こちら
......................カテゴリ「アンテナと整合」の１～９までのページ
...........1．アンテナと共振周波数
...........2．アンテナとインピーダンス
...........3．アンテナとフィーダ（給電線）
...........4．フィーダー上の高周波電力（進行波と反射波）
...........5．定在波（SWR）とアンテナ電力（試算）
...........6．ＳＷＲの測定と問題点
...........7．ＳＷＲ計と注意点
...........8．同軸ケーブルの長さを調整するとSWRがさがる
...........9．非同調フィーダーと同調フィーダー

これまでの「アンテナと整合4～9」では,アンテナ給電点のインピ
ーダンス（下図のＡ点）とフィーダーの特性インピーダンスが整
合していない場合,送信電力の一部が反射して戻るため「アンテナ
とフィーダーの整合(Ａ点のマッチング)が重要」と述べてきまし
たが，送信機出力とフィーダーの接続点（Ｂ点）におけるインピ
ーダンス整合も重要です。
　下図では,アンテナとフィーダーの接続点（A点）は75Ωで整合
がとれていますが,トランシーバーの出力と同軸ケーブルの接続点
（B点）は50Ωと75Ωなので整合がとれていません。（図はクリック
で拡大できます。）

かって「はしごフィーダー」が使われた頃,送信機の電力増幅部は
真空管でした。真空管の出力インピーダンスが高いため高周波電
力は並列共振回路（タンク回路）にリンクコイルを結合させて出
力しました（下図左）。
一方で,はしごフィーダーを同調フィーダーとして使用していたた
め,フィーダー側のインピーダンスは周波数帯によって大きく変化
しました。
また「はしごフィーダー」が平衡フィーダーのため,フィーダーと
送信機出力を整合（マッチング）させるため下図右の平衡型の整
合器（カプラー）が使用されました。フィーダーとの整合はコイ
ルのタップを選択して行いました。（図はクリックで拡大できます。）
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下図は「はしごフィーダー」給電とカップラーの接続図です。「
はしごフィーダー」はSWR=8の状態となりますが,損失が少ない
ので,B点で整合させれば送信機の電力の大部分はアンテナから放
射されます。
（図はクリックで拡大できます。）　　　　（参考：はしごフィーダーのSWR

と損失は　→　こちら）
　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　参考：はしごフィーダー用アンテナ
チューナー（カップラー）は → 　こちら

同軸ケーブルの価格が安くなりアマチュア無線家(無銭家)にも手
に届くようになった頃から75Ωの同軸ケーブルを非同調フィーダ
ーとして,同時に不平衡フィーダーとして給電する例が多くなりま
した。
併せて,送信機の出力部がタンク回路でなくπマッチ回路を使用し
たものが多くなり,送信機出力を同軸フィーダーへ直接接続できる
ようになったため,アンテナカプラーを使用しないで給電する例が
多くなりました。

下図は「πマッチ回路」の基本図です。
上図のＢ点における同軸ケーブル側のインピーダンスが送信機の
出力インピーダンスに合っていなくても,一定の範囲であればπマ
ッチ回路のバリコン（VC1，VC2)と調節することで整合させるこ
とができます。
実行的には,インピーダンス差がSWR値にして2.5以下であればπ
マッチ回路の操作で整合(マッチング)させることができました。（
図はクリックで拡大できます。）

　

32．定在波（SWR)の計算問題の解き方 (02/28)

31．変調度100％時の同軸ケーブル最大電圧を計
算する問題 (02/26)

30．電信送信電力と電話搬送波電力の比を計算す
る問題 (02/24)

24．はしごフィーダー用アンテナ整合器（カップ
ラー Antenna coupler） (02/23)

29．　変調度から被変調波電力,電圧を算出する出
題 (02/20)
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送信機（トランシーバ）の電力増幅部が真空管から半導体化され,
送信機の出力インピーダンスが５０Ωに固定化されました。　---
　半導体化によって小型化できたのにπマッチ用の大型バリコンなどを組み込むと
，せっかく小型化のメリットが失われるからでしょう。

インピーダンスが50Ωに固定された電力増幅部の出力に,50Ωと異
なるインピーダンスの負荷を接続すると,接続点(B点)で反射が生
じ,送信電力が負荷側（同軸ケーブル側）へ送り込まれません。
半導体へ加わった動作電力が高周波出力として負荷側へ出力され
ないと,半導体へ加わった電力の殆どが半導体内部の熱損となり,半
導体が熱破壊する虞が生じます。

このため,半導体の電力増幅回路では不整合による熱破壊を防ぐた
めに,反射波が一定の大きさを超えると,電力増幅回路の動作を大き
く抑制する機能を備えています。
この抑制機能（保護機能）が働くと送信出力が低下し,アンテナへ
の電力は急激に小さくなります（電波が飛ばない状態となります
）。

以上のように,半導体式の送信機は，送信機出力と接続される負荷
のインピーダンスが整合していないと送信電力がアンテナへ送り
込まれないため,上図のＢ点における整合が真空管送信機の場合よ
り重要となります。
（言い換えれば,アンテナチューナーは半導体電力増幅部の保護回
路とも言えます）

初期の半導体式トランシーバでは整合器（アンテナチューナー，
カップラー）は外付けで使用する方式でしたが,制御ICのコストダ
ウンが進んだこと，より簡便な使い方を求めるユーザへの対応か
ら,トランシーバ内部へアンテナチューナを内蔵した製品が増えて
きました。

アンテナチューナー（カップラー：整合器）の回路はＬとＣを用
いたインピーダンス整合回路です。下図は基本的な整合回路です
。下図のL型整合器Aは送信機の出力インピーダンスより負荷側の
インピーダンスが低い時に使用します。L型整合器Bは負荷側のイ
ンピーダンスが高い時に使用します。（図はクリックで拡大できます。）

下図の整合器CとDはコイルとコンデンサーの位置が上図と入れ替
わっていますが整合器A,Bと同様に整合回路として機能します。図
はクリックで拡大できます。
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下図は整合器AとBを接続したものです。形がギリシャ文字のπに
見えることからパイ型整合器（π型アンテナチューナー）と言いま
す。π型整合器の負荷側（右側）のコンデンサー容量がゼロになる
とL型整合器Aになり,送信機側のコンデンサーがゼロになるとL型
整合器Bとなります。すなわち,両方のコンデンサーを変化させる
ことでインピーダンスの低い負荷から高い負荷までマッチング（
整合）させることができます。図はクリックで拡大できます。

下図は,整合器AとBの接続の変形です。形がＴ文字に見えることか
らＴ型カップラー（LCL-Ｔ型アンテナチューナー）と言います。
送信機側のLをゼロにすると整合器Aとなり,負荷側のLをゼロにす
ると整合器Bとなります。すなわち，両側のＬを変化させることで
インピーダンスの低い負荷から高い負荷までマッチング（整合）
させることができます。（図はクリックで拡大できます。）

下図は上図の変形です。上図はLCL-T型ですが,下図はCLC-T型と
なっています。CLC-T型カップラーでは,コンデンサーを変化させ
て負荷インピダンスとマッチングをとります。（図はクリックで拡大で
きます。）

これらから発展した様々なアンテナチューナーがあります。
オートチューナ－としてはバリコンを回転させるモーターなどを
使用しなくて済むπ型が主流になっています。マニュアルチューナ
ーではシンプル,かつ,調整範囲が広くとれるCTC-T型のものが多く
みられます。
LCL-T型は調整時にコイルのインダクタンスを変化させると言うや
や面倒な点がありますが,コイルが直列になっていることから,ロー
パスフィルターとしても効果があり,高調波対策としても働く利点
があります。
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皆空の中で...

