
JP 5579625 B2 2014.8.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クロック信号を復元して出力するクロック復元部と、データ信号を復元して出力する直
列－並列変換部が具備された受信部装置において、
　前記クロック復元部は、
　クロック訓練期間に前記クロック信号だけを含み、前記クロック訓練期間後に前記デー
タ信号の間に周期的に埋め込まれた前記クロック信号を含むクロック埋め込みデータ(Ｃ
ＥＤ)信号を受信し、
　第１および第２遅延クロック信号を受信し、前記クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号
の前記データ信号に埋め込まれた前記クロック信号のエッジを検出するためのマスク信号
を生成し、
　前記クロック訓練期間を区分するＬＯＣＫ信号によって前記マスク信号や固定された論
理状態値を選択し、
　前記固定された論理状態値によって前記クロック訓練期間に対応して前記クロック埋め
込みデータ(ＣＥＤ)信号から第１マスタークロック信号を生成し、
　前記クロック訓練期間後に前記クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号から第２マスター
クロック信号を生成し、
　前記クロック訓練期間後に前記第１マスタークロック信号を位相差を有するように遅延
した前記第１遅延クロック信号として前記第２マスタークロック信号を生成し、その後、
前記第２マスタークロック信号を位相差を有するように遅延した第２遅延クロック信号と
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して前記第２マスタークロック信号を生成し、
　前記第２マスタークロック信号は、前記マスク信号によって前記クロック信号のエッジ
を検出し、前記第１マスタークロック信号および前記第１遅延クロック信号、または前記
第２マスタークロック信号および前記第２遅延クロック信号のうちのいずれか一つから選
択された一つ以上の信号によるプルアップおよびプルダウンで前記エッジ以後の信号を復
元して生成され、
　前記第２遅延クロック信号から復元クロック信号を提供することを特徴とする遅延同期
ループを基礎としたクロック復元部が具備された受信部装置。
【請求項２】
　前記クロック復元部は、
　前記クロック訓練期間に入力される前記クロック埋め込みデータ信号を前記第１マスタ
ークロック信号として出力し、前記クロック訓練期間後に順次に生成される前記第１遅延
クロック信号と前記第２遅延クロック信号として入力される前記クロック埋め込みデータ
(ＣＥＤ)信号の前記データ信号に埋め込まれた前記クロック信号を復元して前記第２マス
タークロック信号として出力するクロック生成部と;
　複数個の遅延手段が具備されて、前記第１マスタークロック信号を遅延して位相差を有
する前記第１遅延クロック信号として出力し、前記第２マスタークロック信号を遅延して
位相差を有する前記第２遅延クロック信号として出力する遅延ラインと;
　前記第１マスタークロック信号及び前記第１遅延クロック信号、または前記第２マスタ
ークロック信号及び前記第２遅延クロック信号のうちいずれか一つから選択された二つの
信号の間の時間差や位相差を検出したアップ／ダウン信号を生成する位相差検出器と;
　前記位相差検出器により生成された前記アップ／ダウン信号によって前記遅延ラインの
遅延程度を調節する電圧制御信号を前記遅延手段に供給する低域通過フィルターを含んで
構成されることを特徴とする請求項１に記載の遅延同期ループを基礎としたクロック復元
部が具備された受信部装置。
【請求項３】
　クロック信号を復元して出力するクロック復元部と、データ信号を復元して出力する直
列－並列変換部が具備された受信部装置において、
　前記クロック復元部は、
　クロック訓練期間に前記クロック信号だけを含み、前記クロック訓練期間後に前記デー
タ信号の間に周期的に埋め込まれた前記クロック信号を含むクロック埋め込みデータ(Ｃ
ＥＤ)信号を受信し、
　前記クロック訓練期間の前記クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号から第１マスターク
ロック信号を生成し、
　前記クロック訓練期間後に前記クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号から第２マスター
クロック信号を生成し、
　前記クロック訓練期間後に前記第１マスタークロック信号を位相差を有するように遅延
した第１遅延クロック信号として前記第２マスタークロック信号を生成し、その後、前記
第２マスタークロック信号を位相差を有するように遅延した第２遅延クロック信号として
前記第２マスタークロック信号を生成し、
　前記第２遅延クロック信号から復元クロック信号を提供し、
　前記クロック復元部は、
　前記クロック訓練期間に入力される前記クロック埋め込みデータ信号を前記第１マスタ
ークロック信号として出力し、前記クロック訓練期間後に順次に生成される前記第１遅延
クロック信号と前記第２遅延クロック信号として入力される前記クロック埋め込みデータ
(ＣＥＤ)信号の前記データ信号に埋め込まれた前記クロック信号を復元して前記第２マス
タークロック信号として出力するクロック生成部と;
　複数個の遅延手段が具備されて、前記第１マスタークロック信号を遅延して位相差を有
する前記第１遅延クロック信号として出力し、前記第２マスタークロック信号を遅延して
位相差を有する前記第２遅延クロック信号として出力する遅延ラインと;
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　前記第１マスタークロック信号及び前記第１遅延クロック信号、または前記第２マスタ
ークロック信号及び前記第２遅延クロック信号のうちいずれか一つから選択された二つの
信号の間の時間差や位相差を検出したアップ／ダウン信号を生成する位相差検出器と;
　前記位相差検出器により生成された前記アップ／ダウン信号によって前記遅延ラインの
遅延程度を調節する電圧制御信号を前記遅延手段に供給する低域通過フィルターと、を含
んで構成され、
　前記クロック生成部は、
　前記第１及び第２遅延クロック信号を受信して前記クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信
号の前記データ信号に埋め込まれた前記クロック信号のエッジを検出するためのマスク信
号を生成するマスク信号生成部と;
　前記クロック訓練期間を区分するＬＯＣＫ信号によって前記マスク信号や固定された論
理状態値を出力する通過スイッチと;
　前記通過スイッチで印加される前記固定された論理状態値によって前記クロック訓練期
間に対応してクロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号を前記第１マスタークロック信号とし
て出力し、前記マスク信号によって前記クロック訓練期間後に前記クロック埋め込みデー
タ(ＣＥＤ)信号の前記データ信号に埋め込まれた前記クロック信号のエッジを検出して前
記第２マスタークロック信号として出力する遮断スイッチと;及び
　前記クロック訓練期間に対応してターンオフされ、前記クロック訓練期間後に前記第１
マスタークロック信号及び前記第１遅延クロック信号、または前記第２マスタークロック
信号及び前記第２遅延クロック信号のうちいずれか一つから選択された一つ以上の信号に
よって相補的に動作し、前記マスク信号によって前記遮断スイッチが遮られれば、前記エ
