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移動運用に便利な  

JA7QIL の手作り QRP アンテナチューナ 
現在（2017 年 10 月）、下記のモデルの製作頒布可能です。 

2017 年モデル 特徴 頒布価格(送料込) 

タイプ A: Z-Match 7MHz – 28MHz  

 

整合回路は、バンドスイッチ無しで幅広く整合できる Z

マッチを採用しました。Z マッチは、ループや MDRF な

どの平衡アンテナにバラン無しで接続できます。 

 

5,000 円 

タイプ B: Z-Match 3.5MHz – 28MHz  

 

タイプ A に 3.5Mhz を追加拡張したモデルです。 

部品（大容量ポリバリコン）の入手ができた時のみ製作

いたします。 

 

2017 年 10 月現在、数台分の手持ちに部品があります

ので対応可能です。 

6,000 円 

タイプ C(Rev.0) :  

EFHW 7MHz – 21MHz 

 

EFHW(End Fed Half Wavelength)アンテナ用のカップラ

ーです。  

[注意]任意長のワイヤーに整合する為のチューナーで

はありません。1/2波長のワイヤー（7MHzでは約20m）

が必要になります。 

 

3,500 円 

タイプ C(Rev.1) :  

EFHW 7MHz – 28MHz 

 

Rev.0 (上)の EFHW に 28MHz 帯を追加拡張したモデル

です。 

4,000 円 

� ご希望の完成品の在庫が無い場合は、出来る限り早く製作するように致しますが、諸事情（部品の調達状況、

本業、無線運用、他の製作活動、体調等）でお待ち頂く場合があります。 

 

お問い合わせは、JA7QIL/瀬戸 (ja7qil@jarl.com)まで。 
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移動運用に便利な 7～28MHz Bands 

JA7QIL の手作り QRP アンテナチューナ 

  Z-Match 2017A Model 

 

 

特徴 

- 移動運用に便利なコンパクトな QRP アンテナチューナです。 サイズは W45xH25xD65(突起を除く)、重

さは 85g 

- 整合回路は、バンドスイッチ無しで HF 帯の幅広く整合できる Z マッチを採用しました。（＊） 

- Z マッチの採用により、MDRF などの平衡アンテナをバラン無しで接続できます。 

- 検出部はインピーダンスブリッジを採用し反射波を LED 表示しています。 送信機の終段を傷めにくく、

また、薄暗い場所でも容易に整合点を見つけることができます。 

- 5W まで対応。 0.5W 以下の小出力でも整合点を検知可能です。 

- 移動運用時にアンテナワイヤーを簡単に接続できるようにアンテナ側はワンタッチコネクター、また、

装置側は QRP 機器で一般的な BNC コネクターを採用しております。 

(*) 7MHz～28MHz 帯。但し、全てのアンテナへとの整合を保証するものではありません。 

 

使用方法 

1. TX と表示のある BNC コネクターに無線機のアンテナ出力を接続してください。 

2. ロングワイヤーを使用する場合は、ダイヤルの間にある BAL/UNBAL スイッチを UNBAL にして、ANT

端子(赤)にアンテナ線、GND 端子(黒)にグランド線（又はカウンターポイズ）を接続してください。 

MDRF などの平衡アンテナを接続する場合は、スイッチを BAL にして、ANT 端子（赤・黒）に接続してく

ださい。 

3. Z スイッチは、最初は LO に設定して、整合点を探してみてください。 
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4. 受信状態でノイズが最大になるよう TX 及び ANT ダイヤルを交互に回します。 

5. TUNE/OPR スイッチを TUNE 側にし、5W 以下の CW モードで送信します。LED の輝度が暗くなる点を

TX 及び ANT ダイヤルを交互に回して探します。一番暗くなった点が整合点です。 

6. 整合点が見つからない場合は： 

� 出力を一旦１W 以下に下げて、ゆっくりとダイヤルを回してみます。 

� Z スイッチを HI に切り替えて整合点を探してみる。 

7. 整合点が見つかったら TUNE/OPR スイッチを OPR 側にし、運用を開始しましょう。  

8. 整合時の Z スイッチの位置、TX 及び ANT ダイヤルの目盛の位置を記録しておきましょう。次回から容

易に整合点を探すことができます。 

 

