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物事には順序がある
重要： あなたはその後、現在の制限で、新しい "オーディオアダプタV2を"持っていない場
合： 前 接続する USBポートにオーディオカード PmtAdapterはよく接続する必要がありま
す。ジャックがダウン方法であることを再確認してください。ジャックがうまく配置されてい
ない場合は、することができます 電源の短絡。

短時間の短絡、秒未満は、あなたも（USBポートに接続したオーディオカード付き）張力下でジャックを取り外して、挿入できる
ための問題を作成しませんが、 あなたは右に配置することに注意する必要があります、完全にかつ迅速に、 それぞれの時間を確
認してください。

ジャックは（と彼らは適切な場所に正確に入力しなければならないので、それは少し不運がかかります）間違って挿入されている
場合、あなたは5VDC電源とグランド間の短絡を作成することができます。

いずれにせよ、あなたのPCまたはPmtAdapterに損傷が発生することはありませんが、ショートは彼の細い銅線のエナメルを焼
くために、フィルタインダクタンス、オーディオカードを加熱し続けることがあります。

（お互いに短絡コイル付き）悪化したインダクタンスは、USBより多くのノイズを除去しないと、交換しなければならない、それ
はユーロの端数がかかりますが、オーディオカードに少しスペースがあるので、それは、簡単に交換できません。 

だからよくジャックスプラグを差し込んで非常に注意してください  そして多分、間違いをしないためには、USB接続していない
状態でそれを行う。

新しいと "オーディオアダプタV2"これを忘れて...電流リミッタを持っているとあなたが好きなようには短い行うことができま
す。

----------------

重要 - 前 切断 USBポートからのオーディオカード、そのLEDが点灯していることを確認してください。 LEDが点滅している場
合、それはいくつかのプログラムが読んでいることを意味します。 DAAは、Theremino MCAとLEDが点滅を停止するまで、
オーディオを読み、他のプログラムを閉じます。

あなたが運転中にオーディオカードを切断した場合、アプリケーションがエラーを与えるか、またはメモリ内の目に見えないまま
であるため、タスクマネージャでそれらを削除する必要がありますすることができます。 

----------------

重要 - あなたはPmtAdapterコンテナを開いた場合には注意が必要です。 2つの高電圧のフィルタ·コンデンサは危険ですが、非
常に不快ではない、公平な扱いを与えることができます！ 一緒に短絡した場合だけでは十分では爆風を強くすることができます。
あなたは、高電圧コンデンサと他のコンポーネントとの間の短絡を行った場合、これらは瞬時に "炒める"とは、それらを変更し
なければなりません。 

PmtAdapterはBNCから出てくる高い電圧は危険ではありません彼の金属ボックスにロックされているときは、何も聞こえな
い、または、最高の状態で、少し不快感を与えることができる。 
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部品の配置
いくつかのコンテナPmtAdapterにオーディオカードを置くと、それがうまくフィットしないだろう、それは互いに干渉するこ
となく、それらを一緒にフィットすることは非常に困難であろう。

誰かが、残酷な形であっても、盾光電子増倍管、これはすべての中で最も "不可能"であることをアルミ管にすべてを置くことを
思い、それをしない。

ポリ塩化ビニールの泡に包まれたPMTは、アルミニウム管に忍び込む 
35〜.. 40ミリメートル、完全に閉じた。少しでも亀裂が光のエントリ
の任意の可能な経路を封止するために、黒のリボンを使用した後、問題
を作成することができます。 PMTから2 BNCコネクタで終わる、1
メートルを超えないシールドケーブルを使用してPmtAdapterます。
 

PmtAdapterは薄いアルミのコンテナを使用するため 100ミリメート
ルさx 60mm短辺が下から上昇するとx 30mmで、。短辺の一方に
BNCおよびステレオジャックメス3.5ミリメートルに搭載されている。

シールドステレオオーディオケーブル、ソフト、良い品質、（偽のシー
ルドケーブルを認識する方法を説明セクションを読んでください）  任
意の距離に部品を使用できます。あなたは、PCから数メートルの多く
を行くことができます。

オーディオカードは、その自然な場所でなければなりません、 USBポートに接続このようにして、剛体不快と高価になるUSB延
長を排除します。
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信号経路

（1） ガンマ光子を放射性同位元素によって放出される。彼のエネルギーは不変で、ほとんど、あるいは長い道のりを行うことが
でき、アルミニウム介してプラスチックと他の材料を渡すことができ、それが別の銀河から来ても、そのエネルギーは、彼が始め
たときと全く同じになります。

（2） 結晶シンチレータは、それらの多くの光子の数千からなる可視光の簡単なフラッシュで単一光子を変換し、すべてではあり
ませんが、光電子増倍管の光陰極に取得することができます。結晶、その純度の材料に、また一つのパルスと他の間の道路、フォ
トカソードの変化に到達する光子の数で、透明性があり、容易であるものに依存します。光子変数の数は同位体のラインを拡大す
る措置の不確実性を生成します。 

（3） 光電子増倍管は、電子を乗算し、電流パルスを生成します。光子エネルギー範囲、管によって生成される電流の負荷抵抗、
負荷容量、少数のUAから数百UAとパルス幅の範囲で、数百ナノ秒から数マイクロ秒に応じて。約600 1KeVからガンマ光子から
発するパルスは、約10ボルトの振幅とPmtAdapterの入り口に3私達の幅を有する。

（4） PmtAdapterシグナルコンディショニング回路は100USにわたって3uSパルスを広げ、 "アンダーシュートすることな
く"ゼロに戻り、零点 - 極補償付きパルスを生成し、

（5） オーディオカードは、パルスの正の部分と全く同じ面積を持つ "アンダー"で、完璧な "バイポーラ"パルスを生成し、約
3kHzのにハイパス·フィルタが含まれています。バランスのとれたバイポーラ ·パルスがアンダーまたはuppershoot尾を生成せ
ずに、短時間で正確にゼロを返します。
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"PMT アダプタ" - 特長

電源電流（BSP300 付き） 
5mA から 70mA に
電源電圧（BSP300 付き） 
4.5 から 6 ボルトから
電源電圧（MJ13003 付き） 
3.5〜6 ボルトへ
出力電圧（R101 = 1Mega と R100 = 560K） 
550 から 1000 ボルトから
出力電圧（R101 = R100 = 680K と 560K で）
700〜1500 ボルトへ

出力電圧の安定性 
出力電圧は 1％以内に安定しており、実験室の周囲温度（注 1）における通常の変動により、同位体の行のかなりのずれが発生す
ることはありません

出力電流は、R4 = R5 = R6 = R7 は= 1Mega （未満 70uV eff のリップルが通常動作時）
0 から 25 までの UA から - 1500年までのボルト（計 PMT抵抗> 25 メガ）
0 から 50 までの UA から - 1000年までのボルト（計 PMT の抵抗が> 20 メガ）
0 から 100 UA から - 最高 500 ボルト（合計 PMT の抵抗が> 5 メガ）

出力電流は、R4 = R5 = R6 = R7 = 100K （約 1mV rms の高リップル電流付）
0〜100uA を - 最大 1000 V（総 PMT の抵抗が> 10 メガ）
0〜250uA - 最高 500 ボルト（合計 PMT の抵抗が> 2 メガ）