11．続：アンテナチューナー（オートチューナー）

11．続：アンテナチューナー（オートチューナー）　　　　　パソ
コン関係は こちら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　総目次は こちら
......................カテゴリ「アンテナと整合」の４～10までのページ
...........4．フィーダー上の高周波電力（進行波と反射波）
...........5．定在波（SWR）とアンテナ電力（試算）
...........6．ＳＷＲの測定と問題点
...........7．ＳＷＲ計と注意点
...........8．同軸ケーブルの長さを調整するとSWRがさがる
...........9．非同調フィーダーと同調フィーダー
..........10．アンテナチューナー（アンテナ カプラー：空中線整合器）

このページは「10.アンテナチューナー（アンテナ カプラー：空
中線整合器）」からの続編です。
前ページで述べたようにアンテナチューナーは,基本的に,コイル１
つと,コンデンサー１つで構成できますが,アンテナのインピーダン
スが大地や周辺の建造物などの影響で設計値通りとならないこと
から可変できるコイルとコンデンサー（バリコン）で構成としま
す。

更に,3.5MHzから28MHzなど異なる帯域の周波数でも整合できる
ように,スイッチで各周波数帯に合ったコイルに切替えられる回路
が組み込まれるため,回路が複雑に見えますが，基本部分は前ペー
ジのようにシンプルな回路です。
基本的にはシンプルであることを理解していただくために,複雑そ
うな「オートアンテナチューナー」の仕組みから説明します。

オートアンテナチューナーとは,人間の手で可変コンデンサー（バ
リコン）などのつまみを回して整合させるのでなく,モータや電気
接点の動作で整合してくれる仕組みのものです。

オートアンテナチューナーは軍用航空機のアンテナ線へ任意の周
波数の電波を乗せるために開発されたようです（コリンズ社　18
0L-2型オートアンテナチューナー）。
アマチュア無線用としては,1983年,TS-930トランシーバーに下
図のようなオートアンテナチューナーが内蔵されました。基本的
には前ページのT型と同じです。マニュアルチューナーではバリコ
ン（VC）を手で回しますが，これをモータードライブで回転させ
,入力側のSWRが1.0となるようチューニングをさせる方式です。
SWRを検出し,モータを素早く回転させ,正確に回転を止める制御
をアナログ回路で動かしていました。（図はクリックで拡大します）

下図は,TS-950トランシーバーに採用されたオートアンテナチュ
ーナーです。上図のものと基本的には同じＴ型チューナーです。
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違いは,モータードライブ制御をマイコン(CPU)制御に改善してい
ます。CPUのメモリに前回の制御情報を記憶できるため,周波数切
替をしても素早くチューニングがとれるようになりました。（図は
クリックで拡大します）

1979年，モトローラー社から業務用オートアンテナチューナー「
Ｔ-1959Ａ」が発表されました。その基本回路は下図のようなも
のでした。図のスイッチ部はリレー接点です。リレーのON,OFF
動作はマイコン(UPU)で行います。
L2～L10コイルの接点を全て閉じ,左右のコンデンサーの接点をそ
れぞれ１つ閉じると，下図の「パイ型チューナー」と同じ回路と
なります。Ｔ-1959Ａオートアンテナチューナーはバリコン(VC)
を回転させるのでなく,容量の異なるコンデンサーを組合わせてバ
リコンのようにに容量を変化させ,同時にインダクタンスの異なる
コイルを組合わせて様々なインピーダンスのアンテナと整合をと
ることができるのです。９個のコイルだけでも２の９乗＝512通
りの組合せがとれます。更にコンデンサーの切替も考えると20万
通りを超える組合せがとれます。（図はクリックで拡大します）

（図はクリックで拡大します）

「Ｔ-1959Ａ」が発表された３年後の1982年,アイコムから防水
箱に納められた「Ｔ-1959Ａ」の方式のオートアンテナチューナ
ー「AH-2」が発表されました。1993年にはJRC社のトランシー
バ「JST-245」にオートアンテナチューナーが内蔵されました。
下図はJRC社のオートアンテナチューナー「NFG-230」の基本回
路です。（図はクリックで拡大します）

32．定在波（SWR)の計算問題の解き方 (02/28)

31．変調度100％時の同軸ケーブル最大電圧を計
算する問題 (02/26)

30．電信送信電力と電話搬送波電力の比を計算す
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上図のオートアンテナチューナーには入力側のコンデンサー（VC
1側）が６組,出力側のコンデンサー（VC2側）が６組，コイルが1
0組あります。出力部のコンデンサーCを加えると,これらの組合せ
は２の23乗＝838万通りとなります。この組合せ制御をCPUで実
施します。
動作としては，アンテナのインピーダンスが送信機側より低い時
は,VC2側のコンデンサーは全てオープンにし,VC1側のコンデン
サーとコイルの組合せでチューニング動作をします。
アンテナのインピーダンスが送信機側より高い時は,VC1側を全て
オープンにし,VC2とコイルの組合せでチューニング動作をします
。
すなわち,Ｌ型チューナー（Ｌ型整合器）と同じ仕組みでチューニ
ング（整合）をさせているのです。

下図はクラニシ社のマニュアル式アンテナチューナ「NT-535」の
基本回路です。基本的には上図のTS-950と同じです（普通のＴ型
整合回路）。TS-950との違いは,モータードライブか,手で回すか
です。コイルのインダクタンスを連続的に変化できる「バリＬ」
の代わりに,コイルから多数の端子を出して,多接点のスイッチでコ
イルの端子を切り替え,「バリ・エル」に近い機能を持たせている
点が特徴ですが，基本的にはＴ型チューナーそのものです。（図は
クリックで拡大します）

以上,オートチューナーの基本回路を述べた理由は,基本的には普通
のマニュアルチューナと同じあることを理解していただきたかっ
たためです。最初に書いたようにコイル１つと可変コンデンサ（
バリコン）が１つあればアンテナとのチューニング（整合）がで
きるのです。周波数もアンテナも一定の場合はマニュアルチュー
ナーが損失面などで優れています。

オートチューナーとマニュアルチューナのどちらを使用するのが
良いかは用途で決まります。
放送局のように周波数もアンテナも固定の場合はマニュアルチュ
ーナーを使用します。

オートチューナーは１つのアンテナで任意の周波数の電波を発射
する時に便利です。太平洋などを就航する航空機には非常時のた
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めに任意の周波数で送受信ができる通信機が搭載されていました
。そのような場合は１つのアンテナに短時間で整合できるオート
チューナーも搭載されていました。

信頼性の点から比較すると，マニュアルチューナーは構成部品数
が少ないため故障率が小さいこと,雷誘導などにも強いと考えられ
ます（単一周波数用としてスイッチ類を使用しなければ故障率は
更に小さくなる）。

オートチューナーにはCPUなど高密度部品が数多く使用されてい
ます。動作電源も必要です。電解コンデンサーなど経年劣化する
部品も含まれています。これらのことから長期間の使用時の故障
率はマニュアルチューナより高いでしょう。雷誘導なども弱いと
考えてよいでしょう。

接続に当たって,マニュアルチューナーはトランシーバーを選びま
せんが，オートチューナーはトランシーバーからの制御信号や接
続形態がメーカ毎に異なる場合がありますので，その点について
も注意が必要です。

特殊な用途ですが,数年間かけて長距離航海をするヨットなどにオ
ートチューナーを使用する場合は,防水に気を配っていても,気温や
気圧の変化などで長い航海中にわずかずつ塩分を含む空気がオー
トチューナの内部へ侵入し,内部のCPU基板が不良になったり,リ
レー接点に皮膜が生じたりする場合もありますので,シンプルなマ
ニュアルチューナを予備として積載しておくと良いでしょう。

陸上でのモービル運用など,1/4波長より非常に短いアンテナを使
用する場合は（例えば,２ｍの長さのアンテナから７MHｚを送信
），アンテナの給電インピーダンスが非常に低くなるので,オート
チューナーのみで整合させるのは問題が起きそうです。このよう
な短いアンテナへの整合方法は別項で記述します。

次回,続：アンテナチューナ（自作時のコイルの巻き方，バリコン
の容量）へと続きます。

次のページはこちら

総目次へもどるは　こちら

2012/06/13(水) 15:00:11 | アンテナと整合  | トラックバック:0  | コ
メント:0

<<12．アンテナチューナー（カップラー）のコイルとバリ
コン | ホーム | 10．アンテナチューナー(アンテナカプラ
ー)>>
コメント
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皆空の中で...

