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。ホーン
アンテナは、金属製のメガ
ホンのような形をしていま
す。ロッドアンテナは、テフ

波に対する反射率が小さい ので、

注）比誘電率の例を挙げると、トルエンは
2.39、ベンゼンは 2.28、シリコン油は 2.2
で、反射率は 4％前後です。
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