ッジ以後の信号を復元して前記第２マスタークロック信号として出力するプルアップ部(P
ull up)とプルダウン部(Pull down)を含んで構成されることを特徴とする遅延同期ループ
を基礎としたクロック復元部が具備された受信部装置。
【請求項４】
　前記通過スイッチは、前記ＬＯＣＫ信号が論理ロー状態である場合クロック訓練期間と
して認識して前記固定された論理状態値として論理ハイ状態を示す値を前記遮断スイッチ
に印加して、
　前記遮断スイッチは、前記通過スイッチから前記論理ハイ状態を示す値によって前記ク
ロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号をそのまま前記第１マスタークロック信号(ＭＣＬＫ)
として出力して、前記遅延ラインに送るように構成されたことを特徴とする請求項３に記
載の遅延同期ループを基礎としたクロック復元部が具備された受信部装置。
【請求項５】
　前記通過スイッチは、前記ＬＯＣＫ信号が論理ハイ状態である場合前記マスク信号を前
記遮断スイッチに印加して、
　前記遮断スイッチは、前記マスク信号が論理ハイ状態である区間で前記クロック埋め込
みデータ(ＣＥＤ)信号の前記クロック信号のエッジを検出して前記遅延ラインに出力して
、前記マスク信号が論理ロー状態である区間では前記クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信
号が伝達されることを遮断することを特徴とする請求項３に記載の遅延同期ループを基礎
としたクロック復元部が具備された受信部装置。
【請求項６】
　前記遅延ラインは、少なくとも２Ｎ+１個より多いか、または同じ個数の遅延手段を具
備し、前記Ｎは、前記クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号に周期的に埋め込まれる各ク
ロックビットの間に存在するデータビットの個数を示す自然数であることを特徴とする請
求項２に記載の遅延同期ループを基礎としたクロック復元部が具備された受信部装置。
【請求項７】
　前記遅延ラインは、電圧制御遅延ライン（ＶＣＤＬ）または電流制御遅延ライン（ＣＣ
ＤＬ）で構成されることを特徴とする請求項２に記載の遅延同期ループを基礎としたクロ
ック復元部が具備された受信部装置。
【請求項８】
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　前記遅延手段は、インバーターで構成されることを特徴とする請求項２に記載の遅延同
期ループを基礎としたクロック復元部が具備された受信部装置。
【請求項９】
　前記低域通過フィルターは、出力端子が前記遅延ラインに連結された電荷ポンプで構成
されることを特徴とする請求項２～８のうちいずれか一つに記載の遅延同期ループを基礎
としたクロック復元部が具備された受信部装置。
【請求項１０】
　前記クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号は、前記データ信号と同一の振幅とレベルを
有するクロック信号が周期的に前記データ信号の間に埋め込まれることを特徴とする請求
項１に記載の遅延同期ループを基礎としたクロック復元部が具備された受信部装置。
【請求項１１】
　クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号が入力されれば、マスタークロック信号を出力す
るクロック生成部と;
　前記マスタークロック信号が入力されれば、前記マスタークロック信号から遅延された
遅延クロック信号を生成する遅延ラインと;を含み、
　前記遅延クロック信号のうちの一つ以上を利用してマスク信号を生成し、クロック訓練
期間を区分するＬＯＣＫ信号によって前記マスク信号を選択し、前記マスク信号を利用し
て前記クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号の前記クロック信号の遷移エッジを検出して
、前記クロック埋め込みデータ信号に含まれたクロック信号を復元することを特徴とする
クロック復元回路。
【請求項１２】
　前記クロック生成部は、
　クロック信号を含む第１クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号が入力される時に第１マ
スタークロック信号を出力し、
　データ信号にクロック信号が埋め込まれた第２クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号が
入力される時に第２マスタークロック信号を出力し、
　前記遅延クロック信号のうちの一つ以上を利用して、前記第１クロック埋め込みデータ
(ＣＥＤ)信号の遷移エッジを検出して、前記第１クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号か
ら復元された前記第１マスタークロック信号を出力する第１復元動作を行い、
　前記遅延クロック信号のうちの一つ以上を利用して、前記第２クロック埋め込みデータ
(ＣＥＤ)信号の遷移エッジを検出して、前記第２クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号か
ら復元された前記第２マスタークロック信号を出力する第２復元動作を行うことを特徴と
する請求項１１に記載のクロック復元回路。
【請求項１３】
　前記第１復元動作は、前記クロック信号の訓練期間の間に行われることを特徴とする請
求項１２に記載のクロック復元回路。
【請求項１４】
　復元された前記クロック信号は、前記遅延クロック信号のうちの一つまたは前記マスタ
ークロック信号であることを特徴とする請求項１１に記載のクロック復元回路。
【請求項１５】
　前記クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号は、クロック信号だけを含むことを特徴とす
る請求項１１に記載のクロック復元回路。
【請求項１６】
　クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号が入力されれば、マスタークロック信号を出力す
るクロック生成部と;
　前記マスタークロック信号が入力されれば、前記マスタークロック信号から遅延された
遅延クロック信号を生成する遅延ラインと;
　前記遅延クロック信号のうちで任意の二つの信号の位相差を比較し、前記位相差に対応
して前記遅延ラインの遅延量を制御する位相差検出回路と;を含み、
　前記遅延クロック信号のうちの一つ以上を利用してマスク信号を生成し、クロック訓練
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期間を区分するＬＯＣＫ信号によって前記マスク信号を選択し、前記マスク信号を利用し
て前記クロック埋め込みデータ(ＣＥＤ)信号の前記クロック信号の遷移エッジを検出して
、前記クロック埋め込みデータ信号に含まれたクロック信号を復元することを特徴とする
クロック復元部。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイ駆動システムの受信部装置に関し、より詳細には、受信部で位
相同期ループ（ＰＬＬ:Phase Locked Loop）構造を排除して、従来のリファレンスクロッ
ク（Reference clock）を生成するための別途の発振器なしに遅延同期ループ（ＤＬＬ:De
lay Locked Loop）構造だけで具現されたクロック復元部を利用して、データ信号と同一
のレベルと振幅を有してデータ信号の間に埋め込まれたクロック信号を復元することがで