合計出力ノイズ （ "通常"動作の下で - 注 2）
効果的な約 70 UV（注 3）

（注 1） 安定性は、電圧校正、抵抗、従って管電流 PMT、ツェナー DZ1 の特性と抵抗 R100 の値を含む多くの要因に依存します。でも、容
器は重要ですが、バリエーションを遅くして、基板上の温度の均一性を確保する必要があり、そうでなければ、急激な温度変化が電圧の一時的
な変化を引き起こすことがあります。 PmtAdapter は、実験室での使用を想定して設計されています。屋外、湿気や極端な気象条件（ 60
度〜-30 度）の MCA ソフトで再校正頻繁にエネルギーを行う必要があります。

（注 2） "正常" cobditions アール：800 ボルトと抵抗 R4 と 120 メガオームの PMT = R5 = R6 = R7 = 1Mega。ノイズは電源リップル
とオーディオカードによって生成され、完璧な状態ですべてのコンポーネントと、ハイパスフィルタで変性されたオーディオカードの ADC で
測定されるノイズが含まれています。

（注 3） 70μV の rms ノイズが 200uV 決起すなわち 0.2 mV の激励に対応し、DAA で測定したとき）、0.4 または 0.5 mV の PEP に最
大 0.3 mV の激励の典型的なオーディオカードのノイズが増加
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"PMT アダプタ" - 変更点とアドバイス

温度から電圧の依存性を最小限に抑えるために  ツェナー DZ1 は約 9 または 10 ボルトからと低リーク電流を持つべきである。ツェナー ·モデ
ルに応じて、R100 を変更する必要があります。温度が上昇すると電圧が上昇した場合、あなたは 560K 以下に R100 を下げなければならな
いが、それが減少した場合には、820K 以上に R100 を増やす必要があります。 560K の値は medium 動作電圧でツェナーのすべてのタイ
プで、通常は最適です。あなたはいつもの一端（500 ボルトまたは 1500 ボルト）に向かって作業している場合は、安定性の最大値を取得す
るには R100 の値を変更しておくといいだろう。

これは、消費電力を最小限に抑えることをお勧めします ジャンパー SV1 を除去しますが、振動の最大周波数が必要な場合は、ジャンパを接続
します。高周波リップルを最小限に抑えますが、消費量が増加し、MOSFET は、より安定性を低下させる加熱する。 MOSFET の加熱は、目
に見える 80 ミリアンペア原因ピークシフトを超え、約 30 ミリアンペア電源までごくわずかです。 

高電流 PMT - 出力リップルの増大と低い電流リミットの負担では 100k に R4、R5、R6 および R7 を下げることができる。 （以上 100uA
を）大電流で 1600 ボルトに到達できません。

L1 は、低直列抵抗を持っている必要があります  （数オーム、最大 5、絶対最大値 15）、3.3 MH、核内低並列容量と低損失にインピーダン
ス 3.0、そのパラメータは、最大の効率と最高温度の安定性のために重要である。大きなインダクタは低抵抗と低損失を持っています。コイル
と内部 MOSFET の外部ループのコンデンサ C13 にワイヤーを接続する場合は、効率および放射ノイズを最小限に抑えることで、小さな改善
を提供する。

C13 と C14 は低 ESR でなければなりません 0.05Ω の最大直列抵抗付き

L2 は、以下の 3 オームの直列抵抗を持っている必要があります あなたが本当に必要な場合には 470UH に減らすことができます。

トランジスタ BC237 また BC548 または同等のことができます。

R101 は、得られた電圧の "範囲"を設定 - 1 メグは 680K で 500〜1000 ボルト（約）に調整で 700 から 1500 ボルト（約）から調整しま
す。あなたも下記の 500 ボルトをドロップすることができ、それを育て、それが 1500 を超えて行くことを下げる。 MOSFET とコイル L1
に負担をかけないために 1700 ボルト - それは、1600 上に行くしないことをお勧めします
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"PMTアダプタ" - 操作
高電圧発生器 電圧ダブラー続く "フライバック"の回路である。ダブラーは、C2、C3、C4 は 800 ボルト未満を含め、このセク
ションのすべてのコンポーネントを維持しながら、最大 1600 ボルトの出力電圧を得ることができます。 

MOSFET の MFT1（またはトランジスタ T1）が導通状態になると、インダクタ L1 の電流は私たちは、MOSFET が突然開き、
インダクタンス L1 に流れる電流は、どこに知らずに約 100 時間を越えて、約 120 ミリアンペアまで増加行く、私達は約 2長続
きする高電圧パルスが生成されます。 
D1 から重複して高電圧パルス、D2、D3、D4 は、MOSFET が駆動されると、ON と OFF のタイミングに応じて 50 から
1600 ボルトの電圧でコンデンサ C2 と C4 を充電します。
MOSFET によって制限される最大出力電圧は、約 1600 ボルトでなければなりません、しかし、我々は 2000 ボルトに長い時間
のために試みても何も起こりませんでした。 L1 のプロトタイプでは非常に小さかったし、内部でダウンロードすることが始まっ
ており、電圧は数百ボルトの断裂にまで落ち込んだ。それが起こったらあなたは私たちを好きではない 我々が理解することが第一
のコンデンサ、ダイオードやMOSFET を置き換えた後、すぐに大きい方をダウンロードして配置することができます唯一のもの
であるコイルを変更しました。確かに我々のコイルはエナメル絶縁を暖めるために多くの時間とパワーを、それが溶接されたため
に苦しみ、溶接していた調理されていた。 
MOSFET が BSP300 でなければなりません、他の高電圧 MOSFET はゲートの数ボルトで動作することはできません、同等物
をしようとしない、電圧> 5 ボルトの難しさとだけで動作します。
BSP300 を見つけることができなかった人々は、低焼か蛍光灯由来トランジスタ MJ13003 に置き換えることもできます。あな
たはトランジスタのベースを使用する場合 1 つの MOSFET R1 と C1 は必要ありませんし、ブリッジ（または MOSFET をマウ
ントする場合は、残すことができます）で置き換えることができるとの代わりに R1 と C1 によって制御され
トランジスタの消費とそれは、MOSFET を使用することが好ましいとなっている十数ミリアンペアずつ増加します。トランジス
タは最大 3 ボルト（高消費で）働くことができるという唯一の利点を持っています。その代わりに、MOSFET は 4.5 ボルトを下
回ることはできません。
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インダクタ電流 120 ミリアンペアまで成長すると、突然の高電圧 "フライバック"パルスを生成を停止します。

効率が 最 短 時 間 で 導通か ら禁止 に MOSFET を 切 り替え る こ と が 非 常 に 重要 で あ り 、 5 つ のセク シ ョ ン
IC1A、IC1B、IC1C、IC1E と IC1F が 200mA 以上の瞬時電流を生成し、入力 MOSFET の容量を放電することができる
200ns 未満で 
高効率は、消費電力を最小限に抑え、MOSFET の発熱を低減し、最大の安定性を得ることができます。

私たちはあなたのスイッチング周波数を低減し、消
費電力を削減するためにジャンパ SV1 をインストー
ルしないことをお勧めします。 SV1 と OFF 時間が
一定となる（約 2 us）とスイッチング周波数は
20kHz に向かって上昇します。高周波リップルを最
小限に抑えますが、MOSFET と低電圧の安定性の高
い加熱で、その結果、消費電流が増加します。

