
楽しい移動運用

アンテナ大研究！



楽しい移動運用のすすめ

●移動運用の利点。
　・大きなアンテナを設置できる。(特にワイヤーアンテナ等)
　・ＴＶＩなどの心配がない。
　・パソコンなどのノイズから開放される。
　・夜中でも気兼ねなくＱＳＯできる？
　・理想のロケーションを実現！(高いところは電波のとびが良い)

　　

　　※移動に適したアンテナをＨＦ帯とＶ／ＵＨＦ帯
　　　に分けてタイプ別にご提案します。



本日のメニュー

●移動に適したＨＦ帯アンテナ大研究
　１、ダイポールアンテナの作り方と設置方法。
　２、電圧給電型アンテナの作り方と設置方法。
　３、モービル用ホイップアンテナの設置方法。

●移動に適したＶ／ＵＨＦアンテナ大研究
　１、八木アンテナの設置方法。
　２、ＧＰアンテナの設置方法。
　３、モービル用ホイップアンテナの設置方法。

●ベランダにモービル用ＨＦアンテナ
　１、ＨＦモービルアンテナをベランダに取り付ける。
　２、最適なアース。
　



ダイポールアンテナ作り方と設置方法

ダイポールアンテナは基本的なアンテナで比較的簡単に自作できて高性能。
　・ウイークポイント
　　長いことと、高さの影響を受けやすいこと。

３.５ＭＨz≒４０m(1/2λ)
７ＭＨz≒２０m (1/2λ)

高さ
３m～１０m



ダイポールアンテナの構成

バランエレメント 碍子

エレメント：電線なら何でも利用可能。ただし引っ張りにある程度強く　
　　　　　　ないと・・・。２φビニール電線がおすすめ。
バラン　　：ダイポールアンテナと同軸ケーブルを接続するときに必要。
　　　　　　自作も可能です。また、最悪なくても運用可能。
碍子　　　：最近はプラスチック製が軽くて便利。



バランはなぜ必要か？

・バランが無いと同軸ケーブルもエレメントになる。
・同軸ケーブルの長さを変えるとＳＷＲが変化する。
・同軸ケーブルを移動するとＳＷＲがふら付く。
　※同軸ケーブルの外被に電流が乗るために不安定になる。
　※バランが無くてもＳＷＲは下がる。ただし、無線機の筐体にも
　　電波が乗るのでハイパワーの運用は避けたほうが良い。

同軸ケーブル
エレメント



バランの構造

同軸ケーブル ダイポールアンテナ

バランの回路図

５０Ω
不平衡 ５０Ω

平衡

５０Ω：５０Ωのバラン。
・ダイポールアンテナは地面の影響が
　なければ７０Ωだが、通常は地面の
　影響で５０Ω：５０Ωのバランで問題
　なく接続できる。

ゼロ点

●不平衡（同軸ケーブル）
　　ゼロ点に対して非対称。

●平衡
　　ゼロ点に対して対称。



アンテナの高さ

アンテナは何メートルの高さにすればよいか？
　・ダイポールアンテナは高さによって
　　インピーダンスが変化する。
　　　※大地間容量の影響です。

？メーター



測定データ

５バンドダイポールアンテナのＳＷＲ測定データ

周波数　　　　 　高さ
３.５ＭＨｚ　　：１０ｍ
７ 　ＭＨｚ　　：　８ｍ
１４ ＭＨｚ　　：　６ｍ
２１ ＭＨｚ　　：　４ｍ
２８ ＭＨｚ　　：　３ｍ

ダイポールアンテナを設置する
ときの参考としてください。
　※地面の状態(コンクリートや湿

地帯)や建物の有無によって
異なる場合がある。

　

高さの目安高さの目安

これは
地上高１０ｍ
のデータ



７ＭＨzダイポールアンテナの製作
１、エレメントの長さ
　１／４λ＝３００÷７÷４≒１０.７ｍ

※３００÷周波数＝波長（１λ）
　例）　
　　３００÷７≒４２．８５ｍ　　→４０ｍ
　　３００÷２８≒１０．７１ｍ　→１０ｍ
　　３００÷１４４≒２．０８ｍ→２ｍ

１０．７ｍ

調整用エレメント

５０ｃｍくらい



ダイポールアンテナの調整１

調整用エレメント

１、アンテナの長さ
　　　１／２λ＝３００÷７(ＭＨｚ)÷２＝２１.４(ｍ)

