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細倉一乃 

 

電源を使わずとも快適にラジオを聞きたいのだ 

 

生まれて初めてオリジナルの無電源ラジオを作りました。(図１，２、３) 

生まれて初めて作ったラジオは横須賀・記念艦「三笠」でのこどもラジオ教室というワー

クショップのもので、オリジナルのラジオは三笠で製作したラジオを使ってみて課題とな

った、選択度の機能を改善したものです。 

同調コイルと検波用コイルを分離させ、検波用コイルは可動式にして選択度を変えられる

ようにしています。 

また、フェライトの周りにスズめっき線を巻き、外部アンテナを使用する際にはロータリ

ースイッチで一回毎を切り替える簡単なカプラーとしています。 

これによって分離はだいぶ良くなりました。 

ラジオの状態としては、アースはコンセントのアースに繋いでいます。 

アンテナは室内の南東から北西にかけて 360cmの距離を往復させたビニール線を繋いでい

ます。 

ラジオにロッドアンテナを取り付けるとさらに感度は上がりました。 

しかし、その結果かろうじて聞き取れるのは文化放送と NHK第一、第二のみなのです。 

もっと他の局も聞けるレベルに受信したい。 

アンテナを屋外に出すのは天候によって出したり取り込んだりしなければならないのでラ

ジオを気軽に聞けない。 

次に作るラジオではもっとフェライトやリッツ線のボリュームを増やそうとも考えている

が、持ち運びには今くらいのサイズ、重さがよい。 

そしてせっかく作った愛着のあるラジオを家でも使いたい。 

アンプでの増幅は電源を必要とするため私の興味からは少しはずれてしまう。 

スピーカーから離れたい。 

という勝手な希望に合致した UZ-8CQを使ってみることにしました。 

 

 



図１ 
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はやる気持ちを抑え、まずは全てのパーツをひろげてみました。(図４) 

木の棒や板、バリコンボックスや線材、ネジまでセットになっています。 

バリコンボックスのパネルは艶消しのシルバーでとてもかっこいいです。UZ-8CQ は木枠

のアンテナなのですが、板などは面取りが施され柔らかい雰囲気を感じます。 

室内に設置する、しかも大型のアンテナということで、プラスチックとは違った質感も楽

しめる要素の一つだと感じます。どうやらこれはヴィンテージラジオ時代のイメージとい

うことでした。 

木の手触りがいいので組み立てるのが楽しみです。 

そして気になる謎のワニがいます。 
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組み立てよう 

 

ニッパーもしくは爪切り、プラスドライバー、カッター、木工用ボンド、ビニールテープ、

メジャーを用意しておきます。 

 

木枠を組み立てる 

 

木工用ボンドとメジャーが必要です。私はこのほかに養生テープも用意しました。 

パーツは多くないのでサクサクと作業を進めることができます。 

 



丸い台に木ネジでパーツを取り付ける際、親切に支柱パーツに図５のようなガイドの穴が

開けられているので、２本の木ネジを丸い台から少し飛び出した状態にし、そこに支柱パ

ーツのガイドをひっかけネジを止めていくとスムーズに作業が進めることができます。 

 

図５ ガイドが有るのと無いのとでは作業のしやすさと仕上がりの綺麗さに違いが出るだ

ろう 

 

 

コイル枠は、エレメント支持の穴にあらかじめボンドを流しておき、コイル枠の棒を差し

込むとボンドが周りにつかずきれいに仕上がります。(図６) 



図６ 

 

 

いよいよエレメント線を巻いていきます。 

 

最初に 90cmの余裕を持たせて巻いていく必要があるため、木枠にテープで固定しておくと

安心してループを巻くことができます。(図７) 



図７ 

 

一定の間隔をあけてたるまないように巻いていく必要があるのですが、木枠を組み立てた

際のボンドがまだ完全に乾いていないうちに線を巻く場合、図７のように 2 点で支え上か

ら力が加わってしまうとフレームがゆがんでしまいます。せっかくのループアンテナです

からできるだけ綺麗に仕上げたいところです。 

図８ 

 



エレメント線は L1と L2を巻くのですが、木枠に等間できっちりと溝が掘られていてとて

も気持ち良く巻いていけるため、うっかり L1を最後の溝まで巻いてしまいました。 

巻きすぎたら解けば良い話なのですが、解くときに今まできっちり巻いてきた線がたるみ

やすくなるのです。これから作成される方は夢中になりすぎぬようご注意ください。 

 

