超広帯域 光通信ＯＮＵ(Optical Network Unit)用バイアス−Ｔの開発
Super Wideband Bias-Tee Serve for Optical Network Unit Devices
小 宮 邦 文†
K.Komiya

阿 部 康弘††
Y.Abe

和 田 光 司†††
松本
真†††
K.Wada
S.Matsumoto
ケイアールエフエム株式会社
横浜本社†
東京R&D††
†
††
K,RF&MICROWAVE Corporation
Yokohama hdqrs.,
Tokyo R&D
電気通信大学
電気通信学部 電子工学科†††
†††
Department of Electronic Engineering, The University of Electro-Communications
あらまし：光通信ＯＮＵ(光加入者終端装置)のフォトダイオード(ＰＤ)に直流バイアスを供給するバイアス−Ｔ回
路は、直流以外の微弱な高周波信号を電源回路に漏らさず、次段のアンプに確実に伝えるという重要な
役割を担う受動素子回路で、いままでは光受信モジュールＰＫＧの中に、キャパシタ系素子を用いるこ
とで実現されてきた。広帯域化が加速し１０ＧHz を越える帯域となるにつれて、高周波信号を広帯域に
漏らさずに、また、その帯域の中での共振を極力押さえ込むインダクタ系デカップリング素子を搭載し
たバイアス−Ｔ（個別部品）の重要性が高まってきたことをうけて、超広帯域特性を実現する３.０mm
角のバイアス−Ｔを開発した。
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まえが き

光通信システムの高速化にともない、加
入者系および基幹系通信ネットワークの高
速、広帯域化が急がれている。このための
大容量データの伝送にむけたギガビット PON
（Passive Optical Network）が注目され、
GigaEther‑PON（GE‑PON）などの開発も活発
化してきたことで、加入者系受信モジュー
ルに対する高速化や広帯域化の開発もはじ
まった。
こ れ ら の 開 発 に お い て 、 光通信ＯＮＵ
（光加入者終端装置）などのフォトダイオ
ード（ＰＤ）に、直流のバイアス電圧を供
給するバイアス−Ｔ回路は、光信号から高
周波信号を取り出す最初の素子であるＰＤ
に、直流バイアスを掛けるとともに、直流
以外の微弱な高周波信号を電源回路に漏ら
さず、アンプに伝えるという重要な役割を
担う受動素子回路で、いままでは光受信モ
ジュールの中に、主に高周波対応の薄膜バ
イパス･コンデンサなどを用いたベアチップ
のハイブリッド実装で実現してきた。
広帯域化が加速し、５ＧHz を越え１０Ｇ
Hz も越えるといった超帯域になると、キャ
パシタ系バイパス回路をメインとするデカ
ップリング素子での広帯域化が難しくなっ
てきた。

そこで、広帯域にわたるアイソレーショ
ン回路中での共振を、極力押さえ込むイン
ダクタ系デカップリング素子を搭載したバ
イアス−Ｔ（個別部品）の重要性が高まっ
てきた。
本稿は、光通信ＯＮＵパッケージに搭載
して、超広帯域にわたり高周波信号を直流
電源に漏らさず電源供給する、３mm 角のバ
イアス−Ｔ開発プロセスについて述べる。

図１
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実装部品の回路構成

回路構成 とシミュレーション

ＯＮＵ ＰＫＧの中に実装することができ
るバイアス−Ｔという開発目標から、①使
用基板は０.３４mm 厚（樹脂厚０.２８mm）
を採用、 ②樹脂モールド材を堆積塗布した
後切断するＳＭＤ、 ③搭載部品は RoHS 対応
半田で実装できる個別部品、④部品点数は

４個以内、⑤搭載部品の高さは１mm 以下、
と決めて回路を構成すると、搭載する個別
部品回路は、図１のような構成になる。
インダクタを二つに分けた理由は、１０
ＧHz を越える広帯域であるために、低域側
は巻線型のインダクタが、形状的にも、共
振の問題からも、使用できないと判断され
たためである。
また、特許製品のコイフィルも１００Ｍ
Hz 以下の低域では、形状や巻数の問題に加
えて、量産性にも問題が有ることから低域
用の採用は断念した。
そこで、低域にはフェライト系ビーズイン
ダクタを用い、ＧHz 以上の高域用のインダ
クタには１６０８サイズのＫＦ１シリーズ
（コイフィル）を採用することにした。

このため、最初のシミュレーションは、
樹脂モールドによるパラシティック成分の
影響は無視して、実装部品のみのデータで
行い、経験値を用いたコイフィルのパラシ
ティックによる周波数シフトのみを修正し
た。
広帯域の周波数特性を評価するときに Log
スケール軸で周波数を表示すると、低域で
の動きはよく解るが、ＧHz 以上の高域での
動きは詳細が解り辛くなる。
そのため、リニアスケールで２０ＧHz ま
でのグラフも作成した。

2.1 回路シミュレーション
低域と高域の周波数限界を確かめるため
に周波数特性Ｓ２１とリターンロスＳ１１,
Ｓ２２(反射係数)のシミュレーションを行
なった。
ＯＮＵ ＰＫＧの中に実装することができ
るバイアス−Ｔという制約から、個別部品
搭載基板の裏面に形成される、半田実装時
の各実装端子の大きさは、０.５mm 角とした。
この裏面の端子には、基板表面側からス
ルーホールが繋がるが、そのスルーホール
穴は極力断面積を大きく取り、インダクタ
ンス成分を低減させるために、穴埋め込み
タイプとした。

