
144/430MHz帯 基地局用高利得 2バ ン ドノンラジアルアンテナ

VX30
《300MHz帯 受信対応》《レピーター対応型》《グラスフアイパー製》

取扱説明書

このたびは、ダイヤモン ドアンテナをお買い求めいただきま

して誠にありがとうございました。ご使用の前に、この取扱

説明書 をよくお読みの上、正 しくお使いください。お読みに

なったあとは大切に保存 してください。

△ 警告

●特長

① 144/430MHz帯 2つのバンドを高利得、低 VSWRで カバーす

る基地局用無指向性アンテナです。

②小型、軽量、ノンラジアルのためベランダのてすりなどにも手

軽に取り付けられます。

③プロ規格の耐風速 (60m/sec.)を実現。また防水性にすぐれて

いるため、天候によるVSWRの 変化がありません。

Cア レスタータイプになっています。幅射器を直流的に接地して

いるため誘導雷などにより発生する高電圧がケーブルに流れず

無線機を保護します。

⑤デュープレクサーを使用することにより、2バ ンドの同時運用

が可能です。

※デュープレクサーは当社純正品をお使いください。

⑥接栓のセンターピンには24K金メッキを施してありますので極

めてロスの少ない構造になっています。

●組立方法

①パイプブラケットに取付金具を固定します。そして同軸ケーブ

ルをパイプブラケットの中に通 しアンテナ給電部へ接続 しま

す。パイプブラケットとアンテナ基台部の下にあいている穴を

合わせロックボル トで固定します。

②マス トヘの取り付けは図のように全体のバランスを考慮 し、

しっかりと固定してください。
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①送信中のアンテナに触れないでください。感電・火傷の原因

になります。

②アンテナは人の触れないところに設置してください。感電や

火傷 ・けがの原因になります。

③雷がなり出したら、アンテナやケーブルには触れないでくだ

さい。感電の原因になります。

④アンテナに落雷することがあります。お使いにならないとき

や、外出時には無線機からケーブルをはずし、軒下などの人

に触れない屋外に出しておいてください。火災・感電の原因

になります。

③送電線、ネオンサイン、電車の架線などの近くには設置しな

いでください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となりま

す。また、電話線などの近くに設置しないでください。アン

テナが作」れた場合、断線の原因となります。

e不 安定な場所、高所など足場の悪い場所に設置工事をしない

でください。落ちたり、すべったりして、けがの原因となり

ますc

こアンテナの部品や工具類を高い所から落とさないでくださ

い.イ也の人に対じ研があ原因どなけます戸
~~ ~~

③アンテナの設置や点検は、風雨、雷、雪などの天候の悪い日

は、危険ですので作業をしないでください。落ちたり、滑っ

たりして、けがの原因となります。

①アマチュア無線の電波は、家電製品や電話機などに電波障害

を与えることがあります。あらかじめ自宅や周りの家に電波

障害を与えていないことを確認してください。トラブルの原

因になります。

②マンションやアパー トなどによっては、取り付けに規制のあ

ることがあります。あらかじめ管理組会、管理事務所、自治

会などに確認してください。
Vボル トセット



●パーツ名称 (番号)

このアンテナは次の部品より構成されています。組み立ての前に

お確かめください。なお、補修パーツとしてお求めの場合は各   1 5

パ丁fシ番号でご注文ください。

エレメン ト 11 6 0 1

●VSWR

144MHz

430MHz帯

145MHz

●規格

周波数/144～ 146MHz、 430～ 440MHz

赤」そ尋/2.1 5dBI(144MHz)、  5.5dBi(430MHz)

インピーダンス/ 5 0 Ω

VSWR/1.5以 下

耐入力/150W FM(合 計)

耐風速/60m/sec,

適合マス ト/30～62φ

全長/可=3m

昌重重重/0.7kg

接栓 /M形

形式/1/2ス (144MHz)、 5/8λ 2段  (430MHz)