きる、遅延同期ループを基礎としたクロック復元部が具備された受信部装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ディスプレイ装置は画像データをディスプレイするパネルを駆動するために画
像データを処理して、タイミング制御信号を生成するタイミング制御部（Timing Control
ler）と、このようなタイミング制御部で伝送される画像データとタイミング制御信号を
使ってパネルを駆動するデータ駆動部を含んで構成される。
【０００３】
　前記タイミング制御部とデータ駆動部との間にディスプレイしようとする画像データを
送るインターフェースは、データ信号線とクロック信号線を複数のデータ駆動部が共有す
るマルチドロップ（Multi-Drop）方式、データ差動信号とクロック差動信号が各データ駆
動部に別に供給されるＰＰＤＳ（Point-to-Point Differential Signaling）伝送方式、
及びデータとクロック信号がマルチレベルに区別されて、タイミング制御部でこのように
区別されたクロック信号が埋め込まれたデータ差動信号を独立された各信号線によってデ
ータ駆動部に送るインターフェースなどが利用されている。
【０００４】
　また、本出願人は大韓民国特許出願第１０－２００８－０１０２４９２号でクロック信
号が同一の大きさでデータ信号（ＬＶＤＳデータ）の間に埋め込まれた単一レベル信号を
利用してデータとクロックを独立された単一信号線によって共に送って受信部でこれを復
元することができるインターフェースを提案した。
【０００５】
　この時、前記クロック信号が埋め込まれたデータ差動信号を独立された各信号線によっ
てデータ駆動部に送るインターフェースでは送信部で各データビットに対応しながら周期
的な遷移を有する送信信号を生成して、前記周期的な遷移は一定な個数のデータビットの
間に挿入されたダミービットによって生成できる。すなわち、伝送しようとするデータビ
ットの直前または直後部分がデータビットと互いに異なる値を有するようにして、周期的
な遷移（transition）を引き起こす。この場合データ駆動部に具備された受信部では別途
のクロック信号を受けることができないために、クロック信号が埋め込まれたデータ差動
信号を受信して元々のデータに復元するためには受信した差動信号からデータ信号の間に
埋め込まれた（embedding）クロック信号を復元しなければならなかった。
【０００６】
　したがって、受信部にはクロック信号を復元するための復元回路が具備されなければな
らないが、従来にはこのようなクロック復元回路が位相同期ループ（ＰＬＬ）構造で構成
されることが一般的であった。すなわち、受信したデータを復元するためには受信部で内
部発振して生成されるクロック信号であるリファレンスクロック（Reference clock）が
なければならないので、このようなクロック信号復元回路はリファレンスクロックを生成
するための発振器を具備する位相同期ループ（ＰＬＬ）で構成されるものが一般的であっ



(6) JP 5579625 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

た。
【０００７】
　それによって、従来のデータ駆動部に具備された受信部は、大韓民国登録特許公報第１
０－８６８２９９号に開示したように、信号線を通じて受信した差動信号の周期的な遷移
から受信クロック信号を生成するクロック生成部と、前記受信クロック信号によって前記
差動信号をサンプリングして、複数のデータビットを復元するサンプラーを含んで構成さ
れた。
【０００８】
　この時、前記クロック生成部は、受信した差動信号の周期的な遷移及びフィードバック
クロック信号の遷移の間の時間差に対応する信号を出力する遷移検出回路と、前記遷移検
出回路から出力される信号によってフィードバッククロック信号と受信クロック信号の位
相を変更する発振器を含んで構成された。
【０００９】
　この場合前記遷移検出回路は、初期同期時に入力されたクロック信号によって発振器の
発振周波数が合わせられ、以後データが入って来るときイネーブル信号によって遷移検出
器（Transition Detector）の動作を止めるか、または動作させるように構成された。こ
の場合、初期同期時に入力されたクロック信号によってイネーブル信号が発生するが、イ
ネーブル信号区間以外の時間領域ではクロックエッジがないので、受信クロック信号の生
成には影響を及ぼさなくなる。
【００１０】
　このように前記クロック生成部は、イネーブル信号が論理ハイである区間で、ダミービ
ットで作られた受信信号の立上りエッジ（rising edge）または立下りエッジ（falling e
dge）だけを遷移で認識して、前記イネーブル信号が論理ローである区間では遷移で認識
しなくて、発振器で生成された受信クロックの周波数と位相がダミービットによる周期的
な遷移から脱しないように構成された。
【００１１】
　すなわち、従来のクロック生成部は初期同期以後に発振器内部のフィードバック信号が
オシレーターに再び入力されて、イネーブル信号を生成する特徴を有する位相同期ループ
（ＰＬＬ）構造を基礎として構成された。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかし、このように位相同期ループ（ＰＬＬ）構造を基礎として構成された従来のクロ
ック生成部は、内部フィードバックループであるＰＬＬループでジッタ（jitter）が持続
的に累積する問題点があった。
【００１３】
　また、従来のクロック生成部は、初期同期時には受信信号が直接発振器に入力されて、
イネーブル信号を生成する遅延同期ループ（ＤＬＬ）の特徴を示すように構成されて、初
期同期以後には発振器内部のフィードバック信号が発振器に入力されて、イネーブル信号
を生成する位相同期ループ（ＰＬＬ）の特徴を示すように構成されることもできた。
【００１４】
　しかし、このように初期同期時には遅延同期ループ（ＤＬＬ）構造によって動作して、
初期同期以後からは位相同期ループ（ＰＬＬ）構造によって動作するように構成された従
来のクロック生成部は、動作過程のうちでループ（Loop）の変更によって発振周波数及び
位相に撹乱が発生するという問題点があった。
【００１５】
　また、位相同期ループ（ＰＬＬ）構造によって初期同期以後のイネーブル信号が生成さ
れるので、内部フィードバックループであるＰＬＬループでジッタが持続的に累積する問
題点がずっと存在していた。
【００１６】
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　本発明が解決しようとする技術的課題は、遅延同期ループだけで、クロック埋め込みデ
ータ（ＣＥＤ）のデータ信号に周期的に埋め込まれたクロック信号を復元し、クロック信
号がない受信部でもクロック信号がフィードバックループを持続的に通りながらジッタ（
jitter）が累積することを防止することができる、遅延同期ループを基礎としたクロック
復元部が具備された受信部装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　前記課題を達成するための遅延同期ループを基礎としたクロック復元部が具備された受
信部装置は、クロック信号を復元して出力するクロック復元部と、データ信号を復元して
出力する直列－並列変換部が具備される。
【００１８】
　前記クロック復元部は、クロック訓練期間に前記クロック信号だけを含み、前記クロッ
ク訓練期間後に前記データ信号の間に周期的に埋め込まれた前記クロック信号を含むクロ
ック埋め込みデータ信号を受信し、前記クロック訓練期間の前記クロック埋め込みデータ
