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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受光信号を電流信号に変換する受光素子と、
　前記受光素子から出力される電流信号を電圧信号に変換するプリアンプと、
　前記プリアンプからの電圧信号の平均電圧を、第１の時定数を有する第１の平均電圧検
出部又は第１の時定数よりも長い第２の時定数を有する第２の平均電圧検出部で検出し、
検出した前記平均電圧を用いて、前記プリアンプの変換利得を、前記受光信号の受信レベ
ルに応じた所望の利得になるように制御する利得制御手段と、
　前記利得制御手段が過渡状態か定常状態かを判定し、過渡状態と判定した場合に前記利
得制御手段の前記第１の平均電圧検出部を選択し、定常状態と判定した場合に前記利得制
御手段の前記第２の平均電圧検出部を選択するための時定数切替信号を生成する収束判定
手段とを備え、
　前記収束判定手段は、
　前記第１の平均電圧検出部の第１の時定数よりも長く、かつ、前記第２の平均電圧検出
部の第２の時定数よりも短い第３の時定数を有し、前記プリアンプからの電圧信号の平均
電圧を検出する第３の平均電圧検出部と、
　前記第１の平均電圧検出部が選択されている場合、当該第１の平均電圧検出部で検出さ
れた平均電圧と、前記第３の平均電圧検出部で検出された平均電圧との差電圧を求める差
電圧検出部と、
　前記差電圧と所定の閾値電圧とを比較し、前記差電圧が前記閾値電圧より大きい場合に
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、前記利得制御手段が過渡状態であると判定し、前記差電圧が前記閾値電圧より小さい場
合に、前記利得制御手段が定常状態であると判定する比較部と
を備えることを特徴とする光受信器。
【請求項２】
　前記収束判定手段は、
　前記第２の平均電圧検出部が選択されている場合、前記利得制御手段を定常状態と判定
する
ことを特徴とする請求項１記載の光受信器。
【請求項３】
　前記収束判定手段は、
　前記第２の平均電圧検出部の第２の時定数と同等の第４の時定数を有し、前記プリアン
プからの電圧信号の平均電圧を検出する第４の平均電圧検出部を備え、
　前記差電圧検出部は、前記第２の平均電圧検出部が選択されている場合、当該第２の平
均電圧検出部で検出された平均電圧と、前記第４の平均電圧検出部で検出された平均電圧
との差電圧を求める
ことを特徴とする請求項１記載の光受信器。
【請求項４】
　前記収束判定手段は、
　前記受光信号間に挿入されたリセット信号を受けた場合に、前記差電圧検出部および前
記比較部の処理にかかわらず前記利得制御手段を過渡状態と判定する
ことを特徴とする請求項１または３記載の光受信器。
【請求項５】
　前記利得制御手段が動作する受信レベル範囲において、前記比較部の閾値電圧が、前記
第１の平均電圧検出部と前記第３の平均電圧検出部との差電圧より小さい値である
ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の光受信器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光受信器に関し、特に、アクセス系光通信システムの一つの方式であるＰＯ
Ｎ（Passive Optical Network）システムに適用される光受信器に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光ファイバを用いた公衆回線網を実現する方式として、ＰＯＮ（Passive Optica
l Network）システムが広く用いられている。ＰＯＮシステムは、ポイント・トゥ・マル
チポイントのアクセス系光通信システムの１つである。
【０００３】
　ＰＯＮシステムは、１台のＯＬＴ（Optical Line Terminal）と、複数のＯＮＵ（Optic
al Network Unit）から構成される。ＯＬＴは局側装置であり、ＯＮＵは加入者端末装置
である。ＯＬＴと各ＯＮＵとは、光スターカプラを介して接続される。ＰＯＮシステムで
は、多数のＯＮＵが、ＯＬＴと、伝送路（光ファイバ）の大部分と、を共用できる。その
ため、運用コストの経済化が期待できる。また、光スターカプラは受動部品であるため、
