
JP 4083742 B2 2008.4.30

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ドライバ回路であって、
　変調電流をレーザー装置に供給する出力段と、
　基準電流に応答して前記変調電流を発生する電流ミラー回路と
を備え、前記電流ミラー回路が、
　　前記基準電流を受信する第１トランジスタと、
　　前記第１トランジスタに結合されて前記変調電流を発生する第２トランジスタと、
　　前記第１及び第２トランジスタの一方のゲート端子に結合された出力端子を具える演
算増幅器と、
　前記第１及び第２トランジスタのゲート端子並びに前記演算増幅器の出力端子に接続さ
れ、負帰還ループを安定させるキャパシタと、
　前記第１及び第２トランジスタのゲート端子のゲート電圧において定常状態に到達する
まで予め定められた最小電圧を前記第１及び第２トランジスタのゲート端子に印加するこ
とにより負帰還ループを初期化するスタートアップ回路と、
を備え、
　前記キャパシタの静電容量は、前記演算増幅器と関連するゲインと、前記第１及び第２
トランジスタの寸法とに基づいて負帰還ループの位相シフトを位相余裕内に維持するよう
に選択される
ドライバ回路。
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【請求項２】
　前記第１トランジスタは前記基準電流をドレイン端子で受信し、
　前記第２トランジスタはドレイン端子に前記変調電流を発生し、
　前記演算増幅器は、前記第１及び第２トランジスタから供給される差分信号に応答して
出力信号を前記出力端子で発生して、前記第１及び第２トランジスタのゲート端子に供給
する
請求項１に記載のドライバ回路。
【請求項３】
　前記演算増幅器が、
　前記第１トランジスタのソース端子及びドレイン端子の一方に結合された第１入力端子
と、
　前記第２トランジスタのソース端子及びドレイン端子の一方に結合された第２入力端子
と
を更に備える、請求項１に記載のドライバ回路。
【請求項４】
　前記第１入力端子は前記演算増幅器の非反転入力端子であり、前記第２入力端子は前記
演算増幅器の反転入力端子である、請求項３に記載のドライバ回路。
【請求項５】
　前記電流ミラー回路は、前記基準電流の大きさにほぼ比例する大きさを有する前記変調
電流を発生する、請求項１に記載のドライバ回路。
【請求項６】
　前記第１及び第２トランジスタの複数のソース‐ドレイン電圧が、前記演算増幅器の出
力に応答してほぼ一致する、請求項１に記載のドライバ回路。
【請求項７】
　前記ドライバ回路は、単独の相補型金属酸化半導体（ＣＭＯＳ）装置内に形成される、
請求項１に記載のドライバ回路。
【請求項８】
　システムであって、
　並列データ信号に応答して直列データ信号を発生するシリアライザと、
　光伝送媒体に結合されて、前記直列データ信号及び変調電流に応答して光信号を前記光
伝送媒体に送信するのに適するレーザー装置と、
　基準電流に応答して前記変調電流を発生するドライバ回路と
を備え、前記ドライバ回路が、
　　前記基準電流を受信する第１トランジスタと、
　　前記第１トランジスタに結合されて前記変調電流を発生する第２トランジスタと、
　　前記第１及び第２トランジスタのゲート端子に結合された出力端子を具える演算増幅
器と、
　　前記第１及び第２トランジスタのゲート端子並びに前記演算増幅器の出力端子に接続
され、負帰還ループを安定させるキャパシタと、
　　前記第１及び第２トランジスタのゲート端子のゲート電圧において定常状態に到達す
るまで予め定められた最小電圧を前記第１及び第２トランジスタのゲート端子に印加する
ことにより負帰還ループを初期化するスタートアップ回路と、
を備え、
　前記キャパシタの静電容量は、前記演算増幅器と関連するゲインと、前記第１及び第２
トランジスタの寸法とに基づいて負帰還ループの位相シフトを位相余裕内に維持するよう
に選択される
システム。
【請求項９】
　前記並列データ信号を発生するＳＯＮＥＴフレーマを更に備える、請求項８に記載のシ