12．アンテナチューナー（カップラー）のコイル
とバリコン

12．アンテナチューナー（カップ
ラー）のコイルとバリコン　　　パ
ソコン関係は こちら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　総目次は こちら
......................カテゴリ「アンテナと整合」
の8～11までのページ
...........8．同軸ケーブルの長さを調整すると
SWRがさがる
...........9．非同調フィーダーと同調フィーダ
ー
........10．アンテナチューナー（アンテナ カ
プラー：空中線整合器）
........11．続：アンテナチューナー（オート
チューナー）

このページは「11．続：アンテナチ
ューナー（オートチューナー）」の
続きです。前項で説明しましたがオ
ートアンテナチューナーは,複数のコ
イルとコンデンサーを組合わせてチ
ューニング（整合）をとるため複雑
に見えますが,基本的には下図の回路
を構成しているのに過ぎないのです
。

さまざまなインピーダンス（ZL）の
アンテナに整合させるためには,上図
のコイル（L）とコンデンサー（C）
の値を変化させる仕組みが必要です
。オートアンテナチューナーはリレ
ー接点を用いて複数のコイルを短絡
させたり,コンデンサーを並列にした
りして整合に必要な値を作ります。
このページでは，コイルの値（イン
ダクタンス）を変化させるためコイ
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ルにタップを設け，コンデンサーの
値を変化させるために「バリコン＝
可変コンデンサー」を使用して,シン
プルで安価かつ高性能のアンテナチ
ューナー（カップラー）を試作して
みましょう。（バリコンの入手はこのペー
ジ下部をご覧ください）

【アンテナチューナーのコイル】
短波帯のアンテナチューナ用のコイ
ルとしてはソレノイドコイルが良い
でしょう（トロイダルコアに巻いた
ものもありますが,高い周波数で性能
が下がる場合があります…価格的にも
割高）。
送信電力を扱うので大きな高周波電
流に耐えるとともに高周波損失の少
ないコイル（Ｑの高いコイル）を使
用する必要があります。
Ｑについては後で記述しますが，高
周波抵抗が少ない太い線を用いて高
周波絶縁の高い巻枠を使用すればＱ
の高いコイルが作成できます。巻き
線は太い銀メッキ線が理想的です。
巻枠はステアタイト（できれば空芯
）がベターです。
　　　　　　　ステアタイトについて詳し
くは　こちら
次の写真はアンテナチューナ用とし
て使用できるコイルの例です。ステ
アタイトの巻枠を使用しています。
コイルの途中からタップを出してコ
イルの値を切り替えることができま
す。（写真はクリックで拡大します
）

　

下の写真は「エアーダックスコイル
（巻枠なしの空芯コイル）」です。
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一人乗り水上飛行機の自作（ヨットオケラ番外編
） (04/08)

１アマ試験_晴海試験センター (03/31)
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04)
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力電圧を算出する出題を解く (03/01)
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30．電信送信電力と電話搬送波電力の比を計算す
る問題 (02/24)

24．はしごフィーダー用アンテナ整合器（カップ
ラー Antenna coupler） (02/23)

29．　変調度から被変調波電力,電圧を算出する出
題 (02/20)

最新コメント

take103:１アマ試験_晴海試験センター (04/07)

toshi:１アマ試験_晴海試験センター (04/07)

take103:35．1アマ試験のための_国際通信憲章
・通信条約・無線通信規則の要点 (03/07)

mido:35．1アマ試験のための_国際通信憲章・通
信条約・無線通信規則の要点 (03/06)

toshi:26．電離層のMUFの算出問題の解き方 (02

/28)

take103:26．電離層のMUFの算出問題の解き方 (

02/28)

toshi:26．電離層のMUFの算出問題の解き方 (02

/28)

toshi:９．RLCの合成インピーダンス算出問題の
正答を見つける (02/17)

take103kota2:９．RLCの合成インピーダンス算
出問題の正答を見つける (02/17)

toshi:９．RLCの合成インピーダンス算出問題の
正答を見つける (02/17)

月別アーカイブ
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トヨムラ製のものが販売されていま
した。必要な長さに切って利用しま
した。（写真はクリックで拡大しま
す）

　

下の写真は遠洋航海船舶用無線機で
使用していた送信用コイルです（一
緒に写っているお茶のペットボトル
が小さく見えます）。（写真はクリ
ックで拡大します）

これらのようなコイルは入手が難し
いため，今回は身近で入手できる材
料でコイルを自作します。性能はオ
ートチューナーの中のコイルより優
れた性能のものをめざします。

【コイル線としてVVFケーブル心線
を活用】
住宅の電気配線に使用する「VVFケ
ーブル＝600Vビニル絶縁ビニルシー
スケーブル」の心線を使用します。
内部の銅線のサイズが1.6mmφのも
ので良いでしょう（2.0mmφでも良
い）。
　（アース配線用の緑色の単線＝IV
線1.6mmφでもOK）
日曜大工店では１ｍあたり８０～９
０円程度で切り売りしてくれます。

2012/09 (1)

2012/08 (5)

2012/07 (4)

2012/06 (2)

2012/05 (1)

2012/04 (6)

2012/03 (3)

2012/02 (3)

2012/01 (5)

2011/12 (9)

2011/11 (3)

2011/10 (3)

2011/09 (8)

2011/08 (2)

最新トラックバック

プロフィール

Author:take103kota2

ＦＣ２ブログへようこそ！
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今回は近所の住宅工事現場から切り
落とし線(1.5m)を無料でいただいて
きました。銅線の絶縁被覆をとりま
す。カッターで縦に薄く傷をつけて
被服を引張れば簡単にとれます。カ
ッターで手を切らぬように左手にタ
オルを巻いて行います。（写真はク
リックで拡大します）

　

【コイルを自作】
銅線の先端を固定し一直線に引っ張
った状態で,単一乾電池を回転させて
銅線を巻きつけます。巻き終ったら
電池を抜きます（巻がゆるんで抜け
ます）。下の写真は巻き終ったとこ
ろです。エアーダックスコイルより
貫禄があります。（写真はクリック
で拡大します）

無料でもらったVVF線1.5ｍで巻いた
コイルは長さ(L)78ｍｍ，直径(D)48
mm，巻き数(N)16回となりました。
これらの数値から計算すると，この
コイルのインダクタンスは3.8µHで
す（同巻き数で,長さを78mmから55
mmとすると5µHとなります）。

両端に手持ちの樹脂スペーサを使用
してコイルを浮かせました。スペー
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サーは「樹脂スペーサ」「ジュラコ
ンスペーサ」「絶縁スペーサ」でネ
ット検索すると見つかります。スペ
ーサが無い時はプリント基盤を縦長
にカットし,中央部の銅箔を剥いでス
ペーサーを作ることもできます。
コイルをスペーサで浮かせるのは,チ
ューナを金属ケースに入れた時に金
属板からコイルの半径以上の距離を
作る必要があるからです。

　コイルの固定は,下の写真のように
「うちわ」の握り部を切り落として
利用しました（安価第一）。コイル
が振動しないように中間部の下部に
も樹脂スペーサを取付けました。コ
イルのタップ用圧着端子は右写真の
ように,角度をずらして取り付けます
（角度をずらす理由はネジ締め作業
を考慮したためです。）（写真はク
リックで拡大します）

　

市販品のように，コイルタップ切替
にステアタイト製の「ロータリース
イッチ」を使用したいところですが
，安価第一と考えロータリーＳＷ無
しとしました。また，タップ切替に
ワニ口クリップの利用も考えました
が,接触が不安なこと，大きな電力に
耐えられそうにないことから，圧着
端子を使用したタップ切替にしまし
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た。
圧着端子式は接触面積が大きく,締付
圧力が加わることから,電力容量的に
はロータリースイッチ接点より優れ
ていますが，タップ切替がネジ操作
となるため少し時間がかかります（
無銭家向き？）。頻繁にアンテナを
切替えない場合は圧着端子式で十分
です。
次の写真は「圧着端子によるタップ
接続」の模様です。圧着端子の数は
多いほどきめ細かくチューニングが
とれます。（写真はクリックで拡大
します）