●送信空中線の型式

アマチュア局の免許申請書類の空中線型式には 「単一型」とご記

入 ください。

■お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生

産 されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありま

したら、取扱店にお申 し付けください。

■アンテナの仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ

とがありますのでご了承 ください。

2001年12月 初版発行

⑥2001第一電波工業株式会社

Pttnted in」apan
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●調整方法

このアンテナは完全無調整のアンテナです。もし、VSWRが 高い

場合は各部の接触不良が原因の可能性がありますので同軸ケーブ

ル、コネクターなどの接角虫部、ハンダ付けなどをチェックしてく

ださい。また、建物などの構造物にアンテナが近いとVSWRが 高

くなることがあります。

●ご注意

このアンテナはアレスタTタ イプになっていますが、テスターで

心線側 とアース側 を測るとオープン (導通がない)状 態となって

います。もし導通がある場合は同軸系 (コネクター部を含む)を

十分にチェックしてください。
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2rn/70crn Base Station Dual Band High Perforrnance Radia‖ ess Vertical Antenna

VX30
Capable of receiving 300MHz Commercial Bands

Repeater frequencies compatible

FRP outershe‖

Operation instructions

Do notinsta‖the mast above this ievet

| Lock washer

(Fig.1.)

Feedpoint sectlon

Support pipe

Mast
bracket

Description

l.The VX30 is a base station ornnidirectional vertical antenna,

which covers both 2rn and 70cFl arnateur bands with high

pettormance and iow VSWR.

2.Compact,radia‖ ess and 119htWeight construction perrllits

the antenna to be installed at places iike balcony railing

very easity.

3.Professional antenna quality 60rn/sec(135MPH)maXimurYl

wind resistance and exce‖ent waterproof elirninates VSllVR

change caused by weather conditions.

4=DC ground structure ofthe antenna protects a radio equip‐

rnent being connected to the antenna frorYl high voltage

caused by thunder‖ghtning.

5.Both 2「l and 70crn bands can be operated sirnじltaneously

by using optional duplexer.Diamond:s9enuine duplexeris

reconlrYlended.

6.The VX30 ernploys 901d plated connector center conductor.

Assemb!ing

l,Fix the rnast bracket assembiies on the support rnasti Con‐

nect coaxial cable as業河tも′t― jnt sectiorr ofthe

antenna throu9h inside of the pipe.A119n the hole ofthe

pipe and the hole atthe lowerfeedpoint section ofthe an‐

tenna and fix with a lock screw.

2.Fix the antenna firrnly by taking、村hole balance into account

as shown in the F19.1.

A119n the ho es
and fix

Mast

Tしrn the coaxial
cable once to
make aloop

Take whole balance into account

Mast
bracket

V―bolt assembly

Adiustment

The VX30 antenna is cornpletely adiuStmentfree.lf VSWR of

the antenna is too highりit rnight be due to the poor contact at

somewhere in connecting sections.itis recornrnended to check

each connecting section at coaxial cable to feedpoint section

as we‖ as soldering sections=And ifthe antenna is iocated too

close to a house oT bu‖dingttVSWR ofthe antenna can not be

lowered.

Note

Though DC ground structure is erYlployed in the VX30,while

rneasuring the antenna by a tester,center conductor and ground

section ofthe antenna feedpoint section is open(not ShOrt―cir‐

cuited)コif it iS Short‐circuited,be sure to fu‖y check coaxial

cable system including feeopOint connector section.

To use this antenna properly, read this instructions

thoroughly before using the antenna=Keep this rnanual

carefu‖y at hand foriater use.