ループエレメントの端は、L1,L2共に巻き始めと巻き終わりをわかるようにマークしておく

とバリコン BOXと接続する際にわかりやすいです。(図９) 

図９ 

 

ここまでの作業時間は約 1時間でした。 

 

 

 

バリコンボックスを作る 

 

バリコンボックスの作成にはハンダごてとペンチ、カッターか爪切りが必要です。 

用意されているリード線に余裕があるため、リード線の被覆をむいたりはんだ付けをした

ことのない人でも失敗を恐れず挑めるかと思います。実際に、あまり慣れていない筆者も

失敗しつつ完成させられたのですから。(図１０) 



図１０ 

 

ターミナルは本来金属パネルの外側につけてパネルに切ってある溝でネジを固定できるの

ですが、パネルに空いている穴がターミナルの凸部とぴったりな事に気づき、見た目もす

っきりするのでパネルの内側からターミナルを付け、自分で用意したナットで固定してみ

ました。(図１１) 

 

図１１ M3サイズのナットがちょうどよい 



 

完成したボックスを見ると簡単な作業の割に満足度が高いです。(図１２)デザインの良さの

おかげだと感じました。 

図１２ 

 

作業時間は失敗しながら約 1時間でした。 

 

 

 

ワニ型カップラを作る 

 



はんだごてとビニールテープが必要です。 

あの謎のワニの正体はカップラなのです。 

なぜワニなのでしょうか。つかみどころのない顔をしていてとてもかわいいのです。 

ワニさんに見守っていただきながら作っていきましょう。 

 

フェライトにポリウレタン線を巻いて行きます。 

巻き始めをテープで止め、ポリウレタン線をフェライトに押し付けながら反対の手でフェ

ライトを回すときれいに巻けるように思います。(図１３) 

図１３ 

 

同軸ケーブルを扱うのが初めてのため、網組線を切ってしまったりとケーブルの準備に手

間取ってしまいました。(図１４) 



図１４ 

 

さらにフェライトに巻いたポリウレタン線と同軸ケーブルをはんだ付けする際に、ポリウ

レタン線をとめていたビニールテープが熱で切れてしまい巻きなおさなければならなくな

りました。 

ここまでで 1 時間、なかなか進めず時間がかかっていますが、同軸ケーブルの作業などに

慣れていれば問題ないのでしょう。(図１５) 

完成したワニ型カプラーの抵抗値は 1.1Ωでした。 

図１５ 

 

作業時間は約 1時間半かかりました。 

 



これですべてのアイテムが完成しました。 

説明書に書いてあるのはここまでです。 

 

 

完成したアイテムを接続する 

 

ループエレメントを支柱に固定し、エレメントをバリコン BOX ターミナルに接続します。

今こそエレメントの端に付けた印が役に立つ時、(図１６)と一人得意になって作業します。 

図１６ 

 

 

 

いよいよ聞いてみよう 

 

ラジオを受信する場所は東京都足立区で、 

① 無電源ラジオのみ。 

② 無電源ラジオに、アースはコンセントのアースに接続、アンテナは屋内の南東から北西

にかけて 360cmの距離を往復させたビニール線を接続する。 

③ 無電源ラジオに UZ-8CQをコードで接続する。 

④ 無電源ラジオに UZ-8CQをカップラで誘導する。 

以上４つの条件で検波電流と併せて聞こえ方を比較します。 



 

使用するラジオは 

縦 6.5cm×横 16.5cm×高さ 6.5ｃｍ 

フェライト：14cm 

リッツ線：L1が 0.04mm100本、L2が 0.04mm30本 

感度最優先の設定で試していきます。(図１７) 

イヤホンは国産セラミック・イヤホン、スピーカーは TOA CM-2330 16cm 3W 10Ωのトラ

ンス付のものを使用します。 

 

図１７ 

 



 

① 無電源ラジオのみ 

 

<イヤホン使用> 

○ NHK第一 594kHz 0μA 話している内容を聞きとれる。 

○ NHK第二 693kHz 0μA 聞き取れるが第一より音が小さくノイズも入る。 

△ AFN 810kHz 0μA かすかに音が聞こえる程度。内容はわからない。 

△ TBS 954kHz 0μA 集中していれば何を話しているかわかる。選局の

ポイントが狭い。 

○ 文化放送 1134kHz 1μA 話している内容を聞き取れる。 

× ニッポン放送 1242kHz 0μA 何も聞こえない。 

× ラジオ日本 1422kHz 0μA 何も聞こえない。 

 

