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高速バースト受信回路の必要性

現在広く普及しつつある光フレッツ

サービス（PONシステム）では，お客

さまの端末（ONU）から局（OLT）

へ送られる信号は，バースト信号の形

態となっています．バースト信号は，

イーサネット等で広く使用されている

連続信号と異なり，データとデータの

間に信号が存在しません．そして，お

客さまと局との距離はまちまちですの

で，図１に示すように局に入力する際

には，ONU１の信号は強く，ONU２

の信号は弱くなることが起こります．

お客さまのデータを局で扱うためには，

これらの強度やタイミングの異なる光

バースト信号を，強度とタイミングが

一定の電気信号に変える必要がありま

す．次世代の光アクセス通信を実現す

るためには，今より10倍高速なデータ

に対してこれらの機能を達成する必要

があります．これを可能にするのが今

回開発したバーストモード受信器です．

受信器の構成

局のバーストモード受信器（1），（2）は，

図２に示すように，光信号を電流信

号に変えるAPD（Avalanche Photo

Diode），電流信号を増幅しながら電圧
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10 Gbit/sバーストモード受信IC技術

次世代の光アクセスシステムである10G-EPONでは，一般の通信とは異な
り，10 Gbit/sの高速光信号を断続的に受信する必要があります．本稿では，
突然入力する光信号に，瞬時に反応して正常な受信状態にする新しいバース
ト受信回路を紹介します．
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信号に変えるTIA（Trans imped -

ance Amplifier），微弱な電圧信号

や比較的大きな電圧信号を一定振幅

の電圧信号に変えるLA（Limit ing

Amplifier），一定振幅の電圧信号の

タイミングを抽出してノイズの少ない

クロックで波形を整形するCDR

（Clock and Data Recovery）から

なります．次に，バーストモード受信器

の国際標準化仕様と特長を述べます．

国際標準化仕様

国際標準化団体であるIEEEで

定 めた 10 Gbit/s PONシステム

（10G-EPON，IEEE802.3av）バー

ストモード受信器の仕様（3）を表に示し

ます．表では，現在普及している１

Gbit/s PONシステム（GE-PON，

IEEE802.3ah）の仕様（4）と対比して

示しています．10 Gbit/s PONシステ

ムでは，10 Gbit/sと１Gbit/sの２つ

のバースト信号レートが定められてい

ます．各レートの信号につき表の最小

受光感度と，強い信号に対する耐性で

あるオーバーロードを満足しなければな

らないことは連続信号用の受信器と同

じです．また，バースト信号の特性と

して応答時間があります．10 Gbit/s

信号では，TIA＋LAの応答時間が従

来の２倍の長さまで許され，CDRのタ

イミング抽出の許容される時間は変わ

りません．しかし，データが０あるい

は１のままで66ビット連続しても良い

という規格になっています．つまり，無

信号状態から突然信号が入力したとき

には，短い時間内（1.5倍ではありま

すが）にTIAとLAは増幅度を調整し，

CDRはタイミングを合わせなければな

りません．一方，現状より13倍以上

長い同符号ビット（無信号時間と同

等）内は，各ICは状態を変えてはい

けませんので，高速に応答しながら

も，状態は維持しなければならない，

という相反する処理が要求されます．

バースト信号回路の特長

続いて，バースト信号に特有の要求

条件を満たす受信器用回路を紹介し

ます．

（1） バーストTIA

バーストTIA（5）の回路ブロックを図

３に示します．突然入力する信号に反

応して，最適な増幅率を瞬時に設定す

るため，帰還抵抗Rfの値を２値で切

り替えます．入力信号が微弱な場合

は，高い帰還抵抗による高い増幅率で

動作し，入力信号強度が設定した値

を超えている場合には，帰還抵抗を低

い値に切り替え，低い増幅率で動作し

ます．既存の回路は，帰還抵抗値を

全く切り替えないか，連続的に切り替

える手法を用いています．前者は弱い

光に感度を合わせると，強い光で信号

が歪んでしまい，その逆では弱い光に

対する感度が不足します．後者は，抵

抗値制御の応答を速くすると同符号連

続時に感度が変化し，それを防ぐため

応答を遅らせるとバースト応答そのも

のがやや遅くなる欠点がありました．

今回開発したバーストTIAの場合，抵

抗の２値の切り替えは応答が速く，一

度切り替わった後はその状態をヒステ

リシスコンパレータが維持するため同

符号連続にも強い，という特長があり

ます．

（2） バーストLA

バーストLA（6）の回路ブロックを図

表　PONシステムにおけるバーストモード受信器の仕様

伝送速度

TIA＋LA応答時間

CDR応答時間

最小受信感度
（オーバーロード）

ビット誤り率

最大同符号連続＊

GE-PON
IEEE802.3ah

1000BASE 
-PX20-D

10G-EPON
IEEE802.3av

10/1GBASE
-PRX-D3

10GBASE
-PR-D3

1.25 Gbit/s

< 400 ns

< 400 ns

－27 dBm
（－6 dBm）

< 10-12

５ビット

10.3125 Gbit/s

< 800 ns

< 400 ns

－28 dBm
（－6 dBm）

< 10-3

（with FEC）

66ビット

1.25 Gbit/s

< 400 ns

< 400 ns

－29.78 dBm
（－9.38 dBm）

< 10-12

５ビット

＊規格に示された符号化形式から解釈
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４に示します．LAの基本機能は，小