注 意 

- 当アンテナチューナは 5W 以下で御使用下さい。 

- TUNE 中は連続送信せず、断続しながら整合点を探してください。 

- TUNE/OPR スイッチが OPR 側であるにも関わらず、送信時に LED が僅か発光する場合がありますが、

機能上全く問題ありません。 

- 手作り及び部品の入手の都合により、若干のバラつきがありますが、御理解頂くようお願いします。 

- 自己責任で御使用ください。リグの損傷、感電、火災等の責任は負いかねます。 

 

疑問点あれば、下記でサポートいたします。 

- メール： ja7qil@jarl.com 
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移動運用に便利な 3.5～28MHz Bands 

JA7QIL の手作り QRP アンテナチューナ 

  Z-Match 2017B Model 

 

 

特徴 

- 移動運用に便利なコンパクトな QRP アンテナチューナです。 サイズは W45xH25xD65(突起を除く)、重

さは 85g 

- 整合回路は、バンドスイッチ無しで HF 帯の幅広く整合できる Z マッチを採用しました。（＊） 

- Z マッチの採用により、MDRF などの平衡アンテナをバラン無しで接続できます。 

- 検出部はインピーダンスブリッジを採用し反射波を LED 表示しています。 送信機の終段を傷めにくく、

また、薄暗い場所でも容易に整合点を見つけることができます。 

- 5W まで対応。 0.5W 以下の小出力でも整合点を検知可能です。 

- 移動運用時にアンテナワイヤーを簡単に接続できるようにアンテナ側はワンタッチコネクター、また、

装置側は QRP 機器で一般的な BNC コネクターを採用しております。 

(*) 3.5MHz～28MHz 帯。但し、全てのアンテナへとの整合を保証するものではありません。 

 

使用方法 

1. TX と表示のある BNC コネクターに無線機のアンテナ出力を接続してください。 

2. ロングワイヤーを使用する場合は、ダイヤルの間にある BAL/UNBAL スイッチを UNBAL にして、ANT

端子(赤)にアンテナ線、GND 端子(黒)にグランド線（又はカウンターポイズ）を接続してください。 

MDRF などの平衡アンテナを接続する場合は、スイッチを BAL にして、ANT 端子（赤・黒）に接続してく

ださい。 

3. Z スイッチは、最初は LO に設定して、整合点を探してみてください。 
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4. 受信状態でノイズが最大になるよう TX 及び ANT ダイヤルを交互に回します。 

5. TUNE/OPR スイッチを TUNE 側にし、5W 以下の CW モードで送信します。LED の輝度が暗くなる点を

TX 及び ANT ダイヤルを交互に回して探します。一番暗くなった点が整合点です。 

6. 整合点が見つからない場合は： 

� 出力を一旦１W 以下に下げて、ゆっくりとダイヤルを回してみます。 

� Z スイッチを HI に切り替えて整合点を探してみる。 

7. 整合点が見つかったら TUNE/OPR スイッチを OPR 側にし、運用を開始しましょう。  

8. 整合時の Z スイッチの位置、TX 及び ANT ダイヤルの目盛の位置を記録しておきましょう。次回から容

易に整合点を探すことができます。 

 

注 意 

- 当アンテナチューナは 5W 以下で御使用下さい。 

- TUNE 中は連続送信せず、断続しながら整合点を探してください。 

- TUNE/OPR スイッチが OPR 側であるにも関わらず、送信時に LED が僅か発光する場合がありますが、

機能上全く問題ありません。 

- 手作り及び部品入手の都合により、若干のバラつきがありますが、御理解頂くようお願いします。 

- 自己責任で御使用ください。リグの損傷、感電、火災等の責任は負いかねます。 

 

疑問点あれば、下記でサポートいたします。 

- メール： ja7qil@jarl.com 
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移動運用に便利な 7～21MHz Bands 

JA7QIL の手作り QRP EFHW アンテナカップラー 

  EFHW 2017C Model 

 