信号から第１マスタークロック信号を生成し、前記クロック訓練期間後に前記クロック埋
め込みデータ信号から第２マスタークロック信号を生成し、前記クロック訓練期間後に前
記第１マスタークロック信号を位相差を有するように遅延した第１遅延クロック信号とし
て前記第２マスタークロック信号を生成し、その後、前記第２マスタークロック信号を位
相差を有するように遅延した第２遅延クロック信号として前記第２マスタークロック信号
を生成し、前記第２遅延クロック信号から復元クロック信号を提供することを特徴とする
。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明は、遅延同期ループだけを基礎として構成されたクロック復元部を利用して、デ
ータ信号と同一のレベルと振幅を有してデータ信号の間に埋め込まれて伝送されたクロッ
ク信号を復元することで、位相同期ループでのフィードバックループによってジッタが累
積することを防止して、遅延同期ループと位相同期ループの混用によって発振周波数と位
相に撹乱が生ずることを防止することができる長所がある。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明による遅延同期ループを基礎としたクロック復元部が具備された受信部装
置の望ましい実施例を示すブロック構成図である。
【図２】本発明によるクロック信号が埋め込まれたクロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信
号の例示図である。
【図３】本発明の実施例によるクロック復元部の構成図である。
【図４】本発明の実施例によるクロック生成部の構成図である。
【図５】本発明の実施例によるクロック復元部の動作を示すタイミング図である。
【図６】同じく、本発明の実施例によるクロック復元部の動作を示すタイミング図である
。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下では、本発明の具体的な実施例を図面を参照して詳しく説明するようにする。
【００２２】
　図１は、本発明によるクロック信号が埋め込まれたクロック埋め込みデータ信号を受信
する受信部装置の概略的なブロック構成図である。
【００２３】
　図１を参照すれば、クロック信号が埋め込まれたクロック埋め込みデータ信号を受信す
る受信部装置は、タイミング制御部から直列信号線を通じて伝送されたクロック埋め込み
データ（ＣＥＤ:clock embedded data）信号を受信して、並列データに変換した後復元デ
ータ信号（recovered data）をディスプレイパネルに送る直列－並列変換部（Serial to 
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parallel converter）１００と、前記クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込ま
れたクロック信号を抽出して、データ信号の復元に利用するサンプリングクロック信号（
sampling clock signal）を前記直列－並列変換部１００に送ってデータ出力のための復
元クロック信号（recovered clock）を出力するクロック復元部（clock recovery unit）
２００を含んで構成される。
【００２４】
　本発明は、クロック復元部２００で生成されたクロック信号が内部フィードバックルー
プを通りながら持続的にジッタ（jitter）が累積する位相同期ループ（ＰＬＬ:Phase Loc
ked Loop）を基礎としたクロック復元部の問題点を解決するためのものである。本発明は
、ジッタが持続的に累積されない遅延同期ループ（ＤＬＬ:Delay Locked Loop）だけを利
用して、従来のリファレンスクロック（Reference clock）を生成するために発振器なし
に受信部でクロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込まれたクロック信号を復元す
ることができるようにしたクロック復元部２００を提案するものである。よって、このよ
うなクロック復元部を除いた直列－並列変換部１００のような受信部の他の構成要素はク
ロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号を受信して復元する通常的な受信部と類似に構成さ
れることができるので、以下では遅延同期ループ（ＤＬＬ）だけを基礎として構成された
クロック復元部２００の構成を詳しく説明する。
【００２５】
　この時、前記受信部の装置で受信するクロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号は、送ろ
うとするデータ信号の間にクロック信号が埋め込まれた（embedding）信号であり、前記
タイミング制御部で信号線を利用してデータ駆動部に送る。この時、前記クロック埋め込
みデータ（ＣＥＤ）信号は、クロック信号が前記データ信号と同一のレベルと振幅を有し
て前記データ信号の間に埋め込まれることが望ましいが、前記クロック信号がマルチレベ
ルで埋め込まれて構成されることもできることは勿論である。この時、前記クロック埋め
込みデータ（ＣＥＤ）信号は信号線を通じて受信部装置で受信する入力信号として、一つ
の差動信号（Differential Signal）で構成することができるだけではなく、単一信号（S
ingle-ended Signal）で構成することもできる。
　また、クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号は、クロック信号だけを含むか、クロッ
ク信号がデータ信号と共に埋め込まれた信号であり得る。そのため、本明細書において、
クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号にクロック信号だけが含まれた場合は「第１クロ
ック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号」と区分し、クロック信号がデータ信号に埋め込まれ
た場合には「第２クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号」と区分する。そして、信号の
区分を必要としない場合は「クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号」と総称する。
【００２６】
　図２は、本発明によるクロック信号が埋め込まれたクロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）
信号の例示図である。
【００２７】
　図２を参照すれば、前記クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）は、データ信号と同一のレ
ベルと振幅を有するクロック信号がデータ信号の間に周期的に挿入され、挿入されたクロ
ック信号の立上りエッジまたは立下りエッジを示すためにデータ信号とクロック信号との
間にダミー信号が挿入されて構成される。この時、前記ダミー信号とクロック信号は、回
路設計を容易にするために信号の幅をさらに広く可変することもできることは勿論である
。
【００２８】
　前記タイミング制御部は、データ信号を送る前に先ずクロック信号だけで構成されたク
ロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号を送ることでクロック訓練（clock training）を始