２、調整方法
　　　調整用のエレメントをカットして調整する。
　　　　※調整用のエレメントは左右同じ量だけカットする。

便利な測定器

アンテナアナライザー
・広範囲に渡ってＳＷＲが測定
　できるのでＨＦ帯のアンテナ
　を調整するのに最適です。
・電池内蔵だから持ち運びも
　便利。



ダイポールアンテナの調整２
●アンテナの高さ
　エレメントの長さでＳＷＲが下がらない場合にはアンテナの高さを変える。
　　・エレメントの長さ　→主に共振周波数の変化。
　　・アンテナの高さ　 →主にインピーダンスの変化。



バランの無い場合

同軸ケーブル碍子

エレメント



マルチバンドダイポールの製作

トラップコイル

２１ＭＨｚ(フルサイズ)

７ＭＨｚ(短縮)

ダイポールアンテナにコイルを追加することでマルチバンドとなる。
　・コイルも左右対称に配置する。
　・コイルは２１ＭＨｚではトラップコイルとして働く。
　　※２１ＭＨｚの電波はコイルで止る。
　・コイルは７ＭＨｚではローディングコイルとして働く。

バランに接続

調整用エレメント
４０ｃｍにしておき
カットしてＳＷＲ調整



トラップコイルのしくみ
１、共振型
　　通常はこちらをトラップコイルと呼ぶ。
　　※内側エレメントと同じ周波数に共振さ　　
　　　せるためエレメントが分離できる。
２、コイル型
　　コイルだけでも周波数に対してインダク
　　タンスが大きければ分離できる。
　　　※構造が簡単。
　　　※市販のマルチバンドＤＰはこのタイプ。

１
共振型

２
コイル型



トラップコイルの製作１

１、ボビンに２箇所の穴を開ける。
２、コイルを巻く
３、収縮チューブで保護する。
　　

φ１.２
ポリウレタン線

パイプ内部に水が
貯まらないように
収縮チューブは塩ビパ
イプの内径に沿ってカ
ットする。　

丁寧に
ビニールテープを
巻いてもＯＫ。



トラップコイル
の製作２

材料
　・ボビン
　　塩ビの水道管(外径φ４２ｍｍ)
　・コイル線
　　φ１.２ポリウレタン線
　　　※収縮チューブを使用。
　　　　　　　　



ダイポールアンテナ
の組立

バラン部の組立

トラップ部の組立

先端部の組立



３.５~２８ＭＨz
５バンド

３.５／７ＭＨz
２バンド

７／２１ＭＨz
２バンド

・エレメントＡ　
　３.７５ｍ

・エレメントＢ　
　４.２ｍ

・エレメントＣ　
　２.８ｍ

・エレメントＤ
　２.８ｍ

・エレメントＥ
　１.４ｍ

・エレメントＦ
　１０.９５ｍ

・エレメントＧ
　２.９ｍ

・エレメントＨ
　３.７５ｍ

・エレメントＩ
　３.４ｍ

・調整用エレメント
　０.４ｍ

全長１９.２ｍ

全長２６ｍ

全長１２.４ｍ

マルチバンドダイポールの
構成



マルチバンドダイポールの
調整手順

●調整手順
・高い周波数から順番に
　調整する。



電圧給電型アンテナの作り方と設置方法

ツエップアンテナ

電圧給電アンテナ

●ツエップアンテナ
　・マッチングボックスから１／８λ~１／４λの
　　平行フィーダーを介して給電する。
　・基本の周波数以上の周波数でもマッチング
　　ボックスを調整することで使用可能となる。
　　殆どのＨＦ帯の周波数に同調可能。

●電圧給電アンテナ
　・構造がシンプル。
　・給電部の構造を変えることで多バンド化
　　も可能。

平行ﾌｨｰﾀﾞｰ

マッチング
ボックス

エレメント

エレメント

７ＭＨz

１４ＭＨz



７ＭＨｚ用アンテナの構成

エレメント
２１.５ｍから
カットして調整

同軸ケーブル

pF

マッチング
セクション



マッチングセクション
１、コイルボビン　
　φ２６×１５０
２、コイル
　φ１.２×３１回巻　密巻き(隙間の無いようにしっかりと巻き付ける。)
３、コンデンサー

　３９pＦ(３ＫＶ）



コイルを調整する。

●ディップメーターをお持ちの方。
　ディップメーターを使って共振周波数を７ＭＨｚに調整する。

39pF



コイルボビン寸法
材料
　・ボビン
　　塩ビの水道管(外径φ２６ｍｍ)
　　　　　　　　

