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仕様
電源 なし
受信周波数範囲 550～1600kHZ
同調方式 C可変

C成分 連続可変（バリコン）
検波素子 ゲルマニウムダイオード
ボード寸法 W119 D79 mm

概 要

ハンダ付け不要！無電源のゲルマニウムラジオ

Y91 CODE1936-098 第1版 040313 xxxY

組立参考図

無電源で動作します。受信した電波のエネルギーだけでイヤ
ホンを鳴らします。

検波にはゲルマニウムダイオードを使用しています。

ブレッドボード風プレートに配線するので、ハンダ付けが必
要ありません。ハンダごてが無くても組み立てる事ができま
す。

無電源 ラジオ
[キット］
WK-RD801

地域によっては、電波が弱く、当機では受信できな
い場合もありますのでご了承ください。

お客さまへ
ワンダーキット（共立電子産業㈱）、販売元、再販業者では、お客さまに対し、
本商品がお客さまの特定の目的にかなうこと、他の製品に対して侵害なき事を一
切保証する事はできません。また、いかなる状況下、法律上、契約上のもとにお
いて、間接的、付随的、あるいは結果的に生じた、いかなる種類の損害に対して
も一切の責任を負えません。あらかじめご了承の上、ご利用ください。
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セラミックイヤホン

GND アンテナ(黒)
大きい金属物に接続又は
「接地(アース)線」に
接続してください

アンテナ(赤)
大きい金属物に接続し
てください。(ベラン
ダの手すり、水道管な
ど)

無電源ゲルマニウムラジオは電波のエネルギーだけで音を鳴らすため電波の弱い
所では受信できない場合があります。
電波が弱くてもアンテナの取り付け方を工夫する事で受信できる事があります。
いろいろな物にアンテナ線を接続してみましょう。
（アンテナ線の取り付けの詳細は、3ページを参照してください。)

受信周波数を調整できます
左：低い周波数に同調(容量：大)
右：高い周波数に同調(容量：小)

帯のある側

緑 赤 黄 黒 無色

アンテナ コイル
の接続線色

ボード裏で接続

ゲルマニウムダイオード
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セラミックイヤホンゲルマニウムダイオード

※金属箇所に接続

♪
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※金属箇所に接続
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1.パーツチェック 下記のリストでパーツをチェックしてください。

□ボード

□ダイオード

□バーアンテナ(コイル)

□バーアンテナ ホルダ
(ホルダは、すでにバーアン
テナに取り付けられている場
合もあります。)

□イヤホン

□つまみ

□バリコン(可変容量コンデンサ)

□ナット[3.0φ]
□ねじ[2.6φ×4mm] ×3
□ねじ[3.0φ×8mm]

□スプリング ターミナル ×12

□白ワイヤー ×8
(1本は予備です)

□ANT 赤 1.5m

□GND 黒 1.5m

2.組立

配線接続は配線材をスプリングに挟み込むだけです。
ハンダ付けは必要ありません。
スプリングは指で押して横に曲げると簡単に隙間ができます
ので、そこに線材を挟んでください。

押す
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1.スプリングターミナル

スプリングターミナルをボールペン
や鉛筆を使って図のようにねじこんで
ください。

スプリングの直径の広くなっている
所まで入れてください。

2.ダイオード

ダイオードの足を図のように折り曲げてくださ
い。
次にダイオードをボードの上から差し込み、ボ

ードの裏側でスプリングターミナルに挟み込んで
ください。取り付け方向に注意してください。

曲げる

12mm

帯側

向きに注意！

3.バリコン

バリコンをボードの裏側から取り付け
てください。

図のように、ねじ止めは表側から行っ
てください。

4.バリコン・つまみ

バリコンの足をボードの裏側でスプリ
ングターミナルに挟み込んでください。

つまみは表側から図のようにねじ止め
してください。

2.6φ×4mm

2.6φ×4mm

5.バーアンテナ

バーアンテナにバーアンテナホ
ルダを図のように差し込んでくだ
さい。(バーアンテナに力を加え
すぎると折れる事があるので注意
してください。)