給電が必要ない。そのため、光スターカプラは、屋外設置が容易である。また、光スター
カプラは、信頼性も高い。このような理由から、ＰＯＮシステムは、ブロードバンドネッ
トワークを実現する切り札として、近年活発に導入が進められている。
【０００４】
　例えば、ＧＥ－ＰＯＮ（Gigabit Ethernet - Passive Optical Network）システムにつ
いて説明する。ＧＥ－ＰＯＮでは、ＩＥＥＥ８０２．３ａｈの規格により、伝送速度が１
．２５Ｇｂｉｔ／ｓである。ＯＬＴからＯＮＵへの下り方向は、光波長１４８０～１５０
０ｎｍ帯の信号を用いた同報通信方式を用い、各ＯＮＵは割り当てられたタイムスロット
のデータのみを取り出す。一方、各ＯＮＵからＯＬＴへの上り方向は、光波長１２６０～
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１３６０ｎｍ帯の信号を用いた同報通信方式を用い、各ＯＮＵのデータが衝突しないよう
に送出タイミングを制御する時分割多重通信方式を用いている。
【０００５】
　さらに、１０Ｇ－ＥＰＯＮについて説明する。１０Ｇ－ＥＰＯＮにおいては、ＩＥＥＥ
８０２．３ａｖの規格により、伝送速度は１０．３Ｇｂｉｔ／ｓである。１０Ｇ－ＥＰＯ
Ｎシステムにおいては、ＯＬＴからＯＮＵへの下り方向は、光波長１５７４～１５８０ｎ
ｍ帯の信号を用いた同報通信方式を用い、各ＯＮＵは割り当てられたタイムスロットのデ
ータのみを取り出す。一方、各ＯＮＵからＯＬＴへの上り方向は、光波長１２６０～１２
８０ｎｍ帯の信号を用い、各ＯＮＵのデータが衝突しないように送出タイミングを制御す
る時分割多重通信方式を用いている。
【０００６】
　上記のようなＰＯＮシステムの上り方向の通信においては、各ＯＮＵは光スターカプラ
から異なる距離に位置する。そのため、ＯＬＴにおける各ＯＮＵの受信レベル（受光レベ
ル）は、受信パケット毎に異なる。従って、ＯＬＴ用バースト光受信器には、広ダイナミ
ックレンジ特性が必要である。広ダイナミックレンジ特性とは、異なる受信レベルのバー
スト信号を、安定かつ高速に再生する特性である。そのため、一般的に、ＯＬＴ用バース
ト光受信器には、ＡＧＣ（Automatic Gain Control）回路が備えられている。ＡＧＣ回路
とは、受信レベルに応じて、変換利得を所望の利得に変化させるための回路である。
【０００７】
　上記のＡＧＣ回路には、バースト信号を受信した後に変換利得が安定収束するまでの時
定数が存在する。すなわち、ＯＬＴ用バースト光受信器においては、バースト信号を受信
した後に、安定的にデータ再生するまでには、所定の時間が必要である。この所定の時間
は、Receiver Settling Time として、ＩＥＥＥ８０２．３ａｈ、および、ＩＥＥＥ８０
２．３ａｖで規格化されている。Receiver Settling Time の規格値は、ＩＥＥＥ８０２
．３ａｈ（ＧＥ－ＰＯＮシステム）では４００ｎｓ、ＩＥＥＥ８０２．３ａｖ（１０Ｇ－
ＥＰＯＮシステム）では８００ｎｓである。
【０００８】
　各バースト信号は、オーバヘッド領域とデータ領域とから構成される。オーバヘッド領
域は、Receiver Settling Time 以上の長さを有している。しかしながら、システム全体
のスループットを向上させるためには、オーバヘッド領域の長さが短い方が望ましい。こ
こで、ＡＧＣ回路は、受信信号の平均値検出結果に基づいて動作するので、同符号連続時
間と時定数とがトレードオフの関係になる。そのため、同符号連続耐力と高速応答性との
両立が課題である。なお、同符号連続時間とは、受信信号の符号列に含まれる同符号が連
続している時間のことである。
【０００９】
　同符号連続耐力に優れ、かつ、高速に応答するＡＧＣ回路を実現するための、様々な方
式が提案されている。例えば、特許文献１及び特許文献２に記載の方法においては、受信
するバースト信号の先頭付近でのみ、ＡＧＣ回路の時定数を高速に動作させる。その後は
、ＡＧＣ回路の時定数を低速に動作させる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】国際公開第２００８／０７５４３０号パンフレット