トランジスタ T2 は信号を反転させ、少なくとも
100 倍の電流を増幅しているので、繊細な高電圧分
圧器をロードしません。 

IC1D と C7 で構成オシレーター·セクションでは、
ダブラーの出力で一定の電圧を維持するために、オフとオン時間変数を生成します。

（5uA から 200uA まで）電圧（1500 から 500 からボルト）と出力電流に応じて時間は、およそ次のとおりです。
R2、D5 せず、OFF 時間は 5ms から 125uS に異なり、100US に 160uS の ON 時間
R2 は D5 と OFF 時間と約 2US に固定されており、ON 時間は 50 マイクロから 150 マイクロ秒まで変化さ
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高電圧測定回路 低コストを形成する 10 10 メガオームの抵抗で構成され、100 メガオームは抵抗。

このソリューションは、非常に信頼性が高い、その物理的な長さのおかげで
職人の PCB でさえ湿気が原因で発生する問題を排除します。 
我々は、現在の測定をわずか 5 UA を下げるために非常に高い抵抗を使用し
て、あまりにも多くの効率を低下させない。

抵抗 R102 に R111 から成る分圧器、抵抗 R101 と TRIM1 は、出力電圧
を分圧して約 10 ボルトを生成します。

R101 を使用すると、最大電圧を設定します。 
- 500 から 1000 ボルト程度では 1 メガ R101 = 

- 700 から 1500 ボルト程度のために R101 = 560K 

それは R101 と TRIM1 の値を減少させる可能性があり、0.6 ボルトに電圧を直接
持参し、与えられたトランジスタ T2 のベースが、これらに直接適用するその温度を有するトランジスタの電圧が変化するベース·エミッタ間
には、出力電圧の依存性温度から耐え難いされていると思います。

れまで、ほぼ完璧に温度の変動を補償 DZ1 と R100 を加えた。

温度から電圧の依存性を最小限に抑えるために ツェナー DZ1 は、現在非常に低リークで、約 9 または 10 ボルトからする必要があります。モ
デルツェナーに応じて、R100 を変更する必要があります。温度が上昇すると電圧が上昇した場合、あなたは 470K 以下に R100 を下げなけ
ればならないが、それがダウンしていた場合 680K 以上まで取得する必要があります。 560K の値は、通常培地動作電圧で、ツェナーのすべ
てのタイプで、よく合います。あなたは通常、500 ボルトまたは 1500 ボルトの両極端に向かって作業している場合は、安定性の最大値を取
得するには R100 の値をテストし、変更しておくといいだろう。電圧が低い R100 を上昇した場合、20 度程度の容器の外側にヘアドライ
ヤーと動作電圧、熱に決めた。

最新のテストでは、（ツェナー 1N757A 付き）の平均動作電圧は、（700 ... 900 V）を、我々は R100 = 560K で最大の安定性を得ること
を示唆している。
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高電圧 フィルター R4 で構成され、C5、R5 と C6 は PMT の管の電源からのリップルの痕跡を排除します。抵抗 1 メグと 47 
nF のから高価な高電圧のコンデンサを介して、非常に効果的なフィルタが得られる。 
（1000〜10000 このフィルタは、非常に低い（5 Hz）のカットオフ周波数が 50 Hz で、すでに 20 dB以上を減衰させ、電源
リップル（3キロヘルツから 25キロヘルツまで）の分野では 60〜80dB に減衰回）
他の二つの抵抗はコンデンサによって PMT を 1 メガオームを隔離し、私たちのためにと PMT のために、この電源が完全に安全
に、エラーが発生した場合の出力電流を制限します。

これは一定であるため 4 1 メグオームシリーズ挑発 2.5％の出力電圧（約 20通常の条件下でボルトと 120 メガオームの PMT
付き）の秋に抵抗なくは、わずかに電圧を上げることによって補うことができる。 
いくつかは、彼らが PMT の直線性に影響を及ぼさないために、非常に低い出力インピーダンス（従って、高いリップルで、現
在、非常に危険な高最大）により、電源電圧を使用していると思うが、これが唯一の他のタイプの信号のためではなく、ガンマ理
にかなっている分析。 
シンチレータ結晶に結合された光電子増倍管チューブによって生じるパルスも 10 メガ抵抗を使用して、ダイノードの平均電圧は
それを信じるためにそれを測定し、適度に落ちていない、ように狭い。対象の直線性には影響しません。

---------------------------

コンデンサ C8 は高電圧を遮断パルスを抽出します。これは、パルスの形状に影響を与えないように、信号のコンディショニング
回路の微妙なバランスを台無しにしない（少なくとも 4.7nF の）十分に高くなければなりません。
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信号調整回路、R8/C9、R9/C10 と R10/C11 から構成され、アンプが続いている。最後に、信号がケーブル上のノイズを制限
するためにインピーダンスを下げています。

トランジスタ T3 は信号減衰フィルタで多
くのことを増幅させる。
T4 はトランジスタとキャパシタ 330nF、
信号線は電源線とし、外乱とのカップリン
グのために収集することができ、ノイズを
最小限に抑え、出力インピーダンスを下げ
る。
C12 と R13 は、パルスを拡大し、その先
端を拓く第 3 のローパス細胞である。 
この出力のパルス（DC 結合され、アンダーな
し）は、古代の設計でも、高価な MCA ハード
ウェア機器に最適です。 

R9、R10、C10 と C11 形 100 の上に私たちは行の分解能を高
めるためにパルスを広げ、 "リンギング"に起因するノイズを最
小限に抑えるための立ち上がりを遅くする "パルスシェイパー"

R8 と C9 のフォームも "アンダー"を排除し、最短時間でゼロに
なるパルスを生成する文献に記載されている "極零点相殺"。

ダイオード D6 は電圧が負になることを防止し、トランジスタの
ベースを保護します。正の電圧制限値にトランジスタのベース·エ
ミッタ接合することによって達成される。 

さらに、抵抗 R8、R9 および R10 は C8 はトランジスタにすべての高電圧を送信することにより、短絡行っても、絶対に安全な
レベルに電流を制限し、これはとにかく壊れないだろう。 

誰かがオーディオカードに近い高電圧の存在によっておびえている、我々は安心することができ、この回路では、何もダメージを与えるために
自分の PC にも行けないことが 100％保証する。我々は、電子設計の経験 40年以上の歴史を持っていると我々がやっているのかを正確に知
る。
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5 ボルトのフィルタの構成要素 L2、R14、C13 と C14 は、回路のスイッチングによって発生する電気ノイズを防ぐため、信号
調整回路と電源供給ラインに向かって伝播する。
電解コンデンサ C13 と C14 低 ESR でなければなりません。 これは通常、彼らは数を搭載したプロセッサを中心に、古いマザー
ボードの PC からそれらを回復し、Pentium2 Pentium3 することが可能である。
インダクタ L2 は、2 または 3 オームより大きくない直列抵抗を持つ必要があります。
画面には、信号が通過する敏感な部品が含まれている右側から、スイッチング干渉を引き起こす PCB の左側を、分割します。画
面は "Shield1/2/3"プロット上に半田付け 3本のワイヤーでサポートされて、45 ミリメートル x は 20 ミリメートル、薄い銅
箔で構成されている 

