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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ベースクロックを発生するクロック発生回路と、
　前記ベースクロックから受信クロックを生成し、前記受信クロックに応じて複数のレー
ンからの入力データ信号を受信する複数の受信回路と、を有し、
　前記複数の受信回路は、それぞれ、
　　前記入力データ信号と前記受信クロック間の位相差および周波数差を検出し、位相差
情報および周波数差情報を生成する位相周波数検出回路と、
　　前記位相差情報に基づいて制御信号を生成するクロックデータ再生制御回路と、
　　前記制御信号にしたがって、前記ベースクロックから前記受信クロックを生成する位
相回転回路と、
　　前記受信クロックに応じて前記入力データ信号を受信する判定回路と、を有し、
　前記クロック発生回路は、
　　前記複数の受信回路の前記位相周波数検出回路が出力する複数の前記周波数差情報か
ら使用する信号を選択する入力選択回路と、
　　前記複数の周波数差情報のうちの入力選択回路で選択した情報にしたがってチャージ
信号を生成するチャージポンプと、
　　前記チャージ信号から高周波成分を除去して電圧制御信号を出力するループフィルタ
と、
　　前記電圧制御信号に応じて前記ベースクロックを発生する電圧制御発振器と、を有し
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、
　前記入力選択回路は、前記複数の周波数差情報と共に、前記複数の受信回路の前記位相
周波数検出回路が出力する複数の前記位相差情報から使用する信号を選択し、
　前記入力選択回路は、前記複数の周波数差情報および前記複数の位相差情報のすべてを
選択する状態と、前記複数の周波数差情報および前記複数の位相差情報の一部を選択する
状態と、を有し、
　前記チャージポンプは、前記入力選択回路で選択した前記複数の周波数差情報および前
記複数の位相差情報にしたがってチャージ信号を生成し、
　前記チャージポンプは、前記入力選択回路での選択数に応じて、前記チャージ信号を生
成する際の選択された前記周波数差情報および前記位相差情報の利得を調整するマルチレ
ーンリタイマ回路。
【請求項２】
　受信クロックを発生するクロック発生回路と、
　前記受信クロックに応じて複数のレーンからの入力データ信号を受信する複数の受信回
路と、を有し、
　前記複数の受信回路は、それぞれ、
　　前記入力データ信号と前記受信クロック間の位相差および周波数差を検出し、位相差
情報および周波数差情報を生成する位相周波数検出回路と、
　　前記位相差情報に基づいて制御信号を生成するクロックデータ再生制御回路と、
　　前記制御信号にしたがって、前記入力データ信号を遅延する可変遅延回路と、
　　前記可変遅延回路で遅延された前記入力データ信号を、前記受信クロックに応じて受
信する判定回路と、を有し、
　前記クロック発生回路は、
　　前記複数の受信回路の前記位相周波数検出回路が出力する複数の前記周波数差情報か
ら使用する信号を選択する入力選択回路と、
　　前記複数の周波数差情報のうちの入力選択回路で選択した情報にしたがってチャージ
信号を生成するチャージポンプと、
　　前記チャージ信号から高周波成分を除去して電圧制御信号を出力するループフィルタ
と、
　　前記電圧制御信号に応じて前記受信クロックを発生する電圧制御発振器と、を有し、
　前記入力選択回路は、前記複数の周波数差情報と共に、前記複数の受信回路の前記位相
周波数検出回路が出力する複数の前記位相差情報から使用する信号を選択し、
　前記入力選択回路は、前記複数の周波数差情報および前記複数の位相差情報のすべてを
選択する状態と、前記複数の周波数差情報および前記複数の位相差情報の一部を選択する
状態と、を有し、
　前記チャージポンプは、前記入力選択回路で選択した前記複数の周波数差情報および前
記複数の位相差情報にしたがってチャージ信号を生成し、
　前記チャージポンプは、前記入力選択回路での選択数に応じて、前記チャージ信号を生
成する際の選択された前記周波数差情報および前記位相差情報の利得を調整するマルチレ
ーンリタイマ回路。
【請求項３】
　複数の伝送レーンと、
　共通の送信クロックにしたがってデータを前記複数の伝送レーンに出力する複数の送信
回路を有する送信側と、
　前記複数の伝送レーンから入力データを受信する受信側と、を有し、
　前記受信側は、請求項１または２に記載のマルチレーンリタイマ回路を含むマルチレー
ン伝送システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、マルチレーンリタイマ回路およびマルチレーン伝送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信基幹向け装置やサーバ等の情報処理機器の性能向上に伴い、装置内外での信号送受