める。前記データ駆動部は、クロック訓練期間の間に伝送される第１クロック埋め込みデ
ータ（ＣＥＤ）信号によって埋め込まれたクロック信号の復元に使用する第１マスターク
ロック信号（ＭＣＬＫ）を生成する。第１マスタークロック信号（ＭＣＬＫ）が安定化さ
れれば、ＬＯＣＫ信号（ＬＯＣＫ１～ＬＯＣＫＮ）は、“Ｈ”状態に遷移する。



(9) JP 5579625 B2 2014.8.27

10

20

30

40

50

【００２９】
　前記タイミング制御部は、一定時間以後クロック訓練を終わらせてデータ信号とクロッ
ク信号を含む第２クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号の伝送を始める。仮に、データ
伝送中にＬＯＣＫ信号が“Ｌ”状態（論理ロー状態）に遷移すればタイミング制御部は直
ちにクロック訓練を始め、所定時間の間にクロック訓練を持続する。
【００３０】
　図３は、本発明によるクロック復元部の構成図である。
【００３１】
　図３を参照すれば、前記クロック復元部２００は遅延同期ループ（ＤＬＬ:Delay Locke
d Loop）だけを基礎として構成されて、送信部から伝送されるクロック埋め込みデータ（
ＣＥＤ）信号からクロック信号を復元してデータ信号を検出するのに利用される一つ以上
のサンプリングクロック信号と復元クロック信号を生成できるように、遅延クロック信号
を提供する遅延同期ループ(ＤＬＬ:Delay Locked Loop)を基礎として構成される。クロッ
ク復元部２００は、前記クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号からマスタークロック信
号（ＭＣＬＫ）を生成するクロック生成部２１０と、前記クロック生成部で生成されたマ
スタークロック信号（ＭＣＬＫ）を遅延させて、遅延程度による多様な位相を有する遅延
クロック信号を出力する遅延ライン２２０の遅延クロック信号を比べて位相差または時間
差を検出する位相差検出器２３０と、前記位相差検出器２３０の比較結果によって遅延制
御信号（ＶＣＴＲＬ）を生成して、前記遅延ライン２２０に供給する低域通過フィルター
２４０と、を含んで構成される。
【００３２】
　前記クロック生成部（clock generator）２１０は、遅延ライン２２０から出力される
多くの遅延クロック信号のうちで少なくともいずれか一つ以上の信号によってマスク信号
（ＭＡＳＫ）、プルアップ信号（ＰＵ）またはプルダウン信号（ＰＤ）を生成して、デー
タ信号の間に埋め込まれたクロック信号を復元するように構成される。よって、前記クロ
ック生成部２１０は、遅延ライン２２０から出力される複数の遅延クロック信号（ＣＫ１
，ＣＫ２，…，ＣＫ２Ｎ＋１）を入力として受信されて、前記複数の遅延クロック信号が
生成される前にはクロック訓練期間の間に入力されるクロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）
信号によって第１マスタークロック信号（ＭＣＬＫ）を生成する。この時、前記複数の遅
延クロック信号の個数は少なくとも２Ｎ＋１個より大きいか、または同じでなければなら
ないし、ここで、前記Ｎは周期的に埋め込まれた各クロックビットの間に存在するデータ
ビットの個数を示す自然数である。
　本発明の実施例において、クロック訓練期間に生成されたマスタークロック信号(ＭＣ
ＬＫ)は第１マスタークロック信号(ＭＣＬＫ)と記載し、クロック訓練期間後に生成され
たマスタークロック信号(ＭＣＬＫ)は第２マスタークロック信号(ＭＣＬＫ)と記載し、こ
れらを総称する場合、マスタークロック信号(ＭＣＬＫ)と記載する。
　また、本発明の実施例において、第１マスタークロック信号(ＭＣＬＫ)によって遅延ラ
イン２２０から出力される遅延クロック信号(ＣＫ１，ＣＫ２，…，ＣＫ２Ｎ+１)は第１
遅延クロック信号と記載し、第２マスタークロック信号(ＭＣＬＫ)によって遅延ライン２
２０から出力される遅延クロック信号(ＣＫ１，ＣＫ２，…，ＣＫ２Ｎ+１)は第２遅延ク
ロック信号と記載し、これらを総称する場合、遅延クロック信号と記載する。
【００３３】
　図４は、本発明によるクロック生成部の構成図である。
【００３４】
　図４を参照すれば、前記クロック生成部２１０は前記複数の遅延クロック信号を受信し
てマスク信号（ＭＡＳＫ）を生成するマスク信号生成部２１１と、前記マスク信号によっ
て遮断スイッチをスイチングさせて、クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号の伝達状態
を調節する通過スイッチ２１２と、前記タイミング制御部から伝送されたＬＯＣＫ信号と
マスク信号（ＭＡＳＫ）によって前記クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号の直接的な
伝達可否を遮断する遮断スイッチ２１３と、前記遮断スイッチ２１３が遮られた場合前記
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複数の遅延クロック信号（ＣＫ１，ＣＫ２，…，ＣＫ２Ｎ＋１）のうち少なくとも一つ以
上の信号によってお互いに相補的に動作して、マスタークロック信号（ＭＣＬＫ）を生成
して出力するプルアップ部（Pull up）２１４とプルダウン部（Pull down）２１５、及び
前記プルアップ部２１４の一端を電圧電源（ＶＤＤ）に連結させる第１スイッチ２１６と
前記プルダウン部２１５の一端を接地電源（ＧＮＤ）に連結させる第２スイッチ２１７を
含んで構成される。この時、前記ＬＯＣＫ信号は、クロック訓練期間が終わったことを示
す信号として、遅延同期ループ動作が安定化されたことを示すか、または外部入力信号が
安定化されたことを示す。
【００３５】
　前記マスク信号生成部（Mask signal generator）２１１は、クロック埋め込みデータ
（ＣＥＤ）信号に埋め込まれたクロック信号を復元するために前記遅延ライン２２０で複
数のインバーターを通りながら遅延された後出力される複数の遅延クロック信号（ＣＫ１
，ＣＫ２，…，ＣＫ２Ｎ＋１）を入力されて、クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に
埋め込まれたクロック信号の立上りエッジまたは立下りエッジを検出するためのマスク信
号（ＭＡＳＫ）を生成するマスキング回路で構成される。
【００３６】
　前記通過スイッチ２１２は、前記ＬＯＣＫ信号によってスイチングしながら遮断スイッ
チ２１３の動作を制御して、クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込まれたクロ
ック信号のエッジを検出するためのマスク信号（ＭＡＳＫ）を伝達することができるよう
に、前記マスク信号生成部２１１に一端が連結されて、クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ
）信号がクロック生成部の出力に伝達されることを遮断する遮断スイッチ２１３に他端が
連結されて構成される。
【００３７】
　この時、前記通過スイッチ２１２は、ＬＯＣＫ信号によって前記マスク信号（ＭＡＳＫ
）が遮断スイッチ２１３に連結されるか、または“１”の論理値、すなわち論理ハイ状態
を示す値が遮断スイッチ２１３に連結されるように構成される。すなわち、前記ＬＯＣＫ
信号が論理ハイ状態である場合には、前記マスク信号（ＭＡＳＫ）によって遮断スイッチ
２１３が動作し、前記ＬＯＣＫ信号が論理ロー状態である時には、前記第１クロック埋め
