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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位相ロックループシステムであって、
　複数のフレームのデータを受信するノードと、
　該ノード内に設けられた位相周波数検出器であって、基準周波数を受信し、該基準周波
数をフィードバック周波数と比較し、該比較に基づいてエラー信号を生成するように構成
されている位相周波数検出器と、
　該エラー信号を受信し、該エラー信号内に存在する閾値を超える周波数を除去し、周波
数制御信号を出力するように構成されているフィルタと、
　該周波数制御信号を受信し、該基準周波数と該フィードバック周波数との間の第一の位
相オフセットを表す出力周波数信号を生成するように構成されている発振器と、
　９０度位相シフトを使用して同相クロックおよび直交位相クロックを生成するように構
成されている位相シフタであって、該位相シフタは、該出力周波数信号を受信し、該複数
のフレームのデータにわたる平均位相エラーに関連付けられた第二の位相オフセットに対
して該出力周波数信号を調整するようにさらに構成されており、該位相シフタがペイロー
ドのクロックレートのクロック周期よりも小さい最小の位相シフトステップを提供するよ
うに、該位相シフタがデジタルアナログ変換器を含む、位相シフタと
　を備える、システム。
【請求項２】
　前記位相シフタは、前記出力周波数信号に対する位相シフトを決定するために平均され
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た調整カウント値を受信する、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　位相シフトが、ＦＩＦＯの深さが好ましい範囲内に入るように調整され得るように、該
ＦＩＦＯの深さが前記位相シフタに提供される、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記位相ロックループは、光学式長距離伝送システムのノード内に位置する、請求項１
に記載のシステム。
【請求項５】
　前記発振器は電圧制御発振器である、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　調整カウントを受信するための第一の入力と、ＦＩＦＯの深さを受信するための第二の
入力とを有する調整カウントフィルタであって、複数の調整カウント値を累積して、平均
調整カウントを計算する調整カウントフィルタと、
　該調整カウントフィルタおよび前記位相シフタに結合された位相シフトチック生成器で
あって、該平均調整カウントに関連付けられた複数の位相シフトイベントをフレーム内で
配分する位相シフトチック生成器と
　をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記複数の位相シフトイベントは、前記複数のフレームのそれぞれのフレーム内に均一
に配分される、請求項６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の分野）
　本発明は、位相ロックループ（「ＰＬＬ」）システムに関連し、さらに特定すると、Ｐ
ＬＬシステムにおける特定のクロック信号の合成中にＰＬＬ出力におけるジッターを除去
することに関連する。
【背景技術】
【０００２】
　（背景技術）
　現在、デジタル通信システムは、広く普及しており、これらの送信機／受信機のリンク
またはノードを１つ以上備えるネットワーク上で、情報源からクライアントに伝送されて
いる多数のデータタイプのために、データルートを提供している。伝送されたデータをク
ライアント側で正確に再構成するためには、クライアントの信号クロックを再作成するこ
とが望ましい。これは、伝送リンクの情報源側で、ネットワークに供給された本来のデー
タクロックである。このようにして、タイムベースのデータは、クライアント側で保存さ
れ得る。例えば、音声サービスが送信されている場合、信号は、クライアント側でドロッ
プアウトが発生しないように、抽出されたクライアント信号クロックを使用して、タイム