それが付いている銅の画面のフィッティングを備えているため、一部の古いパターンで L3 とマークされたコイルが、現在 2.2 ま
たは 3.3 OHM 1/8 ワットの抵抗に置き換えられ、この置換はパフォーマンスを悪化させませんが、実際にそれらを改善よりシ
ンプルで効率的な形状。最新バージョンでは、R14 は下側に取り付けられています。
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"PMT アダプタ" - ビル
"ドキュメント"フォルダでは、ワシのPCB、LTSpiceシミュレーションと3D画像と、PmtAdapterプロジェクトを見つけるで
しょう。

以下の画像は、プリント基板上の部品の実装を容易にするには、はんだ面のすべてのコンポーネントを組み立てるために開始する
必要があります。

PCB はハンダ面から見た
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部品面から見た PCB

それは最低の部品およびはんだのみ終了時チップ IC1 は、トリマー、トランジスタ、コイルと電解コンデンサを使用して開始する
ことをお勧めします。
その機能は、MOSFET によって実行されるため、T1 は通常マウントされません。 T1 をマウントできない場合でも、C1 と R1
を必要とし、R1 の代わりに半田付けジャンパー線に置き換えられません。
V3.2 より前のバージョンでは、PCB ジャンパー SV1 に存在していないので、R2 と D5 をマウントしない（コンスタント·オフ
タイム）HIFREQ ようにいかないように。
通常、一度それが外部からアクセス可能なポテンショメータを使用する必要はありませんので、もっと動いていない "TRIM1"を
設定します。誰が容器に穴を開けて、代わりに TRIM1 のリニアポテンショメータ 1 メガオームを接続するための外でこの調整を
したいと考えています。
開始時に、それは 1000 ボルトが十分にある場合は、より簡単に調整持ってオーム R101 1 のメグをマウントすることをお勧め
します。増加の最大電圧が必要とされる場合、あなたは 820K または 680K で R101 を交換
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低 ESR 電解コンデンサをテスト 
コンデンサ C13 と C14、およびオーディオカードに 220UF または 470UF コンデンサは、0.05 オーム未満 "直列抵抗"を
持っている必要があります。通常のコンデンサは 50 倍の耐性を持っていると合わない。

制御するために必要な機器：

- シグナル·ジェネレータ

- オシロスコープ

あなたが正確に図のように接続している必要がありますので、
これは "4 線式"尺度である。言い換えれば、現在のジェネ
レータは、オシロスコープの "測定"の接続でテストに合格し
なければなりません。さえないワイヤーのインチ、さらに小さ
いワニや端末は、発電機回路と "測定"回路との間に共有され
なければならない。

信号発生器の代わりに、スピーカーへの音声カードの出力を使
用することができます（少なくとも数ワット）。このケースで

は、信号発生器とオシロスコープとして、あなたはここからダウンロードすること DAA を使用することができます。
www.theremino.com /  ダウンロード  /  未分類  

コンデンサがアップ 1000UF する場合に、信号発生器は、1 から 10 ボルトからの正弦波電圧に調整されるべきである（100uF
のから 500uF に）そうでなければ 10 KHz を十分かもしれないが 100kHz を使用することをお勧めします 

信号発生器はまた、継続的に調整されている場合は電解右方向に偏光し維持するために、正の数ボルトを追加します（ただし、こ
れに短時間のテストのことは重要ではありません）

オシロスコープのチャネル 1 とチャネル 2 の電圧がピーク·ツー·ピークを測定します。チャネル 2 の電圧が測定することが非常に
低く、困難な場合は、R1 を下げ、発電機を持つより多くの信号を与えることを試みる。

R1 は、計算を容易にするために 100 オームまたは 10 オームの抵抗を使用するため。最後に我々は 3 つの値 R1、V1 と V2 を
（オシロスコープのチャンネル 1 と 2 に、ピーク·ツー·ピークの測定された 2 つの値）を持っている

ESR = R1 * V2 /（V1 + V2） 

彼らは通常、v2 ですとしてではなく、V1 に比べて非常に小さい場合には、次の簡略式を使用することができます

ESR = R1 * V2 / V1 

実際には： あなたが約 100mV V2 を測定する場合、コンデンサの ESR は、いくつかのオームであり、それは低 ESR ではあり
ません。代わりに V2 は非常に低く、数ミリボルト、測定することが困難である場合、コンデンサは低 ESR とその直列抵抗は
0.05 オーム以下程度で本当にです。
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PmtAdapterのコンテナ

PmtAdapter 金属容器にマウントする必要があります この例のように、と 銅 20x50mm の一つの小さな盾を持っている必要
があり、 それは右側から左側（電源）（信号）に分割します。あなたに従わない場合 この全体のドキュメントのすべての仕様 ノ
イズ 70uV eff は宣言超えてしまいます。

容器は、適切な位置にコネクタをマウントすることができるように、右側の狭い壁を持っており、下からその上昇を残さなければ
ならない 非常に短いワイヤを接続する。

女性への BNC ジャックへの接続は短くする必要があり、折り畳んで底に集まり、それらを簡潔にするために、スイッチング電源
（プリント基板の左半分）からの干渉を拾うのではなく、あなたはソフトワイヤーを使用しなければなりません（絶縁シリコーン
と）小さい、良質の（内部に多数のワイヤー付き） 

これは、PCB の配線は 2.54 ミリメートル等間隔ストリップ上で終了していることは良いですので、迅速にテストおよび修正のた
めに、PCB を除去するために接続および切断することができます。

---------

コネクタに細心の注意を払い、男性ストリップはすべて大丈夫ですが、女性のスト
リップ 丸い穴を持っている必要があります と 高品質でなければなりません、そうで
ない場合は false 接点を生み出す また、新たな多くの問題から後で。 

唯一の女性ストリップ "Distrelec 120591"は大丈夫です、我々は他のものを見つけ
て い な い 。  Distrelec  120591 （ソケ ッ ト 、 ス トレー ト 、 1×3 番ピン ）
www.distrelec.it/prese-femmine-di-2-54-mm/preci-dip/prese-femmine-diritte-spinotto-
％  C3  ％  B8-0-6-  ミリメートル  
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どのオーディオカード

理論的には Aux 入力またはライン良いオーディオカードは（おそらくクリエイティブ）問題ないはずです。しかし、実際には、
問題は、それが完全な ADC のダイナミックスを活用するためにかかるだろうとオーバー 100 デシベルのノイズを低減防ぐために
解決できないことが生じる

低ノイズを得るために妨げている問題は、次のとおりです。

1）パソコンのオーディオカードは非常にノイズの多い電気的な環境にあり、コネクタ自体が非常に強い干渉を作成したデジタル
信号に近いものです。

2）誰も高価なオーディオカードを変更するために好きではない、またはさらに悪いことに、オーディオカードはマザーボードの
PC 上で変更します。

3）のような ADC の近くに可能な限りハイパスフィルタを追加するには、オーディオカードを変更することができるされていな
い、あなたは PmtAdapter にそれを追加する必要がありますが、そうすることでフィルタが多く、その有効性を失うことになる
し、低なくなるわけではありませケーブルによって収集された高周波ノイズ。

4）外部電源または USB ポートが、別の方法で PmtAdapter を養うべき PmtAdapter に行く電源コネクタに 5Vdc のを持参
することができるというわけではありません。どちらの場合も、それは必然的に高い周波数（ 2 KHz から 20kHz まで）上のノイ
ズ、非常に多くの場合 50 または 60Hz（電源周波数）で大きなハム音の原因となって、グランド·ループを作成することになり

