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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御可能なフィルタを備えたデジタル位相ロックループであって、前記制御可能なフィ
ルタは前記デジタル位相ロックループの動作中にループ帯域幅を変更し、前記制御可能な
フィルタは前記デジタル位相ロックループのループにおいて位相エラーが増大するとルー
プ帯域幅を増大させる、デジタル位相ロックループと、
　前記制御可能なフィルタにより使用されるフィルタ係数を調整又は維持するフィルタ制
御ユニットであって、前記フィルタ係数の制御により前記ループ帯域幅を制御する複数の
制御ブロックを有し、位相エラーを特定するために前記デジタル位相ロックループの位相
検出器とは異なる位相インタープリタを有するフィルタ制御ユニットと
　を有し、前記位相インタープリタは、
　前記制御可能なフィルタからの未加工の位相エラーと前記複数の制御ブロックからのフ
ィルタ係数の現在値とを収集し、かつ
　前記フィルタ係数の前記現在値により与えられるゲインで前記未加工の位相エラーをス
ケーリングすることで、位相エラーを特定する、チップ。
【請求項２】
　前記デジタル位相ロックループは、基準クロックディザリング又はシグマデルタ変調の
うち少なくとも一方を実行する、請求項１に記載のチップ。
【請求項３】
　前記制御可能なフィルタはインループ線形化技術を用いる、請求項１に記載のチップ。
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【請求項４】
　前記制御可能なフィルタは、５つ以上の係数によって特徴付けられるデジタルフィルタ
である、請求項１に記載のチップ。
【請求項５】
　前記係数のうちの３つ以上が制御可能に可変である、請求項４に記載のチップ。
【請求項６】
　前記フィルタ制御ユニットは、前記ループ帯域幅を制御するために使用される前記制御
可能なフィルタのフィルタ係数を制御する、請求項１に記載のチップ。
【請求項７】
　前記フィルタ制御ユニットは、前記ループ帯域幅が所定の範囲内にあるように前記フィ
ルタ係数を調整する、請求項６に記載のチップ。
【請求項８】
　前記制御可能なフィルタは、該制御可能なフィルタにおいてドミナントゼロより大きな
ドミナントポールを有する、請求項１に記載のチップ。
【請求項９】
　前記制御可能なフィルタは、積分器、乗算器、又は加算器のうち少なくとも１つを有す
る、請求項１に記載のチップ。
【請求項１０】
　前記フィルタ制御ユニットは、前記位相エラーの変化に応答して前記ループ帯域幅を制
御するためにステップ関数を適用する、請求項１に記載のチップ。
【請求項１１】
　前記フィルタ制御ユニットは、前記ループ帯域幅を、前記位相エラーの断続的な増大に
応答して増大させ、通常の低レベルに戻るよう制御する、請求項１に記載のチップ。
【請求項１２】
　前記制御可能なフィルタは、２つ以上の係数によって特徴付けられるデジタルフィルタ
である、請求項１に記載のチップ。
【請求項１３】
　制御ユニットによって制御されるフィルタを有するデジタル位相ロックループの制御ユ
ニットが、前記フィルタからのデータから位相エラーを計算することによって前記デジタ
ル位相ロックループにおける位相エラーを特定するステップと、
　前記位相エラーの大きさに応じて、前記デジタル位相ロックループが第１の帯域幅又は
該第１の帯域幅よりも小さい第２の帯域幅のいずれかを有するように、前記フィルタを制
御するステップであって、前記制御ユニットは前記フィルタにより使用されるフィルタ係
数を調整又は維持し、前記制御ユニットは前記フィルタ係数の制御により前記第１又は第
２の帯域幅に制御する複数の制御ブロックを有し、前記制御ユニットは位相エラーを特定
するために前記デジタル位相ロックループの位相検出器とは異なる位相インタープリタを
有し、前記位相インタープリタは、前記フィルタからの未加工の位相エラーと前記複数の
制御ブロックからのフィルタ係数の現在値とを収集し、かつ前記フィルタ係数の前記現在
値により与えられるゲインで前記未加工の位相エラーをスケーリングすることで、位相エ
ラーを特定する、ステップと
　を有する方法。
【請求項１４】
　前記フィルタを制御するステップにおいて、前記位相エラーに比例する帯域幅レベルを
提供するように前記フィルタの係数を調整する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記フィルタを制御するステップにおいて、前記制御ユニットにおける論理演算を行う