込みデータ（ＣＥＤ）信号が第１マスタークロック信号（ＭＣＬＫ）として出力されるよ
うに構成される。
【００３８】
　また、前記遮断スイッチ２１３は、前記受信部装置に連結された信号線に一端が連結さ
れて、前記遅延ライン２２０に他端が連結されて構成されて、第１クロック埋め込みデー
タ（ＣＥＤ）信号が第１マスタークロック信号（ＭＣＬＫ）として前記遅延ライン２２０
にそのまま伝達されることを調節して、第２クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋
め込まれたクロック信号のエッジを検出するマスク信号（ＭＡＳＫ）を前記通過スイッチ
２１２から受信するように構成される。
【００３９】
　また、前記遮断スイッチ２１３の他端は、前記遅延ライン２２０に連結されるプルアッ
プ部２１４とプルダウン部２１５の連結ノードにも共に連結されて、第２クロック埋め込
みデータ（ＣＥＤ）信号の出力を遮断して、プルアップまたはプルダウン動作によって復
元された第２マスタークロック信号（ＭＣＬＫ）を出力するように構成される。
【００４０】
　それによって、前記遮断スイッチ２１３は、前記ＬＯＣＫ信号が論理ハイ状態である場
合に通過スイッチ２１２から伝送されるマスク信号（ＭＡＳＫ）によって動作し、前記第
２クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込まれたクロック信号の立上りエッジま
たは立下りエッジを検出するように制御されて、前記ＬＯＣＫ信号が論理ロー状態である
時には、“１”の論理値によって動作しながら前記第１クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ
）信号が第１マスタークロック信号（ＭＣＬＫ）として出力されるように構成される。
【００４１】
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　この時、前記ＬＯＣＫ信号が論理ロー（Ｌ）状態である場合には、クロック訓練期間で
あるので、前記通過スイッチ２１２が“１”の論理値に連結されて前記遮断スイッチ２１
３は前記マスク信号（ＭＡＳＫ）の論理状態と無関係にいつも前記第１クロック埋め込み
データ（ＣＥＤ）信号を第１マスタークロック信号（ＭＣＬＫ）にそのまま伝達する。よ
って、前記クロック生成部２１０でクロック訓練期間の間に伝送された第１クロック埋め
込みデータ（ＣＥＤ）信号のクロック信号が第１マスタークロック信号（ＭＣＬＫ）とし
て遅延ライン２２０に伝達される。
【００４２】
　すなわち、第２クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込まれたクロック信号の
エッジ（edge）を復元するためには、タイミング制御部での伝送時にデータ信号の間に挿
入されたクロック信号の周期に対応する周期を有する信号が必要になるが、このような信
号は従来のリファレンスクロック（Reference clock）を発生するための別途の発振器が
なくても、前記クロック訓練期間の間に送信される第１クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ
）信号を前記クロック生成部２１０でそのまま出力させて得ることができる。この時、得
られる信号が第１マスタークロック信号（ＭＣＬＫ）である。第１マスタークロック信号
（ＭＣＬＫ）は、電圧制御遅延ライン（ＶＣＤＬ）や電流制御遅延ライン（ＣＣＤＬ）で
なされた遅延ライン２２０に伝達される。
【００４３】
　しかし、前記ＬＯＣＫ信号が論理ハイ（Ｈ）状態である場合には、前記マスク信号生成
部２１１で発生されたマスク信号（ＭＡＳＫ）によってクロック埋め込みデータ（ＣＥＤ
）信号の伝達可否が制御されて、クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込まれた
クロック信号の立上りエッジまたは立下りエッジが検出される。すなわち、前記マスク（
ＭＡＳＫ）信号が論理ハイ（Ｈ）状態である区間では、クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ
）信号に埋め込まれたクロック信号のエッジが検出されて伝達される。しかし、前記マス
ク（ＭＡＳＫ）信号が論理ロー（Ｌ）状態である区間では前記遮断スイッチ２１３を動作
させて、クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号がそのまま伝達されることが遮断され、
一つ以上の遅延クロック信号を利用してプルアップ部２１４やプルダウン部２１５の動作
によってクロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号のクロック信号のエッジを除いた残り部
分が復元される。
【００４４】
　前記プルアップ部（Pull-up）２１４とプルダウン部（Pull-down）２１５は、前記ＬＯ
ＣＫ信号が論理ハイ状態でマスク信号（ＭＡＳＫ）が論理ロー状態である場合に前記複数
の遅延クロック信号（ＣＫ１，ＣＫ２，…，ＣＫ２Ｎ＋１）のうち少なくとも一つ以上の
信号を使用するか、または少なくとも一つ以上の信号を組み合わせてプルアップ信号（Ｐ
Ｕ信号）またはプルダウン信号（ＰＤ）を生成することでプルアップ及びプルダウン動作
を行ってクロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込まれたクロック信号のエッジ（
edge）を除いた残り部分を復元する。
【００４５】
　この時、前記プルアップ部（pull-up）２１４は、第１スイッチ２１６を通じて一端が
電圧電源（ＶＤＤ）に連結されて、前記プルダウン部（pull-down）２１５も第２スイッ
チ２１７を通じて接地電源（ＧＮＤ）に連結されるように構成されるように構成される。
前記第１スイッチ２１６と第２スイッチ２１７は、前記ＬＯＣＫ信号が論理ロー状態（Ｌ
）である場合にはスイッチが遮られて、前記ＬＯＣＫ信号が論理ハイ状態（Ｈ）である場
合には連結されるように前記ＬＯＣＫ信号によって制御される。
【００４６】
　それによって、前記ＬＯＣＫ信号が論理ロー状態である場合前記第１スイッチ２１６は
、前記プルアップ部２１４が、電源電圧（ＶＤＤ）が連結されることを遮断して、前記第
２スイッチ２１７は前記プルダウン部２１５が接地電源（ＧＮＤ）に連結されることを遮
断して、前記ＬＯＣＫ信号が論理ハイ状態である場合、前記第１スイッチ２１６は前記プ
ルアップ部２１４を電源電圧（ＶＤＤ）に連結させて、前記第２スイッチ２１７は前記プ
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ルダウン部２１５を接地電圧（ＧＮＤ）に連結させる。
【００４７】
　このように、前記第１スイッチ２１６及び第２スイッチ２１７の動作が前記ＬＯＣＫ信
号によって制御されることで、遅延同期ループ（ＤＬＬ）のＬＯＣＫ信号が論理ロー状態
（Ｌ）である時前記プルアップ部２１４とプルダウン部２１５の誤動作によってマスター
クロック信号（ＭＣＬＫ）が間違って生成されることを防止することができる。
【００４８】
　したがって、前記プルダウン信号（ＰＤ）は、プルアップ部２１４が消えて電圧電源（
ＶＤＤ）と接地電源（ＧＮＤ）との間に通路が形成されなくて、論理ロー出力になる入力
に対して出力に接地電源（ＧＮＤ）の電圧値を出力し、前記プルアップ信号（ＰＵ）はそ
の出力ノードの電位を電源電圧（ＶＤＤ）に引き上げてプルダウン部２１５を遮断して、
電圧電源（ＶＤＤ）から接地電源（ＧＮＤ）に至る通路を形成しなくて、論理ハイ出力に