加えて、それを試した方々が知っている、オペレーティング ·システムにオーディオカードを共有しており、おそらくま
た、Skype と非常に不快です。結論として、追加のオーディオカードがなくても Theremino_MCA を使用することは非常に困
難になります。

幸いなことに、多くの恩恵を与えるの USB オーディオに接続する小さなカードは、コスト
は非常に少ないですが、192kHz まで上がると変更するのは簡単です。
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オーディオアダプタ（USB オーディオカード）
eBay であなたは数ドルのために購入することができます。は良い、異なるモデルや高価なことで弄らないと変更が難しくなりま
す、ご不明な点がございましたら正確にこれら（ "Kunig"または "3D サウンド"のマーク）を取得することはできません売り手
に PCB の画像を送信してもらってくださいそれが一致した場合。

我々は唯一のハイパスフィルタ（コンデンサ）を追加することによって modifyed しなければならないマイク入力端子（黄色）
を使用します 

ケーブルが拾う低周波ノイズを除去するために、フィルターはしない PmtAdapter で、オーディオカードの内側に配置する必要
があります。

また、オーディオカードには、黄色のジャックの中央の接続に PmtAdapter 用 5 ボルトの電源を持って来るために変更を加える
必要があります。

いくつかの PCやノート PC の USB から来て 5 ボルトは非常に騒々しいですし、インダクタと低直列抵抗（低 ESR）のコンデン
サを使って、オーディオカードでフィルタリングする必要があります。 
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USBオーディオデバイスの回路図 

これは、ほとんどのUSBオーディオカードで使用されるの1チップCM108のアプリケーションです。

この方式では1.2K抵抗R13はジャックのセンターポールに接続されていると、マイクからの信号に接続されていますが、ほとん
どの場合、PCBに直接接続されている。

あなたが見るのボタンは、SPDIF出力を持つバージョンでMOSFET Q1は、調節可能な容積を持ついくつかのバージョンにのみ
存在します。

彼らは最も高価な部品（どれが手動で溶接されている）であるため、ヘッドフォンジャックに行く 470UFからの2つのコンデンサ
は、しばしば、 "忘れられた"されています。私たちに、これは問題ではありませんので、我々は1 mHのインダクタと電解フィル
タのための部屋を作るためにそれらを取る必要があります。 

我々は唯一のグランドに接続し4.7UF R13からマイクとC15に電力をもたらすだろう1.2KからADC、R13の信号を運ぶに1uFの
C11と、 "MIC Phonejack"とマークされた入力を必要としています。

その後、我々は、LED、石英とその3つのコンポーネントは、いくつかの電源コンデンサとUSBコネクタに入るのコンポーネント
が必要です。他のすべてが動作しない、または存在しないかもしれません。 

System theremino - PMT Adapters V3.3 - March 5, 2013 - Page 19



オーディオカード（実現）への変更
この画像では入力端子（黄色）は、PCB上のトラックが、それは本当に場所に残されるべきであるかを示すために削除されまし
た。

PmtAdapter た め 5Volt を 運ぶ黄色の
ジャックの中央のリンクが単離され、小型
のインダクタを介して USB ソケットの 5
ボルトに接続し、電解コンデンサでグラン
ドに接続されています。

緑のコネクタ（ヘッドフォン用の出力）は
コンデンサのためのスペースを作るために
除去しなければならない。 

ヘッドホンのために役立つ2つのコンデンサ
が（クロス印）、削除する必要がありま
す。

33nFコンデンサの接続が妨害をピックアッ
プしていないように非常に短くなければな
らない。

多くの場合、非常に騒々しいですPC上で+5 
Vからインダクタと電解減衰ノイズ。しかし、それはある  低直列抵抗（<3Ω）と適切なインピーダンス（少なくとも330えと）
と十分に小さいインダクタを見つけるのが難しい インダクタの第2の問題は、長期の短絡で、それを加熱して損傷することがあり
ます、ということです。

電流制限用のオプション回路

これは、インダクタの代わりになり、より安価な、より複雑な、短期の場合には、インダクタの過熱を排除することができます。 

この回路では、限り、あな
たは望むだけのために、間
違ってジャックと短い5ボル
トを差し込むことができま
す。 
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オーディオカード（実現）への変更

まず最初に、緑のコネクタを外し、よくUSBコネクタを溶接。

熱収縮チューブの切れ端で結晶をカバーし、電解コンデンサを溶接。低ESRでなければなりません、我々はファーネル1219454
をお勧めします。
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信号のトラックをカットし、33nFコンデンサを溶接し、裸線の薄い部分とそれを接続してください。 

ジャックの中央ピンをカットし、PCB内に残っている部分を削除します。
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完成したオーディオカード - インダクタとバージョン

インダクタとバージョンは単純であり、うまく機能しますが、いくつかの欠点を持っています。

1）それはハイインピーダンスになり、十分低い抵抗で、小型のインダクタを見つけるのは難しいです。

2）良好な特性を有するインダクタはかなり高価になることができます。

あなたが途中でジャッキを入れて、長い時間のためにそれが正しいポイントで差し込まれ続ければ3）、コイルが熱くなると破損
する恐れがあります。

System theremino - PMT Adapters V3.3 - March 5, 2013 - Page 23



完成したオーディオカード - リミッタ付きバージョン

電流は80ミリアンペアに限定し、さらに短期の場合に
10mA未満に低下させ（この動作は、フォールドバックと呼
ばれています） 

あなたはリミッターが自動的に再起動し、短絡を取り除くと
すぐに。

電流制限は、R1、時定数R1/C1とトランジスタT1の電流利
得（HFE）で与えられる、低い周波数で、合理的なサイズの
任意のインデューサーよりも優れている、というフィルタリ
ングの効果を生み出す。

推奨されているように、この回路の後に低ESR電解コンデンサがあり、場合には、USBからの外乱は、もはや測定のポイントにリ
セットされます。

"ドキュメント"フォルダでは、ワシのPCB、LTSpiceシミュレーションと3D画像と、このリミッターのためのプロジェクトを見
つけるでしょう。
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Windows XP で USB オーディオカード入力カーソルの調整

INPUT - 次に "オプション"と USB オーディオ
カードのラインを選択すると、開いているすべての
ミキサーからこのミキサーを実現しています。 

最小限にスライダを調整 キーボードの矢印キーを
使用して。入力が遮断されるまで下車し、 バッ
ク、ワンクリック時に、 それは最初の作業位置を
見つけるまで。

ホイールを使用しないでください マウス以外の場
合は、最初の位置を選択することはできません。

それはあなたが規制や変更、コンピュータを失った場
合、再現性のある方法でリストアすることができる唯一
のものですので、この位置を使用することが重要 "。

"ベースライン·テスト"が有効になっている when
このスライダー、ゼロ電圧レベルシフトを調整する
ことにより ThereminoMCA はゼロの電圧とは無関係ですが、それを無効にすると、ノイズを測定するために例えば、それは、
値を修正する必要になります "オーディオゼロトリム"（あなたが自動的にこれを行うことができます：メニュー /ツール/ 
NoiseTest）