ことでフィルタ係数を更新する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　少なくとも１つのデジタル位相ロックループを有する請求項１乃至１２のうちいずれか
一項に記載のチップを有するコンピュータシステム。
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【請求項１７】
　情報をユーザに表示するディスプレイを有する請求項１６に記載のコンピュータシステ
ム。
【請求項１８】
　前記チップ及び前記ディスプレイがポータブル無線装置の一部をなす、請求項１７に記
載のコンピュータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概してデジタル位相ロックループに係り、特に、ループ帯域幅の制御方法及
びそのための回路に係る。
【背景技術】
【０００２】
　多くの最新のＰＬＬ（位相ロックループ）回路は、アナログＰＬＬにより実施されてい
る。アナログＰＬＬは、特に、ずっと小さなトランジスタ機構を有する工程により、製造
工程に敏感である。従って、デジタルＰＬＬ（ＤＰＬＬ）（全て及び／又は部分的にデジ
タルであるＰＬＬ）がより幅広く使用されている。しかしながら、あいにく、デジタル位
相周波数検出器（ＤＰＦＤ）及びデジタル制御発振器（ＤＣＯ）等のデジタルＰＬＬ機能
ユニットは、ループへの量子化ノイズの導入といった欠点を有する。これらの及び他のノ
イズ源は、出力クロックの位相ノイズ及びジッタ性能を低下させうる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、従来のデジタルＰＬＬで問題であった出力クロックの位相ノイズ及びジッタ
性能の低下に対応するアプローチを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の実施形態で、デジタルＰＬＬは、位相エラー等の１又はそれ以上の実時間性能
パラメータに応答して有効なＤＰＬＬ帯域幅を変更する動的制御可能なフィルタとともに
使用される。高帯域幅が必要とされないとき、それは比較的低いレベルであるよう制御さ
れてよく、それによって、出力クロックのジッタは低下する。他方で、高帯域幅が必要と
されるとき、例えば、ループでの位相エラーが高いとき、フィルタは、基準クロックを追
跡するためにループの応答性を高めるよう比較的高いループ帯域幅を提供するように制御
され得る。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明の実施形態によれば、従来のデジタルＰＬＬで問題であった出力クロックの位相
ノイズ及びジッタ性能の低下に対応するアプローチを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１Ａ】本発明の実施形態に従う適応帯域幅を有するＤＰＬＬの図である。
【図１Ｂ】本発明の実施形態に従う図１ＡのＤＰＬＬにおける帯域幅制御のためのルーチ
ンを示すフロー図である。
【図２】本発明の実施形態に従う図１のＤＰＬＬ等のＤＰＬＬのための帯域幅制御ブロッ
ク及びフィルタブロックの図である。
【図３】図２の帯域幅制御ユニットよる使用に適した帯域幅制御値（Ｃ）レベル対位相エ
ラー（ＰＥ）の例を示すグラフである。
【図４】図１及び図２の帯域幅制御ユニット及びフィルタを備えたＤＰＬＬの期待される
ジッタを示すグラフである。
【図５Ａ】様々な帯域幅を有するＤＰＬＬについてシミュレートされたジッタ及び有効帯
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域幅を示す表である。
【図５Ｂ】様々な帯域幅を有するテストチップＤＰＬＬについてジッタ及び有効帯域幅を
示す表である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明の実施形態は、限定ではなく一例として、添付の図面の図で表されている。図面
において、同じ参照符号は同じ要素を参照する。
【０００８】
　図１Ａは、デジタル（この場合には全デジタル）位相ロックループ（ＤＰＬＬ）１００
の例を表す。ＤＰＬＬ１００はデジタル位相周波数検出器（ＰＦＤ）１１０と、デジタル
フィルタ１２０と、デジタルフィルタ１２０のためのフィルタ制御ブロック１３０と、デ
ジタル制御発振器（ＤＣＯ）１４０と、１／Ｎ分周器１５０とを有する。
【０００９】
　ＤＰＬＬ１００は、能動的にフィードバッククロックの位相及び周波数を基準クロック
に固定することによって、安定した出力クロックを提供する。ＤＣＯ１４０は、出力周波
数の離散集合を生成する。１／Ｎ分周器１５０は、ＤＣＯ１４０からのＮクロックサイク