EFHW(End Fed Half Wavelength)アンテナは、半波長ダイポールアンテナ

の給電点をワイヤー端までオフセットしたもので、正しく整合が取れていれば

半波長ダイポールと同じ特性を持つと考えられます。昔、ツェペリン飛行船で

用いられたことからツェペリン又はツエップ・アンテナとも呼ばれ、給電点を

中央にすることが不都合な場合に用いられてきました。 この EFHW カップラ

ーはインピーダンスが高いワイヤー端に高い電圧で給電する為のものです。任

意長のワイヤーと整合を取るためのアンテナチューナーではありませんので御

注意お願いします。 

 

EFHW アンテナの特徴 

- 移動運用時にワイヤーを張り易い 

- 接地、カウンターポイズが不要 （＊：λ/20 程度の短いカウンターポイズを付けた方が良い場合もあります。） 

 

EFHW アンテナカップラーの特徴 

- 移動運用に便利なコンパクトサイズです。 

- 整合回路は、バンドスイッチ無しで 7MHz～21MHz 帯で使用できるようにしました。 

- 検出部はインピーダンスブリッジを採用し反射波を LED 表示しています。 送信機の終段を傷めにくく、ま

た、薄暗い場所でも容易に整合点を見つけることができます。 

- 5W まで対応。 0.5W 以下の小出力でも整合点を検知可能です。 

- 移動運用時にアンテナワイヤーを簡単に接続できるようにアンテナ側はワンタッチコネクター、また、装置側

は QRP 機器で一般的な BNC コネクターを採用しております。 

 

使用方法 

1. 使用する周波数の半波長のワイヤーをご準備ください。 野外での運用は、0.5mm 径程度の細いワイヤーの

方が、たるみが少なく張り易いと思います。 半波長の長さは、下記の表を目安としてください。但し、最良

のワイヤー長は、運用周波数、ワイヤーの径、設置環境等により若干変わるので御調整ください。 

 

バンド 運用周波数 (kHz) ワイヤー長 (m) バンド 運用周波数 (kHz) ワイヤー長 (m) 

7MHz (40m) 7,015 20.09 14MHz (20m) 14,050 10.03 

10MHz (30m) 10,120 13.92 21MHz (15m) 21,050 6.69 

 

2. TX と表示のある BNC コネクターに無線機のアンテナ出力を接続してください。 
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3. ANT 端子(赤)にアンテナ線を接続してください。 GND 端子(黒)にグランド線（又はカウンターポイズ）を

接続してください。 通常、グランド又はカウンターポイズ無しでも、運用上問題無い SWR (1:1.5 以下)に

なりますが、環境（ワイヤーの張り方等）によっては、0.05 波長程度のカウンターポイズを繋いだ方が SWR

が下がる場合もあります。 

 

4. 受信状態でノイズが最大になるようダイヤルを回します。 

 

5. TUNE/OPR スイッチを TUNE 側にし、5W 以下の CW モードで送信します。LED の輝度が暗くなる点を

ダイヤルを回して探します。一番暗くなった点が整合点です。 ダイヤルには、おおよその目安となる周波数

帯が表示してあります。 

 

6. 整合点が見つからない場合は、出力を一旦１W 以下に下げて、ゆっくりとダイヤルを回してみます 

 

7. 整合点が見つかったら TUNE/OPR スイッチを OPR 側にし、運用を開始しましょう。 

 

8. 整合時のダイヤルの目盛の位置を記録しておきましょう。次回から容易に整合点を探すことができます。 

 

注 意 

- 当アンテナカップラーは 5W 以下で御使用下さい。 

- TUNE 中は連続送信せず、断続しながら整合点を探してください。 

- TUNE/OPR スイッチが OPR 側であるにも関わらず、送信時に LED が僅か発光する場合がありますが、機

能上全く問題ありません。 

- 手作りに尽き、製品に若干のバラつきがありますが、御理解頂くようお願いします。 

- 自己責任で御使用ください。リグの損傷、感電、火災等の責任は負いかねます。 

 

お気付きの点あれば、ja7qil@jarl.com にメールして頂くようお願いします。 
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移動運用に便利な 7～28MHz Bands 

JA7QIL の手作り QRP EFHW アンテナカップラー 

  EFHW 2017C1 Model 

 