信のデータレートを高くすることが要望されている。例えば、集積回路チップ内、チップ
間（装置内、装置間）で信号を送受信する高速Ｉ／Ｏの分野で、ビットレートの一層の高
速化が望まれている。
【０００３】
　受信回路では、伝送されてきたデータを適切なタイミングで判定し、データとクロック
を再生（ＣＤＲ: Clock and Data Recovery）することが求められる。入力データと受信
（サンプリング）クロックとの位相差および周波数差を検出し、その情報を基にサンプリ
ングクロックの位相調整を行うことによってＣＤＲが実現される。受信回路の中でもリフ
ァレンスクロックを用いず、入力データから再生したクロックによってリタイムし、ジッ
タを削減したデータを出力するリタイマ回路が知られている。
【０００４】
　リタイマ回路では、位相周波数検出回路(PFD: Phase frequency detector)が、入力デ
ータとサンプリングクロック間の位相差及び周波数差を検出し位相差情報及び周波数差情
報を出力する。さらに、チャージポンプ(CP: Charge pump)が、位相差情報及び周波数差
情報に従いループフィルタ(LPF: Loop filter)に対する電流の足し引きを行い、その結果
、制御電圧を生成する。ＶＣＯ(Voltage controlled oscillator)は、制御電圧に応じて
発振周波数を変化させ、サンプリングクロックとして出力する。リタイマ回路で生成され
たサンプリングクロックは、判定回路(Decision)に供給され、判定回路は、入力データに
対してタイミングが調整されたサンプリングクロックに応じて入力データを取り込む。
【０００５】
　近年、複数レーンでデータを伝送するマルチレーン伝送システムで、上記のリタイマ回
路を利用して高速でデータを伝送することが行われる。このようなマルチレーン伝送シス
テムでは、送信側の複数の送信回路は共通の送信クロックにしたがってデータを複数の伝
送レーンに出力する。上記のリタイマ回路をマルチレーンシステムに適用する場合に、複
数の受信回路にそれぞれリタイマ回路を設けることが考えられるが、回路規模が大きくな
るという問題がある。特に、高周波数のＶＣＯはインダクタを有するものが一般的であり
、複数のＶＣＯを設ける場合、インダクタの相互作用を防止するために離して配置する必
要があり、回路サイズが大きくなるので、ＶＣＯを共通化することが望ましい。
【０００６】
　そこで、ＶＣＯと、その制御に必要なチャージポンプおよびループフィルタと、を含む
クロック発生回路を、複数の受信回路に共通に１つ設ける。そして、複数の受信回路にそ
れぞれ設けた位相周波数検出回路の１つが発生する周波数差情報をクロック発生回路に供
給し、クロック発生回路は、入力データの周波数に応じたベースクロックを発生し、複数
の受信回路に供給する。上記のように、送信クロックは共通であり、複数レーンからの入
力データは、共通のクロックにしたがって変化し、レーンごとに位相が異なる。
【０００７】
　各受信回路では、位相周波数検出回路が、入力データと受信クロックを比較し、位相差
情報および周波数差情報を発生する。チャージポンプおよびループフィルタは、位相差情
報および周波数差情報に応じた検出信号を発生する。制御回路は、検出信号に応じて、ベ
ースクロックの位相を変化させる位相補間回路（位相インターポレータ）を制御する制御
信号を発生する。位相補間回路は、制御信号に応じて、各受信回路が受信する入力データ
に適した受信クロックを発生する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】J. Han, et al., "0.6-2.7-Gb/s Referenceless Parallel CDR With a 
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Stochastic Dispersion-Tolerant Frequency Acquisition Technique", IEEE Trans. on 
VLSI Systems (Early access article), 2013
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記のマルチレーンリタイマ回路では、故障時の動作に課題がある。伝送系のシステム
においては、どこか一部の故障により特定レーンのデータ入力に異常が発生する可能性が
ある。ＶＣＯに周波数情報を送っているレーンが故障した場合、周波数同期ができなくな
り、すべてのレーンが動作しなくなってしまうという問題がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　発明の第１の観点によれば、マルチレーンリタイマ回路は、ベースクロックを発生する
クロック発生回路と、ベースクロックから受信クロックを生成し、受信クロックに応じて