ステム。
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【請求項１０】
　前記ＳＯＮＥＴフレーマに結合されたスイッチファブリックを更に備える、請求項９に
記載のシステム。
【請求項１１】
　前記並列データ信号を媒体独立インターフェースで発生するイーサネットＭＡＣを更に
備える、請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記イーサネットＭＡＣに結合された多重化データバスを更に備える、請求項１１に記
載のシステム。
【請求項１３】
　前記イーサネットＭＡＣに結合されたスイッチファブリックを更に備える、請求項１１
に記載のシステム。
【請求項１４】
　複数の前記第１及び第２トランジスタの複数のゲート端子がキャパシタに結合されてい
る、請求項８に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記演算増幅器が、
　前記第１トランジスタのソース端子及びドレイン端子の一方に結合された第１入力端子
と、
　前記第２トランジスタのソース端子及びドレイン端子の一方に結合された第２入力端子
と
を更に備える、請求項８に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記第１及び第２トランジスタの複数のソース‐ドレイン電圧が、前記演算増幅器の出
力に応答してほぼ一致する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１７】
　方法であって、
　基準電流を電流ミラー回路の第１トランジスタで受信する段階と、
　前記基準電流に応答して前記電流ミラー回路の第２トランジスタから変調電流を発生す
る段階と、
　演算増幅器の出力信号を前記第１及び第２トランジスタの一方のゲート端子に供給する
段階と、
　前記第１及び第２トランジスタのゲート端子のゲート電圧において定常状態に到達する
まで予め定められた最小電圧を前記第１及び第２トランジスタのゲート端子に印加して負
帰還ループを初期化する段階と、
　前記第１及び第２トランジスタのゲート端子に結合され、前記演算増幅器と関連するゲ
インと、前記第１及び第２トランジスタの寸法とに基づいて負帰還ループの位相シフトを
位相余裕内に維持するように選択された静電容量を有するキャパシタにより、負帰還ルー
プを安定させる段階と、
　データ信号及び前記変調電流に応答して光伝送媒体内の光信号を変調する段階と
を備える、方法。
【請求項１８】
　前記演算増幅器への第１入力を前記第１トランジスタのソース端子及びドレイン端子の
一方から発生する段階と、
　前記演算増幅器への第２入力を前記第２トランジスタのソース端子及びドレイン端子の
一方から発生する段階と
を更に備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記演算増幅器の前記出力信号に応答してほぼ一致した前記第１及び第２トランジスタ
のソース‐ドレイン電圧を維持する、請求項１７に記載の方法。
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【請求項２０】
　装置であって、
　基準電流を電流ミラー回路の第１トランジスタで受信する手段と、
　前記基準電流に応答して前記ミラー回路の第２トランジスタから変調電流を発生する手
段と、
　演算増幅器の出力信号を前記第１及び第２トランジスタの一方のゲート端子に供給する
手段と、
　前記第１及び第２トランジスタのゲート端子並びに前記演算増幅器の出力端子に接続さ
れ、負帰還ループを安定させるキャパシタと、
　前記第１及び第２トランジスタのゲート端子のゲート電圧において定常状態に到達する
まで予め定められた最小電圧を前記第１及び第２トランジスタのゲート端子に印加するこ
とにより負帰還ループを初期化するスタートアップ回路と、
　データ信号及び前記変調電流に応答して光伝送媒体内の光信号を変調する手段と