（７ＭＨｚ用マッチングコイルボビン）



アンテナを設置する。

ワイヤーの寸法
約２１ｍ

収縮チューブで
防水する。

調
整
用
エ
レ
メ
ン
ト
を

カ
ッ
ト
し
て
調
整
す
る
。



測定結果

●電圧給電アンテナＳＷＲデータ
　・地上高２～６mのスロープに
　　設置した。
　・ダイポールアンテナと比較する
　　と帯域巾が多少狭くなると思う
　　が実用的です。

●注意点
　・多少同軸ケーブルに電流が漏れ
　　るため、同軸ケーブルの長さを
　　変えたり、移動するとＳＷＲが
　　変化する。
　・同軸ケーブルの長さを２０m位
　　しておき、余った部分を巻いて
　　おくと多少安定する。



周波数別データ
●周波数別マッチングセクションデータ

・線材
　　φ１.２ウレタン線
・ボビン
　　φ２６塩ビパイプ

※その他の周波数を作るときには上記コンデンサーの容量を目安にして、デップメーター
　でコイルの巻数を決める。また、エレメントの長さは１／２λにする。
　上記の周波数でも同じ容量のコンデンサーが見つからない場合には、１～２ｐＦ程度
　容量が変わってもコイルの巻数を調整すれば大丈夫。



ＨＦ用モービルアンテナの設置方法。

●モービル用のアンテナ
　車体に取り付けた状態を想定しているため、別の場所に取り付けるとＳＷＲ
　が下がりにくい。
●アースの経路
　アンテナ⇔車体⇔地面を経由してアースしている。
●車以外の場所にアンテナを設置する場合
　車体に代わるアースを設ける必要がある。
●車体に代わるアース
　１、ラジアルを使う。
　２、地面にアースを取る
　３、車体にアンテナを取り付けてケーブルを延長する。
　



ラジアル使う１
(モービル用ホイップアンテナの場合)

●ラジアルの取付方法
　給電部付近のアース側にラジアル線を取り付ける。
●ラジアルの長さ
　１／４λ
　　７ＭＨｚ＝約１０ｍ
　２１ＭＨｚ＝約３.５ｍ
　　

ホイップ
アンテナ



ラジアル使う２
(モービル用ホイップアンテナの場合)

●調整方法
　・ラジアル線をカットして目的の周波数に調整する。
　　※ＳＷＲが下がりきらない場合には、ラジアル　
　　　の角度を変えてインピーダンスを調整する。　
　　　実際にはアンテナに対して直角かそれ以上　　
　　　広げる。（９０°～１２０°くらい）
●マルチバンドの場合
　・ラジアルを複数取り付ける。各ラジアルの間隔は
　　水平方向に３０°以上離す。
●短縮ラジアル
　・マルチバンドダイポールアンテナ用のローデ
　　ィングコイルが使用できる。

マルチバンド
ホイップアンテナ

ローディング
コイル



ラジアル使う３
(モービル用ホイップアンテナの場合)

ホイップア
ンテナ

ローデング
コイル　

外側
エレメント

内側
エレメント

●ローディングコイル付ラジアルの調整
　外側エレメントで調整します。
　　※同じ長さをカットしても、内側のエレメント
　　　より外側のエレメントをカットしたほうが
　　　周波数の変化が大きい。
　　※ローディングコイルの位置によっても違うが
　　　周波数の変化が５倍以上はある。

●マルチバンドラジアル
　ローディングコイル付のラジアルをうまく調整
　することで、デュアルバンドラジアルにするこ
　とも可能です。
　　



地面にアースをとる
(モービル用ホイップアンテナの場合)

●アースの方法
　１、アース棒を打ち込む
　　※アース棒は一度打ち込むと回収するのが大変
　　　で移動運用には適さないと判断した。
　２、アース板を使う。(右写真）
　　・１m×１mのサイズなら３.５ＭＨzからＯＫ。
　　・７ＭＨｚ以上なら半分の面積でもＯＫ。
●アース板の置き方。
　・できるだけ地面に直接置く。
　・少しでも浮き上がるとＳＷＲが悪化する。
●アース板の利点
　・ラジアルの場合には周波数に依存するが、アース板
　　は周波数に関係なくＳＷＲ調整が可能。
●アルミ板の代替品
　・ガスレンジの周りを囲うアルミのマットが便利。
●アンテナはアース板の中央でなくても良い。
　　