複数のレーンからの入力データ信号を受信する複数の受信回路と、を有する。複数の受信
回路は、それぞれ、位相周波数検出回路と、クロックデータ再生制御回路と、位相回転回
路と、判定回路と、を有する。位相周波数検出回路は、入力データ信号と受信クロック間
の位相差および周波数差を検出し、位相差情報および周波数差情報を生成する。クロック
データ再生制御回路は、位相差情報に基づいて制御信号を生成する。位相回転回路は、制
御信号にしたがって、ベースクロックから受信クロックを生成する。判定回路は、受信ク
ロックに応じて入力データ信号を受信する。クロック発生回路は、入力選択回路と、チャ
ージポンプと、ループフィルタと、電圧制御発振器と、を有する。入力選択回路は、複数
の受信回路の位相周波数検出回路が出力する複数の周波数差情報から使用する信号を選択
する。チャージポンプは、複数の周波数差情報のうちの入力選択回路で選択した情報にし
たがってチャージ信号を生成する。ループフィルタは、チャージ信号から高周波成分を除
去して電圧制御信号を出力する。電圧制御発振器は、電圧制御信号に応じてベースクロッ
クを発生する。入力選択回路は、複数の周波数差情報と共に、複数の受信回路の位相周波
数検出回路が出力する複数の位相差情報から使用する信号を選択する。入力選択回路は、
複数の周波数差情報および複数の位相差情報のすべてを選択する状態と、複数の周波数差
情報および複数の位相差情報の一部を選択する状態と、を有する。チャージポンプは、入
力選択回路で選択した複数の周波数差情報および複数の位相差情報にしたがってチャージ
信号を生成する。チャージポンプは、入力選択回路での選択数に応じて、チャージ信号を
生成する際の選択された周波数差情報および位相差情報の利得を調整する。
【００１１】
　発明の第２の観点によれば、マルチレーンリタイマ回路は、受信クロックを発生するク
ロック発生回路と、受信クロックに応じて複数のレーンからの入力データ信号を受信する
複数の受信回路と、を有する。複数の受信回路は、それぞれ、位相周波数検出回路と、ク
ロックデータ再生制御回路と、可変遅延回路と、判定回路と、を有する。位相周波数検出
回路は、入力データ信号と受信クロック間の位相差および周波数差を検出し、位相差情報
および周波数差情報を生成する。クロックデータ再生制御回路は、位相差情報に基づいて
制御信号を生成する。可変遅延回路は、制御信号にしたがって、入力データ信号を遅延す
る。判定回路は、可変遅延回路で遅延された入力データ信号を、受信クロックに応じて受
信する。クロック発生回路は、入力選択回路と、チャージポンプと、ループフィルタと、
電圧制御発振器と、を有する。入力選択回路は、複数の受信回路の位相周波数検出回路が
出力する複数の周波数差情報から使用する信号を選択する。チャージポンプは、複数の周
波数差情報のうちの入力選択回路で選択した情報にしたがってチャージ信号を生成する。
ループフィルタは、チャージ信号から高周波成分を除去して電圧制御信号を出力する。電
圧制御発振器は、電圧制御信号に応じて受信クロックを発生する。入力選択回路は、複数
の周波数差情報と共に、複数の受信回路の位相周波数検出回路が出力する複数の位相差情
報から使用する信号を選択する。入力選択回路は、複数の周波数差情報および複数の位相
差情報のすべてを選択する状態と、複数の周波数差情報および複数の位相差情報の一部を
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選択する状態と、を有する。チャージポンプは、入力選択回路で選択した複数の周波数差
情報および複数の位相差情報にしたがってチャージ信号を生成する。チャージポンプは、
入力選択回路での選択数に応じて、チャージ信号を生成する際の選択された周波数差情報
および位相差情報の利得を調整する。
【発明の効果】
【００１２】
　実施形態によれば、リファレンスクロックを使用しないマルチレーン伝送システムで、
一部のレーンで故障が生じても他のレーンが正常であれば受信動作が行えるマルチレーン
リタイマ回路が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、１レーン構成のリタイマ回路の構成例を示す図である。
【図２】図２は、マルチレーン伝送システムの複数の受信回路におけるリタイマ回路の構
成例を示す図である。
【図３】図３は、マルチレーン伝送システムの複数の受信回路におけるリタイマ回路の別
の構成例を示す図である。
【図４】図４は、第１実施形態のマルチレーン伝送システムのリタイマ回路の構成を示す
図である。
【図５】図５は、チャージポンプ入力選択回路の回路例を示す図である。
【図６】図６は、クロック発生回路のチャージポンプの構成例を示す図である。
【図７】図７は、図６のチャージポンプで、受信回路のＰＦＤが出力する位相差情報と周
波数差情報を選択せず（停止し）、対応する差動対の可変電流源を停止し、他の差動対の