図２

低域側(１００ＭHz 以下) S21,S11,S22

図３

高域(２０ＧHz)までの S21,S11,S22
リニアスケールのシミュレーション結果

個別部品を基板に搭載した後に樹脂で固
める構造のためか、低域のシミュレーショ
ン結果の中で、フェライト系ビーズインダ
クタのカットオフ周波数は、実際のデータ
に対して大きくずれた。
図２には、インピーダンスの値の違いで
振ったいくつかの中から、実測に近いシミ
ュショングラフを掲載した。

図４

シミュレーション、測定の回路

Log スケールのシミュレーション結果

この基板に部品実装した後、全体的に樹
脂を１.５mm 程度積層塗布して固め、最終的
に３.０mm 角に切り離して製品とする。

個別部品を用いた試作の場合で、実際に
部品を実装しての試作は、多くの組み合わ
せができてしまうために、部品の限定がで
きない時は、試作数が増えて時間ばかりか、

測定、解析にも手間を取られてしまう。
だが、シミュレーションが試作時にでき
ていれば、実測値に近づけるためのパラシ
ティックの解析データなどが、近似的に作
成されているため、再度の違った特性指定
に対しては、実際に試作するよりも早く予
測の部品組み合わせが可能になる。
このことは、ＥＳをとばしてＭＳからは
じめることもできるメリットにもなる。

Ｓ２２が、３０dB 近くずれてしまった。
シミュレーションのロスをどのように校正
したかで、個別部品が搭載される基板の、実
装における容量の結合度やモールド後の樹脂
材料のパラシティック特性が見えてくる。
また、樹脂を塗布しない基板の特性と比べ
ることで、樹脂を塗布することによるＲＦ特
性の変化も、回路素子的に見ることができた。

図４は、シミュレーションおよび、実際
の計測に用いた回路構成である。バイアス
−Ｔの評価は、全てこの接続で計測した。

3

実測値 とシミュレーション

初期試作品の実測を行うに当たって、この
バイアス−Ｔモジュールを接続する測定基
板は、時間的な問題もあって、手加工で製
作したものを使用した。

図６

高域実測データ S21, S11,S22 と
シミュレーションの合成データ

3.1 シミュレーション と 考 察

図５

低域実測データ S21,S11,S22 と
シミュレーションの合成データ

図５は、100ＭHz までの、実際の測定デー
タに図２のシミュレーション結果を重ねたグ
ラフである。
バイアス−Ｔは、シンプルな回路構成であ
るために、比較的容易にシミュレーションを
実行できるが、数１００ｋHz 以下のＳ２１や
１０ＭHz 以上のＳ１１、Ｓ２２のグラフは、
はずれている。
図６は、２０ＧHz までのリニア･スケール
で表示した実測値に、最初のシミュレーショ
ンデータを重ねたグラフである。
シミュレーションのグラフは、ロスを含め
ない理想素子の広帯域特性のために、Ｓ１１，

実測値とシミュレーションの比較からは、
(1) 低域での、バイアス−Ｔの周波数特性
は、フェライト系ビーズインダクタの特性
に大きく依存する。 (2) フェライト系ビー
ズインダクタを、単純なＬ,Ｃや抵抗体の合
成として表わすことは難しい。 (3)１０Ｇ
Hz より上の周波数で起こるＳ１１とＳ２２
の相違および、グラフの暴れ（いくつかの
減衰極と共振点）は、測定基板に主な原因
がある。等の事柄が明確になった。
シミュレーションを行わずに試作していた
ときに比べ、漠然とした予測を明確に実証
できることで、回路変更は便利になった。

図７

実測(２０ＧHz まで)の挿入損失

3.2 実測値に合わせるシミュレーション
実測値に近づけるシミュレーションを行

った結果、フェライト系ビーズインダクタ
にＣ付加する直列共振によって１３.７ＧHz
の減衰極と１９ＧHz の所の共振が作られ、
挿入損失の値が実測値に近づいた。(図８)

なる。

図９

ＳＭＤタイプ･バイアス−Ｔモジュール

表１ バイアス−Ｔの電気的仕様
図８

実測に近づけたシミュレーション
S21, S11,S22
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シミュレーションを行う前は、樹脂モー
ルドによる並列キャパシタンスの所為で減
衰極ができると考えていたが、シミュレー
ションから 0.004ｐF 程度であることが判明、
そうとも言い切れないことも解った。
バイアス−Ｔ･モジュールの形状がかなり
小さいことから、いろいろなところで付加
されるＣ成分の影響は少なく、むしろフェ
ライト系ビーズインダクタの抵抗成分(１０
０オーム)の方が、理想素子から予測される
周波数特性を低域で大きく狂わせた。

4

特性評価

１０ＧHz を越える帯域を有するＰＤ回路用のバ
イアス−Ｔは、挿入損失や広帯域の周波数フラ
ット性よりも、低群遅延やＰＤとの広帯域マッチン
グの方が重要視される。
また、ＰＤ特性をフラットにするような、特性に
合わせ込むバイアス−Ｔ仕様の要求も多い。

4.1 製品特性とSMD 外形
図９は今回試作したバイアス−Ｔの外形
図である。モジュール化することで特性の
安定性と実装時のＲＦ特性バラツキを押さ
えられた。
表１の通り、１dB 挿入損失の時の帯域は
２０ＭHz から１６ＧHz だが、外付け部品を
足せば１ＭHz から１６ＧHz の使用も可能と

ま とめ

実測値とシミュレーションの結果は、傾向は似
ているが差異が生じており、定性的な評価はで
きるが、広帯域にわたる議論では、定量的な評
価はまだ難しい。
低域側、高域側で別の等価回路を考えるなど
再検討して行くことにより、今後は、製品の改良
に貢献できると考える。
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