【バリコン：可変容量コンデンサー
】
アンテナチューナーに使用するバリ
コンは，送信電力が加わるため耐電
圧が必要です。１～2W程度の送信電
力であれば受信用のポリバリコンで
も代用できますが，それ以上の送信
電力が加わる場合は次の写真のよう
なタイトバリコンを使用します。左
写真の大きなものは容量200pF耐電
圧1kv，中央のものは100pF/1kv，
小さなものは100pF/500Vです。右
写真は耐電圧2Kv容量200pFです。
（写真はクリックで拡大します）
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【秋葉原のタイトバリコン販売店】
試作コイルは送信電力200Wに耐えら
れそうなので,200pF/1kvのタイトバ
リコンを使用することにしました。
試作は手持ち品を使用しますが，同
クラスのバリコンは秋葉原で購入で
きます。（写真はクリックで拡大し
ます）

　

次の写真は秋葉原ラジオデパート３
階の門田無線に並んでいた1kv耐圧の
タイトバリコンです。左から50pF，
100pF，150pF，200pF，250pFの
5種類がありました（2012年7月）。
写真の右奥に500V耐圧のバリコンが
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ならんでいました。全く同じ製品か
どうかはわかりませんが,同フロアの
シオヤ無線にもありました。シオヤ
無線の隣の斎藤無線には本格的な耐
圧2Kvのものがありますが,特注品な
ので値段は高くなります。　（写真
をクリックすると価格が読めます）

バリコンを購入する時，50pF/1kv，
100pF/1kv，150pF/1kv，200pF/
1kv，250pF/1kの選択ですが，3.5
MHｚでも使用できるアンテナチュー
ナを作る場合は250pFを選びます。5
0MHｚ用を作る場合は50pFで十分で
す。容量の大きいものは小を兼ねる
ことができますが，わずかな回転角
度で容量が大きく変化するのでチュ
ーニングがやりにくい欠点がありま
すので，容量が大きいものがベター
とは言えないでしょう。
250pFのバリコンを21MHｚ～50MH
ｚで使用する場合は,100pFのコンデ
ンサーを直列に挿入すれば71pFのバ
リコンとなります。

参考：秋葉原のタイトバリコン販売
店　(2012年7月現在）
(1)　東京ラジオデパートのページは
こちら
(2)　東京ラジオデパート３階　門田
無線はこちら　（通信販売もOK）
(3)　東京ラジオデパート３階　シオ
ヤ無線　はこちら
(4)　千代田区神田佐久間町1-7　国
際ラジオはこちら
(5)　秋葉原ラジオセンター２階　菊
池無線の場所はこちら
(6)　東京ラジオデパート３階　斎藤
電気商会はこちら（特注バリコン）

コイルとバリコンが揃ったのでロー
コスト万能型アンテナチューナとし
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皆空の中で...

13．アンテナチューナー（カップラー）の自作（例-１）

13.アンテナチューナー（カップラー）の自作－１　　　　
　パソコン関係は こちら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　総目次は こちら
......................カテゴリ「アンテナと整合」の8～12までのページ
...........8．同軸ケーブルの長さを調整するとSWRがさがる
...........9．非同調フィーダーと同調フィーダー
........10．アンテナチューナー（アンテナ カプラー：空中線整合器）
........11．続：アンテナチューナー（オートチューナー）
........12．アンテナチューナー（カップラー）のコイルとバリコン

このページは前項「12．アンテナチューナー（カップラー
）のコイル自作とバリコン」の続きです。
前項で作成したコイル１個とバリコン１個を使用して万能
型でローコストのアンテナチューナを組立てます（前項は
こちら）。
下図の緑の線でコイルの値（インダクタンス）を自由に変
化させます。バリコンCと端子a，端子ｃの接続を選択する
ことでL型整合回路となり，インピーダンスの低い負荷に
も高い負荷にもチューニング（整合）することができます
（オートアンテナチューナーと同じ整合方式です）。（図
はクリックで拡大します）

バリコンCとコイルの端子の接続を更に自由に選ぶと次の
図右のようにT型整合回路になります。T型整合回路はフイ
ルターとしても機能するため,高調波対策にもなります。（
図はクリックで拡大します）

回路と実際の配線をわかり易くするため,回路図と同じ配置
で組み立ててみました（下の写真）。試作機なので木板を
利用しましたが,実際に使用する場合は金属ケースに入れて

カテゴリ

【【　総 目次　】】 (1)

ヨットオケラへのプロローグ (1)

オケラネットのはじまり (1)

ヨット オケラの思い出 (8)

ヨットのエンジン冷却排水と排気 (1)

ヨットのウォーターロック (3)

パソコン Windows (7)

Old Mac (6)

Ｌｉｎｕｘ (3)

アマチュア無線 (7)

アンテナと整合 (24)

1アマ試験_無線工学のコツ (36)

【・・・小 目次・・・】　１アマ試験_

目次 (1)

その他 (4)

整理中 (0)

未分類 (0)

リンク

ヨットの電気設備
ヨットのアンテナと無線機
Okera net ホームページ
管理画面

このブログをリンクに追加する

最新記事

続_オケラ５世_第1回BOCシングルハンド世界一
周レース（後編） (05/08)

オケラ５世_第1回シングルハンド世界一周レース
（前編） (04/17)

snap.do画面から元の起動画面へもどす手順 (04/

16)

一人乗り水上飛行機の自作（ヨットオケラ番外編
） (04/08)

１アマ試験_晴海試験センター (03/31)

オケラ３世の思い出（沖縄海洋博レース） (03/27

)

OMの開局当時のシャック (03/07)

35．1アマ試験のための_国際通信憲章・通信条約
・無線通信規則の要点 (03/04)

34．電波の強度の安全基準値の算出式の出題 (03/

 ウェブ全体  検索[PR]オタクがモテない？そんなバカな！ - FC2ザ掲示板

http://fc2.to/67isyB
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不要輻射を防ぐ対策をしましょう（数W程度の場合はこの
ままでもOK）。IN側の同軸コネクターは省略しました。（
コイルの作り方とバリコンの価格情報はこちら）
バリコンの可動側端子とIN，OUT同軸ケーブルの網線は太
い銅線で接続されています。バリコンの固定側は黒色線で
OUT側端子と接続されています（上図左のｂへ接続してい
る状態）。（写真はクリックで拡大します）

バリコンの固定側端子からの黒色線をIN側の端子へ接続す
るとインピーダンスの低い負荷（アンテナ）と整合させる
ことができます。コイルのインダクタンス（L)はIN側端子
から上に伸びている黒色線でコイルを短絡させて変化させ
ます（上の写真は,上図右の“ｂ-Aを接続”の状態）。

チューニング（整合）は，IN側の同軸ケーブルへSWR計
を接続して,反射波が最小になるようにバリコンとコイル（
L)を調整します。やみくもにバリコンを回転させも調整が
とれるとは限りません。少しコツが必要です。慣れるまで
は練習してみると良いでしょう。

次の写真は同じように見えますが,バリコンの端子をコイル
の出力端子でなく,コイルの中間端子へ接続した状態です。
この状態を回路図へ戻すと,上の回路図の「ｄ-Aを接続」の
状態です（T型LCL整合回路）。（写真はクリックで拡大し
ます）

04)

33．　半波長ダイポールアンテナからの受信機入
力電圧を算出する出題を解く (03/01)

32．定在波（SWR)の計算問題の解き方 (02/28)

31．変調度100％時の同軸ケーブル最大電圧を計
算する問題 (02/26)

30．電信送信電力と電話搬送波電力の比を計算す
る問題 (02/24)

24．はしごフィーダー用アンテナ整合器（カップ
ラー Antenna coupler） (02/23)

29．　変調度から被変調波電力,電圧を算出する出
題 (02/20)

最新コメント

take103:１アマ試験_晴海試験センター (04/07)

toshi:１アマ試験_晴海試験センター (04/07)

take103:35．1アマ試験のための_国際通信憲章
・通信条約・無線通信規則の要点 (03/07)

mido:35．1アマ試験のための_国際通信憲章・通
信条約・無線通信規則の要点 (03/06)

toshi:26．電離層のMUFの算出問題の解き方 (02

/28)

take103:26．電離層のMUFの算出問題の解き方 (

02/28)

toshi:26．電離層のMUFの算出問題の解き方 (02

/28)

toshi:９．RLCの合成インピーダンス算出問題の
正答を見つける (02/17)

take103kota2:９．RLCの合成インピーダンス算
出問題の正答を見つける (02/17)

toshi:９．RLCの合成インピーダンス算出問題の
正答を見つける (02/17)
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上の写真の端子の接続状態を回路図にすると次の図のよう
になります。（図はクリックで拡大します）