<スピーカー使用> 

文化放送のみ、耳を付けてやっと音のゆらぎが聞こえる程度。 

イヤホンでなら聞くことができますが局が限られてしまいます。 

室内で長時間イヤホンをしているのは煩わしいのでスピーカーを使いたいです。 

 

 

 

② アースとアンテナを接続する 

 

<イヤホン使用> 

○ NHK第一 594kHz 0μA 話している内容を聞きとれる。 

ラジオのみの時と同等かそれより音が小さくな

る。 

△ NHK第二 693kHz 0μA アンテナを繋ぐとあきらかに音が小さくなる。 

△ AFN 810kHz 0μA ラジオのみの状態より音が大きく聞こえる。細か

い音は聞き取れないが声は聞き取れる。ノイズも

大きくなったと感じる。 

○ TBS 954kHz 0μA 音が大きく聞き取りやすくなる。検波するフェラ

イトの向きに 90度の変化あり。 

○ 文化放送 1134kHz 9μA 低音までしっかり聞こえる。少し音が大きすぎる

と感じる。 

× ニッポン放送 1242kHz 0μA 何も聞こえない。 

× ラジオ日本 1422kHz 0μA 何も聞こえない。 



 

<スピーカー使用> 

文化放送のみ、スピーカーから 50cm離れたところで何かを話している事が分かる程度の音

がします。 

これではまだスピーカーでラジオを聞くことができません。 

 

 

 

③ UZ-8CQ+コード 

 

<イヤホン使用> 

○ NHK第一 594kHz 12μA 聞き続けるのが辛い位の大きさで音が鳴る。 

サ行にノイズが乗る。 

○ NHK第二 693kHz 7μA 少し大きすぎる位の音量で聞くことができる。 

○ AFN 810kHz 1μA 低音にノイズが乗るが聞くことができる。 

音量的にはちょうどよい。 

○ TBS 954kHz 7μA 検波する向きがラジオのみの時とアースアンテナ

ありの時のちょうど真ん中あたりとなった。 

音量はちょうどよくクリアに聞くことができる。 

○ 文化放送 1134kHz 58μA かなり大きい音がする。イヤホンでは聞いていら

れない。 

△ ニッポン放送 1242kHz 0μA かすかに聞こえるが文化放送がかぶっていて気付

くのも難しい程度。 

× ラジオ日本 1422kHz 0μA 何も聞こえない。 

 

<スピーカー使用> 

○ NHK第一 594kHz 13μA スピーカーから耳まで 50cm 離れた状態で静かな

環境なら聞くことができる。 

△ NHK第二 693kHz 7μA スピーカーから耳まで 50cm 離れた状態で集中す

れば聞き取ることができる。 

△ AFN 810kHz 2μA スピーカーに耳をつければ聞くことができる。 

△ TBS 954kHz 7μA スピーカーから耳まで 50cm 離れた状態で集中す

れば聞き取ることが。 

○ 文化放送 1134kHz 65μA スピーカーから 100cm 離れた所で背を向けてい

ても聞くことができる。 

ループエレメントに対してラジオのフェライトを



直角にすると電流が大きくなる。 

イヤホンを接続時と比べ電流が大きくなった。 

× ニッポン放送 1242kHz 0μA 何も聞こえない。 

× ラジオ日本 1422kHz 0μA 何も聞こえない。 

 

 

期待していたニッポン放送は聞くことができませんでしたが、自作ラジオだけで微かにで

も聞こえていた放送局のラジオはかなりしっかり聞くことができました。 

 

 

④ UZ-8CQ+カップラ 

 

<イヤホン使用> 

○ NHK第一 594kHz 13μA 大きめの音で聞くことができる。 

○ NHK第二 693kHz 7μA ちょうどよい位の音量で聞くことができる。 

△ AFN 810kHz 2μA 聞こえるがノイズが強い。 

△ TBS 954kHz 15μA 大きな音で聞こえる。 

○ 文化放送 1134kHz 69μA イヤホンで聞くには音が大きすぎる。 

イヤホンから離れても音がする。 

△ ニッポン放送 1242kHz 0μA 話し声が聞こえるが小さい声などの細かい音まで

はわからない。 

× ラジオ日本 1422kHz 0μA 何も聞こえない。 

 

 