ベースの結合方式で接合し直すことができる。受信しているクライアント側で抽出したク
ライアント信号クロックを利用するデータタイプのその他の送信形式は、圧縮音声技術、
ファクシミリ送信、デジタルビデオ通信、およびその他のサービスの品質に基づくデータ
タイプを含むが、これらに限定されない。
【０００３】
　従来の技術において、位相ロックループ（「ＰＬＬ」）システムは、所望のクライアン
ト信号クロックを抽出するために使用されていた。図１を参照すると、従来のＰＬＬシス
テム１００が示されている。ＰＬＬシステム１００の目的は、入力基準クロックの周波数
１１０に比例する出力クロック周波数１６０を提供することである。入力基準クロックの
周波数１１０が変化すると、ＰＬＬ１００は、出力クロックの周波数１６０が入力基準ク
ロック１１０に比例して変化するように、変化を追跡し得る。
【０００４】
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　二次の従来のＰＬＬシステムには、位相検知器１２０、ループフィルタ１３０および電
圧制御発振器１４０（「ＶＣＯ」）が含まれる。ＶＣＯ１４０の出力ｆｏｕｔは、ＰＬＬ
システムの一部として、位相周波数検知器１２０または比較器へのフィードバックを提供
し、位相検知器１２０により入力基準信号ｆｒｅｆ１１０と比較され、エラー信号が得ら
れる。エラー信号は、２つの信号ｆｏｕｔおよびｆｒｅｆの間の位相または周波数の差を
表す。そして、エラー信号は、２つの信号＋ｆｖｃｏまたは－ｆｖｃｏのいずれか１つに
よって、ループフィルタ１３０にフィードされる。例えば、出力信号ｆｏｕｔの比例周波
数が、入力基準信号ｆｒｅｆより遅れている場合、エラー信号＋ｆｖｃｏはＶＣＯ１４０
に提供されて追跡するｆｏｕｔの出力周波数を増加するように、あるいは入力基準信号ｆ

ｒｅｆに対してつり合うように変化するように、ＶＣＯ１４０に命令する。ループフィル
タ１３０は、高周波数を除去する低域通過フィルタであり、出力時に周波数制御信号をＶ
ＣＯ１４０に提供する。
【０００５】
　多くの用途では、同じ周波数で入力基準信号ｆｒｅｆおよび出力信号ｆｏｕｔを有する
ことは好ましくないので、信号は増減される。示されているように、フィードバック信号
ｆｏｕｔは、係数Ｍ１５０により増減されて、入力基準信号ｆｒｅｆは、係数Ｎ１１５に
より増減される。これにより、出力信号ｆｏｕｔと入力信号ｆｒｅｆには以下の関係が生
まれる。
【０００６】
【数１】

　相手側のクライアント信号クロックを抽出する場合に、従来のＰＬＬシステムにおいて
上記の関係式（１）を使用する場合の問題は、入力基準信号ｆｒｅｆにおける変化が大き
くなりやすいことである。本明細書中に記載されている従来のＰＬＬは、基準信号ｆｒｅ

ｆの突然の変化に影響を受けやすく、過度の周波数や位相の変化を引き起こし、相手側の
クライアントの受信機がビットを落とす可能性がある。このような高速の変化は十分にフ
ィルタできないので、出力信号ｆｏｕｔにおけるジッターやワンダーにつながる。深刻な
場合は、このようなジッターやワンダーにより、端末側の受信機は、クライアント信号上
のロックを失い、ドロップアウトを引き起こして、例えば、音声サービスデータでは、中
間のクリック音が明らかに聞き取れるようになる。
【０００７】
　特定の条件下では、特定のタイプのペイロードを送信する場合、ペイロードデジタルラ
ッパーの調整カウント（「ＪＣ」）を使用して、過度の周波数および位相の変化を修正す
ることができる。例えば、ＡＭＣＣまたはＧ．７０９仕様では、このようなシステムでは
、＋／－１ＪＣだけをサポートするので、ＪＣ値を＋／－１に制約する。これにより、望
ましくないジッターの問題が生まれないようにできる。エンドノードを受信しているクラ
イアントでは、ＪＣ値により表されるプラスまたはマイナス１のクロックは、フレーム全
体に補間できる。データの各フレームは長さが何千バイトもあるので、ＰＬＬシステムに
よりフレーム全体で１つのクロック周期の周波数をシフトすると、ジッターが最小になる
。
【０００８】
　しかしながら、前記スキームの１つの問題は、得られるシステムの使用に制限があるこ
とである。例えば、ＪＣが＋／－１の場合には、特定の構成のペイロードを適切に送信で