可変電流源の電流量を２倍にした状態を示す図である。
【図８】図８は、第２実施形態のマルチレーン伝送システムのリタイマ回路の構成を示す
図である。
【図９】図９は、第３実施形態のマルチレーン伝送システムのリタイマ回路の構成を示す
図である。
【図１０】図１０は、第４実施形態のマルチレーン伝送システムのリタイマ回路の構成を
示す図である。
【図１１】図１１は、第５実施形態のマルチレーン伝送システムの構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　実施形態を説明する前に、一般的なリタイマ回路およびマルチレーンリタイマ回路につ
いて説明する。
　図１は、１レーン構成のリタイマ回路の構成例を示す図である。
【００１５】
　リタイマ回路は、判定回路(Decision)１１と、位相周波数検出回路(PFD: Phase freque
ncy detector)１２と、チャージポンプ(CP: Charge pump)１３と、ループフィルタ(LPF: 
Loop filter)１４と、ＶＣＯ(Voltage controlled oscillator)１５と、を有する。
【００１６】
　判定回路１１は、再生されたサンプリングクロックCKsaのタイミングで入力データDin
が０か１かを判定し、その結果を出力データDoutとして出力する。位相周波数検出回路１
２は、入力データDinとサンプリングクロックCKsa間の位相差及び周波数差を検出し位相
差情報PHud及び周波数差情報FRudを出力する。チャージポンプ１３は、位相差情報PHud及
び周波数差情報FRudに従い、ループフィルタ１４における電流の足し引きを制御する。ル
ープフィルタ１４は、電流の足し引きの結果である制御電圧VLPFを出力する。ＶＣＯ１５
は、制御電圧VLPFに応じて発振周波数を変化させたサンプリングクロックCKsaを出力する
。ここで、図１では、サンプリングクロックの位相の数は図中では４相としているが２相
でもよく、位相周波数検出回路１２の構成などにより異なる。この構成により入力データ
とサンプリングクロックが同期し、正しいタイミングでデータ判定が可能となる。
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【００１７】
　図１のリタイマ回路の構成は広く知られているので、これ以上の説明は省略する。
　図２は、マルチレーン伝送システムの複数の受信回路におけるリタイマ回路の構成例を
示す図である。図２では、２レーンの構成例を示しているが、３レーン以上の構成も同様
である。
【００１８】
　受信側は、複数（図２では２つ）の受信回路１０Ａおよび１０Ｂと、クロック発生回路
２０と、を有する。クロック発生回路２０は、複数の受信回路に共通に１つ設けられる。
【００１９】
　受信回路１０Ａは、判定回路１１Ａと、位相周波数検出回路(PFD)１２Ａと、チャージ
ポンプ(CP)１３Ａと、ループフィルタ(LPF)１４Ａと、制御回路(Controller)１６Ａと、
位相補間回路(PI: Phase interpolator)１７Ａと、を有する。受信回路１０Ｂも同様の構
成を有し、以下の説明では、受信回路１０Ａについて説明する。判定回路１１Ａ、位相周
波数検出回路１２Ａは、図１に示した対応要素と同じである。チャージポンプ１３Ａは、
位相周波数検出回路１２Ａから位相差情報PHudを受けて、位相差情報PHudに従い、ループ
フィルタ１４における電流の足し引きを制御する。言い換えれば、チャージポンプ１３Ａ
は、位相周波数検出回路１２Ａの出力する周波数差情報FRudを受けない。
【００２０】
　制御回路１６Ａは、ループフィルタ１４Ａの出力VLPFから位相補間回路１７Ａを制御す
るための電圧もしくは電流信号PIctrlを出力する。位相補間回路１７Ａは、PIctrlに応じ
て補間する電流比を変えることによって、クロック発生回路２０から供給されるサンプリ
ングクロックCKsaの位相シフトを行う。また、制御回路１６Ａは、位相をサイクリックに
変化させるために、補間位相の象限(0度、90度、180度、270度)の切り替えを検出し、チ
ャージポンプに対して極性反転信号CPinvを出力する。
【００２１】
　クロック発生回路２０は、チャージポンプ(CP)２１と、ループフィルタ(LPF)２２と、
ＶＣＯ２３と、を有する。
【００２２】
　クロック発生回路２０のチャージポンプ２１は、複数の受信回路の１つ（ここでは１０
Ａ）の位相周波数検出回路(PFD)１２Ａから周波数差情報FRudを受け、ループフィルタ２
２における電流の足し引きを制御する。ループフィルタ２２は、電流の足し引きの結果で
ある制御電圧VCOFを出力する。ＶＣＯ２３は、制御電圧VCOFに応じて発振周波数を変化さ
せた出力（ベース）クロックCKVCOを出力し、ベースクロックCKvcoは、各受信回路１０Ａ
および１０Ｂに分配される。
【００２３】
　マルチレーン伝送システムでは、送信側の複数の送信回路は、１つ発振回路が出力する