差込後、ボードにバーアンテナ
をねじ止めしてください。

6.バーアンテナの配線

図のようにバーアンテナの線を
ボードの穴に通しボードの裏から
スプリングターミナルに挟み込ん
でください。

それぞれ色が違うので注意して取
り付けてください。

無色・黒・黄・赤・緑

3.0φ×8mm
3.0φナット

スプリングターミナルの
挟み方
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●アンテナ線の接続

・ANT，GND線は各別々の金属物に取り付けて下さい。

・ANT，GND間がショートしていると受信できません。

・金属製の物でも表面に絶縁性の物が塗られている箇所
に、クリップを接続しても受信できません。
クリップは金属が露出している箇所に接続して下さい。

取り付けのポイント・ANT，GND線をなるべく大きな金属物に取り付けてください。（ベ
ランダ，窓枠，金属製ラック，机，など）

・ゲルマニウムラジオの音は電波が弱い場合は非常に小さくなりま
す。ご利用の地域によっては聞き取るのが困難な場合があります。
選局ダイヤルを回す時は、静かな所でゆっくりと行ってください。

・NHK第1、第2の電波は比較的出力が大きいので受信できる可能性
が高いです。

・空中の微弱な電磁波のエネルギーのみで音を鳴らしています。電
波の状態により地域内のすべての局は受信できませんのでご了承く
ださい。

・アンテナにする接続物が小さすぎたり、電気が流れない物の場合
はアンテナにならず、ラジオは聞こえません。なるべく大きな金属
物を探して取り付けてください。
（塗装物に注意！本体は金属でも塗装の上からでは電気は流れませ
ん。）

・窓のサッシの金属部分
・ベランダの柵の金属部分（ペンキなどの塗装の無い、金属むき
出し部分に取り付けてください。）

・階段の手すり（金属パイプ）
・大型メタルラック（止めねじ部分）、金属製カーテンレール
・水道管（金属製）
・蛇口

※2つのアンテナ線(ANTとGND)がショートしていると、まったくア
ンテナになりませんので注意してください。
それぞれを水道管と蛇口につなぐとショート状態になります。片方
だけを蛇口に取り付け、窓枠サッシと組み合わせればOKです。

※さびや塗装にも注意してください。接続箇所に電気が流れないと
ラジオに電磁波が供給されません。

※アンテナを高感度にするポイント
①ANT（赤）とGND（黒）の2線に取り付ける物は、なるべく離す。
（より大きなアンテナとなります）
②アンテナ線を取り付ける対象物は大きな物にする。

3.動作チェック

ゲルマニウムラジオの特徴として電源が要らないかわりに感度が
低いことと選択度が良くないことがあげられます。
感度が低いという事は音量が低いという事で（到達した時点で電

波の弱い局は受からない。）選択度は周波数の近い局があったと
き、どちらの局も受かってしまうことです。ここで出力の大きな局
があると（送信所に近いと）弱い局は聞こえなくなります。

では、どうすれば、よいのかといえば、10mのアンテナと、アース
が望ましいのですがなかなかできるものではありません。出来るだ
け電波状態のいいところで、例えば、屋上とか屋外とか（雷の鳴っ
ているときはやめましょう。）窓際で出来るだけ距離の離れた大
きな金属物体の２点を付属のクリップではさみます。

もともとゲルマニウムラジオは10m位のアンテナを、電波状態の
いいところに張って、地中にアースをとって、それでようやくかす

かに聞こえる程度のものです。性能は最近の６石スーパーラジオに
はとうてい比較にならないものです。

送信所の方向も関係しますので、いろいろな金属物体で試してみ
て下さい。なお電波状態の悪いところでは受かりません。
（普通のラジオが受かったとしてもゲルマニウムラジオでは受から
ないことがあります。また一般的に室内は非常に感度が落ちます。
鉄筋の場合は特に感度が落ちます。窓際の近くの異なる金属物で受
かることもあります。）

受かったり受からなかったりするのは電波状態が変化するため
と、クリップの接触が不安定になるためです。

ゲルマニウムラジオはアンテナの善し悪しで感度が大きく変わり
ます。色々なアンテナを試す必要があります。

●無電源のゲルマニウムラジオについて

最後に全体を見て部品の取り付け方向が間違っていないかどうか、
また配線が正しいかどうか図と比較してチェックしてください。

7.配線・アンテナ・イヤホン

図のように各ターミナル間を白ワイヤーを使って
接続してください。

・Terminals 1 と 6
・Terminals 3 と 4
・Terminals 5 と 11
・Terminals 10 と 12
・Terminals 2 と 9
・Terminals 7 と 8
・Terminals 8 と 11