きるが、その他のペイロードの伝送には適していない。さらに、前記スキームは、３０以
上の調整カウント値を必要とし得る新しいデータフレームフォーマット上に依存する新し
いネットワーク構成に関しては、ほとんど拡張性を提供しない。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　（発明の概要）
　本発明は、クライアント信号クロックの復元を提供するためのシステム、装置、および
方法を提供する。本発明は、入力基準クロックにおける突然の変化を補償するために、Ｐ
ＬＬシステムのフィードバックにおいて位相シフト要素を提供することによって、クロッ
ク信号内のジッターをさらに効果的に除去することができる。ＰＬＬシステムは、対応す
る調整カウント数に関係なく、クライアント信号クロックを抽出するので、さまざまなペ
イロードタイプに対応することができるように、柔軟なクロック復元を提供する。
【００１０】
　本発明のさまざまな実施形態においては、クライアント信号クロックは、ネットワーク
データストリームの一部であるデジタルラッパーから復元される。位相シフト要素は、Ｐ
ＬＬに入力される入力基準クロックの突然の変化を補償するために、調整カウントとバッ
ファの深さを受信するＰＬＬのフィードバック内に提供される。この調整カウントは、周
波数のオフセットを生成するために使用されて、ラッパーに関連付けられたクライアント
信号クロックが復元されるように、デジタルラッパーのキャリア周波数に適用され得る。
特に、入力基準クロックの突然の変化は、ＰＬＬによる正確なクロックの復元を妨げ得る
。しかしながら、周波数オフセットの適用が、これらの突然の変化を補償して、より正確
なクロックの復元を可能にするために、使用される。
【００１１】
　本発明のさまざまな実施形態では、クライアント信号クロックは、受信されるデータに
関連付けられた調整カウント値には関係なく、信号終端ノードで、ネットワークデータス
トリームの一部として、デジタルラッパーから復元される。この結果、クライアント信号
クロックの質は、調整カウント値に依存しない。
【００１２】
　本発明のその他の目的、機能および利点は、図面および以下の詳細な説明により明らか
になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の実施形態への参照がなされる。これらの実施例は、添付の図面に示されている
。これらの図面は、説明を目的とするものであって、限定を目的としていない。本発明は
、これらの実施形態にそって一般的に説明されるが、本発明の範囲をこれらの特定の実施
形態に制限するものではないことが理解されるべきである。
【００１４】
　（好適な実施形態の詳細な説明）
　本発明は、クライアントのクロック信号を復元するためのシステム、装置、および方法
を提供する。本発明は、入力基準クロックにおける突然の変化を補償するために、ＰＬＬ
システムのフィードバックにおいて位相シフト要素を提供することによって、クロック信
号内のジッターをさらに効果的に除去することができる。ＰＬＬシステムは、対応する調
整カウント数に関係なく、クライアントのクロック信号を抽出するので、さまざまなペイ
ロードタイプに適応することができるように、柔軟なクロック復元を提供する。
【００１５】
　以下の説明は、本発明の理解を提供するために、説明の目的で記載される。しかしなが
ら、当業者であれば、本発明の実施形態は、一部は以下に説明されているが、いくつかの
さまざまなコンピューティングシステムおよびデバイスに組み込まれ得ることを認識する
ことは明らかである。本発明の実施形態は、ハードウェア、ソフトウェアまたはファーム
ウェアに存在し得る。ブロック図の以下に示されている構造およびデバイスは、本発明の
実施形態を図説するものであって、本発明の理解を明確にするためのものである。さらに
、図面中の構成要素間の接続は、直接接続だけに限定することを意図しない。そうではな
く、これらの構成要素間のデータは、中間の構成要素により修正、フォーマットの変更、
あるいは、変更される場合がある。
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【００１６】
　「１つの実施形態」、「１つの実施形態において」または「実施形態」などへの本明細