【特許文献２】特開２００８－３１２２１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　上記特許文献１では、ＡＧＣ回路の時定数が、ひとつのバースト信号内で高速動作から
低速動作に切り替わる。そのため、オーバヘッド領域における高速応答性とデータ領域に
おける同符号連続耐力とが両立できる。しかしながら、上記特許文献１においては、連続
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するバースト信号列の受信レベル差が小さい場合には、収束状態を判定することが困難で
ある。その結果、所望のタイミングで時定数を切り替えることができないという問題があ
る。
【００１２】
　また、上記特許文献２では、上記特許文献１と同様に、ＡＧＣ回路の時定数がひとつの
バースト信号内で高速動作から低速動作に切り替わるため、オーバヘッド領域における高
速応答性とデータ領域における同符号連続耐力とが両立できる。しかしながら、時定数を
切り替えるタイミングは、リセット信号を基準として固定の時間としている。従って、上
記特許文献２においては、前述のＧＥ－ＰＯＮシステム（非同期ＰＯＮシステム）や１０
Ｇ－ＥＰＯＮシステムのように、バースト信号の受信タイミングとリセット信号の受信タ
イミングとが相対的に揺らぐような場合には、所望のタイミングで時定数を切り替えられ
ないという問題がある。
【００１３】
　本発明は、かかる問題点を解決するためになされたものであり、広ダイナミックレンジ
特性、高速応答性、および、同符号連続耐性を備え、高スループット特性を実現するため
の光受信器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この発明は、受光信号を電流信号に変換する受光素子と、前記受光素子から出力される
電流信号を電圧信号に変換するプリアンプと、前記プリアンプからの電圧信号の平均電圧
を、第１の時定数を有する第１の平均電圧検出部又は第１の時定数よりも長い第２の時定
数を有する第２の平均電圧検出部で検出し、検出した前記平均電圧を用いて、前記プリア
ンプの変換利得を、前記受光信号の受信レベルに応じた所望の利得になるように制御する
利得制御手段と、前記利得制御手段が過渡状態か定常状態かを判定し、過渡状態と判定し
た場合に前記利得制御手段の前記第１の平均電圧検出部を選択し、定常状態と判定した場
合に前記利得制御手段の前記第２の平均電圧検出部を選択するための時定数切替信号を生
成する収束判定手段とを備え、前記収束判定手段は、前記第１の平均電圧検出部の第１の
時定数よりも長く、かつ、前記第２の平均電圧検出部の第２の時定数よりも短い第３の時
定数を有し、前記プリアンプからの電圧信号の平均電圧を検出する第３の平均電圧検出部
と、前記第１の平均電圧検出部が選択されている場合、当該第１の平均電圧検出部で検出
された平均電圧と、前記第３の平均電圧検出部で検出された平均電圧との差電圧を求める
差電圧検出部と、前記差電圧と所定の閾値電圧とを比較し、前記差電圧が前記閾値電圧よ
り大きい場合に、前記利得制御手段が過渡状態であると判定し、前記差電圧が前記閾値電
圧より小さい場合に、前記利得制御手段が定常状態であると判定する比較部とを備えるこ
とを特徴とする光受信器である。
【発明の効果】
【００１５】
　この発明は、受光信号を電流信号に変換する受光素子と、前記受光素子から出力される
電流信号を電圧信号に変換するプリアンプと、前記プリアンプからの電圧信号の平均電圧
を、第１の時定数を有する第１の平均電圧検出部又は第１の時定数よりも長い第２の時定
数を有する第２の平均電圧検出部で検出し、検出した前記平均電圧を用いて、前記プリア
ンプの変換利得を、前記受光信号の受信レベルに応じた所望の利得になるように制御する
利得制御手段と、前記利得制御手段が過渡状態か定常状態かを判定し、過渡状態と判定し
た場合に前記利得制御手段の前記第１の平均電圧検出部を選択し、定常状態と判定した場
合に前記利得制御手段の前記第２の平均電圧検出部を選択するための時定数切替信号を生
成する収束判定手段とを備え、前記収束判定手段は、前記第１の平均電圧検出部の第１の
時定数よりも長く、かつ、前記第２の平均電圧検出部の第２の時定数よりも短い第３の時
定数を有し、前記プリアンプからの電圧信号の平均電圧を検出する第３の平均電圧検出部