アース板



測定に使用したアンテナ
●アンテナ形式
　３.５ＭＨｚ～５０ＭＨｚベースローディングホイップアンテナ
●長さ
　１.１ｍ～１.５ｍ



３.５ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



７ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



１０ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



１４ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



１８ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



２１ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



２８ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



５０ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



地面にアースをとる
●アース線の長さ
　地面に直接アースをとる場合には、アース線の長さが問題と
　なる。アース線が長いとアース線自体がアンテナの一部とな
　るため、共振周波数が変化したりＳＷＲが下がらなくなる。
●実測データ
　アース線１０ｃｍ→５０ＭＨｚ帯影響あり。
　　　〃　３０ｃｍ→１８ＭＨｚ以上変化量大きい。
　　　〃　５０ｃｍ→１４ＭＨｚ以上変化量大きい。　

アース線
を１０～
５０ｃｍ



車体を利用する
(車体にアンテナを取り付けてケーブルを延長する。)

走行中は短いアンテナ、移動先では長い
アンテナを使い分ける。

●アンテナの取り付け場所
　・ＨＦアンテナに適した場所。
●アースの取り方
　・アンテナ基台の固定方法。
　・アース線の使い方。
●ＨＦ帯でマグネットを使う。
　・市販されているマグネット基台を
　　使う。
　



アンテナの取り付け場所



ハッチバックへの取り付け

ビスを
ボディーに
直接アース

ＨＦ帯の場合には基台を直接アースさせること。



アース線を使用する

基台からボディーの距離が問題となる。
●アース線の長さ
　１０cm以下をおすすめ。

●アース線の本数
　多いほうがアースの効果は高く
　なるが、１０ｃｍを超えると効果
　的でない場合がある。

●アース線の太さ
　１ｍｍ程度の電線でも問題ないが
　耐久性などを考えると市販の編み線
　を平たくしたアース線などがベスト。
　　※余りは切り詰める。
　

アース線



ルーフレール

・ルーフレールはアースが取れにくい。
・ボディーまでの距離が問題となる。



ルーフレールに取り付ける１

・この場合、２０ｃｍのアース線で２８ＭＨｚまで使用可能となった。



ルーフレールに取り付ける２

・ルーフレールでは接地まで
　の距離が長くなる。また、
　接触が不完全の場合がある。

　導電性テープ(銅テープ使用)
　を使用することで、完全な
　接地状態にする事ができる。
　
１、アース線の長さ
　１５ｃｍ以下をおすすめ。
２、導電性テープの大きさ
　５０ｍｍ×１５０ｍｍあれば
　良い。
３、走行可能 導電性テープ

アース線



アース線短縮の裏技！

アース線が長すぎるときは・・・、
アース線がコイルとなっている
コンデンサーを入れてコイル分を打ち消す



延長コンデンサーを入れる
・アース線にバリコンを直列に接続

・バリコンでインピーダンスを５０Ωに調整

・バリコンは３００ｐＦ程度、
・調整後、固定コンデンサーに置き換える（防水処理）

・欠点　

　 周波数によってコンデンサーの容量を変更しなければならない。



マグネット基台を使う方法

５０ｍｍ

１５０ｍｍ

銅テープ

アース線マグネット
基台

・マグネット基台では接地
　容量が不足するが、導電性
　テープ(銅テープ)を使用
　することで、ルーフサイド
　に近い接地状態にする事が
　できる。
　
１、アース線の長さ
　１５ｃｍ以下をおすすめ。
２、銅テープの大きさ
　５０ｍｍ×１５０ｍｍあれば
　良い。
３、注意
　ＨＦの１.５ｍ以上のマルチ
　バンドアンテナの場合は走行
　できない。



３.５ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



７ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



１０ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



１４ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



１８ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



２１ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



２８ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



５０ＭＨｚ　ＳＷＲ特性



モービル用アンテナを
ベランダで使う方法

自宅でＨＦ帯を運用したいが、固定用のアンテナは目立つのでモービル用
のアンテナを使うためのアドバイス。

●設置方法
　１、導電性テープを使用する。
　　・効果あり。　
　２、ラジアル線を手すりに巻きつける。
　　・多少効果あり。
　３、アース板を設置する。
　　・ベランダではアース板の効果はあまりない。
　　　１m×１mのアルミ板をベランダに敷いて試してみましたが、
　　　接地容量が不足しているようで、良い特性が得られなかった。
　　　面積を増やしてみたが、あまり改善しない。
　　　　　　　