共通の送信クロックにしたがって送信データを出力する。したがって、複数の受信回路が
１０Ａおよび１０Ｂが受信する入力データは、同一の周波数を有する。しかし、位相は各
レーン（受信回路）で異なる。上記の構成により、ＶＣＯ２３は、入力データと同じ(も
しくは定数倍の)周波数で発振し、各レーンでは位相補間回路によって入力データに位相
を同期させることによって、正しいタイミングでデータ判定を行うことが可能となる。こ
のように、複数の受信回路１０Ａおよび１０Ｂが受信する入力データの周波数は同じであ
り、クロック発生回路２０におけるＶＣＯ２３の発振周波数の制御は、複数の受信回路の
１つからの周波数差情報FRudで行えばよい。また、各受信回路では位相の調整のみを行え
ばよいので、各受信回路のチャージポンプ１３Ａは、位相周波数検出回路１２Ａの出力す
る位相差情報PHudのみに従い、ループフィルタ１４における電流の足し引きを制御すれば
よい。
【００２４】
　図３は、マルチレーン伝送システムの複数の受信回路におけるリタイマ回路の別の構成
例を示す図である。
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【００２５】
　図３のリタイマ回路は、チャージポンプ１３Ａおよびループフィルタ１４Ａの部分が、
デジタルフィルタ(Digital filter)１８Ａに、制御回路１６ＡがＤＡＣ(Digital to anal
og converter)１９Ａに変わったことが、図２のリタイマ回路と異なる。すなわち、位相
補間回路１７Ａを制御するループ部分が、図２ではアナログ回路を用いた構成であったの
に対し、図３ではデジタル回路を用いた構成となっている。以下、相違箇所に関して説明
する。デジタルフィルタ１８Ａは、ＰＦＤ１２Ａからの位相差情報PHudに応じて、位相補
間回路１７Ａの位相コードPIcodeを生成する。ＤＡＣ１９Ａは、PIcodeから位相補間回路
１７Ａを制御するためのアナログ信号であるPIctrlを生成する。
【００２６】
　非特許文献１は、図３のリタイマ回路に類似した構成を有するマルチレーン伝送システ
ムの受信側の構成を記載している。
　図２および図３のマルチレーン伝送システムのリタイマ回路には、以下のような２つの
課題がある。
【００２７】
　第１の課題は、故障時の動作である。伝送系のシステムにおいては、どこか一部の故障
により特定レーンのデータ入力がおかしくなってしまう可能性がある。クロック発生回路
２０に周波数差情報FRudを送っている受信回路またはそのレーンが故障した場合、周波数
同期ができなくなり、すべてのレーンが動作しなくなってしまう。
【００２８】
　第２の課題は、特性上の課題である。ＶＣＯ２３では入力データに対して周波数同期し
ているが、わずかな偏差である周波数オフセットは存在してしまうため、各レーンの位相
補間回路１７Ａは周波数オフセットを補償するために位相シフトを行い続けることになる
。ここで、位相補間回路１７Ａは、４相のベースクロックの隣接するクロックを設定して
位相補間を行うが、アップとダウンのゲインに差があるため、設定した位相に対して実際
に出力されるクロック位相の関係が設定に応じて変わってしまう。すなわち線形性がよく
ないという問題がある。位相補間により位相差をゼロにするように位相シフトを行い続け
ているため、位相が徐々に回転し、組み合わせる位相が変化する。そのため、位相補間回
路１７Ａの線形性の特性が出力に現れてしまい、ジッタを増加させ位相補間の特性を劣化
させてしまう。
【００２９】
　以下に説明する実施形態のマルチレーン伝送システムのリタイマ回路は、上記の課題を
解決する。
　図４は、第１実施形態のマルチレーン伝送システムのリタイマ回路の構成を示す図であ
る。図４では、２レーンの構成例を示しているが、３レーン以上の構成も同様である。
【００３０】
　受信側は、複数（図２では２つ）の受信回路１０Ａおよび１０Ｂと、クロック発生回路
２０と、を有する。クロック発生回路２０は、複数の受信回路に共通に１つ設けられる。
【００３１】
　受信回路１０Ａは、判定回路１１Ａと、位相周波数検出回路(PFD)１２Ａと、クロック
データリカバリィループ(CDR loop)３０Ａと、位相回転回路(PR: Phase rotator)３１Ａ
と、を有する。受信回路１０Ｂも同様の構成を有する。判定回路１１Ａおよび位相周波数
検出回路１２Ａは、図２または図３に示した対応要素と同じである。
【００３２】
　ＣＤＲ　ｌｏｏｐ３０Ａは、ＰＦＤ１２Ａからの位相差情報をフィルタリングした上で
位相回転回路３１Ａの出力クロックの位相を制御するPRctrlを出力するブロックであり、
その構成は限定されない。例えば、ＣＤＲ　ｌｏｏｐ３０Ａは、図２に示したチャージポ
ンプ１３Ａと、ループフィルタ１４Ａと、制御回路１６Ａと、を含むアナログ制御の構成
でも、図３に示したデジタルフィルタ１８Ａと、ＤＡＣ１９Ａを含むデジタル制御の構成
でも実現できる。