振幅から大振幅までの入力信号に対し

て一定の電圧振幅の信号を出力するこ

とですが，バースト信号に対しては，

さらにもう１つの機能が重要になりま

す．それは，差動信号の正相信号と逆

相信号の電圧レベルをそろえることで

す（図２）．無信号状態からバースト

信号が入力されると，LAの入力であ

る差動信号の正相側は一定レベルを中

心としてハイ側に振れ，逆相側はロー

側に振れます．正相と逆相が交差して

初めてLAの信号が出力に現れますの

で，信号を出力するまでの時間を減ら

すためには，正相と逆相の信号レベル

を同じ電位に速く近づける工夫が必要

になります．図４のレベル調整部初段

では，正相側の入力に対して逆相側出

力の平均レベルをフィードバックし，逆

相側の入力に対して正相側出力の平

均レベルをフィードバックしています．

この接続により，正相と逆相の中心レ

ベルを同じ電位に引き寄せます．この

回路を２段縦列に接続することで，さ

らに２次フィルタの効果を加えます．

２次フィルタは最初の状態変化は遅

く，その後の変化は速いため，同符号

連続時のレベル変動を抑制しながら

バースト先頭の正相・逆相の電位変化

を高速化し，バースト信号が出力される

までの時間を短縮する効果があります．

（3） バーストCDR

バーストCDR（7）の回路ブロックを

図５に示します．このCDRは，入力

信号に対してタイミングを合わせる

時間がもっとも高速なゲーテッドVCO

（Voltage Controlled Oscillator）方

式をベースにしています．この方式は，

入力信号がローからハイに立ち上がっ

たときにゲーティング回路からパルス

を出力します．発振器１を構成するリ

ング状のゲートの１つであるNANDゲー

ト＊に，このパルスを入力すると発振器
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図４　バースト LA ブロック図 

APD

入力 

ダミー 

増幅率２値切替 

帰還抵抗 

出力回路 

正相出力 

逆相出力 

リセット 

レベル 
調整 

切替信号 

ヒステリシスコンパレータ 

図３　バースト TIA ブロック図 

Rf

Rf

Rf



ブロードバンド光アクセス通信を支える電子回路設計技術

NTT技術ジャーナル 2011.134

のクロックのタイミングは，その１パル

スだけでデータと合致します．この方

式はタイミング合わせがあまりに高速

であるため，入力信号の揺れが出力ク

ロックにそのまま現れてしまい，後段

の回路で同期はずれが起きる欠点があ

ります．また，入力信号のハイの幅が

ローの幅より極端に狭くなると識別器

が誤識別する問題がありました．今回，

発振器２を発振器１に縦列に配置し，

発振器１の出力クロックをバッファ

（Buf）で減衰して注入する構成によ

り，入力信号の揺れの影響を受けにく

い安定した出力を得ることに成功しま

した．さらに，入力信号のパルス幅を

モニタして補償するフィードバックルー

プを付加することにより，入力信号の

ハイの幅とローの幅を近づけることが

できました．

バーストモード受信器の特性

試作したTIA，LA，CDRの各ICの

写真を図６に示します．本ICを製造

するプロセス選択においては，アクセ

スサービス用途であることを考慮して，

量産化と低コスト化に優れるシリコン

デバイスを選んでいます．これらのIC

は，高周波特性を考慮したパッケージ

に封止してボードに取り付け，受信器

としての特性を評価しました．

その結果を図７に示します．入力す

る光バースト信号の強度を変えて，出

力信号のペイロード部分のビット誤り

率を測定しました．入力信号は，受信

器の応答時間がもっとも長くなるよう

に，仕様上もっとも強度の強い信号を

入力した直後に，測定する強度の信号

を入力しています．２Rは，TIA＋LA

出力，３RはさらにCDRを加えたとき
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図６　IC 写真 ＊NANDゲート：ANDゲートとは逆の出力のデジ
タル論理回路．
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の出力のビット誤り率を示しています．

10 Gbit/s，１Gbit/sともに，表に

示した標準仕様（図７の三角マーク）

を超える最小受信感度とオーバーロー

ドが達成されていることが分かります．

このとき，受信器はペイロード前のプ

リアンブル時間内に増幅率のセットと，

タイミング調整をしています．このこ

とから，本受信器の応答時間は200

ns未満であり，仕様の1 200 nsの６

分の１未満の高速バースト応答が達成

されていることが分かります．

今後の展開

今後は，10G-EPONの国内・世界

での普及に向けて，本技術をより上位

レベルの研究開発に役立てるとともに，

今後ますます重要性が増す省電力化に

対して，さらに特長ある回路技術を展

開したいと考えています．
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通信システムの高速・広帯域化のために
は，デジタル技術だけでなく，アナログIC
技術の進展が不可欠です．特に，本稿で紹
介した10 Gbit/sバーストモード受信IC技
術は，次世代PONシステム実現のための
キーとなる技術です．今後とも，次世代通
信システム実現に寄与するアナログICの研
究開発に取り組んでいきます．
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図７　バーストモード受信器の符号誤り率特性 