書における参照は、実施形態に関連して記載される特定の特徴、構造、特性、または機能
が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味する。本明細書における様
々な箇所に見られる「１つの実施形態において」という記載は、必ずしも同一の実施形態
を参照するものではない。
【００１７】
　Ａ．概要
　クライアントデータのデジタルラッパーは、終端ノードの光学式リンクから、所与のキ
ャリア周波数ｆｃａｒｒｉｅｒで受信される。クライアント信号に関連付けられたタイミ
ング情報は、キャリア周波数を増減して、調整カウント（ｊｕｓｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　
ｃｏｕｎｔ）、すなわちＪＣに関連付けられた部分を差し引くことにより、デジタルラッ
パーから抽出され得る。この概念は、以下のように数学的に表すことができる：
【００１８】

【数２】

ここで、ｆｐａｙｌｏａｄはクライアント信号の周波数、
ｆｃａｒｒｉｅｒはデジタルラッパーから抽出されたキャリア周波数、
Ｆｂｙｔｅｓはデータフレーム内のバイト数、
Ｏｂｙｔｅｓはデータフレームにおけるその他のバイト数、
ＪＣａｖｇは平均調整カウントである。
【００１９】
　式（２）におけるその他のバイト（Ｏｂｙｔｅｓ）は、スタッフバイトとも呼ばれるが
、望ましいフレームサイズを作成するためのオーバーヘッド（ＯＨ）、転送エラー補償（
ＦＥＣ）情報、およびフレームの埋め込みを含む。本明細書中に記載されるデジタルラッ
パーフレーム構造に関する詳細情報は、２００３年１１月１８日に出願された米国特許出
願第１０／７１５，９４７号、「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　ｗｉｔｈ　Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｍａｐｐｉｎｇ　ａｎｄ　Ｄｅｍａｐｐ
ｉｎｇ　ａｎｄ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｗｒａｐｐｅｒ　Ｆｒａｍｅ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　Ｓａ
ｍｅ」および２００５年６月１６日に出願された米国特許出願第１１／１５４，４５５号
、「Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｆｒａｍｅｒ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　
ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｏｆ　Ｃｌｉｅｎｔ　Ｓｉｇｎａｌｓ　ｏｆ　Ａｎｙ　Ｃ
ｌｉｅｎｔ　Ｐａｙｌｏａｄ　ａｎｄ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｔｙｐｅ」を参照すること。これ
らの両方は、参照により本明細書中に援用される。
【００２０】
　キャリア周波数、フレームバイト、およびその他のバイトは一定であるので、数式は、
次のように変形できる。
【００２１】
【数３】

　このように、上記の数式（３）から、クライアントまたはペイロードの周波数は、次の
２つの項の差により表される。第一の項は、存在するＯＨ／ＦＥＣ／スタッフバイトの量
とフレーム内の合計バイト数に関係する係数により増減されるキャリア周波数に等しい。
第二の項は、フレームのＪＣに関連付けられるキャリア周波数の部分であり、本来のクラ
イアントまたはペイロード周波数を復元するために、発生することが必要な位相シフトの
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量を表す。上記の数式の第一の項は、望ましいペイロード周波数に近い値へのキャリア周
波数の粗調整を提供する一方で、第二の項は、クライアントまたはペイロードクロック周
波数の実際の値を得る粗調整クロックの微調整を提供する。
【００２２】
　上記の数式は、従来のＰＬＬシステムと共に出力Ｖｏｕｔにおいて適用される位相シフ
タを追加して使用することにより実行され得る。ＰＬＬは、キャリア周波数を増減する一
