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① 品名

FVC920A

② 主な仕様

※ 上記基本仕様中の測定値は、板厚2mmのABS樹脂に貼り付け、コネクタU.FL／ケーブル長100mmの状態で

測定したデータです。

③ 製造

株式会社フェイバライツ

④ 保障期間

納入後1年間

保障期間内の故障は、原則修理はせず、代品交換とさせていただきます。

⑤ ご利用に関する注意事項

 ・ 本機器仕様書以外に資料の作成や証明書作成には別途費用が掛かります。

 ・ 製品検査は当社基準に基づく物で、貴社指定の検査基準を適用する場合は別見積です。

 ・ 天災等の予見の出来ない特別な事情から生じた損害・逸失利益に関しては責任を負いません。

 ・ 賠償責任の上限金額はご購入の製品価格とさせていただきます。

使用周波数 920MHz帯

共振点 915 MHｚ -

-

905～920 MHz -

2.22 dBi 順偏波時

VSWR 2以下

最大利得 920MHz帯

-無指向性

-20℃ ～ 80℃ -

-40℃ ～ 80℃ -

取付方法 両面テープ ３Ｍ ： 467MP

環境対策 RoHS指令対応

ケーブル 減衰量 ： 2.0 dB/m

保存温度

アンテナ基板材質

-

梱　包 10 個／袋 1.7　梱包仕様　参照

915～928 MHz -

ケーブル太さ ： φ1.13 mm

特性インピーダンス 50 Ω -

偏波面 円偏波

耐電力

使用温度

-

コネクタ MHF1 U.FL-LP-066 相当品

1 W -

ケーブル長 ： 100 mm

指向性

質量 約 1ｇ 以下 -

１　アンテナ仕様

1.1　基本仕様

項目 備考

（横×縦×厚さ）　35.0 × 27.0 × 0.4 mm

仕様

1.2　アンテナパターン形状　参照寸法(（基板外形）

モデル FVC920A -

型式および構成 スパイラルアンテナ、λ/2 アルキメデス螺旋、並列コリニア



1.2　アンテナパターン形状

アンテナ面

給電面

レジスト抜き
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1.3　アンテナ形状とケーブル
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ケーブル長
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②VSWR

共振点 0.915 GHｚ

共振深さ -12.02 dB

VSWR 1.67

帯域幅 15 MHｚ

2以下

0.905 GHｚ　　～ 0.920 GHｚ 帯域幅 15 MHｚ

1.5以下

１．４　S11及びVSWR

①S11

ABS 2t 貼付/カットモデル
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１．５　利得及び指向性

１．５．１　９２０MHｚ　順偏波　利得及び指向性

h-h v-v

0 -6.38 -9.68

-6.27 -9.72

-6.53 -10.47

-6.42 -13.68

-5.18 -16.97

-3.81 -15.82

30 -2.66 -12.70

-2.42 -11.83

-3.46 -13.82

-5.48 -13.90

-8.06 -12.13

-12.00 -11.88

60 -14.43 -16.14

-12.34 -15.86

-11.90 -9.26

-17.08 -9.05

-17.99 -12.16

-11.05 -14.67

90 -12.78 -10.19

-18.66 -7.64

-11.52 -7.87

-8.62 -11.60

-11.66 -17.91

-26.28 -7.21 h-h 2.22 dBi

120 -8.82 -3.85 v-v -1.02 dBi

-3.65 -4.69 h-r -86.08 dBi

-2.93 -7.78

-5.28 -12.04

-13.26 -16.06

-8.74 -9.67 ピーク値 2.22 dBi

150 -1.48 -5.93

1.60 -3.97

2.21 -2.59
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h-h

v-v

2.21 -2.59

1.40 -1.35

-0.26 -1.02

-3.15 -1.33

180 -8.38 -1.90

-19.91 -2.80

-14.76 -3.83

-11.62 -5.94

-10.42 -5.82

-9.09 -4.29

210 -6.78 -5.56

-5.08 -12.60

-4.71 -15.45

-6.61 -5.09

-9.48 -2.81

-9.10 -4.98

240 -9.34 -6.08

-8.53 -5.09

-6.67 -8.27

-8.17 -10.68

-17.10 -5.73

-9.82 -5.66

270 -6.94 -10.54

-10.45 -7.27

-12.24 -4.42

-7.16 -5.52

-7.92 -6.96

-10.52 -6.91

300 -10.54 -8.49

-11.68 -10.10

-10.16 -8.22

-7.31 -8.27

-7.13 -10.29

-9.16 -10.34

330 -10.84 -9.87

-11.52 -11.08

-10.87 -11.87

-7.92 -10.53

-6.60 -9.85-6.60 -9.85

-6.68 -9.70



１．５．２　９２０MHｚ　逆偏波　利得及び指向性

h-v v-h

0 -10.86 -11.31

-8.88 -13.77

-7.85 -13.52

-8.02 -10.65

-9.50 -8.71

-14.34 -9.03

30 -20.73 -11.74

-29.04 -13.62

-23.09 -10.01

-20.74 -8.36

-25.09 -10.25

-26.99 -21.47

60 -14.65 -13.35

-11.37 -11.24

-14.98 -13.73

-19.10 -21.44

-9.81 -14.97

-8.19 -12.50

90 -11.70 -11.17

-18.96 -10.71

-8.69 -14.24

-4.75 -12.75

-3.69 -7.82

-6.15 -6.48 h-v 0.64 dBi

120 -12.53 -6.53 v-h -2.29 dBi

-7.78 -9.80 h-r -86.08 dBi

-2.71 -16.85

-0.15 -10.87

0.63 -7.29

-0.06 -5.02 ピーク値 0.64 dBi

150 -2.21 -3.06

-5.49 -2.30

-8.82 -3.08

-8.35 -4.15

-5.46 -4.66
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h-v

v-h

-5.46 -4.66

-4.53 -5.02

180 -4.44 -6.10

-4.10 -8.57

-2.62 -13.24

-1.47 -11.37

-1.88 -7.74

-4.44 -6.14

210 -6.72 -9.64

-5.35 -10.53

-5.27 -5.82

-5.16 -8.55

-5.52 -15.43

-10.04 -10.88

240 -14.52 -11.12

-6.63 -20.07

-6.31 -11.60

-12.80 -8.61

-10.80 -13.38

-6.98 -18.89

270 -10.19 -10.10

-18.63 -10.33

-15.35 -11.59

-15.81 -10.80

-13.14 -11.44

-12.10 -15.69

300 -16.39 -14.69

-27.24 -13.58

-21.26 -14.55

-20.52 -12.05

-22.00 -10.26

-36.61 -10.65

330 -22.14 -11.56

-17.18 -10.51

-14.91 -9.90

-11.71 -10.32

-10.67 -11.37

-27.69 -11.16



１．６　測定写真

測定方法 測定サンプル

h-h/v-h

v-v

回転軸

手前が0度

回転軸

手前が0度手前が0度



１０個／袋

１０袋（１００個）／大袋

透明ポリ袋

袋に現品表を入れます

1.7　梱包仕様
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