を備え、
　前記キャパシタの静電容量は、前記演算増幅器と関連するゲインと、前記第１及び第２
トランジスタの寸法とに基づいて負帰還ループの位相シフトを位相余裕内に維持するよう
に選択される
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願明細書において開示された内容は、複数のデータ通信システムに関する。特に、本
願明細書において開示された内容は、１つの光伝送媒体における複数のデータの送信に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　光ファイバーケーブルのような１つの光伝送媒体における複数のデータの送信は、ＩＥ
ＥＥ‐Ｐ８０２．３ａｅと、国際電気通信連合（ＩＴＵ）により刊行された同期光ネット
ワーク／同期デジタルハイアラーキ（ＳＯＮＥＴ／ＳＤＨ）とで述べる複数のデータ伝送
規格に従って１０ギガビット／秒及びそれを超える複数のデータ速度における通信を使用
可能にしている。複数のデータを光伝送媒体内に送信するため、１つのレーザー装置が、
波分割多重化（ＷＤＭ）を用いて１つのデータ信号に応答して１つの光信号を典型的に変
調する。なお、本出願の国際調査、又は対応米国出願の米国での審査において、下記の特
許文献及び非特許文献が発見されている。
【特許文献１】欧州特許出願公開第７５６３６２号明細書
【特許文献２】米国特許第６１９４９６７号明細書
【特許文献３】米国特許第６３５６３７４号明細書
【特許文献４】米国特許第６１８１１９５号明細書
【特許文献５】米国特許第６３１６９８７号明細書
【特許文献６】米国特許第６３８９０５０号明細書
【特許文献７】米国特許第６３９２２１５号明細書
【特許文献８】米国特許第６５３２２４５号明細書
【特許文献９】米国特許第６５８７４８９号明細書
【非特許文献１】Behzad Razavi "Design of Analog CMOS Integrated Circuits ", 2001
, pp. 393 and 394
【非特許文献２】IEEE P802.3ae, Apr. 15, 2002, clauses 46-48
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　図１は、１つの変調電流６０を１つのレーザー装置５８に供給する１つの従来技術のレ
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ーザードライバ回路５０を示す１つの概略図である。レーザー装置回路を１つの単独の相
補型金属酸化半導体（ＣＭＯＳ）装置内に形成できる。レーザー装置５８は１つの変調電
流６０を受信して１つの光伝送媒体内への１つの光信号６２の送信を付勢する。また、レ
ーザー装置５８は１つのデータ信号に応答して光信号を典型的に変調する。レーザードラ
イバ回路は、例えば、１つの外部抵抗にわたって適用された１つの制御電源により発生さ
れた１つの基準電流５２を受信する。１つのダイオードに結合された電界効果トランジス
タ（ＦＥＴ）５４及びＦＥＴ５６は１つの電流ミラーを形成して、入力基準電流５２の大
きさにほぼ比例する１つの大きさの変調電流６０を発生する。このような１つのＣＭＯＳ
装置内の複数の短チャネル長は複数のチャネル長変調効果を導入するおそれがあり、これ
により、出力変調電流６０に非線形性が生じる（例えば、変調電流６０に対する基準電流
５２の比率に作用する）。従って、１つの光伝送媒体における高データ速度通信の場合、
変調電流６０の結果として生じる大きさを充分正確に発生できないかもしれない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００４】
　本発明の非限定的かつ非網羅的な複数の実施形態を以下の複数の図面を参照して説明す
る。ここでは、他に特に規定がなければ、様々な複数の図面中、複数の同一参照番号は、
複数の同様な部分を示す。
【０００５】
　この明細書を通して「一実施形態」を参照するとは、実施形態と関連して述べた１つの