と、前記第１の平均電圧検出部が選択されている場合、当該第１の平均電圧検出部で検出
された平均電圧と、前記第３の平均電圧検出部で検出された平均電圧との差電圧を求める



(5) JP 5279956 B2 2013.9.4

10

20

30

40

50

差電圧検出部と、前記差電圧と所定の閾値電圧とを比較し、前記差電圧が前記閾値電圧よ
り大きい場合に、前記利得制御手段が過渡状態であると判定し、前記差電圧が前記閾値電
圧より小さい場合に、前記利得制御手段が定常状態であると判定する比較部とを備えるこ
とを特徴とする光受信器であるので、広ダイナミックレンジ特性、高速応答性、および、
同符号連続耐性を備え、高スループット特性を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態１に係る光受信器の構成を示す構成図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る光受信器における各部の信号波形を示すタイミング
チャートである。
【図３】本発明の実施の形態２に係る光受信器における、受信レベルに対する、受信可能
範囲、利得制御回路の動作範囲、および、収束判定回路の判定可能範囲を示す説明図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、図面を参照して、本発明に係る光受信器の実施の形態を詳細に説明する。なお
、これらの実施の形態により、本発明が限定されるものではない。例えば、これらの実施
の形態においては、光受信器の例として、バースト光受信器を説明しているが、本発明は
他の種別の受信器にも適用可能である。また、回路構成についても、使用目的や使用環境
などに合わせて適宜変更可能である。
【００１８】
　実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る光受信器の構成を示す図である。本実施の形態１
においては、光受信器として、ＰＯＮシステムに適用されるバースト信号に対応可能な光
受信器を、例に挙げて説明する。図１において、１は、受信した受光信号１３（バースト
信号列）を電流信号に変換する受光素子である。受光信号１３は、複数の連続するバース
ト信号から構成されたバースト信号列である。２は、当該電流信号を電圧信号に変換する
プリアンプである。９は、プリアンプ２の利得制御（ＡＧＣ）を行う利得制御回路である
。利得制御回路９は、プリアンプ２からの電圧信号の平均電圧を検出し、当該平均電圧に
基づいて、プリアンプ２の変換利得を、受光信号１３の受信レベルに応じた所望の利得に
なるように制御する。１０は、利得制御回路９の時定数を制御する収束判定回路である。
収束判定回路１０は、利得制御回路９が過渡状態か定常状態かを検出して、当該検出結果
またはリセット信号１２に基づいて利得制御回路９の時定数を切り替えるための時定数切
替信号１４を出力する。
【００１９】
　次に、本発明の実施の形態１に係る光受信器の動作について説明する。
　受光素子１は受光信号１３を受信すると、受光信号１３を電流信号に線形変換する。当
該電流信号は、利得制御回路９の制御に従って、プリアンプ２において、最適な電圧信号
に変換される。利得制御回路９は、収束判定回路１０からの時定数切替信号に基づいて、
最適な時定数で応答するよう動作する。
【００２０】
　利得制御回路９は、時定数選択型平均値検出回路３と、レベル変換回路８とから構成さ
れている。レベル変換回路８は、時定数選択型平均値検出回路３の出力を所望の電圧に変
換する。時定数選択型平均値検出回路３は、高速時定数部３１と、低速時定数部３２と、
切替スイッチ３３とから構成されている。高速時定数部３１は、短い時定数（第１の時定
数）を有し、プリアンプ２からの電圧信号の平均電圧を検出する（第１の平均電圧検出部
）。低速時定数部３２は、第１の時定数よりも長い時定数（第２の時定数）を有し、プリ
アンプ２からの電圧信号の平均電圧を検出する（第２の平均電圧検出部）。切替スイッチ
３３は、時定数切替信号１４に従って、高速時定数部３１または低速時定数部３２のいず
れか１つを選択し、選択した方が検出した平均電圧をレベル変換回路８に入力する。切替
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スイッチ３３により高速時定数部３１が選択されている場合は、時定数選択型平均値検出