手すりを使用する１
（導電性テープの実験）

・手すりの大きさによって特性が異
　なる可能性があるが、試してみる
　価値はある。
・密着しているため雨水の影響は無
　かった。
・今回の実験では車のルーフサイド
　のＳＷＲ特性とほぼ一致した。
　
１、アース線の長さ
　１０ｃｍ以下をおすすめ。
２、導電性テープの大きさ
　５０ｍｍ×１５０ｍｍあれば
　良い。

アース線

導電性テープ

思った以上に
効果的な方法。



手すりを使用する２
(ラジアル線を巻いて実験)

●ラジアル線を巻きつけた。
　・銅テープと似た特性は得ら
　　れるがバンド毎に特性が変
　　化するため、再調整が必要。
　・雨水の影響が大きかった。
　　あまり実用的ではない？
　
●アース線の長さ
　２.５ｍ巻いてみた。 アース線

導電性テープには
かなわない



Ｖ／ＵＨＦアンテナの設置方法

楽しい移動運用
アンテナ大研究！

Ｖ／ＵＨＦ帯はアンテナ効率の良い設置方法を三種類に
分けてお話しします。

八木アンテナ

ＧＰアンテナ

ホイップアンテナ



八木アンテナの設置方法

１、設置方法
　・アンテナの向き
２、スタック間隔と電気特性
　・ノーマルとワイドスタックの指向性の変化。
３、多段スタックと電気特性
　・４パラと２列２段の指向性の変化。



設置方法

１、シングルの場合
　・支持アームが必要。
　　直接取り付けるとマストパイプの影響が
　　ある。
　　　※水平はマスト直付けＯＫ
２、スタックの場合
　・正面から見てブームパイプの右側にエレ　
　メントを取り付ける。
　　　※左右のアンテナを向かい合わせに取　
　　　り付けると位相が１８０度逆転する
　　　　ためフロントに電波が出なくなる。

垂直の場合は
支持アームを使う。

左右のアンテナを
同じ方向にする。

ブーム
パイプ

エレメント



八木アンテナのスタック

●目的
　利得を上げる。
●利得
　最大３ｄＢ
　　※ただし分配ロス等を含めて２ｄＢ
　　　程度と考える。
●スタックの間隔
　広く取ったほうが指向性はシャープに
　なり、多少利得もアップするがサイド
　ローブが大きくなる。



スタック間隔と指向性
０.６１λ ０.７５λ １.０λ

１.５λ



４パラと２パラ×２段



スタック方法と指向性

２パラ２段
利得：１５ｄＢｉ
垂直面がシャープになる

４パラ
利得：１５ｄＢｉ
水平面がシャープになる。

利得は同じだが回転したときの
サイドのキレが違う。

２パラ２段　水平面指向性 ２パラ２段　垂直面指向性

４パラ　水平面指向性 ４パラ　垂直面指向性



ＧＰアンテナの設置方法

・アンテナを取り付けるマストの先端はラジアルより下に。（※１）
・高利得なアンテナほど垂直設置する。
・市販の高利得ＧＰアンテナは打ち上げ角はゼロ。（※２）
・ラジアルは３本あれば完全な無指向性となる。（※３）
・同軸ケーブルの接続
　ループはコネクタ部の保護。（※４）