特別な特徴、構造または特性が本発明の少なくとも１つの実施形態内に含まれているとい
うことを意味する。従って、この明細書を通して様々な複数の箇所において現れる「一実
施形態では」という言葉遣いは、必ずしもすべて同じ実施形態を参照するとは限らない。
更に、複数の特別な特徴、構造または特性を１つ以上の実施形態に組み合わせることがで
きる。
【０００６】
　ここで述べるような１つの「データバス」は、複数の装置間で複数のデータを送信する
回路に関する。ここで述べるような１つの「多重化データバス」は、多重化データバスに
結合された２つ以上の装置間で複数のデータを送信できる１つのデータバスに関する。１
つの多重化データバスは、装置と関連する１つのアドレス、または、装置が結合された多
重化データバス上の１つの位置に従って複数のデータメッセージを、多重化データバスに
結合された１つの装置に送信できる。しかし、このことは１つの多重化データバスの単な
る一例であり、この点で、本発明の複数の実施形態は限定されない。
【０００７】
　ここで述べるような１つの「光伝送媒体」は、１つのデータ信号により変調され、かつ
、光信号を復調することにより復元可能な１つの光信号の光エネルギーを伝送できる１つ
の伝送媒体に関する。例えば、１つの光伝送媒体は、１つの送信点と１つの受信点との間
に結合された光ファイバーケーブルを含むことができる。しかし、このことは１つの光伝
送媒体の単なる一例であり、この点で、本発明の複数の実施形態は限定されない。
【０００８】
　ここで述べるような１つの「レーザードライバ回路」は、１つの光伝送媒体内に１つの
信号を送信するのに用いられる１つのレーザー装置に出力を供給する１つの回路に関する
。例えば、１つのレーザードライバ回路は、１つの光信号を変調するのに用いられる１つ
のレーザー装置に１つの「変調電流」を供給できる。しかし、このことは１つのレーザー
ドライバ回路の単なる一例であり、これらの点で、本発明の複数の実施形態は限定されな
い。
【０００９】
　ここで述べるような１つの「演算増幅器」は、複数の入力端子に供給された１つの差分
信号に応答して１つの出力信号を１つの出力端子で発生する１つの回路または装置に関す
る。例えば、１つの演算増幅器は、複数の反転及び非反転入力端子に供給された１つの差
分電圧の１つのゲインに従って１つの出力電圧を出力端子で発生できる。しかし、このこ
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とは１つの演算増幅器の単なる一例であり、この点で、本発明の複数の実施形態は限定さ
れない。
【００１０】
　ここで述べるような１つの「電流ミラー回路」は、１つの入力電流に応答して１つの出
力電流を発生する１つの回路に関する。例えば、１つの電流ミラー回路は、１つの入力電
流の大きさにほぼ比例する１つの大きさを有する１つの出力電流を発生できる。しかし、
このことは１つの電流ミラー回路の単なる一例であり、これらの点で、本発明の複数の実
施形態は限定されない。
【００１１】
　手短に言うと、本発明の一実施形態は、１つの変調電流を発生する１つのレーザードラ
イバ回路に関する。１つの電流ミラー回路は、１つの基準電流に応答して変調電流を発生
できる。電流ミラー回路は、この電流ミラー回路を形成する複数のトランジスタの複数の
ゲートに１つの出力信号を供給する１つの演算増幅器を含むことができる。しかし、この
ことは、単なる１つの例示とする実施形態であり、これらの点で、本発明のその他の複数
の実施形態は限定されない。
【００１２】
　図２は、本発明の一実施形態により１つの光伝送媒体に複数のデータを送信し、この光
伝送媒体から複数のデータを受信する１つのシステムを示す１つの概略図である。１つの
光トランシーバ１０２は、光ファイバーケーブルのような１つの光伝送媒体において複数
の光信号１１０または１１２を送信または受信できる。光トランシーバ１０２は、例えば
、波分割多重化波長分割多重化（ＷＤＭ）または多振幅信号送信（ＭＡＳ）のようないず