回路３は高速に応答し、一方、切替スイッチ３３により低速時定数部３２が選択されてい
る場合は、時定数選択型平均値検出回路３は低速に応答する。
【００２１】
　収束判定回路１０は、時定数選択型平均値検出回路４と、差電圧増幅回路５と、比較回
路６と、ロジック回路７と、前記の時定数選択型平均値検出回路３とから構成されている
。時定数選択型平均値検出回路３は、利得制御回路９と収束判定回路１０とで共有されて
いる。時定数選択型平均値検出回路４は、高速時定数部４１と、低速時定数部４２と、切
替スイッチ４３とから構成されている。高速時定数部４１は、第１の時定数よりも長くか
つ第２の時定数よりも短い時定数（第３の時定数）を有し、プリアンプ２からの電圧信号
の平均電圧を検出する（第３の平均電圧検出部）。低速時定数部４２は、第２の時定数と
同等の時定数（第４の時定数）を有し、プリアンプ２からの電圧信号の平均電圧を検出す
る（第４の平均電圧検出部）。切替スイッチ４３は、高速時定数部４１または低速時定数
部４２のいずれか１つを選択し、選択した方が検出した平均電圧を差電圧増幅回路５に入
力する。切替スイッチ４３により高速時定数部４１が選択されている場合は、時定数選択
型平均値検出回路４は高速に応答し、一方、切替スイッチ４３により低速時定数部４２が
選択されている場合は、時定数選択型平均値検出回路４は低速に応答する。差電圧増幅回
路５は、時定数選択型平均値検出回路３の出力と時定数選択型平均値検出回路４の出力と
の差電圧を検出するための回路であり、検出した差電圧を増幅して出力する。比較回路６
は、差電圧増幅回路５の出力レベルを、予め設定した所定の閾値電圧１１と比較する。ロ
ジック回路７は、比較回路６からの出力信号および外部から入力されるリセット信号１２
の少なくともいずれか１つに基づいて時定数切替信号を生成して、切替スイッチ３３，４
３に入力する。
【００２２】
　なお、時定数選択型平均値検出回路３における高速時定数部３１の第１の時定数と低速
時定数部３２の第２の時定数、ならびに、時定数選択型平均値検出回路４の高速時定数部
４１の第３の時定数と低速時定数部４２の第４の時定数は、以下に示す通りの関係を有し
ている。
【００２３】
　　第１の時定数　＜　第３の時定数　＜　第２の時定数＝第４の時定数
【００２４】
　すなわち、高速時定数部３１の第１の時定数が最も短い。高速時定数部４１の第３の時
定数は、高速時定数部３１の第１の時定数よりも長い。低速時定数部３２，４２の第２，
第４の時定数は、高速時定数部４１の第３の時定数よりも長い。なお、低速時定数３２の
第２の時定数は、低速時定数部４２の第４の時定数と同じである。
【００２５】
　次に、図２を用いて、図１の各部の動作について説明する。図２は、図１の各部の信号
波形を示すタイミングチャートである。
【００２６】
　図２に示すように、受光信号１３は、連続するバースト信号列から構成されている。但
し、図２では、１つのバースト信号１３ａのみを記載している。各バースト信号１３ａは
、時分割多重により互いに衝突しないよう送信され、受光素子１で受信される。タイミン
グ制御をつかさどるＰＯＮ ＭＡＣなどから発せられるリセット信号１２は、各バースト
信号１３ａ間に挿入される。リセット信号１２の立ち上りをトリガーとして、ロジック回
路７は、時定数選択型平均値検出回路３および時定数選択型平均値検出回路４の時定数が
高速となるように、時定数切替信号１４を出力する。切替スイッチ３３，４３は、時定数
切替信号１４に基づいて、それぞれ、高速時定数部３１，４１を選択する。なお、図２に
おけるロジック回路７の出力信号は、ハイ側が高速時定数、ロー側が低速時定数として表
記している。このように、収束判定回路１０は、ロジック回路７へのリセット信号１２の
入力により、利得制御回路９が過渡状態であると判定し、高速な時定数を選択する。
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【００２７】
　リセット信号１２の受信後に、バースト信号１３ａを受信すると、時定数選択型平均値
検出回路３及び時定数選択型平均値検出回路４の時定数はそれぞれ高速側となっているた
め、受信したバースト信号１３ａの受信レベルに対して最適利得となるよう高速に利得制