また、 "AGC"が無効になっていることを、 "詳細設定"パネルで確認してください。

あなたが切断し、ボリュームコントロールの両方、オーディオカードを再接続する場合は、 USB ポートは確かに失う変更した場
合は "AGC"は、コントロールを失う可能性があることを確認してください。

AGC が常に無効になっていることに注意してください、一人で悪化ゾンビより生まれ変わり、そして、それは欠場するのは簡単です！

-------------------

オリジナルのオーディオカードを復元する

あなたは、USB に接続すると、AudioAdapter は "default"オーディオ入力と出力になります。

オーディオ再生は、追加のオーディオカードに行きますし、Windows と Skype の多くのサウンドを聞くことはできません。ま
た、Skype は間違ったマイクを使用します。 

Skype は、元のカードからの入力を取るように設定されている。 Windows ではなくあなたは、スピーカーの上でマウスの右ボ
タンでクリックしなければなりません。 "既定のデバイス"の USB ではないカードとして "音の再生"で設定パネルの "オーディ
オ"で、次に "オーディオプロパティの調整"を選択します。
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USB オーディオカードの調整 WindowsVista にと入力カーソ
ル
マウスの右ボタンで、日付の横に、右下隅にあるスピーカーのアイコンをクリック
すると線 "録音デバイス"を選択してください 

"カスタマイズ"で "AGC とパネルの"レイ
ヤー "を無効WindowsVista にで最小位
置にマイクのスライダで音量を下げ、XP
と違って、マイクは完全に切ることはでき
ません。

それはあなたが調整を失う場合には、繰り
返し可能な方法で復元することができる唯
一の場所であるか、またはコンピュータを
変更されるので、最小レベルの位置を使用
することが重要 "。

"ベースライン·テスト"が有効になっている
場合、このスライダ、ゼロ電圧レベルシフ
ト を 調 整 す る こ と に よ り
ThereminoMCA はゼロの電圧には無関
係ですが、それを無効にすると、ノイズを
測定するために例えば、それは、値を修正
する必要があるだろう"オーディオゼロトリ
ム " （ 自 動 的 に メ ニ ュ ー / ツ ー ル / 
NoiseTest で行うことができます）

あなたが切断し、ボリュームコントロール
の両方、オーディオカードを再接続する場
合は、USB ポートは確かに失う変更した場
合は "AGC"は、コントロールを失う可能性があることを確認してください。

AGC が常に無効になっていることに注意してください、一人で悪化ゾンビより生まれ変わり、そして、それは欠場するのは簡単です！

オリジナルのオーディオカードを復元する

あなたは、USB に接続すると、 AudioAdapter はオーディオの 
"Default"の入力および出力のホールドを取る 

オーディオ再生は、追加のオーディオカードに向かって行くでしょう
し、Windows と Skype の多くのサウンドを聞くことはできません。
また、Skype は間違ったマイクを使用します。 

Skype は、元のカードからの入力を取るように設定されている。 
Windows ではなくあなたは、 "スピーカー"（USB ではないカード）
は、 "いろいろな再生"と設定し、 "既定のデバイス"タブを開く必要が
あります
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あなたは、オーディオカード（スペクトル）を得るために何を
持っていますか
これは最小限にボリューム "マイク"とし、AGC を無効にしてオーディオカードによって生成される最小のノイズです。 16ビッ
トのオーディオカード（すべての作品であれば）バックグラウンドノイズのこのレベル（ -100〜-110 デシベル）よりも多かれ少
なかれ持っている 

これは、16ビットの ADC は下記（各ビットは、6dB、その後 16ビット= 96 デシベル...実質的に 100 デシベルを加えた贈り
物として何かである）ので、 -110 デシベル我々が到着したことはできませんが、我々はあなたがオーディオカードに
PmtAdapter を接続した場合、ノイズが（もちろん、あなたから来るパルスさもなければ切断 BNC PMT とノイズを測定する
必要がありますを増やすべきではない、 - 100 デシベルを超えて上昇しないでください PMT は）すべてをカバーします

スペクトル解析のための DAA を調整するには、ここからダウンロードします。 www.theremino.com /  ダウンロード  /  未分類   写
真のように、それを設定します。

そこにオフセットされている場合 信号で、10Hz から 50Hz にスペクトルがはるかに上昇する可能性がある - "分析=波"の瞬間
を過ごし、次のページで説明したようにオフセットをリセットします。 

慎重に設定したら、それはすぐにそれを回復することができるように、 "AudioCard_Spectrum.dar"としてこの設定を保存し
ておくといいだろう。これと他の制御ファイルはここからダウンロードできます。 DAA_Settings.zip

ただダブル DAA を開き、DAA ファイルがプログラムに関連付けられていない場合、それを設定するためのファイル "DAR"（デ
ジタル·オーディオ·規制）をクリックして、あなたがそれで、それらを関連付けることはできません、のマニュアルの指示を読ん
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で DAA

System theremino - PMT Adapters V3.3 - March 5, 2013 - Page 28



あなたは、オーディオカード（波）を得るために何を持っていま
すか
これは最小限にボリュームを持つと AGC を無効にしてオーディオカードによって生成される最小のノイズです。 

あなたがオーディオカード PmtAdapter ノイズに接続した場合、表示 0.3mV の PEP に注意してください（もちろん、あなた
がチューブから来るパルスさもなければ切断 PMT の BNC コネクタでノイズを測定する必要があるすべてをカバーする）を増や
すべきではありません

ノイズがそれをここでダウンロード測定するために DAA を調整するには： www.theremino.com /  ダウンロード  /  未分類  
この写真のように、それを設定します。

そこにオフセットされている場合 トレースは非常に低い、または高いかもしれませんし、さらに画面の外に消えることがありま
す。オフセット、分析は "波"であることを確認して問題を修正するには、この絵のように、お使いのオーディオカードから任意
の信号を切断し、 "校正"を押してください - これはあるべき ミキサーの録音レベルが変更された場合はやり直し ミキサーと 常
に "スペクトル"に移動する前に行う必要があります

慎重に設定した後、それは "AudioCard_WaveNoise.dar"としてこの設定を保存するのは良い考えかもしれませんので、速や
かに復元することができます。これと他の制御ファイルはここからダウンロードできます。 DAA_Settings.zip

ただダブル DAA ファイルを開くファイル "DAR"（デジタルオーディオ規制）をクリックし、それを構成し、この DAA ファイ
ルがプログラムに関連付けられていない、そして、あなたはそれに関連付けることができない場合のマニュアルの指示を読んで
DAA
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ゼロにノイズを減らすダウン
あなたは専門家（アレッシオ）によってシステムを準備し、テストするために取得しない限り、それは電気的なノイズ源をすべて
排除することができるのは困難である。

可能な "エラー"、他の目的で使用する場合は有線チューブのPMT、アンプ不向き、偽の画面を使用してケーブル、証明されてい
ない電源ノイズやオーディオカード、ビット長のPCBにBNCコネクタを接続する配線は、多くのアールアルミの容器に触れる銅
の画面等...