<スピーカー使用> 

○ NHK第一 594kHz 16μA スピーカーから耳まで 50cm 離れた状態で静かな

環境なら聞くことができる。 

△ NHK第二 693kHz 7μA スピーカーから耳まで 50cm 離れた状態で集中す

れば聞き取ることができる。 

△ AFN 810kHz 2μA スピーカーに耳をつければ聞くことができるがノ

イズが強い。 

△ TBS 954kHz 16μA スピーカーから耳まで 50cm 離れた状態で集中す

れば聞き取ることが。 

○ 文化放送 1134kHz 80μA 最高で 84μAまで確認できた。 

スピーカーから 100cm 以上離れた所で背を向け

ていても聞くことができる。 



イヤホン接続時と比べ電流が大きくなった。 

× ニッポン放送 1242kHz 0μA 何も聞こえない。 

× ラジオ日本 1422kHz 0μA 何も聞こえない。 

 

カップラの使用については不安定になるのではないかと予想していましたが、コードを使

った場合よりも電流の数値が大きくなるという結果となりました。 

カップラ側のコイルはポリウレタン線を 25 回巻き、ラジオ側のコイルはリッツ線

0.04mm100 本を 65 回巻きなので、その比によって誘導される電圧が大きくなったと考え

ています。 

カップラを使うときは、使用するラジオによって違いが出るということがわかります。 

今回使用したラジオが蓋付きのもので、ちょうどそこにカップラを固定することができ、

ぐらつくこともありませんでした。 

ただし、カップラの位置によって感度が大きく変わるので、ちょうどよい位置を見つける

ことがカップラの機能をより良く引き出すポイントです。(図１８，１９) 

 

図１８ 最適な位置 

 



 

図１９ 少しずれただけで大きな差が出る。 

 

音が小さいとはいえニッポン放送を聞くことができました。 

ラジオがよく聞こえるとワニ型カップラもより可愛くみえて愛着がわいてきます。 

 

また、ラジオをもっとループアンテナに近づけたらどうだろうと、ループアンテナのルー

プの中にカップラをつけたままのラジオを入れてみると、電流が小さくなりました。(図２

０~２２) 

これは指向性によるものと考えられます。 



 

図２０ アンテナの手前中心でアンテナとフェライトが平行の状態 

 

 

図２１ アンテナの手前中心でアンテナに対してフェライトが垂直 

 



 

図２２ ループの中にフェライトが垂直に入った状態 

 

さらに、カップラを付けていないラジオをアンテナの手前中心でアンテナに対して垂直の

位置に持っていくとラジオの音が大きくなり電流も大きくなりました。(図２３) 

図 ２

３ 

 



 

 

電源を使わずにラジオを聞きたいという試みは、UZ-8CQ でかなり満足できる効果を得る

ことができました。 

14cmのフェライトを使用した横幅 16.5cmの電源を使っていないラジオと電源を使ってい

ないアンテナで、放送局は限られるとはいえ、スピーカーから快適にラジオを聞けている

事がとても嬉しいです。 
1μAが 80μA以上になったという結果からわかる通り、今持っているラジオをより活用す

るための選択肢としてとてもおすすめできると感じています。 

ループアンテナの幅 76.5cmというサイズは少し大きく感じたが、使わない時は壁際や直径

18cmの台座が入る隙間などに置いておけば邪魔にならずに済みそうです。 

自分で組み立てた大きめのアンテナは受信しているという感覚も強くなり、ラジオを聞く

のがより楽しくなりました。 

 

ホットスポット探検隊で電波の強い場所、(ホットスポットと呼ばれる場所)を探して受信を

することがあるのですが、今回は自分だけのホットスポットを手に入れる事に成功しまし

た。 

街のホットスポットにご興味のある方は、ホットスポット探検隊に参加されてみるといい

のではないかと思います。 

 

 

 

●CQ出版社 Web Shopで UZ-8CQを販売中です。 

 

●全国・電波ホットスポット探検隊の URL http://hotspot-tanken.club 

一緒にホットスポット探検をしたい方を募集中です。 

 

●全国・電波ホットスポット探検隊の Twitter https://twitter.com/hotspot49tanken 

 

●筆者の無電源ラジオ制作ページ http://hotspot-tanken.club/hosokura/radio.html 

この記事の詳細情報もあります。 

http://hotspot-tanken.club/
https://twitter.com/hotspot49tanken
http://hotspot-tanken.club/hosokura/radio.html