御が行われる。この時、時定数選択型平均値検出回路３の高速時定数部３１の第１の時定
数よりも、時定数選択型平均値検出回路４の高速時定数部４１の第３の時定数の方が、低
速となるよう設定されている。これにより、時定数選択型平均値検出回路４の高速時定数
部４１の出力は、時定数選択型平均値検出回路３の高速時定数部３１の出力よりも遅れて
応答する。その結果、時定数選択型平均値検出回路３の出力と時定数選択型平均値検出回
路４の出力との間に電位差が生じる。当該電位差は差電圧増幅回路５によって検出され、
所望の電位差に増幅されて出力される。差電圧増幅回路５からの当該出力は、比較回路６
に入力される。比較回路６は、差電圧増幅回路５からの当該出力と予め設定された閾値電
圧１１とを比較する。比較回路６は、当該比較において、差電圧増幅回路５からの出力が
、閾値電圧１１以上となったタイミングで、ハイ側の信号を出力する。
【００２８】
　その後、利得制御回路９によりプリアンプ２の変換利得が制御され、過渡状態から定常
状態に近付くにつれて、時定数選択型平均値検出回路３よりも低速な時定数選択型平均値
検出回路４の出力も追従してくるため、時定数選択型平均値検出回路３の出力と時定数選
択型平均値検出回路４の出力との間の電位差は小さくなる。こうして、比較回路６は、差
電圧増幅回路５からの出力が、閾値電圧１１を下回ったタイミングで、ロー側の信号を出
力する。すなわち、比較回路６は、受信したバースト信号に対して、利得制御動作が未完
了の状態（過渡状態）ではハイ側の信号を出力し、利得制御動作が完了した状態（定常状
態）ではロー側の信号を出力するよう動作する。
【００２９】
　比較回路６の出力信号の立下りをトリガーとして、ロジック回路７は、時定数選択型平
均値検出回路３および時定数選択型平均値検出回路４の時定数が低速となるよう、時定数
切替信号１４を出力する。切替スイッチ３３，４３は、当該時定数切替信号１４に基づい
て、それぞれ、低速時定数部３２，４２を選択する。このように、収束判定回路１０は、
差電圧増幅回路５からの出力が閾値電圧１１未満となったタイミングで、利得制御回路９
が過渡状態から定常状態に移行したと判定し、低速な時定数を選択する。
【００３０】
　この後、時定数選択型平均値検出回路３ならびに時定数選択型平均値検出回路４の時定
数は、ひとつのバースト信号１３ａの最後尾まで、このまま低速側を保持し続ける。そし
て、バースト信号間に挿入されるリセット信号１２を受信したときに、再び、時定数を高
速にするための時定数切替信号１４が出力されて、時定数選択型平均値検出回路３ならび
に時定数選択型平均値検出回路４の時定数が高速側に切り替えられて、次のバースト信号
１３ａに備える。
【００３１】
　ここで、時定数選択型平均値検出回路３の低速時定数部３２の第２の時定数（低速側）
と時定数選択型平均値検出回路４の低速時定数部４２の第４の時定数（低速側）とは、同
等となるように設定しているため、互いに他方に比べて遅れることはない。従って、同符
号が連続する信号に対しても、時定数選択型平均値検出回路３の出力ならびに時定数選択
型平均値検出回路４の出力に電位差が生じることはなく、誤って再度高速側に移行するよ
うなことは生じない。従って、低速時定数部３２および低速時定数部４２が選択されてい
るときには、差電圧増幅回路５で電位差を求める必要はないので、特に、求めなくても良
い。
【００３２】
　このように、本実施の形態では、受信したバースト信号に対して、バースト信号の先頭
部付近では、高速に利得制御が行われることにより高速応答性を実現し、さらに、利得制
御が完了後には低速応答状態に移行することにより同符号連続耐力を同時に実現している
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。
【００３３】
　以上のように、この発明の実施の形態１に関わる光受信器においては、受信するバース
ト信号の受信レベルに応じて変換利得を変えることが可能なプリアンプ２と、時定数を高
速もしくは低速に切り替えることが可能な利得制御回路９と、利得制御回路９の状態（過
渡状態または定常状態）とバースト信号間のリセット信号とに応じて時定数切替信号１４
を出力する収束判定回路１０とを備え、適切なタイミングで利得制御回路９の時定数を切