れかの光データ伝送形態に従って送信信号１１０を変調でき、あるいは、受信信号１１２
を復調できる。例えば、光トランシーバ１０２の１つの送信器部分（図示せず）は、複数
の「経路」の複数のデータを光伝送媒体に送信するＷＤＭを用いることができる。
【００１３】
　１つの物理媒体依存（ＰＭＤ）部分１０４は、受信した光信号１１２に応答して光トラ
ンシーバ１０２から１つの電気信号を受信し、かつ調整する１つのトランスインピーダン
ス増幅器（ＴＩＡ）（図示せず）及び／または制限増幅器（ＬＩＡ）（図示せず）のよう
な回路を具えることができる。また、ＰＭＤ部分１０４は、１つの光信号を送信する１つ
のレーザードライバ回路（図示せず）からの出力を光トランシーバ１０２の１つのレーザ
ー装置（図示せず）に供給することもできる。１つの物理媒体接続（ＰＭＡ）部分１０６
は、ＰＭＤ部分１０４から受信された１つの調整信号から複数のデータを回復するため、
クロック及びデータ回復回路（図示せず）及び逆多重化回路（図示せず）を含むことがで
きる。また、ＰＭＡ部分１０６は、複数のデータを複数のデータ経路でＰＭＤ部分１０４
に送信する多重化回路（図示せず）と、１つの層２部分１０８からの１つの並列データ信
号を順番に並べ、クロック及びデータ回復回路により供給された１つの直列データ信号に
基づいて１つの並列データ信号を層２部分１０８に供給する１つのシリアライザ／デシリ
アライザ（Ｓｅｒｄｅｓ）とを含むことができる。
【００１４】
　一実施形態によれば、層２部分１０８は、ＩＥＥＥ‐Ｐ．８０２．３ａｅ，第４６条で
規定されたような１つの媒体独立インターフェース（ＭＩＩ）でＰＭＡ部分１０６に結合
された１つの媒体アクセス制御（ＭＡＣ）装置を含むことができる。他の複数の実施形態
では、層２部分１０８は、国際電気通信連合（ＩＴＵ）により刊行された同期光ネットワ
ーク／同期デジタルハイアラーキ（ＳＯＮＥＴ／ＳＤＨ）標準の一種類に従って複数のデ
ータを送信し、受信するため、順方向誤り訂正ロジック及び１つのフレーマを含むことが
できる。しかし、これらは、１つの光伝送媒体に送信する１つの並列データ信号を発生で
きる複数の層２装置の単なる複数例であり、これらの点で、本発明の複数の実施形態は限
定されない。
【００１５】
　また、層２部分１０８を、１つの処理プラットフォーム上のその他の複数の装置と通信
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するいくつかの入力／出力（Ｉ／Ｏ）システム（図示せず）のいずれかに結合できる。こ
のような１つのＩ／Ｏシステムは、例えば、１つの処理装置または１つのマルチポートス
イッチファブリックに結合された１つの多重化データバスを含むことができる。また、層
２部分１０８を１つのパケット分類装置により１つのマルチポートスイッチファブリック
に結合できる。しかし、これらは、１つの層２装置に結合できる１つのＩ／Ｏシステムの
単なる複数例であり、これらの点で、本発明の複数の実施形態は限定されない。
【００１６】
　また、層２装置１０８を１つのバックプレーンインターフェース（図示せず）により１
つの印刷回路基板にわたってＰＭＡ部分１０６に結合できる。このような１つのバックプ
レーンインターフェースは、ＩＥＥＥ‐Ｐ．８０２．３ａｅ，第４７条で規定されたよう
な１つの１０ギガビットイーサネット接続ユニットインターフェース（ＸＡＵＩ）を具え
る複数の装置を含むことができる。その他の複数の実施形態では、このような１つのバッ
クプレーンインターフェースは、オプティカルネットワーキングフォーラム（ＯＩＦ）に
より規定されたようなシステムパケットインターフェース（ＳＰＩ）のいくつかの種類の
いずれか１つを含むことができる。しかし、これらは、１つの層２装置を１つのＰＭＡ部
分に結合するための１つのバックプレーンインターフェースの単なる複数例であり、これ
らの点で、本発明の複数の実施形態は限定されない。
【００１７】
　図３は、図２に示す装置の一実施形態により１つの光伝送媒体に複数のデータを送信し