方で、位相シフタはフレームのＪＣを考慮する。しかしながら、復元されるクロックは、
位相シフタが原因で、ジッターが発生する場合が多くなる場合があるため、このようなシ
ステムは望ましくない。
【００２３】
　本発明によれば、位相シフタは、位相シフタ自体に関連付けられるジッターを削減しな
がら、デジタルラッパーフレームからクライアントの信号クロックを復元するために、従
来のＰＬＬ回路のフィードバックループに動作可能なように配置される。
【００２４】
　ここで図２を参照して、本発明による新しいＰＬＬシステム２００が詳細に説明される
。示されているように、位相シフタ２６０は、ＰＬＬシステム２００のフィードバックル
ープに挿入される。復元されたクライアントクロックは、上記のように、調整カウント情
報２８０に応じて位相シフトされて、デジタルラッパー内で運搬されている効果的なペイ
ロードのクロックレートを表す。このような構成においては、ＰＬＬの位相検出器にフィ
ードされている位相シフタの出力とともに、ＰＬＬはジッターフィルタとして機能するの
で、クライアントの信号クロックの一部としての非常にわずかなジッターを生じる。
【００２５】
　上記のように、ＰＬＬは、キャリア周波数のスケール要素上でロックする。スケール要
素は、周知または一定、またはおそらくプログラム可能として説明されているが、ここで
重要なことは、これらの値は、新しいフレーム定義をサポートするさまざまな管理団体に
より、その時に応じて変化する可能性があることである。例えば、スタッフバイトは、新
しいフレームサイズ制限を処理するために必要に応じて、増減され得る。従って、本発明
によると、図２のＰＬＬシステム２００は、キャリア周波数とクライアント信号周波数と
の間の周波数変換、および位相シフタ２６０によって生成されたジッターのフィルタリン
グまたは抑制に対処する。ジッターを適切に抑制するために、ＰＬＬシステム２００は、
ＰＬＬ自身によって生成される非常に長いループの帯域幅と非常に低いジッターを有さな
ければならない。
【００２６】
　ＪＣにおける各増減は、位相シフタ２６０の解像度に依存する特定数の位相シフトイベ
ントに関連する。図２に示されているように、フレームからフレームへのＪＣ２８０の変
動が平均化されるように、ＪＣはＪＣフィルタ２７０によりフィルタされる。フレームか
らフレームへの位相シフトイベント数は、低域フィルタされる。そして、位相シフトチッ
ク生成器２６５が、各フレーム内で位相シフトイベントを均一に配分して、出力ｆｏｕｔ

２５５におけるジッターまたはワンダーをもたらし得る任意の突然の位相シフトを最小化
する。これらの２つのブロックは、ＰＬＬ２００による残留ジッターが最小化されるよう
に、位相シフトをできる限り滑らかにするために使用される。
【００２７】
　好ましい実施形態では、位相シフタ２６０自体は、同相クロック（Ｉクロック）および
直交位相クロック（Ｑクロック）を生成する内角９０度位相シフタを利用する直交位相シ
フタである。位相シフタ２６０が、１２ビットのデジタルからアナログへの（ＤＡＣ）変
換器を備え、１／１０２４またはクロック周期より小さい最小位相ステップを提供するこ
とが好ましいが、本明細書に記載されている要件を満たす任意の適切なＤＡＣ解像度が使
用され得る。例えば、クロック周波数が１５５ＭＨｚの場合、１２ビットＤＡＣの最小シ
フトステップは、およそ６ｐｓとなる。どのレートでも、位相シフトステップは、余分な
ジッターやワンダーなしで、主要ＰＬＬの安定動作に十分な程度に小さくなければならな
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い。
【００２８】
　位相シフタ２６０は、直交位相シフタとして記載されているが、位相シフトステップが
ジッターを最小限に抑える程度に小さければ、任意の適切な位相シフタを利用することが
できる。例えば、ＰＬＬベースの位相シフタは、典型的に、クロック周期の１／１６また
は１／３２の位相ステップを生成することができる。クロック周波数が１５５ＭＨｚの場
合、最小の位相ステップはおよそ２００ｐｓになる。この位相ステップは、ジッターに関
して、主要なＰＬＬシステムが対処するには大きすぎる場合がある。ＰＬＬベースの位相