EFHW(End Fed Half Wavelength)アンテナは、半波長ダイポールアン

テナの給電点をワイヤー端までオフセットしたもので、正しく整合が取れ

ていれば半波長ダイポールと同じ特性を持つと考えられます。昔、ツェペ

リン飛行船で用いられたことからツェペリン又はツエップ・アンテナとも

呼ばれ、給電点を中央にすることが不都合な場合に用いられてきました。 

この EFHW カップラーはインピーダンスが高いワイヤー端に高い電圧で

給電する為のものです。任意長のワイヤーと整合を取るためのアンテナチ

ューナーではありませんので御注意お願いします。 

 

EFHW アンテナの特徴 

- 移動運用時にワイヤーを張り易い 

- 接地、カウンターポイズが不要 （＊：λ/20 程度の短いカウンターポイズを付けた方が良い場合もあります。） 

 

EFHW アンテナカップラーの特徴 

- 移動運用に便利なコンパクトサイズです。 

- 整合回路は、バンドスイッチ無しで 7MHz～28MHz で使用できるようにしました。 

- 検出部はインピーダンスブリッジを採用し反射波を LED 表示しています。 送信機の終段を傷めにくく、ま

た、薄暗い場所でも容易に整合点を見つけることができます。 

- 5W まで対応。 0.5W 以下の小出力でも整合点を検知可能です。 

- 移動運用時にアンテナワイヤーを簡単に接続できるようにアンテナ側はワンタッチコネクター、また、装置側

は QRP 機器で一般的な BNC コネクターを採用しております。 

 

使用方法 

1. 使用する周波数の半波長のワイヤーをご準備ください。 野外での運用は、0.5mm 径程度の細いワイヤーの

方が、たるみが少なく張り易いと思います。 半波長の長さは、下記の表を目安としてください。但し、最良

のワイヤー長は、運用周波数、ワイヤーの径、設置環境等により若干変わるので御調整ください。 

 

バンド 運用周波数 (kHz) ワイヤー長 (m) バンド 運用周波数 (kHz) ワイヤー長 (m) 

7MHz (40m) 7,015 20.09 21MHz (15m) 21,050 6.69 

10MHz (30m) 10,120 13.92 24MHz (12m) 24,920 5.65 

14MHz (20m) 14,050 10.03 28MHz (10m) 28,050 5.02 

 

2. TX と表示のある BNC コネクターに無線機のアンテナ出力を接続してください。 
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3. ANT 端子(赤)にアンテナ線を接続してください。 GND 端子(黒)にグランド線（又はカウンターポイズ）を

接続してください。 通常、グランド又はカウンターポイズ無しでも、運用上問題無い SWR (1:1.5 以下)に

なりますが、環境（ワイヤーの張り方等）によっては、0.05 波長程度のカウンターポイズを繋いだ方が SWR

が下がる場合もあります。 

 

4. 受信状態でノイズが最大になるようダイヤルを回します。 

 

5. TUNE/OPR スイッチを TUNE 側にし、5W 以下の CW モードで送信します。LED の輝度が暗くなる点を

ダイヤルを回して探します。一番暗くなった点が整合点です。 ダイヤルには、おおよその目安となる周波数

帯が表示してあります。 

 

6. 整合点が見つからない場合は、出力を一旦１W 以下に下げて、ゆっくりとダイヤルを回してみます 

 

7. 整合点が見つかったら TUNE/OPR スイッチを OPR 側にし、運用を開始しましょう。 

 

8. 整合時のダイヤルの目盛の位置を記録しておきましょう。次回から容易に整合点を探すことができます。 

 

注 意 

- 当アンテナカップラーは 5W 以下で御使用下さい。 

- TUNE 中は連続送信せず、断続しながら整合点を探してください。 

- TUNE/OPR スイッチが OPR 側であるにも関わらず、送信時に LED が僅か発光する場合がありますが、機

能上全く問題ありません。 

- 手作りに尽き、製品に若干のバラつきがありますが、御理解頂くようお願いします。 

- 自己責任で御使用ください。リグの損傷、感電、火災等の責任は負いかねます。 

 

お気付きの点あれば、ja7qil@jarl.com にメールして頂くようお願いします。 

 