Paet name(number)

Mast bracket l1603

(With 10Ck Washer and washer)

Specifications

Frequency:144‐ 146MHz,430-440MHz

G a i n  i  2 . 1 5 d B i ( 1 4 4 M H z ) , 5 . 5 d B i ( 4 3 0 M H z )

lrnpedance:50ohrns

VSWR:Less than l.5:1

Max power rating:150ヽN FM(Sum Of bOth bands)

Max wind resistanco i 60m/sec(135MPH)

Mast diarrleter accepted i 30‐ 62日lrn

Length i l.3m(51)2‖)

We19hti O‐7k9

Connectori UHF

Type i1/2 wave element(144MHz),

5/8 wave two element(430MHz)

11602

DIAMOND ANTENNA CORPORAT10N

Miyata Building,No 15‐1,1‐chome Sugamo,Toshima― ku Tbkyo,」apan 170‐0002 TEL.03‐3947‐141l FAX 03‐3944‐2981

V‐bot assembly l1604

(nutS and washers)

Lock screw l1605

FOR YOUR SAFETY

Read the following sarety precautions before start‐

ing assembling the antenna

● A s s e r n b l e  t h e  a n t e n n a  o n  t h e  g r o u n d  o r  w i d e

and flat place such as on balcony belore instal‐

lation

● Do not assemble orinstalithe antenna on a

place where you can not have enough distance

from any electric poweriines

e Do not attemptto lnstalithe antenna only by

yourself

insta‖ing the antenna alone on the roofrnaylead

you dangerous accident Always ask your

friends ior help installing the antenna

●Do not use iron or aluminum iadder at a reach―

able distance from any electric powerlines

e Do notinstaH the antenna on a mast which is

not grounded properlyr

e Do not have yourfarnily members orfttends

touch or come close to the antenna,unless they

have realized its potential danger

TO AVOID FATAL ACCiDENT

●Do not attemptto sustain the antenna,or any

part of support structure ifit be9ins to fa‖down.

Let it ia‖by itself.

● Do not attempt to rernove or restore the an‐

tenna or any part oi support structure if it

touches a electric power‖ ne by chance Letit

be as itisi do nottouch it,and ca‖yourlocal

e l e c t t t c  p o w e r  c o m p a n y  i r n m e d i a t e l y

lN CASE OF AN ACCiDENT

e Do nottouch a person or an animal whois or

seems to be in contact with the antenrla or any

support structure which is fa‖en on a live elec―

tric powerline Touchin9 one may lead you to

be electrocutedt

eDo not attemptto separate a person or an anト

rnal who is or seems to be in contact with the

antenna or any support structure vvhich is fa‖en

on a live electric powerline by yourself

Call or have someone ca‖a police officer,am‐

bulance,docotorimmdeiately

ANTENNA lNSTALLATiON PRECAUT10NS

To determine antenna insta‖ation iocation,there

are severaliactors to be taken into account First

thing is antenna propagation direction to specific

tar9et stations As to wvhetherthere is any ob―

stacles such as ta‖bulldin9s on the line of si9ht

Nextis specific insta‖ation location As to whether

specific location is adoquate in terms of antenna

support and surronuding satety

Minimum disiance to powerlines

huce the ength of antenna assambly

/ ―
か
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● Do not attrneptto installthe antenna by your‐

sel十if you do not have any experience in in‐

stalling base station antenna.Ask yOur experi‐

enced friends or professlonalior help

eDo not attemptto installthe antenna at a loca―

tion where does not have enough distance from

nearby electric powerlines,itis advised to in―

sta‖the antenna atieasttwice oftotal antenna

he19htfrom nearby electric powerlines

eDo notinsta‖the antenna on any type oftowver

pole ortelescopic rnast vvhich exceeds 30 feet

high,if you do not have enough experisnce in

instaHin9 the antenna on that kind oflocation

Ask your experienced friends or professional

ior help

● D o  n o t  u s e  m o r e  t h a n  1 / 1  0  s e c t i o n  i f  y o u  i n ‐

sta‖the antenna on iron plumberts pipe At―

tach guy wire if rnultiple pipes are used to in‐

sta‖the antenna