なる入力組合に対して出力に電圧電源（ＶＤＤ）の電圧値を出力する。このような前記プ
ルアップ部２１４とプルダウン部２１５でのスイチング動作によって決まった値がマスタ
ークロック信号（ＭＣＬＫ）に出力されて、遅延ライン２２０に伝達される。
【００４９】
　前記遅延ライン２２０は電圧制御遅延ライン（ＶＣＤＬ:Voltage controlled delay li
ne）２２０や電流制御遅延ライン（ＣＣＤＬ:Current controlled delay line）で構成さ
れることができるし、出力された遅延クロック信号が再び入力されループィードバックル
ープを持たないで、クロック生成部２１０から出力されるマスタークロック信号（ＭＣＬ
Ｋ）を入力されて遅延させて出力することができる複数個の遅延手段が具備された遅延同
期ループ（ＤＬＬ:Delay Locked Loop）のみを基礎として構成される。
【００５０】
　以下、前記遅延ライン２２０は電圧制御遅延ライン（ＶＣＤＬ）２２０と指称するが、
これに限定されないことは勿論である。また、図３には前記遅延手段がインバーターで構
成されたものが示されているが、前記遅延手段はインバーターに限定されないで他の遅延
セルや遅延素子で構成されることもできることは勿論である。
【００５１】
　前記遅延ライン２２０は、クロック訓練期間の間に前記クロック生成部２１０から出力
されるマスタークロック信号（ＭＣＬＫ）を遅延させて第１遅延クロック信号を生成する
。また、遅延ライン２２０は、前記クロック訓練期間が終了した後には前記プルアップ部
とプルダウン部の動作によって前記第２クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に含まれ
ているクロック信号のエッジを除いた残り部分を復元した信号を第２マスタークロック信
号（ＭＣＬＫ）に受信して遅延させることで第２遅延クロック信号を生成する。
【００５２】
　前記遅延ライン２２０に具備された多数個のインバーターは、２個のインバーター対を
一つの遅延単位にして、このように２個のインバーターでなされたインバーター対を通過
しながら遅延クロック信号（ＣＫ１，ＣＫ２，ＣＫ３，…，ＣＫ２Ｎ＋１）を生成して出
力する。
【００５３】
　この時、前記遅延ライン２２０から出力される前記複数の遅延クロック信号は、クロッ
ク生成部２１０に伝送されてデータの間に挿入されたクロック信号のエッジを除いた残り
部分を復元することができる。すなわち、前記遅延クロック信号は２個のインバーター対
を通過しながら遅延されたクロック信号で構成されて、遅延クロック信号のうちで選択さ
れた任意のクロック信号が前記クロック生成部２１０に入力されて、前記ＬＯＣＫ信号が
論理ハイ状態であり、前記マスク信号（ＭＡＳＫ）が論理ロー状態である場合にプルアッ
プ部（Pull-up）２１４またはプルダウン部（Pull-down）２１５を動作させ、クロック埋
め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込まれたクロック信号のエッジ（edge）を除いた残り
部分を復元する。
【００５４】
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　また、前記遅延ライン２２０の入力信号であるマスタークロック信号（ＭＣＬＫ）及び
前記遅延ライン２００で遅延された複数の遅延クロック信号のうちで任意の二つのクロッ
ク信号は、前記複数のインバーターを通過しながら遅延されるクロック信号の遅延程度を
比べるために、前記位相差検出器２３０に伝送される。
【００５５】
　前記位相差検出器（Phase detector）２３０は、遅延ライン２２０の入力信号であるマ
スタークロック信号（ＭＣＬＫ）と遅延ライン２２０で遅延された複数のクロック信号の
うちで任意の二つのクロック信号を入力として有して、二つのクロック信号の時間差によ
って遅延量制御信号であるアップ／ダウン信号（ＵＰ／ＤＮ）を生成して、低域通過フィ
ルター２４０に出力するように構成される。
【００５６】
　この時、前記位相差検出器２３０は、前記ＬＯＣＫ信号が論理ハイ状態になって前記遅
延同期ループ（ＤＬＬ）がロック（lock）状態（同期状態）になった時、前記クロック生
成部２１０から出力されたマスタークロック信号（ＭＣＬＫ）及び遅延ライン２２０から
出力される複数の遅延クロック信号（ＣＫ１，ＣＫ２，ＣＫ３，…，ＣＫ２Ｎ＋１）のう
ちで時間差が、クロックビットが挿入される周期と等しい任意の二つのクロック信号を比
較対象である入力として有する。図４では、１次遅延された第１遅延クロック信号（ＣＫ
１）と、前記電圧制御遅延ラインに具備された多数個のインバーター対をすべて通過しな
がら遅延された第２Ｎ＋１遅延クロック信号（ＣＫ２Ｎ＋１）を二つの入力にして、この
ような二つの入力クロック信号の時間差によって前記アップ／ダウン信号を生成するよう
に構成されることを一例として示しているが、前記位相差検出器の入力として選択される
２個の遅延クロック信号がこれに限定されないことは勿論である。
【００５７】
　すなわち、前記第１遅延クロック信号（ＣＫ１）と第２Ｎ＋１遅延クロック信号（ＣＫ
２Ｎ＋１）の時間差が正の信号であるアップ信号（ＵＰ）である場合に電荷ポンプである
低域通過フィルター２４０が電荷を充電させて、前記時間差が負の信号であるダウン信号
（ＤＮ）である場合に電荷ポンプである前記低域通過フィルター２４０が電荷を放電させ
ることで、前記遅延ライン２２０の遅延程度が制御される。
【００５８】
　前記低域通過フィルター２４０は、前記アップ／ダウン信号（ＵＰ/ＤＮ）の高周波成
分を除去または減少させて遅延ラインの遅延程度を調節する信号を供給するものとして、
前記実施例では電荷ポンプ（Charge pump）で構成することを示したが、これに限定され
ないで多様なループフィルターで構成されることができることは勿論である。
【００５９】
　図３で前記低域通過フィルター２４０は、前記アップ／ダウン信号（ＵＰ/ＤＮ）を入
力されて遅延ライン２２０での遅延程度を調節する電圧制御信号（ＶＣＴＲＬ）を遅延ラ
イン２２０に出力するために、出力端子が前記電圧制御遅延ライン２２０に具備された複
数のインバーターに連結されて構成される。それによって、前記低域通過フィルター２４
０は前記位相差検出器２３０で二つのクロック信号の時間差によって生成されたアップ／
ダウン信号の高周波成分を除去するか、または減少させて前記電圧制御信号（ＶＣＴＲＬ
）を出力する。
【００６０】
　図５は、本発明によるクロック復元部の動作を示すタイミング図である。
【００６１】
　図５を参照すれば、クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号の間に挿入されたクロック
信号の立上りエッジまたは立下りエッジを復元するためには復元する初期に復元するクロ
ック信号の周期に対応する周期を有するクロック信号を含む第１クロック埋め込みデータ
（ＣＥＤ）信号が必要になる。よって、前記ＬＯＣＫ信号が論理ロー状態であるクロック
訓練期間の間に送信部から伝送される第１クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号そのま
まを前記クロック生成部２１０で第１マスタークロック信号（ＭＣＬＫ）に出力して遅延
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ライン２２０に伝達する。この時、前記クロック訓練期間の間にＬＯＣＫ信号は、論理ロ