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【００３３】
　位相回転回路３１Ａは、ＶＣＯ２３の出力するベースクロックの位相をシフトできれば
よく、その構成は限定されない。例えば、位相回転回路３１Ａは、図２および図３に示し
た位相補間回路１７Ａのように補間によって位相をシフトさせるものや、遅延によって位
相をシフトさせるものでも実現できる。
【００３４】
　図４に示すように、複数の受信回路１０Ａおよび１０ＢのそれぞれのＰＦＤは、周波数
差情報FRudのみならず位相差情報PHudもクロック発生回路２０に送っている。言い換えれ
ば、クロック発生回路２０は、受信回路１０ＡのＰＦＤ１２Ａから周波数差情報FRudおよ
び位相差情報PHudの第１の組と、受信回路１０ＢのＰＦＤから周波数差情報FRudおよび位
相差情報PHudの第２の組と、を受ける。さらに言えば、クロック発生回路２０は、複数の
受信回路の複数のＰＦＤが出力する周波数差情報および位相差情報を受ける。
【００３５】
　クロック発生回路２０は、チャージポンプ入力選択回路(CP input selector)２５と、
チャージポンプ(CP)２１と、ループフィルタ(LPF)２２と、ＶＣＯ２３と、を有する。ル
ープフィルタ２２およびＶＣＯ２３は、図１のループフィルタ１４およびＶＣＯ１５、ま
たは図２および図３のループフィルタ２２およびＶＣＯ２３と同様に、広く知られた構成
で実現できるので説明は省略する。
【００３６】
　チャージポンプ入力選択回路２５は、外部からのチャージポンプ入力選択信号CPselに
応じて、上記の複数組（ここでは２組）の周波数差情報FRudおよび位相差情報PHudからチ
ャージポンプ２１に出力する情報を選択する。チャージポンプ入力選択信号CPselは、す
べての情報をオフするCPoffと、複数組の周波数差情報FRudおよび位相差情報PHudをＣＰ
２１に入力するか否かを選択する個別選択信号と、選択に応じてＣＰ２１の対応部分の利
得調整信号を含む。図４の例では、２レーンなので、個別選択信号は、第１の組の周波数
差情報FRudおよび位相差情報PHudを選択するCPsel1と、第２の組の周波数差情報FRudおよ
び位相差情報PHudを選択するCPsel2と、である。
【００３７】
　図５は、チャージポンプ入力選択回路２５の回路例を示す図である。
　チャージポンプ入力選択回路２５は、各レーンの個別選択信号により一方は通過状態に
、他方は遮断状態に制御される２個のトランスファーゲートによるスイッチを、レーン数
×情報数（ここでは２）×極性数（ここでは２）個有する。例えば、図５では、レーン数
＝２で、情報数＝２（位相差情報と周波数差情報）、極性数＝２であり、８組のトランス
ファーゲート、すなわち１６個のトランスファーゲートを有する。各組の２個のトランス
ファーゲートの一方には周波数差情報FRudまたは位相差情報PHudが入力され、他方には停
止時の信号レベルであるCPoffが入力され、２個のトランスファーゲートの出力は接続さ
れ、対応する情報として出力される。したがって、個別選択信号がオンの時には入力する
周波数差情報FRudまたは位相差情報PHudが対応する情報として出力され、個別選択信号が
オフの時にはCPoffが対応する情報として出力されるように切り替わる。
【００３８】
　例えば、図５において、通常動作時には、すべての個別選択信号CPsel1およびCPsel2が
オンで、入力するすべての周波数差情報FRudおよび位相差情報PHudが対応する情報として
選択され、ＣＰ２１に入力する。
【００３９】
　例えば、第１レーンに何らかの故障が発生した時には、個別選択信号CPsel1をオフする
ことにより、第１の周波数差情報FRudおよび位相差情報PHudとしてCPoffがＣＰ２１に入
力する。この時、個別選択信号CPsel2をオンに維持することにより、第２受信回路１０Ｂ
のＰＦＤの出力する第２の周波数差情報FRudおよび位相差情報PHudがＣＰ２１に入力する
。第２レーンに何らかの故障が発生した時には、個別選択信号CPsel2をオフすることで、
第２の周波数差情報FRudおよび位相差情報PHudとしてCPoffがＣＰ２１に入力する。この
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時、個別選択信号CPsel1をオンに維持すれば第１受信回路１０ＡのＰＦＤ１２Ａの出力す
る第１の周波数差情報FRudおよび位相差情報PHudがＣＰ２１に入力する。さらに、個別選
択信号CPsel1およびCPsel2の両方をオフすれば、ＣＰ２１に入力するのはすべてCPoffと
なる。
【００４０】
　利得調整信号は、各情報の利得を指示し、例えば、２レーンの場合には、２つの個別選
択がオンであればすべて０．５で、一方の個別選択がオンで他方がオフであれば、１と０
であり、両方の個別選択がオフであればすべて０である。いずれにしろ、チャージポンプ