単独でオーディオカード オーディオカード+開放端を有するシールドケーブル

すべてが OK であれば PmtAdapter は、オーディオカード

のノイズにはほとんど何も追加されません。

オーディオカード+シールドケーブル+アダプタ

何かが間違っている場合は、問題を特定するためには、ステップバイステップで進めるべきである。

1）唯一のオーディオカード （最小の位置に溶接部/ AGC /ミキサー）

2）オーディオカード+開放端を有するシールドケーブル （ケーブルのシールドテスト）

3）オーディオカード+シールドケーブル+アダプタ （電源ノイズ試験）

4）必ず最後に+ケーブル+アダプタ+光電子増倍管オーディオカードを接続します

のいずれかの手順では、ノイズが増加した場合 アップ-110 デシベル（スペクトラムにおける DAA によって測定される）より以
上
0.4mV PEP（ウェーブにおける DAA によって測定される） 停止し、それを修正してください。
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ノイズの原因となる可能性のある欠陥

 オーディオカードのノイズの例 PmtAdapter によるノイズの例

オーディオカードの欠陥

1）完全にこのドキュメントをお読みください。提言は、同様のオーディオカードにも適用されます。

2）（行方不明その後、ここでそれらを実行した場合）USB コネクタの側面にあるオーディオカード PCB の溶接部をチェックし

ます

3）オーディオカードに存在する 33 nF のコンデンサ（と非常に短い線を持っている）であることを確認してください

4）オーディオカードに存在し、インダクタと電解コンデンサであることを確認してください

5）視覚レンズ（不足しているコンポーネント、または不十分管理溶接）とオーディオカードを点検

のみ 7 8 カード間、オーディオカードを変更してみて作業していたとだけ 6 はすべてのテストに合格し、非常に低ノイズを持っている。ただ
購入は、コネクタに溶接部の欠落、すべての混乱であった、巨大なノイズとオフセット触れると信号に 10mV のジャンプを作るために少しそ
れらを曲げるのに十分だった。を持っていたまた、USB ポートを変更してみてください。 

システムの欠陥

1）AGC があることを確認 使用禁止

2）そのレコードレベルをチェック 最小に設定されている、 矢印キー "下"と "上"と

3）ジャックケーブルがシールドされていることを確認します。セクションを読む "偽のオーディオケーブル"

PmtAdapter欠陥

1）基板とジャックと BNC の間の配線を確認してください 非常に短いです。

3）基板は、アルミボックス内にあることを確認し、取り付けネジは、PCB のグランドに触れないように。

4）銅の盾をチェック よく右側を分離し、上部ボックスのアルミに触れていない。

5）容器のみジャックパネルと BNC を通して PCB のマスに接続されていることを確認してください。

6）0.05 オーム未満真に低 ESR の抵抗であるコンデンサ C13 と C14 をチェックしてください。

7）コイルの他のすべてのコンポーネントの値をチェックしてください。
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"偽の"オーディオケーブル
PmtAdapterにオーディオカードからあなたは男性3.5mmジャック、ステレオとオーディオの接続にシールドケーブルを使用す
る必要があります。

その多くのケーブルに注意してください、見て、金、柔らかく、美しいものの、 詐欺である。ベンダーは、彼らが "シールド"を
書いていないので、それが "AUXまたはマイクロホン"ケーブルが、 "スピーカー"ケーブルではありませんと言うことによって自
分自身を守るため、定期的に我々は、すべての秋。

iPadとPCの間で話題通常の接続では、ほぼ正常と誰も文句を聞く。だけでなく、我々spettro-マニアたちはマイクロボルト単位
で測定されるノイズを請求するのでうるさいです。

だからそれは "オーディオケーブル"言葉だけではありません 明示的に "シールドオーディオケーブル"を書かなければなりませ
ん。売り手を稼ぐとなるとそれはそれを書くにシールドされている場合は、スマートです。彼らは "オーディオケーブル"を書い
た場合は、それがシールドされていないことを確認することができます。

ケーブルはシールドされているかどうかを確認するには：

1）オーディオカードにケーブルを接続します もう一方の端を開いたままに

2）ノイズが 100 デシベルの下にあるすべてであることを確認 （スペクトラムにおける DAA で - DAA を調整する方法を読んで

ください）

3）開放端のジャックの先端をタッチする 指で（ノイズは 10〜20 dB まで上昇する必要があります）

4）コードをラップし、あなたの手のひらを置く ロールオン（ノイズが増えるべきではありません）
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オーディオカードの特性
音声分析へ それは、ノイズを最小限に抑えることが重要であり、それはしなければならない 低い周波数を除去 ハイパスフィルタ
（以下、 "バイポーラ"信号にする効果を持っている）と

高すぎる信号の場合には、それはまた、抵抗と感度を減らす必要があります。 

以下の特性は、例えば "Kunig"、ほぼすべてのオーディオカード（よく機能している）非常によく似た特性を持って、次のよう
な、一般的な USB オーディオデバイスに適用されます。

あなたはホール "マイク"を入力し、信号がローの場合、AGC が有効にされることはありませんがそうでなければ 20 デシベル
で、ゲインを増加させると仮定します。

ボリュームコントロールボリュームコントロールを下げて PEP 最大で、3.4 ボルトであるとき。変更なしで入力 "マイ
ク"は、250mV の PEP で飽和

6,12 または 24 デシベルを軽減するために 1.2K から内部抵抗を持つ任意の追加抵抗フォームは、分圧器。ミキサーのスライ
ダーは 22.5 デシベル（1.5 デシベル 15段）の更なる減衰を提供することができます 

テーブルにまとめると：

マイクボリュームコント
ロール。 

抵抗せずに彩度 1.2K抵抗と飽和
（ - 6dB）に 

3.6K抵抗と飽和 
（-12dB まで）

18K抵抗と飽和
（は-24dB）

最大 250 mV の PEP 500mV の PEP 1 ボルト PEP 4 ボルトの PEP

50％（-6dB）にする 500mV の PEP 1 ボルト PEP 2 ボルト PEP 8 ボルト PEP

最低限のことではなく、 
ゼロではないに 
（-22.5 デシベル）

3.4 ボルトの PEP 6.8 ボルトの PEP 13.6 ボルトの PEP 54.4 ボルトの PEP

信号に直列に接続されたコンデンサは、低周波を減衰させ、信号 "バイポーラ"を作る あなたは追加の抵抗·コンデンサを使用する
場合は、この表によると再計算しなければなりません：

-3dB のポイントを切断

抵抗なし 抵抗 1.2K
（ - 6dB）に（div. 
2）

抵抗 3.6K
（ - 12 デシベル）
（div. 4）

抵抗 18K
（ - 24 デシベル）
（div. 16）

3000 Hz で 33 nF の 18 nF の 10nF の 2.2nF の
1500Hz の 68 nF の 33 nF の 18 nF の 4.7 nF の

私たちの最新のテストを示唆 追加の抵抗を使用しますが、信号に直列に接続された唯一の33nFコンデンサまでもありません。こ
のコンデンサは、1.2Kから入力インピーダンスは、そのハイパス3 KHzを形成し、 バイポーラ信号を作り、低周波ノイズを排
除。 （いわゆるマイク電源の1.2K抵抗が存在しなければならない - あなたは、AUXやLINE-INを使用することはできません -  
またはGNDに、33nFの後、1.2K抵抗を追加する必要があります） 
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PMTのチューブを接続
様々な解決策を試した後、私たちは、優れた直線性と低ノイズを生成し、このシンプルなソリューションになってきた。 

この方式では、チューブ浜松 R6095 に対して有効ですが、各光電子増倍管に適合させることができます。ただソケットが接続の
異なる配置があるかもしれませんので注意してください。