ー状態（Ｌ）から論理ハイ状態（Ｈ）に変更されて、別途の発振器が具備されていなくて
も、このようなクロック訓練期間の間にクロック信号の復元に利用される第１マスターク
ロック信号（ＭＣＬＫ）を生成することができる。
【００６２】
　クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込まれたクロック信号を復元するために
、前記遅延ライン２２０で遅延された少なくとも一つ以上の遅延クロック信号を利用して
前記クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号の立上りエッジまたは立下りエッジを検出す
るためのマスク信号（ＭＡＳＫ）と、前記マスク信号によって検出された部分を除いたク
ロック信号の残り部分を生成するためのプルアップ部（Pull-up）２１４とプルダウン部
（Pull-down）２１５を駆動する信号であるプルアップ信号（ＰＵ）とプルダウン信号（
ＰＤ）が生成される。
【００６３】
　図５に示されたように、前記遅延クロック信号は各遅延手段で遅延された程度に少しず
つ遅延されて第１遅延クロック信号（ＣＫ１）と第２Ｎ＋１遅延クロック信号（ＣＫ２Ｎ
＋１）の遷移時点が一致する場合にはアップ／ダウン信号が不必要で現状態を維持するが
、二つの信号の遷移時点が一致しなくなって二つの信号の位相差が発生する場合には、低
域通過フィルター２４０での充電と放電を通じて生成される電圧制御信号（ＶＣＴＬＲ）
によって遅延程度を調整する。
　図５は、マスク信号(ＭＡＳＫ)が第２Ｎ－１遅延クロック信号(ＣＫ２Ｎ－１)と第２Ｎ
＋１遅延クロック信号（ＣＫ２Ｎ＋１）の立上りエッジに同期されて組合わされることで
生成されたことを例示している。すなわち、図５は、遅延クロック信号(ＣＫ１，ＣＫ２

，ＣＫ３，…，ＣＫ２Ｎ+１)のうちで二つの信号の位相差内にクロック信号のエッジが位
置する二つの遅延クロック信号を選択して生成されたマスク信号(ＭＡＳＫ)を例示してい
る。
　また、図５は、プルアップ信号(ＰＵ)が第２Ｎ＋１遅延クロック信号(ＣＫ２Ｎ＋１)の
立上りエッジに同期されて生成されたことを例示しており、プルダウン信号(ＰＤ)は第２
Ｎ－１遅延クロック信号(ＣＫ２Ｎ－１)の立上りエッジに同期されて生成されたことを例
示している。すなわち、図５は、マスク信号(ＭＡＳＫ)の終了時点と一致する立上りエッ
ジを有する第２Ｎ＋１遅延クロック信号(ＣＫ２Ｎ＋１)を利用して、エッジ以後の信号を
生成するためのプルアップ信号(ＰＵ)を例示しており、プルアップ信号(ＰＵ)として利用
される第２Ｎ＋１遅延クロック信号(ＣＫ２Ｎ＋１)の終了時点と一致する立上りエッジを
有する第２Ｎ－１遅延クロック信号（ＣＫ２Ｎ－１）を利用して、クロック信号の復元を
終了するためのプルダウン信号(ＰＤ)を例示している。
【００６４】
　前記ＬＯＣＫ信号と前記マスク信号生成部２１１で生成されたマスク信号（ＭＡＳＫ）
がすべて論理ハイである場合のみに前記クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込
まれたクロック信号のエッジが検出され、前記マスク信号（ＭＡＳＫ）が論理ローである
場合には、プルアップ部２１４とプルダウン部２１５を動作させるプルアップ信号（ＰＵ
）とプルダウン信号（ＰＤ）によってクロック信号のエッジを除いた残り部分が復元され
る。
【００６５】
　それによって、別途の位相同期ループを利用しなくてジッタの累積を防止して別途の内
部発振器を具備しないながらも、データ信号と同一なレベル及び振幅を有する前記クロッ
ク埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込まれたクロック信号が復元可能であり、復元ク
ロック信号（Recovered clock）を出力できる。
【００６６】
　図６は、本発明によるクロック復元部の他の動作を示すタイミング図である。
【００６７】
　図６を参照すれば、前述したようにクロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込ま
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れたクロック信号を復元するために、クロック訓練期間の間のクロック埋め込みデータ（
ＣＥＤ）信号が遅延ライン２２０で遅延されて出力される少なくとも一つ以上の第１遅延
クロック信号を利用して前記クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込まれたクロ
ック信号の立上りエッジまたは立下りエッジを検出するためのマスク信号（ＭＡＳＫ）と
、該マスク信号によって検出された部分を除いた残り部分を生成するためのプルアップ信
号（ＰＵ）とプルダウン信号（ＰＤ）が生成される。
【００６８】
　図６に示されたクロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号は、クロック信号に先立つダミ
ー（dummy）ビットが具備されたことを示して、ＬＯＣＫ信号とマスク信号（ＭＡＳＫ）
がすべて論理ハイである状態でこのようなダミービット以後のクロック信号の遷移が認知
されて、クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）信号に埋め込まれたクロック信号の立上りエ
ッジまたは立下りエッジが検出される。この時、前記クロック埋め込みデータ（ＣＥＤ）
信号の立上りエッジを検出するか、または立下りエッジを検出するかによってプルアップ
部とプルダウン部を駆動するプルアップ信号（ＰＵ）とプルダウン信号（ＰＤ）の順序は
変更されることができる。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　このように、受信部装置でクロック訓練期間の間に伝送される第１クロック埋め込みデ
ータ（ＣＥＤ）信号を利用して、受信部装置で利用する初期の第１マスタークロック信号
を生成して、このような初期の第１マスタークロック信号によって生成されたマスク信号
でデータ信号の間に同一の大きさで埋め込まれたクロック信号のエッジ（edge）を検出し
て、このように検出された部分を除いたクロック信号の残り部分を復元して第２マスター
クロック信号を生成し、第２のマスタークロック信号（ＭＣＬＫ）が遅延された第２遅延
クロック信号を選択して復元クロック信号（recovered clock）として出力することで、
内部発振するクロック信号を生成するための位相同期ループ（ＰＬＬ）を具備しないで遅
延同期ループ（ＤＬＬ）のみを基礎として電圧制御遅延ライン２２０の出力信号、すなわ
ち遅延クロック信号から復元クロック信号を選択して出力することができる。
【００７０】
　以上では本発明に対する技術思想を添付図面と共に詳述したが、これは本発明の望まし
い実施例を例示的に説明したが、本発明を限定するものではない。また、本発明が属する
技術分野で通常の知識を有した者なら誰も本発明の技術的思想の範疇を離脱しない範囲内
で多様な変形及び模倣が可能であることは明白な事実である。
【符号の説明】
【００７１】
１００　直列－並列変換部
２００　クロック復元部
２１０　クロック生成部
２１１　マスク信号生成部
２１２　通過スイッチ
２１３　遮断スイッチ
２１４　プルアップ部
２１５　プルダウン部
２１６　第１スイッチ
２１７　第２スイッチ
２２０　電圧制御遅延ライン
２３０　位相差検出器
２４０　低域通過フィルター
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