２１に入力する情報の数に応じてループ利得が変化しないように、選択されているレーン
数に応じて利得が変わらないようにすることが望ましい。上記のように、特定レーンが故
障したことが分かったら、故障したレーンの情報をチャージポンプに入力しないように動
作させる。ここでの故障検知はシステム側から情報が送られてくるものを想定しているが
、リタイマ回路内部に故障検知回路を有するようにしてもよい。
【００４１】
　図６は、クロック発生回路２０のチャージポンプ２１の構成例を示す図である。
　チャージポンプ２１は、４つの差動対を有する。各差動対の一方の２つの端子は、可変
電流源を介してグランドに接続され、他方の２つの端子は、それぞれ負荷を介して高電位
源に接続されている。４つの差動対には、２つの受信回路の２つのＰＦＤの出力する位相
差情報PHudと周波数差情報FRudの差動信号が印加される。４つの可変電流源は、それぞれ
の差動対に印加される情報に対応した利得調整信号GP1,GP2,GF1,GF2により電流量が設定
される。各差動対の他方の２つの端子と２つの負荷との接続ノードから差動出力outおよ
びoutxがチャージ信号として出力される。
【００４２】
　図６のチャージポンプ２１は、差動型のチャージポンプで、図中では電源から2Icpが供
給され、４つの差動対で0.5Icpずつ電流を引き抜く構成となっている。言い換えれば、利
得調整信号GP1,GP2,GF1,GF2は、すべて同じ値である。ここで、２つの位相差情報と２つ
の周波数差情報に応じて差動対に流す電流は同じにする必要はなく、例えば、２つのFRud
の差動対の電流をIcpずつにすることも可能である。しかし、その場合には、供給する電
流量を3Icpにして供給される電流量と引き抜かれる電流量のバランスをとる必要がある。
いずれにしろ、複数の情報の加重平均により、チャージ信号が生成される。さらに、周波
数差情報FRudの差動対の電流量は初期動作時の引き込み特性に影響する。例えば、周波数
差情報の重みを大きくすると、立上り時の引き込みが速くなる。短時間に一定の周波数に
なった後は周波数差はほとんどゼロの状態が維持されるので、チャージ信号は複数の位相
差情報を平均した値に応じた信号となり、変化は小さくなる。
【００４３】
　また、チャージポンプ入力選択回路２５によって、特定レーンの位相差情報および周波
数差情報が選択されなかった場合、すなわち情報が停止された場合、差動対には停止時の
信号レベル（図５におけるCPoff）が入力される。この構成においては、各差動対の入力
のコモンモードレベルであり、差動出力out、outxから等しく0.25Icpを引き抜くことにな
り実質動作しないこととなる。ただし、この場合（２レーンから１レーンになったため）
利得が半分になってしまうので、Icpを２倍にするか、停止した差動対の電流を停止し、
他の差動対の電流を２倍にすることが望ましい。
【００４４】
　図７は、図６のチャージポンプ２１で、受信回路１０ＡのＰＦＤ１２Ａが出力する位相
差情報PHudと周波数差情報FRudを選択せず（停止し）、対応する差動対の可変電流源を停
止し、他の差動対の可変電流源の電流量を２倍にした状態を示す。
【００４５】
　第１実施形態のマルチレーン伝送システムの受信側のリタイマ回路では、すべてのレー
ンの受信回路から周波数差情報と位相差情報をクロック発生回路に送り、さらにこれらの
情報を切り替えられる。これにより、特定レーンが故障した場合には、そのレーンからの
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情報を使わないように制御することによってすべてのレーンが動作しなくなることを回避
可能である。したがって、特定レーン故障時においても、他の正常レーンを継続動作させ
ることが可能となり、第１の課題を解決する。
【００４６】
　また、クロック発生回路のＶＣＯの発振周波数の制御に、位相差情報も使用することに
よって、ＶＣＯの発生するベースクロックCKvcoは入力データに対して周波数オフセット
をもたないようにすることが可能となる。そのため、各レーンの位相回転回路は主にレー
ン間スキューをなくすように動作し、常時位相シフトをし続けることがなくなり、位相補
間回路による特性劣化を抑えることができる。このように、位相補間回路の定常的な位相
シフトを抑え、それに起因したジッタを削減し特性を改善し、第２の課題を解決する。
【００４７】
　図８は、第２実施形態のマルチレーン伝送システムのリタイマ回路の構成を示す図であ
る。
　前述のように、第１実施形態においてレーン数は２以上であれば限定されない。図８の
第２実施形態は、４レーン構成の場合の構成例を示す。図示のように、すべてのレーンの
受信回路１０Ａ－１０Ｄから位相差情報と周波数差情報が、クロック発生回路２０のチャ
ージポンプ入力選択(CP input selector)セレクタ回路２５に入力される。第２実施形態