左上端のアンテナ端子(1)にアンテナ線(赤)を
右上端のイヤホン端子(5)にもアンテナ線(黒)を
イヤホン端子両端(4,5)にイヤホンをそれぞれ取
り付けてください。
※イヤホンに極性はありません。

GND(グラウンド アンテナ線)

ANT(アンテナ線)

※各アンテナ線の先は、できるだけ
大きな金属物に取り付けてくださ
い。(アンテナについての詳細は次
項を参照してください。)

イヤホン赤

黒
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取り扱い上の注意
◆高圧の電気がきていると思われる金属物（ＡＣ電源から供給され
ている電気製品の金属部分など）には絶対に「ＡＮＴ」「ＧＮＤ」
線を接続しないで下さい。

感電の恐れが有り危険です。

◆ガス管、ボンベ等にも危険ですので接続しないで下さい。

回路図

鳴らない時は
◆部品の向き（ダイオード）の取り付けが間違っていないか、もう
一度よく確認してください。

◆ＡＮＴ、ＧＮＤのクリップは、しっかりと接続されていますか？
導通（電気が流れるか）を確認しましょう。（アンテナ線をつな
いだ時、「ガリ」と音がすればＯＫです。）

◆アンテナ線をつなぐ「物」をもっと大きな物に変えてためしてみ
ましょう。（金属製 窓枠、ベランダの手すり など）
また、表面に絶縁体（ペンキ）が付いていると電気的に接続され
ません。少し削り落としてクリップで挟んでください。

ANT

GND

OUT

イヤホン

当キットの規格以外の使い方や改造の仕方についての御質問はご遠慮下さい。
規格以外の使い方や改造による不動作、部品の破壊等の損害については一切補償致
しかねます。
当キットについての、ご質問は質問事項、明記の上「封書」「ＦＡＸ」「Ｅメー

ル」でお願いします。お電話ではお答いたしかねます。（内容によっては回答に時
間のかかる場合があります。） ［ＦＡＸ ０６ ６６４４ ４４４８］

［Ｅメール wonderkit@kyohritsu.com］

インターネットホームページ紹介
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http://wonderkit.kyohritsu.com/

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西２－５－１
ＴＥＬ（０６）６６４４－４４４７（代）
ＦＡＸ（０６）６６４４－４４４８

通販専用:(06)6644-6116 受付時間 9:30-12:00 13:00-18:00

●現実的なアンテナ
アンテナは長い程よく受かりますので余っても、くくらないでなる
べく伸ばしたままの方が良いでしょう。

水道管(蛇口など）とベランダなどが家庭で考えられる最も感度
が、良いアンテナとなります。

※注意：ガス管は危険ですので絶対につながないでください。
※注意：水道管が塩化ビニール性の場合はまったく効果がありませ
ん。

なるべく高い所の方が電波はよく受かります。（1Fより2F)

適当な金属物がない場合は、配線を延長して、とにかく長く伸ばし
事が必要です。部屋の隅を壁に沿って引き回してもOKです。

※ビニール線はホームセンターなどで数百円程度でご購入頂けま
す。電線であればどんなものでも使用できます。

・アースの確実な取り方
アースは電線を接続した空缶やアース棒を地中にうめて作ります。
大地との接続を良くするために電極を大きくするか深く埋めてくだ
さい。また湿りっけのある土地のほうが良いアースになります。ア
ースとラジオまでの接続はなるべく短くします。接続はGND側に接
続します。 (ANT側は長くします。)

※電子レンジなどのために接地（アース）端子がコンセント付近に
ある場合もあります。

バリコン

ダイオードコイル

●電波を受ける理想のアンテナについて
ANT側：屋外に水平に12m、高さは10m前後 の逆L字型
GND側:アースを取る。（接地線に接続する）
※雷が落ちる事もあるので避雷針を立てるなどの安全対策も必要と
なります。

●受信範囲の選択

バリコンのつまみを回転させる事で同調周波数を調整できます。
(ゲルマニウムラジオの特性上、全局の受信は困難ですのでご了承
ください。)

※受信できない場合は、場所やアンテナにする物を変えてみてくだ
さい。地域によっては、電波が弱く、当機では受信できない場合も
あります。

参考資料
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