1）11 10 メガ抵抗カソードおよびすべてのダイノードと接続してください。

2）1 メガ抵抗で、陽極に最後のダイノードを接続します。

3）4.7 NF（または 10 nF）の 2000 ボルトのコンデンサを使って、カソードへの最後のダイノードを接続します。

4）小さな絶縁電線（できれば赤）付きの BNC の中心に、アノード（A）を接続します。

5）小さな絶縁電線（黒）、BNC の外部と、カソード（K）を接続します。

6）BNC の外側はアルミ管に密着させていることを確認します。

すべては、アルミ管でよくシールドされており、光には絶対に通さないようにしています。誰も光が円滑な運営を妨げる場合は、
次のように入力することができないだろうと思い、そこからちょうど最小ギャップ、。結晶の前面が、それはまた、アルミ製でな
ければならない - プラスチックません。あなたは、アルミ箔などの金属を作ることもできますが、電気を通すかどうかは良く、良
好な電気的接触でグランドに接続します。 
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別電源で実験
一部のユーザーは、構成が別栄養チューブのPMTで可能であるかどうかを尋ねられました。私たちは強く、これらのソリュー
ションに対して助言、その旨をすべての私たちの証拠は、1本のBNC-BNCケーブルで、単純なものよりも悪い性能を与え、我々
は提案しています。 

ユーザーはスタンフォードリサーチシステムズ（0 から 10 kV から 1 ミリアンペ
ア）からこの美しい PS355、2475 ドルを使用したいと思います。チューブの
PMT 用弱 - - 死刑のための偉大な - カウントを作ってそれが 10 ワットであるすべ
ての間違いは、 "kaputt"を意味します。このようなメーカーの仕様によると、モデ
ルは 10 ワット、それら "フルスケールの 0.01％"の波紋 その後：10KV / 100 *  
0.01 = 1ボルト PEP （当社 PmtAdapter より大きいリップル万倍それは主電源
から電力を供給されるため）また、繊細な GND を、50Hz で必然的な障害を引き起
こします オーディオカードに行く接続。

しかし、誰もがすべての方法電源リップル、良いシールドケーブル、良いコネクタ、適切な GND の "スター"接続とペアになっ
てワイヤーを除去するために追加のフィルタを用いて、試しに無料ですが、ノイズやハムの取り込みの増加が許容される可能性が
と 1本のケーブルで私たちのシンプルなバージョンとほぼ同じ性能を得ることができます。

デュアルケーブルの PMT、または外部電源を使用するには、PmtAdapter に次の変更を加える必要があります。

1）コンデンサ C8 を削除します。

2）別のケーブル上にチューブに高電圧を提供するために、PMT - と PMT +接続を使用します。

3）C8 / C9 と C8 と GND の接合に光電子増倍管からの信号を後方に引いて

少なくとも 4.7 nF ですデカップリングコンデンサ（注 1）がある場合 4）、チェック

5）私達に制御するため、PMT の最終スキームを送信します。
ハイパスフィルタは、もはや完全にバイポーラ（正負の異なる領域）ないでしょう後に（注 1）デカップリングコンデンサが低い場合は、100pF の例え
ば、PmtAdapter の出力パルスは、最終的に ""アンダー "が含まれていると 

また、外部電源を（たとえ陰性）のみ使用、シグナル·コンディショニングのための私達の PmtAdapter を使用することができ
ます。このケースでは、発振器を "オフ"に消費を削減し、不要なノイズを避けるために、L2 を取り除くのが最善でしょう。

------------------------

警告：これらの変更および電流制限しない電源装置を搭載した、即座にそれを分解するために、チューブの上に光の小さなスリットには十分で
した。あなたは数百 UA の電流を超えた場合は、光電面をすばやく分解し、サイレントと新品同様に敏感になることはありません。

当社の電源は、出力電流を制限し、感電の危険を取るのリスクを回避し、直列に 2 つの抵抗を使用してチューブ PMT からフィルタ·コンデン
サを分離します。と PMT 管の可能性劣化を制限する。

から切断チューブ（安全のために切断された BNCケーブル）、画期的なことなく、光を取ることができますが、それは同じでなければなりま
せん 動作に必要な最低限の光を使用する。 PMT は光かかるたびに、雑音を発生するようになったと正常に戻るには何日も採用しています。
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"奇妙な"との経験は、PMT管の有線
これは Scionix 管である - 赤で訂正すると、また、この PMT は PmtAdapter に接続することができます。我々は、これらの
変化に何も壊していないことを保証することができます。すべてが正しい方法で偏光のままですが、そのパフォーマンスは、我々
が提案された単純な配線のそれよりも低くなります。

"1"の矢印で示すように、中央のシールドケーブルと RL に
D1 を接続する

矢印で示すように、シールドケーブルの質量を持つカソード
（K） "2"と "3"に接続

すべての接続は、管の内部にある 1 本の BNC コネクタで外
出して、別個の電源なしでシングルシールドケーブルで
PmtAdapter に行かなければなりません。
 
どのような方法で光の道を開くことがないように注意して
も、小さな穴や亀裂が甚大な被害を行うことができます。ま
た、シールドの電気的導通、プラスチック製のいかなる部分
を維持するように注意してください。

この PMT に必要な電流が非常に高いことを考えると、5 つ
の抵抗 1 フィルタのメグと PmtAdapter の保護に秋を考慮
し、100K で電圧レギュレーション、またはより低い抵抗
（リップル 10 倍に耐えて上げることが必要であろう） 

なぜ Scionix はとても複雑な方式を提案する？
そして、なぜ私たちのシンプルなソリューションよりも
動作しませんか？

光電子増倍管は、ガンマスペクトロメトリーのために生まれていない とも少ない PC のオーディオカードに接続することができます。過去数
十年で、彼らが設計された条件に適した多くのアプリケーションダイアグラムを、蓄積してきたが、 変更せずに分析オーディオを移植するべ
きではありません。分析パルスが特に狭く、オーディオカードの動作はハードウェア ADC のソリューションよりもはるかに高い信号対雑音比
を必要とします。 

ダイノードと低い値の抵抗（通常は使用されている 10 に対してのみ 1 メガオーム）で電圧を安定させる 2 つのトランジスタは、広いと強力
なパルスでダイノードの電圧の低下に起因する非線形性を最小限に抑えることを目指したい電流。彼らは現在の 10 倍以上増加させるた
め、10回電源リップル（ - 同じ部品フィルター他のすべての条件が同じであれば）によって増加するためしかし、狭いパルスと低電流分析と
これらの措置は、役に立たないとさえ陰性である

信号からの電力の分離は非常に騒々しい商用電源の使用（5 または 10 mV の決起より大きいリップル）が可能になりますが、それは第二線で
電源を取ると、大衆のループを作成するために強制されます。ダブルケーブルは、オーディオ信号の微妙な接続上で、現在のマスを通って、電
源周波数における妨害の取り込み、また、インパルス雑音フィーダの転送を優先します。 

チューブ内に現在低く維持し、我々のような非常に低消費電力、低ノイズの単一電源を使用した方がはるかに良い。したがって、50回未満の
リップルを取得し、電源線に誘導される障害とリップル電流を最小限に抑えることが可能となる。低電流電源装置は、私たちにと PMT（低電
流制限光の場合の被害）への有害性の低いという利点を持っている
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