下の写真は,圧着端子による締め付け接続の状態です。コイ
ルのタップ端子の角度を少しずつ変えているのは,締め付け
ネジが他の端子に接触しないようにするためです。締め付
けはドライバーとナット廻しで行います。（写真はクリッ
クで拡大します）

タップ端子の数は多いほどきめ細かく整合できますが,実験
の場合は3㎝程度の線の両端にワニグチクリップを付けて,
圧着端子とコイルを接続する方法が簡便です。ワニグチク
リップでコイルの最適ポイントを調べてから,そのポイント
へ圧着端子タップを半田付けする方法もあります。

写真のコイルでは巻き数が少ないため低い周波数でのチュ
ーニング幅がとれません。７MHｚ帯で短いアンテナ（イ
ンピーダンスが低い）へチューニングさせる場合は,コイル
の巻き数を増やします。コイルのＩＮ側へ密巻したコイル
を直列に継ぎたしてインダクタンス（L)を大きくします。(
オートチューナーと同じです）。

密巻コイルは線間の絶縁が必要ですから,エナメル線を使用
します。エナメル線の種類には「ホルマール線(PVF)」,「
ポリウレタン線(UEW)」,「ポリエステル線(PEW)」があ
ります。下の写真は1.6mmφエナメル線(UEW)のコイル
です。今回は使用していません。

Author:take103kota2

ＦＣ２ブログへようこそ！

FC2カウンタｰ2011/12から
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また,低い周波数において低いインピーダンスの負荷へ整合
させる場合はバリコンに高周波電力コンデンサーを並列接
続して容量を増加させます。

説明が後になりましたが,アンテナチューナーの動作確認は
次の構成で行います。下図のSWR計は反射波が最小となる
状態を知るためなので,ブリッジでもOKです。動作確認は
疑似負荷を50Ω,75Ω,100Ω,150Ω…と変化させて，逆に3
5Ω,25Ωと減少させて実施します。それぞれの疑似負荷の
ポイントで,アンテナチューナーのコイル端子とバリコンを
変化させてSWR計の値が1.1以下となるように調整ができ
るかを確認します。

以上の,コイル１個とバリコン１個によるアンテナチューナ
ー（カップラー）でもコイルの端子を細かく選択すると完
全に整合させることができます。言い換えると,コイル端子
を小刻みに選定する必要があるので調整（整合）に時間が
かかります（オートチューナは小刻みの選定をマイコンが
実施しているのです）。

オートチューナはSWR1.5以下になれば整合OKと動作を止
めるものがありますが,人の手で行う整合はSWR1.1以下ま
で整合させることができます。

次回は,少しコストが増えますが,コイル1個とバリコン２個
のアンテナチューナーです。次へ続く。

次の14項へすすむは → 　こちら

前の12項へもどるは → 　こちら

はしごフィーダー用アンテナチューナー（カップラー）は → 　こちら

総目次へもどるは → こちら

2012/07/16(月) 12:30:03 | アンテナと整合  | トラックバック
:0  | コメント:0

<<14．T型アンテナチューナー（カップラー）の自
作－２ | ホーム | 12．アンテナチューナー（カップ
ラー）のコイルとバリコン>>
コメント
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皆空の中で...

14．T型アンテナチューナー（カップラー）の自作－２

14．Ｔ型アンテナチューナー（カップラー）の自作－２　　　　パ
ソコン関係は こちら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　総目次は こちら
......................カテゴリ「アンテナと整合」の8～13までのページ
...........8．同軸ケーブルの長さを調整するとSWRがさがる
...........9．非同調フィーダーと同調フィーダー
........10．アンテナチューナー（アンテナ カプラー：空中線整合器）
........11．続：アンテナチューナー（オートチューナー）
........12．アンテナチューナー（カップラー）のコイルとバリコン
........13.アンテナチューナー（カップラー）の自作－１

前13項では,コイル１個とバリコン１個を使用したアンテナチュー
ナを自作しました。本項ではバリコンを２個を使用したＴ型アン
テナチューナを作成します。
Ｔ型アンテナチューナー（CLC）の基本回路は下図の通りです。(
図はクリックで拡大します）

　
コンデンサをバリコンで表示し，コイルのタップ切替えを表示す
ると次のようになります。コンデンサＣとＣのあいだにコイルＬ
があるので,通称「ＣＬＣタイプのＴ型アンテナチューナー」と呼
ばれます。このＣＬＣタイプは特殊なバリコンが不要なことなど
から市販のマニュアルアンテナチューナー，初期のオートチュー
ナーに多く採用されています。
　実用例：KENWOOD TS-930,TS-940,TS-450,TS-690の内臓オートチューナ
ーは下図のＬのタップ切替をリレーで,VCをモータで回転させるCLC方式のチュー
ナーです。マニュアルチューナーとしては,DAIWA CNW-419,MFJ-986,MFJ-94
9E,クラニシNT-535などがあります。

下の写真は上の回路図の通りに作成したもの。回路図と比較しや
すいようにバリコンとコイルを配置しました。左右のバリコンの
大きさが異なるのは,手持ち品を使用したためです。バリコンは左
右同じものでOKです。
バリコンの容量は3.5MHｚまでの使用をする場合は250pF，14M
Hｚ以上で使用する場合は150pFで良いでしょう。バリコンの耐
圧は出力100Wなら耐圧１KVのものを使用します（出力50Wまで
なら耐圧500VでもOKでしょう）。(写真はクリックで拡大します
）
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下の写真左は反対側から見たもの，右は入力側の同軸ケーブルま
で含めて写したものです。(写真はクリックで拡大します）

　

コイルは一般住宅の電気配線に使用するVVFケーブルの心線（銅
線）を単一電池へ巻いて自作したものです（コスト200～300円
）。コイルの自作とバリコンの価格情報は前12項「アンテナ（カ
ップラー）のコイルとバリコン」をご覧ください。　(写真はクリッ
クで拡大します）　　　コイルの自作とバリコンの価格情報はこちら

32．定在波（SWR)の計算問題の解き方 (02/28)

31．変調度100％時の同軸ケーブル最大電圧を計
算する問題 (02/26)

30．電信送信電力と電話搬送波電力の比を計算す
る問題 (02/24)

24．はしごフィーダー用アンテナ整合器（カップ
ラー Antenna coupler） (02/23)

29．　変調度から被変調波電力,電圧を算出する出
題 (02/20)
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このアンテナチューナーは10MHｚから29MHｚまで整合ができま
した。コイルの長さを小さくするとコイルのインダクタンスLの値
が大きくなり,７MHｚ帯でも使用できます。3.5MHｚで使用する
場合は密巻したコイルをアース側へ直列に挿入します。

バリコンのシャフトに送信電力が加わるため,実際に使用するとき
はシャフトの絶縁が必要です。私は普通の樹脂製ツマミを取付け
てバリコンを回転させますが，本来は下の写真のタイトカップリ
ングを取付けてシャフトを絶縁します。

【Ｔ型アンテナチューナー（カップラー）のチューニング操作方
法】---初めての方へ
(1)下図のように送信機とアンテナチューナー（カップラー）を接
続します。
　　　　　

(2)送信機（トランシーバ）の周波数を21MHz，CWに設定します
。
(3)送信機出力を最小にします（キャリア出力を最小にする）。
(4)アンテナチューナの出力へ疑似負荷（50Ω～100Ωの10W以上
の抵抗器）
(5)コイル端子6～9へ短絡端子を締めつけます（調整時なのでワ
ニグチクリップでも良い）。
(6)送信機を送信にし,CWキーをONにします（CWプラグの端子
をワニグチクリップで短絡させてもOK）
　　----ここからがコツ----