り替えることができる。これにより、本実施の形態１に係る光受信器は、異なる受信レベ
ルのバースト信号を安定に再生する広ダイナミックレンジ特性を有している。また、本実
施の形態１に係る光受信器は、高速応答性と同符号連続耐力とを備えている。さらに、本
実施の形態１に係る光受信器は、高スループット特性に優れている。
【００３４】
　実施の形態２．
　図３は、本発明の実施の形態２に係る光受信器における、受信レベルに対する、利得制
御回路９が動作する範囲５０と、収束判定回路１０が判定可能な範囲５１とを示す図であ
る。本実施の形態２においては、図３に示すように、利得制御回路９の範囲５０が、収束
判定回路１０の範囲５１の範囲内になるように、閾値電圧１１の値を適切に設定する。な
お、閾値電圧１１は、図１に示すように、比較回路６に入力されるものである。これによ
り、利得制御回路９が動作する受信レベルでは、必ず、収束判定回路１０が判定可能とな
る。
【００３５】
　本実施の形態２に係る光受信器の構成および動作は、上記の実施の形態１と同じである
ため、図１および図２を参照し、ここでは、それらの説明は省略する。以下では、実施の
形態１と異なる点を主に説明する。
【００３６】
　利得制御により広ダイナミックレンジ化を実現する光受信器において、高感度化のため
に最小受信感度付近では利得制御を行わないのが一般的である。つまり、最小受信感度付
近では最大利得で動作し、受信レベルが大きな場合には波形歪の抑圧や回路飽和を回避す
るために利得が下がるよう動作する。
【００３７】
　まず、図１における差電圧増幅回路５の出力最大振幅が、閾値電圧１１未満の場合につ
いて説明する。このとき、比較回路６の出力電圧は、ひとつのバースト信号の先頭から末
尾までロー側を保持し続ける。従って、時定数選択型平均値検出回路３は、常に高速の状
態で動作する。
【００３８】
　利得制御回路９が動作しない受信レベル範囲（範囲５０以外の範囲）においては、上記
のように時定数選択型平均値検出回路３が高速動作し続けたとしても、そもそも利得制御
していないので、同符号が連続するような場合でも、問題になることはない。
【００３９】
　一方、利得制御回路９が動作する範囲５０においては、上記のように時定数選択型平均
値検出回路３が高速動作し続けると、同符号が連続するような場合には時定数選択型平均
値検出回路３の出力が高速に追従するため、大きな利得変動が生じ、バースト信号を安定
に再生することは困難となる。
【００４０】
　従って、本実施の形態２においては、利得制御回路９が動作する範囲５０では、必ず、
収束判定回路１０は判定可能となるよう、比較回路６に入力する閾値電圧を適切に設定す
る。具体的には、利得制御回路が動作する範囲５０においては、比較回路６の閾値電圧１
１を、時定数選択型平均値検出回路３と時定数選択型平均値検出回路４との差電圧より小
さい値に設定する。なお、当該閾値電圧１１の値は、設計段階の設計値に基づいて予め設
定しておいてもよいし、あるいは、差電圧増幅回路５からの出力に基づいて適宜変更する
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構成としてもよい。
【００４１】
　以上のように、この発明の実施の形態２に関わるバースト光受信器においては、上記の
実施の形態１と同様の効果が得られる。さらに、本実施の形態２においては、利得制御回
路９が動作する範囲５０内では、必ず、収束判定回路１０は判定可能となるよう、閾値電
圧１１を適切な値に設定した。それにより、本実施の形態２に関わるバースト光受信器は
、異なる受信レベルのバースト信号を安定に再生する広ダイナミックレンジ特性を有し、
かつ、高速応答性と同符号連続耐力とを兼ね備えることにより、高スループット特性に優
れたバースト光受信器を実現できる。
【符号の説明】
【００４２】
　１　受光素子、２　プリアンプ、３，４　時定数選択型平均値検出回路、５　差電圧増
幅回路、６　比較回路、７　ロジック回路、８　レベル回路、９　利得制御回路、１０　
収束判定回路、１１　閾値電圧、１２　リセット信号、３１　高速時定数部、３２　低速
時定数部、３３　切替スイッチ、４１　高速時定数部、４２　低速時定数部、４３　切替
スイッチ。

【図１】 【図２】
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