シフタは、動作周波数が、ジッターが最小になる程度に高い場合には、使用することがで
きる。
【００２９】
　上記のように、ＪＣ値は平均化される。調整カウントフィルタ２７０は、フレームから
フレームのＪＣを平均化したり、あるいは、変動を滑らかにしたりするために使用される
。ＪＣフィルタ２７０は、ＪＣの「スーパーフレーム」として定義される、Ｋ個の異なる
フレームのＪＣ情報２８０を内部で累積する。例えば、フレームレートが２１．２６ｋＨ
ｚで、およそ４７．０４μｓのフレーム周期を提供する場合、スーパーフレームの時間は
、４７．０４＊Ｋμｓと定義される。これまでのＬ個のスーパーフレームの総和が、この
スーパーフレーム周期に必要な位相シフトイベントの合計数を決定するために使用される
。
【００３０】
　スーパーフレームのサイズＫは、スーパーフレーム周期が、少なくとも、主要なＰＬＬ
システムの時定数よりも長いように、選択しなければならない。平均化において使用され
るスーパーフレーム数Ｌは、データのフレームあたり２バイトのペイロードデータに相当
する量だけ、クロックをシフトする位相シフトステップの数に等しくなければならない。
例えば、ＰＬＬループの帯域幅がおよそ５０Ｈｚの場合、スーパーフレームのサイズＫは
、少なくとも５１２でなければならない。位相ステップ数Ｌは、位相ステップを６ｐｓに
するには、少なくとも１０２４でなければならない。Ｌは、１０２４よりも大きくするこ
とが好ましい。
【００３１】
　本発明は、位相シフトを決定して、クライアントクロック信号を復元する主要なＰＬＬ
の出力に提供するために、調整値を使用する点から開示されているが、このような決定に
、その他のフレーム情報を含むことができる。このように、デジタルラッパー取得システ
ムは、「システム全体の状態」に応じて機能することができ、ＰＬＬ２００の出力ｆｏｕ

ｔ２５５において位相シフタが動作するレートをマニピュレートすることができる。例え
ば、一定の状況下では、ワンダーはシステムに累積し得、最終的には、デマッピングフレ
ーマーＦＩＦＯ（非表示）により吸収されることが必要である。ＦＩＦＯオーバーフロー
またはアンダーフロー状態に関連するエラーを排除するためには、ＦＩＦＯの深さ情報２
７５は、示されているように、調整カウントフィルタへの入力として適用され得る。この
ように、ＦＩＦＯの深さ２７５が、プログラム可能または望ましい動作範囲外であれば、
位相シフトは、ＦＩＦＯの深さ２７５が動作範囲に入るように、増加され得る。
【００３２】
　ここで、図３を参照しながら、本発明の１つの実施形態にしたがう位相シフタシステム
３００がさらに詳細に説明される。図３は、位相シフタのシステム機能ブロック図を表し
ており、２つの入力信号と関連のあるリマッピング電子回路へのインターフェイス、マル
チプレクサ３２５、数値制御発振器（「ＮＣＯ」）３３５、ＩＱ変調器３４０を備えてい
る。上記のように、直交位相シフタは、主要なＰＬＬからの出力を受けて、直角の余弦お
よび正弦の入力に基づいて信号を位相シフトし、図のように、得られた信号をＰＬＬの位
相周波数検出器または比較器にフィードする。
【００３３】
　２つの入力信号の第一のソースは、集積回路（ＩＣ）３１０から取得され、デジタルラ
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ッパーの一部として、キャリアの周波数と現在のフレームのＪＣカウントに基づいている
。システム内でクロックドメインを標準化するために、信号は、ＪＣリマッパー３１５に
より新しいＪＣ値ＪＣｎｅｗにリマップされて、マルチプレクサ３２５にフィードされる
。このような標準化は、システムの特定のクロック構成要件に応じて、不必要な場合もあ
る。ＪＣｎｅｗは、クライアントクロックを復元するために、ＰＬＬ出力に適用する位相
シフトの量を表す。
【００３４】
　２つの入力信号の第二のソースは、オンボード基準クロック３０５であり、この後、Ｒ
ＥＦリマッパー３２０を使用して、新しい基準信号Ｒｅｆｎｅｗにリマップされる。この
新しい基準信号は、上記の新しくマップされたＪＣ信号に特徴がよく似ているが、全く同
じである必要はない。そして、マルチプレクサ３２５への第二の入力としてフィードされ
る。その後、マルチプレクサ３２５は、デジタルフィルタ３３０に入力するために、２つ