(7)VC2をゆっくり動かしてSWR計の針がピクっと低く下がる点
で止めます。
(8)VC1をゆっくり動かしてSWR計の針がより低く下がる点で止
めます。
(9)再び,VC2をゆっくり動かしてSWR計が更に低く下がる点で止
めます。
(10)以上の(7)～(9)を繰り返し,SWR計の針がゼロになればチュ
ーニング終了です。
　　　　　SWR計については前６項　こちらをご覧ください

SWR計の針が下がる点が見つからない場合は,VC2を50％回転さ
せた状態でVC1をゆっくり回転させて針が下がる点がないかトラ
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イします。それでも見つからない時はVC2を75％回転させてVC1
を動かしてみます。このようにVC2とVC1の容量の組合せでチュ
ーニングポイントが見つかるはずです。
むやみにバリコンを操作してもチューニングはとれません。

魚釣りのように微妙にバリコンを動かして,最初に少し針が下がる
点をさがす(7)がポイントです。言い換えると,自転車の乗り方の
ようなもの……最初は解りにくいが,慣れてしまえば誰でもできる
操作です。

疑似負荷が無い場合は,100V40W～60Wの電球でも代用できます
。チューニングが取れるにつれて高周波電力によって電球が明る
くなるので面白いですよ。
　注意：40Wの電球はAC100Vで点灯した時の抵抗値が250Ωで
す。疑似負荷として利用した時,100V点灯より暗い状態であれば
抵抗値は250Ωより低い状態です。消灯時は20Ω～25Ωです。疑
似負荷として動作させた時,その時の抵抗値が何Ωなのかがわかり
にくい問題があります。
次の写真は電球をダミーロードとして接続し,高周波電力で点灯さ
せた状態です。テスト時の送信電力が７Wなので40W電球の明る
さは15％程度でした。写真右はダミーロードです。　　(写真はク
リックで拡大します）

次は,Ｔ型アンテナチューナー(CLCタイプ）をアルミケースへ組
み込んでみます。次回へ続く。

次ページは → こちら

はしごフィーダー用アンテナチューナー（カップラー）は → 　こちら

総目次へもどるは → こちら

2012/07/17(火) 16:41:08 | アンテナと整合  | トラックバック:0  | コ
メント:5
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<<15．ＣＬＣタイプ14ＭＨｚ～50ＭＨｚ Ｔ型アンテナチ
ューナー（カップラー） | ホーム | 13．アンテナチューナ
ー（カップラー）の自作（例-１）>>
コメント

はじめまして

はじめまして。 
こんばんは。 
アマチュア無線初心者のリセットボタンと申します。 

Ｔ型整合器をネットと探していましたところ貴ブログにたどり着きました。 
どの記事もアンテナ整合について詳しく書かれており、たいへん勉強になりました
。 

ところで、いきなり質問して申し訳ございませんが、よろしかったらご教授下さい
。 
Ｔ型整合回路では、ＬＣＬ型とＣＬＣ型の２タイプがありますが、どちらのタイプ
が自作しやすいでしょうか？ 
調整の面や特性の面も含めて教えて頂きますと助かります。 

これからもよろしくお願いいたします。 

2012/12/15(土) 18:45:33 | URL  | リセットボタン #nLnvUwLc [ 編
集  ]

リセットボタンさん 
はじめまして。 
コメントありがとうございます。 
まず,ご質問の件ですが,作りやすいのはCLC型でしょうね～。 
コイルに沢山のタップを作り,タップにバリコンを接続する簡易LCLはバリコンが
１つで済みますし，バリコンの耐圧も大きくなくて済みますからコスト的に悪くな
いですが，整合ポイントを探すのにやや手間がかかりますね。 
その点，バリコン２つ必要ですが短時間に整合できるのはCLC型でしょうね。バリ
コンの軸を絶縁するなど余分な部品が必要ですね。 
コメントにURLがありましたので,リセットボタンさんのページをのぞかせていた
だきました。 
ずいぶん熱心に探求していますね～。無線も砂金採りも・・。 
海岸からの送信ですが，波打ち際の砂が湿ったあたりにANTを建てると,海上に垂
直ANTを建てた時のように打ち上げ角度が非常に低くなってFBですね。 
漁船を引き上げるスロープを利用して，モービル車を少しずつ波打ち際へ近づけ,5
㎞離れた対岸の受信点における電界強度の変化を調べてみたことがあります。 
高知の川で砂金が取れるとは知りませんでした（私は高知県で34m高の津波が来
ると言われている地域の生まれです）。四万十川でも,岩が多い支流で探せば砂金
がでるのでしょうか？ 
余計な事ですが,「オケラネット　電気設備　アンテナセッチング」あたりでネッ
ト検索いただければ，私のもう一つの無線アンテナ（ヨットANT）が出てきます。
地球の裏側となるアルゼンチンの西方をヨットで航海中の友人と実験したのですが
，日本から１W未満の電力（ピコ15）でも届きました（21MHｚ４エレ八木）。 
QRPでの移動運用頑張ってください。秋葉原の部品が必要でしたら連絡ください。
コメントありがとうございました。 

2012/12/16(日) 14:47:12 | URL | take103  #- [ 編集  ]

ありがとうございます

早速のご返答ありがとうございます。 
なるほど、ＣＬＣが作りやすそうですね。たしかにほとんどの既製品がＣＬＣのＴ
型のようですね。 
とても参考になりました。ありがとうございました。 

私のブログを見ていただけたなんて光栄です。ありがとうございます。 
私のブログの内容はとても恥ずかしいものばかりです。特に私の実験といったらta
ke103さんとは違って原理と実践が伴なってなくっていつも疑問ばかりでなんちゃ
って実験になっています。（恥（笑）） 
take103さんは色々実験されていらしゃっているようですね。垂直アンテナの海岸
での対岸の電界強度の実験結果とっても興味があります。（ワクワク。） 

http://blog.goo.ne.jp/terumi365
http://take103.blog.fc2.com/?mode=edit&rno=25
mailto:take-103.kota-2-@docomo.ne.jp
http://take103.blog.fc2.com/?no=59
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機会がありましたら是非記事にして下さい。楽しみに待っています。 

take103さんと生まれが同郷の県なのですね。すごっく奇遇です。 
私の里は、椿と灯台で有名な最南端の市です。１８才まで地元で暮らしてました。
その後しばらく県庁所在地で仕事をしたあと、転勤で関東に１０数年ほど暮らし元
のところに戻ってきました。 
なので、土佐人＋α関東人です。（笑） 

砂金堀の項目も見ていただいたんですね。 
実は高知でも砂金は採れるんですよ。 
四万十川上流のある支流には昔、金・銅の鉱山があって砂金が採れる可能性大なの
ですが、何度か調査に行ったのですが空振りでした。（ひょっとして大きな金塊が
あるかもしれません。（笑）） 

ヨットのＨＰ拝見いたしました。 
すごいですね。１Ｗ未満で地球の裏側から交信できたなんてＱＲＰerでもここまで
飛ばした人って少ないんではないでしょうか？とにかく凄いの一言です。 

ヨットいいですね～～。 
オケラネットの定例ＱＳＯにとても興味が湧きました。 
私しみたいな一般の人でも交信に加わてもＯＫですか？ 
なんか、大海を航行中のヨットと交信するなんてロマンがありますよね。 

すみません。長々とコメントしてしまいまして。 
色々ありがとうございました。 
これからも度々ブログを参考にさせていただきますので、なにとぞよろしくお願い
します。 

2012/12/17(月) 02:51:32 | URL  | リセットボタン #nLnvUwLc [ 編
集  ]

地球の裏は対セキ点（対ショウ点）効果で電波が届きやすいと言われていたので実
験してみました。21MHｚ４エレを持っている友人宅から最初は100W出力で，次
に10Wで最後は１ｗと試しました。 
ヨットは,海水に導電性があるので,言わば，無限大に広い導電板の上に垂直ANTを
立てているようなものなので，電波の打ち上げ角度が非常に低いようです。 
東京の市街地の社宅の１階ベランダから５m先の庭木へ引いた高さ2.5ｍ長さ5ｍ
のロングワイヤで，ケープタウンの西側の大西洋をヨットで航海していた友人と交
信ができた時は驚きました。短波はこれがあるから面白いですね。 