、この光伝送媒体から複数のデータを受信する１つのシステム２００を示す１つの概略図
である。１つの光トランシーバ２０２は、１つの光信号２１０を１つの光伝送媒体に送信
する１つのレーザー装置２０８と、光伝送媒体から１つの光信号２１２を受信する１つの
光検出器部分２１４とを含む。光検出器部分２１４は、受信した光信号２１２を１つ以上
の電気信号に変換して１つのＴＩＡ／ＬＩＡ回路２２０に供給する１つ以上のフォトダイ
オード（図示せず）を含むことができる。１つのレーザードライバ回路２２２は、１つの
ＰＭＡ部分からの１つのデータ信号に応答して１つの変調電流２１６を変調できる。そし
て、１つのレーザー装置２０８は、変調電流２１６に応答して、送信する光信号２１０を
変調し、付勢できる。
【００１８】
　図４は、図３に示すレーザードライバ回路２２２の一実施形態による１つのレーザード
ライバ回路３００を示す１つの概略図である。レーザードライバ回路３００を、１つの単
独の相補型金属酸化半導体（ＣＭＯＳ）装置内に形成できる。レーザー装置３０８は、１
つの変調電流３１６に応答して１つの光伝送媒体への１つの光信号３２４を変調できる。
変調電流３１６を、１つのデータ信号３２８に応答して複数のＦＥＴ３３０，３３２によ
り切り換えることができる。レーザードライバ回路３００は、変調電流３１６を１つの所
望の電流強度でレーザー装置に供給する１つの電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）３０６を
含む１つの出力段を有する。しかし、このことは、どのように１つのレーザー装置が１つ
の変調電流及び１つのデータ信号を受信して１つの光信号を変調できるかの単なる一例で
あり、これらの点で、本発明の複数の実施形態は限定されない。
【００１９】
　このＦＥＴ３０６及び１つのＦＥＴ３０４は１つの電流ミラー回路を構成して、１つの
基準電流３０２の大きさにほぼ比例する１つの大きさを有する変調電流３１６を発生する
。従って、変調電流３１６の大きさは基準電流３０２の１つのほぼスカラー倍であり、こ
こで、このスカラー倍は、少なくとも一部において（例えば、１つのＣＭＯＳ実装中に形
成する際の）複数のＦＥＴ３０４，３０６の動作及び物理特性に基づく。基準電流３０２
を、例えば、１つの外部抵抗（図示せず）にわたって適用された１つの制御電圧源（図示
せず）により発生できる。外部抵抗に対して１つの特定の抵抗値を選択することにより変
調電流３１６を（基準電流３０２に応答して変調電流３１６を発生する）電流ミラーの所
定のスカラー倍に設定できる。しかし、このことは、１つのレーザードライバ回路に入力
される１つの基準電流を決定する単なる一例であり、この点で、本発明の複数の実施形態
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は限定されない。
【００２０】
　一実施形態によれば、１つの演算増幅器３１２は、複数のドレイン端子３２０，３１６
から負帰還するように複数のＦＥＴ３０４の複数のゲート３１４に結合された１つの出力
端子を含む。演算増幅器３１２の出力信号は、それぞれのＦＥＴ３０４，３０６に対する
複数のドレイン‐ソース電圧（すなわち、ＦＥＴ３０４の複数の端子３２０，３２２間の
電圧と、ＦＥＴ３０６の複数の端子３１６，３１８間の電圧）をほぼ同じに維持できる。
従って、結果として生じた電流ミラー回路は、この電流ミラーの１つのＣＭＯＳ実装にお
ける複数の短チャネル長にもかかわらず、変調電流３１６を発生する基準電流３０２に対
して１つのほぼ線形で予測可能な応答を発生できる。
【００２１】
　ドライバ回路３００の電流ミラーは複数のｎチャネルＦＥＴ３０４，３０６を有する。
しかし、その他の複数の実施形態による複数のレーザードライバ回路は、本発明から逸脱
することなく、複数のｐチャネルＦＥＴを具える１つの電流ミラーを有することができる
ものとする。
【００２２】
　図示した実施形態では、演算増幅器３１２は、複数のドレイン端子３２０，３２８から