※１

※２ ※３

※４



指向性データ

５／８λ×１段 ５／８λ×２段 ５／８λ×３段

（利得はｄＢｉ）



高い山と高利得アンテナの相性は？

・標高の高いところで高利得のＧＰを使うと近場に弱い？



ホイップアンテナの設置方法

モービル用ホイップアンテナを使用する。

●ノンラジアルアンテナ
　・アース無しで取り付けできる。

●アースを必要とするアンテナ
　・車体に代わるアースが
　　必要。



アースを必要とするアンテナ１

１／４λ

１／４λや５／８λ形式のアースを必要と
するアンテナはラジアルを取り付ける。

●取付方法
　・給電部に近いアース側から１／４λの
　　ラジアルを取り付ける。
　　　※１本でＯＫ

●調整方法
　・ラジアルの長さかえる。
　　　※少し長めにしておいてカットする。

●マルチバンド
　・各周波数毎に１本ずつラジアルを取り付ける。



アースを必要とするアンテナ２

ラジアル
１／４λ

ルーフレールやキャリアなどに
アンテナを設置した場合には
ラジアルが効果的。

銅線をアンテナと基台との間に
挟みこんで引き出す。長さを
カットして調整する。
　



１本ラジアルの指向性

Ｘ

Ｙ

Ｚ

アンテナ

ラジアル



２本ラジアルの指向性

Ｘ

Ｙ

Ｚ

アンテナ

ラジアル

ラジアル



モービルアンテナのスタック

モービルアンテナのスタック効果について

●利得
　八木アンテナ同様に３ｄB程度のゲインアップ

●アンテナの間隔
　指向性と利得が変化する。

●給電方式
　・八木アンテナの分配器を流用できる。
　・左右の同軸ケーブルの長さを同じにすれば
　　同相給電となり、車の前後にビームが最大となる。

アンテナ

スタック
ケーブル



アンテナの間隔と
指向性の変化（同相給電）

Ｌ＝０.２５λ Ｌ＝０.５λ

Ｌ＝０.６１λ
≒１.３ｍ

Ｌ＝１λ Ｌ＝１.５λ

Ｙ

Ｌ（スタック間隔）



アンテナの高さと電波の飛び

「アンテナは高いところに設置するほど感度
　が良い。」と言いますが、

同じアンテナでも設置する高さを２倍に
すると実質６ｄＢの利得アップに相当する。
・八木アンテナ
　シングル→４パラに相当。
・ＧＰアンテナ
　１段コリニア→４段コリニアに相当
　１.２ｍ　　 →５ｍ　(アンテナ長)

5m
10m

電波の到達距離を２倍にするには１２ｄＢアップしなければならない。
・出力なら　１０Ｗ　→　１０×２×２×２×２＝１６０Ｗ

・地上高なら５ｍ 　→　２０ｍ　
　タワーを建てるのは大変！でも近くの山に移動すれば小さなアンテナでも高性能
　アンテナに変身する。　

３ｄＢ　３ｄＢ　３ｄＢ　３ｄＢ



同軸ケーブル

●ＨＦ帯
　・種類
　　３Ｄ－２ＶかＲＧ－５８Ａ／ｕ程度で十分。(１００W問題なし)
　・長さ
　　１５ｍくらい
　　※ＨＦ帯の場合には設置するアンテナによっては同軸ケーブルの外被に
　　　電波が乗る場合があるので長さに余裕を持っておくと良い。余った同
　　　軸は束ねておく。

●１４４ＭＨｚ
　・種類
　　５Ｄ－２Ｖ
　・長さ
　　１５ｍ以上はワンランク上をお勧め。
●１.２ＧＨｚ
　・種類
　　５Ｄ－ＦＢ以上
　・長さ
　　短くする。

　
　　　

●４３０ＭＨｚ
　・種類
　　５Ｄ－ＦＢ等低損失タイプ
　・長さ
　　１５ｍ以上はワンランク上をお勧め。



森の影響
●電波が森の中を通過すると、樹木に吸収されるため減衰する。
　・垂直偏波と水平偏波では減衰量が異なる。
　
　　１、垂直偏波
　　　　５０ＭＨｚ　約０.３ｄＢ／１０ｍ
　　　１４０ＭＨｚ　約０.５ｄＢ／１０ｍ
　　　４３０ＭＨｚ　約１.１ｄＢ／１０ｍ
　　　１.２　ＧＨｚ　約２　ｄＢ／１０ｍ

　　２、水平偏波
　　　　５０ＭＨｚ　約０.１ｄＢ／１０ｍ
　　　１４０ＭＨｚ　約０.２ｄＢ／１０ｍ
　　　４３０ＭＨｚ　約０.７ｄＢ／１０ｍ
　　　１.２　ＧＨｚ　約１.８ｄＢ／１０ｍ

　※樹木の大きさや密度によって減衰量が変わるので、
　　参考データとしてお考えください。

　



おしまい！

・この資料は後日ＪＡＩＡのホームページに掲載予定です。

・ご清聴ありがとうございました。

技術委員会技術委員会

日本アマチュア無線機器工業会日本アマチュア無線機器工業会

20052005年年88月月2020日日



技術委員会技術委員会
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20052005年年88月月2020日日

楽しい移動運用

アンテナ大研究！