OkeraNetはどなたが声をかけてもOKです。毎日JSTの１２時20分からです。 
コントローラーは小笠原の女性です。（私の古い知人です） 
最近は混信で21.430KhzへQSYする日があります。OkeraNetのHPの掲示板をの
ぞくと日々の通信状況が掲載されています。 

OkeraNetと仲良しのシーガルＮetもあります。21.382ＭＨｚで，毎日JSTの07
時00分からです。コントローラーは北海道の女性です。（私の古い知人です）。 
Ｓｅａｇｕｌｌｎｅｔには，ハワイのＫＨ6ＣＨ，オーストラリアのブリスベーン
のＶＫ4ＡＥＳさんが参加してくれるので冬は助かります（近距離の国内通信が困
難ですから）。 
二人とも親切な老ＯＭです。インターネット画像検索へコールを入れて検索すると
顔がでてきます。Ｓｅａｇｕｌｌｎｅｔには国内からモービルで参加している人も
多くいます。 
リセットボタンさんのＡＮＴ実験を兼ねて二人をコールしてみてください。 

ヨットでは，海水面に金属板を張り付けられない時に，船底の内側に１～2㎡ほど
の金属板を張り，垂直ＡＮＴの接地とします。この板で海水との間に大きなコンデ
ンサーを作り高周波アースを構成します。 
乾燥した砂漠でなければ陸上でも効果が期待できると思います。 
金属板としては,天ぷら鍋の周りを囲む「アルミはく」が利用できそうです。 
使い古しの「アルミはく」２～３枚をガムテープでつなぎ，土の上に広げ，四隅に
石をのせて土との距離を小さくすれば，立派な高周波アースになるのでは思います
。 
沢山のカウンターポイズが張れない場所では効果がありそうです。 

またまた，長い文章で失礼しました。 
では，お元気でご活躍ください。 
四万十川支流で砂金がでたら教えてください。 
時々，ブログを拝見させていただきます。 

追伸：御用の節は,下部右のＵＲＬの右の文字をクリックで連絡できるかもしれま
せん。 

http://blog.goo.ne.jp/terumi365
http://take103.blog.fc2.com/?mode=edit&rno=27


13/05/29 17:59皆空の中で... 15．ＣＬＣタイプ14ＭＨｚ～50ＭＨｚ Ｔ型アンテナチューナー（カップラー）

ページ 1/7http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-60.html

皆空の中で...

15．ＣＬＣタイプ14ＭＨｚ～50ＭＨｚ Ｔ型アン
テナチューナー（カップラー）

15．CLCタイプ14～50ＭＨｚＴ型ア
ンテナチューナー（カップラー）　　
　　パソコン関係は こちら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総
目次は こちら
......................カテゴリ「アンテナと整合」
の10～14までのページ
........10．アンテナチューナー（アンテナ カ
プラー：空中線整合器）
........11．続：アンテナチューナー（オートチ
ューナー）
........12．アンテナチューナー（カップラー）
のコイルとバリコン
........13.アンテナチューナー（カップラー）
の自作－１
........14.Ｔ型アンテナチューナー（カップラ
ー）の自作－２

前14項の「T型アンテナチューナー（
カップラー）の自作－２」をアルミケ
ースに組み込んでみました。回路図は
次の通りです（ＣＬＣのＴ型アンテナ
チューナーです）。

下の写真が組込み後のものです。上の
回路図と見比べて下さい。（写真はク
リックで拡大します）

カテゴリ

【【　総 目次　】】 (1)

ヨットオケラへのプロローグ (1)

オケラネットのはじまり (1)

ヨット オケラの思い出 (8)

ヨットのエンジン冷却排水と排気 (1)

ヨットのウォーターロック (3)

パソコン Windows (7)

Old Mac (6)

Ｌｉｎｕｘ (3)

アマチュア無線 (7)

アンテナと整合 (24)

1アマ試験_無線工学のコツ (36)

【・・・小 目次・・・】　１アマ試験_

目次 (1)

その他 (4)

整理中 (0)

未分類 (0)

リンク

ヨットの電気設備
ヨットのアンテナと無線機
Okera net ホームページ
管理画面

このブログをリンクに追加する

最新記事

続_オケラ５世_第1回BOCシングルハンド世界一
周レース（後編） (05/08)

オケラ５世_第1回シングルハンド世界一周レース
（前編） (04/17)

snap.do画面から元の起動画面へもどす手順 (04/

 ウェブ全体  検索[PR]オタクがモテない？そんなバカな！ - FC2ザ掲示板

http://fc2.to/67isyB
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ケースは手持ち品を使用したため不要
な穴があいています。バリコンVC1
とVC2はケースに収まるように手持
ちの100pF/1kvのトリマー型を利用
しました。コイルは住宅用電力配線に
使用するVVFケーブルの余り銅線1.6
mmφを単２乾電池へ巻いて自作しま
した。下の写真左はコイルの巻枠とし
て使用した単２電池です。下の右の写
真はコイル部分の拡大です。（写真は
クリックで拡大します）

　

16)

一人乗り水上飛行機の自作（ヨットオケラ番外編
） (04/08)

１アマ試験_晴海試験センター (03/31)

オケラ３世の思い出（沖縄海洋博レース） (03/27

)

OMの開局当時のシャック (03/07)

35．1アマ試験のための_国際通信憲章・通信条約
・無線通信規則の要点 (03/04)

34．電波の強度の安全基準値の算出式の出題 (03/

04)

33．　半波長ダイポールアンテナからの受信機入
力電圧を算出する出題を解く (03/01)

32．定在波（SWR)の計算問題の解き方 (02/28)

31．変調度100％時の同軸ケーブル最大電圧を計
算する問題 (02/26)

30．電信送信電力と電話搬送波電力の比を計算す
る問題 (02/24)

24．はしごフィーダー用アンテナ整合器（カップ
ラー Antenna coupler） (02/23)

29．　変調度から被変調波電力,電圧を算出する出
題 (02/20)

最新コメント

take103:１アマ試験_晴海試験センター (04/07)

toshi:１アマ試験_晴海試験センター (04/07)

take103:35．1アマ試験のための_国際通信憲章
・通信条約・無線通信規則の要点 (03/07)

mido:35．1アマ試験のための_国際通信憲章・通
信条約・無線通信規則の要点 (03/06)

toshi:26．電離層のMUFの算出問題の解き方 (02

/28)

take103:26．電離層のMUFの算出問題の解き方 (

02/28)

toshi:26．電離層のMUFの算出問題の解き方 (02

/28)

toshi:９．RLCの合成インピーダンス算出問題の
正答を見つける (02/17)

take103kota2:９．RLCの合成インピーダンス算
出問題の正答を見つける (02/17)

toshi:９．RLCの合成インピーダンス算出問題の
正答を見つける (02/17)
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コイル端子切替スイッチはスライドス
イッチ接点を２つ並列に使用します（
電流容量の確保）。スイッチONでコ
イルの巻き数が３ターンとなり50MH
zに,スイッチOFFの状態でコイルの巻
き数が8.5ターンとなり14MHz～29
MHzまでチューニング（整合）させ
ることができます。

下の写真は操作面です。INとOUTの
表示がありますが左右対称なのでIN
とOUTの制限はありません。バリコ
ンVC1とVC2は手持のトリマー型を
使用したため絶縁マイナスドライバで
回転させました。トリマー型でなくシ
ャフト型を使用し,樹脂のツマミを取
付けた方が操作が楽です。バリコンの
ローター側がシャーシへ接触しないよ
うに穴を大きくします。（写真はクリ
ックで拡大します）

今回は1.6mmφのVVFケーブルの残
り線を使用してコイルを巻いたら8.5
回巻となりました。14～28MHzで使
用する（50MHzは不要）ならスイッ
チは不要です。
住宅内電力配線用のVVFケーブルは日
曜大工店で80円/ｍ程度で購入できま
す。巻き数の異なるコイルを数個作っ

2012/09 (1)

2012/08 (5)

2012/07 (4)