複数の入力を複数の非反転及び反転入力端子でそれぞれ受信する。１つのキャパシタ３２
６を演算増幅器３１２の出力端と複数のＦＥＴ３０４，３０６の複数のゲート３１４とに
結合して負帰還ループを安定できる。演算増幅器３１２と関連するゲインと、複数のＦＥ
Ｔ３０４，３０６の寸法とに基づいて負帰還ループの位相シフトを１つの位相余裕内（例
えば、６０°以上）に維持するようにキャパシタ３２６の静電容量を選択できる。しかし
、このことは、１つの負帰還ループを安定化する１つのキャパシタの寸法を設定する単な
る一例であり、これらの点で、本発明の複数の実施形態は限定されない。
【００２３】
　１つの初期状態では、ＦＥＴ３０４もＦＥＴ３０６も、１つの「ロックアップ」状態を
防ぐのに充分な電流を持たない可能性がある。一実施形態によれば、１つのスタートアッ
プ回路（図示せず）を用いて、定常状態の安定性に到達するまで、１つの予め定められた
最小電圧を複数のＦＥＴ３０４，３０６の複数のゲート端子３１４に印加することにより
負帰還ループを初期化できる。（例えば、複数のゲート端子３１４にゲート電圧で）定常
状態に到達すると、スタートアップ回路を使用不能にできる。
【００２４】
　現在考えられる本発明の複数の実施形態を図示し、説明したが、本発明の真の範囲を逸
脱することなく、複数の当業者により様々なその他の変形例を構成し、複数の同等物を代
替できることに注意すべきである。その上、ここで説明した主要な発明概念を逸脱するこ
となく、多数の変形例を構成して１つの特定の状況を本発明の複数の教示に適合できる。
従って、本発明は、開示した特定の複数の実施形態に限定されないが、本発明は、請求項
の範囲内に収まるすべての複数の実施形態を含むものとする。なお、前記演算増幅器が、
前記第１トランジスタの１つのソース端子及び１つのドレイン端子の一方に結合された１
つの第１入力端子と、前記第２トランジスタの１つのソース端子及び１つのドレイン端子
の一方に結合された１つの第２入力端子とを更に備える。１つのシステムであって、１つ
の並列データ信号に応答して１つの直列データ信号を発生する１つシリアライザと、１つ
の光伝送媒体に結合されて、前記直列データ信号及び１つの変調電流に応答して１つの光
信号を前記光伝送媒体に送信するのに適する１つのレーザー装置と、１つの基準電流に応
答して前記変調電流を発生する１つのレーザードライバ回路とを備え、前記レーザードラ
イバ回路が、前記基準電流を受信する１つの第１トランジスタと、前記第１トランジスタ
に結合されて前記変調電流を発生する１つの第２トランジスタと、複数の前記第１及び第
２トランジスタの一方の１つのゲート端子に結合された１つの出力端子を具える１つの演
算増幅器とを備える。１つの方法であって、前記演算増幅器への１つの第１入力を前記第
１トランジスタの１つのソース端子及び１つのドレイン端子の一方から発生する段階と、
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前記演算増幅器への１つの第２入力を前記第２トランジスタの１つのソース端子及び１つ
のドレイン端子の一方から発生する段階とを更に備える。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】１つの変調電流を１つのレーザー装置に供給する１つの従来技術のレーザードラ
イバ回路を示す１つの概略図である。
【図２】本発明の一実施形態により１つの光伝送媒体に複数のデータを送信し、この光伝
送媒体から複数のデータを受信する１つのシステムを示す概略図である。
【図３】図２に示す装置の一実施形態による１つのデータ伝送システムの複数の物理媒体
接続及び物理媒体依存部分を示す１つの概略図である。
【図４】図３に示す物理媒体依存部分の一実施形態による１つのレーザードライバ回路を
示す１つの概略図である。

【図１】

【図２】

【図３】
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