におけるチャージポンプ入力選択回路２５は、図５の回路構成において、スイッチ数を２
倍にすればよい。第２実施形態におけるチャージポンプ回路２１は、図６の構成において
、差動対の数を２倍にすればよい。
【００４８】
　図９は、第３実施形態のマルチレーン伝送システムのリタイマ回路の構成を示す図であ
る。
　前述のように、第１実施形態においては、複数の受信回路から複数組の周波数差情報と
位相差情報をクロック発生回路に送っていた。これにより、前述の第１および第２の課題
を解決することができる。ここで、第１の課題を解決するだけであれば、位相差情報をク
ロック発生回路に送る必要はない。
【００４９】
　図９に示すように、第３実施形態では、複数の受信回路から複数の周波数差情報のみを
クロック発生回路に送り、位相差情報はクロック発生回路に送らない。他の部分は第１実
施形態と同じである。第３実施形態におけるチャージポンプ入力選択回路２５は、図５の
回路構成において、位相差情報の差動信号が入力されるスイッチを除き、スイッチ数を１
／２倍にすればよい。第３実施形態におけるチャージポンプ回路２１は、図６の構成にお
いて、位相差情報の差動信号が印加される差動対を除き、差動対の数を１／２倍にすれば
よい。
【００５０】
　図１０は、第４実施形態のマルチレーン伝送システムのリタイマ回路の構成を示す図で
ある。
　第４実施形態のリタイマ回路は、位相回転回路３１Ａを除き、可変遅延回路３５Ａを設
けたことが第１実施形態のリタイマ回路と異なる。また、位相回転回路３１Ａを除いたた
め、位相周波数検出回路（ＰＦＤ）１２Ａは、入力データ信号DinとＶＣＯ２３の出力す
るベースクロックCKVCOの位相差および周波数差を検出する。他の部分は、第１実施形態
と同じである。
【００５１】
　第１実施形態のリタイマ回路では、クロック位相をシフトすることによって入力データ
に同期させていた。これに対して、第４実施形態のリタイマ回路では、入力データを遅延
させることによって、入力データとＶＣＯの出力するベースクロックを同期させ、判定回
路１１Ａで入力データを同期したベースクロックで取り込む。言い換えれば、ベースクロ
ックは、受信クロックとして使用される。可変遅延回路３５Ａの遅延量は、ＣＤＲループ
３０Ａの出力する制御信号VDctrlにより制御される。第１実施形態で述べたのと同様に、
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第４実施形態では、クロック発生回路２０のＶＣＯ２３の発振周波数の制御に、位相差情
報も使用することによって、ＶＣＯの発生するベースクロックCKvcoは入力データに対し
て周波数オフセットをもたないようにすることが可能となる。そのため、各レーンの位相
回転回路は主にレーン間スキューをなくすように動作し、常時位相シフトをし続けること
がなくなる。そのため、第４実施形態では、可変遅延回路３５Ａによる遅延量も安定し、
入力データの正確な取り込みが可能になる。
【００５２】
　図１１は、第５実施形態のマルチレーン伝送システムの構成を示す図である。
　第５実施形態のマルチレーン伝送システムは、Ｎ本の伝送レーン７０Ａ－７０Ｎと、Ｎ
個の送信回路５０Ａ－５０Ｎと、送信クロック発生回路６０と、Ｎ個の受信回路１０Ａ－
１０Ｎと、受信用のクロック発生回路２０と、を有する。送信回路５０Ａ－５０Ｎは、送
信クロック発生回路６０からの送信クロックに同期してデータを伝送レーン７０Ａ－７０
Ｎに出力する。受信回路１０Ａ－１０Ｎおよびクロック発生回路２０は、第１から第４実
施形態で説明したリタイマ回路をＮ本の伝送レーン用に拡張したものである。
【００５３】
　以上、第１から第５実施形態を説明したが、各種の変形例が可能であるのは言うまでも
ない。例えば、第１から第５実施形態では、４相のクロック信号の例を示したが、８相や
１６相などのクロック信号を利用したインターリーブ構成に実施形態の構成を適用するこ
とも可能である。
【００５４】
　以上、実施形態を説明したが、ここに記載したすべての例や条件は、発明および技術に
適用する発明の概念の理解を助ける目的で記載されたものである。特に記載された例や条
件は発明の範囲を制限することを意図するものではなく、明細書のそのような例の構成は
発明の利点および欠点を示すものではない。発明の実施形態を詳細に記載したが、各種の
変更、置き換え、変形が発明の精神および範囲を逸脱することなく行えることが理解され
るべきである。
【符号の説明】
【００５５】
　１１、１１Ａ　　判定回路
　１２、１２Ａ　　位相周波数検出回路
　２０　　クロック発生回路
　２１　　チャージポンプ
　２２　　ループフィルタ
　２３　　電圧制御発振器（ＶＣＯ）
　２５　　チャージポンプ入力選択回路
　３０Ａ　　クロックデータリカバリィループ(CDR loop)
　３１Ａ　　位相回転回路
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