2012/06 (2)

2012/05 (1)

2012/04 (6)

2012/03 (3)

2012/02 (3)

2012/01 (5)

2011/12 (9)

2011/11 (3)

2011/10 (3)

2011/09 (8)

2011/08 (2)
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て取替えて見ると良いでしょう（アー
ス配線用の緑単線＝IV線1.6mmφで
もOK）。

コイルの巻き数を12～15回巻にすれ
ば７MHzまでカバーできます。3.5M
Hzで使用する場合は,バリコンVC1,V
C2を200pf～250pfの容量のものを
使用します。コイルは「前12項，13
項」を参照に作成します12項はこち
ら。バリコンとコイルが大きくなるた
めケースは大きめのものを使用します
。

VVF線を使ったコイル製作とバリコン
の販売店情報は　こちら（12.アンテ
ナチューナー（カップラー）のコイル
とバリコン）です。

Ｔ型アンテナチューナのチューニング
手順は前14「Ｔ型アンテナチューナ
ーの自作－２」を参照ください。前1
4項は　こちら

次ページはＬＣＬタイプのＴ型アンテ
ナチューナです。次のページへ進むは
　こちら

総目次へもどるは こちら

2012/07/19(木) 11:00:00 | アンテ
ナと整合  | トラックバック:0  | コメ

ント:0

<<16．LCL_T型アンテナチューナ
ー（カップラー） | ホーム | 14．T

型アンテナチューナー（カップラー
）の自作－２>>
コメント

コメントの投稿

名前:

タイトル:

http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-60.html
http://take103.blog.fc2.com/blog-category-26.html
http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-60.html#trackback
http://take103.blog.fc2.com/blog-entry-60.html#comment
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皆空の中で...

16．LCL_T型アンテナチューナー（カップラー）

16．LCL_T型アンテナチューナー（カップラー）　　　　パソコン
関係は こちら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　総目次は こちら
......................カテゴリ「アンテナと整合」の10～14までのページ
........10．アンテナチューナー（アンテナ カプラー：空中線整合器）
........11．続：アンテナチューナー（オートチューナー）
........12．アンテナチューナー（カップラー）のコイルとバリコン
........13．アンテナチューナー（カップラー）の自作－１
........14．Ｔ型アンテナチューナー（カップラー）の自作－２
........15．14～50MHz CLC_Ｔ型アンテナチューナー

前15項は,2個のバリコンVCの間に1個のコイルＬを使用したＣＬ
ＣタイプのＴ型アンテナチューナー（カップラー）でした（下図
左）。このチューナーはコイルを短絡させてＬの値を小さくする
ことで，低い周波数から高い周波数までチューニング（整合）さ
せることができます。アンテナ側のインピーダンスの整合範囲も
広い特長があります。但し，回路の特性からフイルター効果は大
きくありません。MFJ，DAIWA，クラニシのアンテナチューナに
多く採用されています。（下図左）。

前13項「アンテナチューナーの自作」で示したＬＣＬタイプのＴ
型チューナー（下図右）は,高周波電力の通過経路上へコイルＬが
あるため,動作周波数より高い周波数を減衰させる特長があります
。このためＬＣＬタイプはフイルター回路としても使用されます
。　　（図はクリックで拡大します）

　

ＬＣＬタイプでＴ型アンテナチューナーを構成すると,高調波抑制
に優れた性能が得られますが,アンテナ側のインピーダンスに合わ
せてコイルを調整（タップ変更）する必要があります（下図左）
。チューニング時にコイルのタップ変更の作業は面倒なので，下
図右のようにＬ2側に可変コイル（バリＬ）を使用する方法もあり
ます。　　（図はクリックで拡大します）
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ヨットオケラへのプロローグ (1)

オケラネットのはじまり (1)
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ヨットのエンジン冷却排水と排気 (1)

ヨットのウォーターロック (3)
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Old Mac (6)
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続_オケラ５世_第1回BOCシングルハンド世界一
周レース（後編） (05/08)

オケラ５世_第1回シングルハンド世界一周レース
（前編） (04/17)

snap.do画面から元の起動画面へもどす手順 (04/

16)

一人乗り水上飛行機の自作（ヨットオケラ番外編
） (04/08)

１アマ試験_晴海試験センター (03/31)

オケラ３世の思い出（沖縄海洋博レース） (03/27

)

OMの開局当時のシャック (03/07)

35．1アマ試験のための_国際通信憲章・通信条約
・無線通信規則の要点 (03/04)

34．電波の強度の安全基準値の算出式の出題 (03/

04)

33．　半波長ダイポールアンテナからの受信機入
力電圧を算出する出題を解く (03/01)
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次の写真はバリＬの例です。コイルの内側に回転コイルを組込み,
回転に応じて,外側コイルと同一方向への巻きになったり，逆方向
の巻となる機構の可変コイルです。バリオメーターコイルと言わ
れます。（船舶用送信機に使用されていた古いものなので汚れて
います）　　（写真はクリックで拡大します）

　
このような機構のコイルは入手困難なので,下図のようにコイルＬ
2にバリコンＶＣ２を直列に挿入し,Ｌ2の見かけ上の値を変化させ
る方法があります。　　（図はクリックで拡大します）

次の写真はＬＣＬ+ＣタイプのＴ型アンテナチューナを試作した
ものです。コイルＬ2は巻き数を多くし,L2+VC2で直列リアクタ
ンス分を変化させる仕組みです。コイルＬ1とＬ2を直角に配置し
ているのは相互の磁気結合分を少なくしてフイルター機能を高め
るためです。　　（写真はクリックで拡大します）

フイルター機能を更に高めるためにコイルＬ1とＬ2の間に遮蔽板
（シールド板）を入れます。なお,コイルL1,L2は筐体やシールド
金属からコイルの直径の半分以上の距離をとります。　　（図は
クリックで拡大します）

32．定在波（SWR)の計算問題の解き方 (02/28)

31．変調度100％時の同軸ケーブル最大電圧を計
算する問題 (02/26)

30．電信送信電力と電話搬送波電力の比を計算す
る問題 (02/24)

24．はしごフィーダー用アンテナ整合器（カップ
ラー Antenna coupler） (02/23)
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題 (02/20)
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下の写真は,Ｌ1とＬ2を分離の配置した21MHz専用アンテナチュ
ーナー（カップラー）です。筐体カバーをかぶせると完全に遮蔽
された状態となります。　　（写真はクリックで拡大します）

上の写真右の出力コネクタ下のスイッチはバイパス用です。アー
ス配線は同軸ケーブルの網線を使用しています。
VC1の可動軸に網線を直接はんだ付けしていますが，理由はバリ
コンVC1が古いため,回転軸のバネ機構の接触抵抗の不安を回避す
るためです（網線なのでVC1の可動部分が半回転しても動作上の
問題はありません）。
上の写真のアンテナチューナーは21MHｚ_１波長ループアンテナ
用として現在も働いています（送信電力100W）。

LCL_T型チューナのチューニング操作は次のように行います。
(1)　VC1をゆっくり回転させてSWR計の針が低くなる点で回転
をとめる。
(2)　VC2を回転させてSWR計が更に低くなる点で止める。
(3)　(1)，(2)を繰り返してSWR計の針が最小になるように調整
する。

ＬＣＬタイプのＴ型アンテナチューナーは,高調波フイルターとし
ても働くため優れたチューナー回路ですが,周波数帯の変更時には
Ｌ1とＬ2の値を変更する必要があるため,3.5～30MHz用として作
成するには二つのコイルと2段２回路のロータリースイッチが必要
となります。そのような機構となるためか市販品として販売され
ているものは見当たりません。

今回，コイルL1，L2に手持ちのエアーダックス コイルを使用し
ました。同コイルは今では市販されていませんが，家庭用のサラ
ンラップの巻き芯を使用して自作できます。
サランラップ巻き芯を使用した自作方法は後日掲載します。

参考：単二電池を使ったコイルの作り方，バリコンの価格情報などは → こちら

次の東京ハイパワーアンテナチューナHC-500次へ進むは → こちら

はしごフィーダー用アンテナチューナー（カップラー）は → 　こちら
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