の信号のうち１つを選択するために使用される。デジタルフィルタの出力は、最終的にＩ
Ｑ変調器３４０を制御するＮＣＯ３３５の正弦波出力を制御する。
【００３５】
　通常の動作では、ＪＣｎｅｗ信号は、マルチプレクサ３２５により、デジタルフィルタ
３３０に切り替えられる。上記のように、リマップされたＪＣｎｅｗ値は、ジッターやワ
ンダーを除去する移動平均フィルタとして機能する、デジタルフィルタ３３０にフィード
されて、この後、ＮＣＯ３３５を駆動するために使用される、ＪＣ値の平均、ＪＣａｖｇ

が得られる。さらに特定すると、ＪＣａｖｇ信号は、ＮＣＯ３３５にフィードされ、これ
はその後、望ましい位相シフトを達成するために、ＩＱ変調器３４０に正弦波信号を出力
する。つまり、ＮＣＯ出力の周波数は、ＮＣＯ出力周波数だけ、入力クロックｆｏｕｔを
シフトし得る。このように、調整カウントは、オフセット周波数を計算するために利用さ
れて、位相シフタは、オフセット周波数に対応する周波数シフトを取得するために、ｆｏ

ｕｔクロック信号を回転させる。この信号は、その後、ＶＣＯ出力を望ましいクライアン
ト信号クロック周波数に近づける位相周波数検知器に戻される。
【００３６】
　しかしながら、なんらかの理由により、ＪＣｎｅｗ信号が、ＪＣのソースを提供する集
積回路３１０により使用される１つ以上のパラメータの劣化により正確に生成されない場
合、または現在のデータフレームの同期失敗が発生した場合、システムは、マルチプレク
サの入力を基準信号Ｒｅｆｎｅｗに切り替えることができるので、システムは、ＪＣｎｅ

ｗ計算に対応および修正する一方で、データの取得を継続することができる。ここで、重
要なことは、基準信号Ｒｅｆは、デジタルラッパー取得システム内で導出されるので、必
ず存在すること、さらに、必要な場合にはいつでもＪＣｎｅｗの代わりになることができ
ることである。基準信号は、スタンドバイモードにあり、ＪＣｎｅｗ信号が取得できない
場合のみに使用されるので、基準信号は、ＪＣｓｔａｎｄｂｙと記され得る。
【００３７】
　本発明は、ＰＬＬのフィードバックループにおける位相シフト要素の利用に関して説明
されているが、位相シフト要素と同じ結果を達成するその他の適当な要素を採用すること
ができることは、当業者には、明らかである。例えば、調整可能な信号生成器がＰＬＬの
フィードバックループ内に動作可能なように配置されたり、プログラム可能な生成器が、
本明細書中に記載されたように、フレームのＪＣによって表される所望の周波数オフセッ
トを表す所望の出力を位相周波数検出器に提供されたりすることによって、ＰＬＬの出力
において、クライアント信号クロックが入手され得る。
【００３８】
　さらに他の実施例においては、ＪＣの平均部分であり、数式の変数部分である、上記の
導出された望ましいオフセット周波数は、変数周波数生成器に提供され得るが、これは、
クライアント信号周波数を直接作成するために、数式の定数部分であるオフセット部分と
、数式のその他のバイト部分とを加えることによって、クライアント信号を直接生成する
ことができる。この実施形態は、本明細書においてこれまでに説明した主要な実施形態に
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比較すると、クライアントクロック信号を正確に再構成するために必要な回路の量を大幅
に削減する。この手法は、ジッターを含まずにクライアントクロックを復元する場合の次
世代の実装である。
【００３９】
　本発明の上記説明は、明確化と理解とを目的に記載したものである。開示されている通
りの形態に本発明を限定することを意図していない。添付の請求項の範囲内において、さ
まざまな実施形態が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１は、二次の位相ロックループシステムを示している。
【図２】図２は、本発明のさまざまな実施形態にしたがう位相シフタを有する位相ロック
ループを示している。
【図３】図３は、本発明のさまざまな実施形態にしたがう位相シフタを示している。

【図１】 【図２】
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