ルごとに１つのフィードバッククロックサイクルを生成する。フィードバッククロックの
位相が基準クロックの位相から外れる場合、ＰＦＤ１１０は、位相エラーに比例する量子
化出力（ループ及び／又はＰＦＤ内で使用されるビット分解能に依存した１又はそれ以上
のビットのデジタル値）を生成する。次いで、ＰＦＤ１１０からの出力は、デジタルフィ
ルタ１２０を介してＤＣＯ１４０の周波数への補正を生ずる。
【００１０】
　有効ラプラシアン領域線形モデルを使用するよう、ＤＰＬＬは、例えば基準クロックデ
ィザリング又はシグマ－デルタ変調等の線形化技術を用いてよい。このような線形化技術
により、デジタルフィルタ１２０は、Ｍ個の調整可能なフィルタ係数（Ｋ１、Ｋ２、・・
・ＫＭ）とともに、安定化ゼロ及び適切に配置された極を用いてよい。ＰＦＤ１１０のゲ
イン及びＤＣＯ１４０のゲインとともに、それらのフィルタ係数は、通常、ＤＰＬＬ１０
０の開ループ特性及び閉ループ特性を決定する。一般に、重要な閉ループ特性としては、
帯域幅及びジッタピークがある。しかし、ＤＰＬＬ１００が線形化されている場合でさえ
、量子化ノイズは依然としてＤＰＬＬ１００内に存在することがあり、デジタルフィルタ
１２０を通るノイズはＤＣＯ１４０の位相ノイズ及びジッタを悪化させる。
【００１１】
　更に図１Ｂを参照すると、フィルタ制御ユニット１３０によりフィルタ１２０を制御す
る方法が表されている。ステップ１３１で、制御ユニットは、ループにおける（デジタル
フィードバックと基準クロック信号との間の）位相エラーを特定する。ＰＥ情報はフィル
タ１２０から得られ、フィルタ１２０はその内部状態情報（例えば、周波数及び位相エラ
ー）を制御ユニット１３０と共有してよい。代替的に、制御ユニット１３０は、ＰＤＦ又
はＤＰＬＬ内の他の何らかの適切なソースからＰＥデータを得てよい。制御ユニット１３
０は、自身が使用するために予め処理されている値を特定してよく、又は、制御ユニット
１３０は、適切なＰＥ値を特定するようデータ自体を処理してよい（ここで使用されるＰ
Ｅは位相エラー、周波数エラー、及び／又は他のパラメータ、これらのあらゆる適切な組
合せを含み、これらは基準クロックに対する出力クロックの追跡におけるＰＬＬのエラー
を示すことに留意すべきである。）。
【００１２】
　ステップ１３２で、制御ユニット１３０は、ＰＥが高いかどうかを決定する。この決定
は、１又はそれ以上の異なった要素を考慮しながら、何らかの適切な方法で行われてよい
。例えば、デジタルロジックで実施される静的又は動的なスケールが用いられてよい。Ｐ
Ｅが高くないと決定されると、ステップ１３４で、制御ユニット１３０は比較的低いＢＷ
を供給するようフィルタ１２０を制御する。制御ユニット１３０は、ＰＥに従ってパラメ
ータ（Ｋ１、Ｋ２、・・・ＫＭ）を調整し又は維持して、ＤＰＬＬループ帯域幅（ＢＷ）
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を、（ｉ）十分に正確な追跡を提供するようループ内の平均の期待される（又は観測され
る）ノイズレベルと関連して十分に高いように、且つ（ｉｉ）ＤＰＬＬがジッタピークを
保ちながら過度のジッタを生じないよう十分に低いように、制御する。
【００１３】
　他方で、ステップ１３２でＰＥが高いと決定される場合、ステップ１３３で、制御ユニ
ット１３０は、比較的高いループＢＷを提供するようフィルタを制御し、ルーチンはステ
ップ１３１に戻って、もう一度ＰＥ値を特定する。このようにして、制御ユニット１３０
は、瞬間的に高い周波数及び／又は位相エラーレベルの場合により高いループ帯域幅を設
定することによって、安定性を保つ。フィルタ１２０のデジタル性質のために、帯域幅は
、フィルタのサンプリング（又はクロック）周波数以下の速度で動的に変更され得る。
【００１４】
　図２は、図１のＤＰＬＬループでの使用に適した、例となるフィルタ制御ユニット２３
０及びフィルタ２２０を示す。制御ユニット２３０は、現在のＰＥ値を特定（計算、推定
、及び／又は受信等）する位相インタープリタ（interpreter）２３１と、係数制御ブロ
ック２３２乃至２３４とを有する。位相インタープリタ２３１はループにおける位相エラ
ーを特定し、一方、係数制御ブロック２３２乃至２３４は、特定の設計によって指示され
るように、変化すべきＫ係数を更新する。フィルタ２２０は、図示されるように構成され
た論理演算ブロック２２１乃至２２８（積分器、乗算器、加算器等）を有し、以下に挙げ
られている式に従ってフィルタを実装する。
【００１５】
　フィルタは、インループ線形化技術を利用し、５つのフィルタ係数［Ｋ１、Ｋ２、Ｋ３

、Ｋ４、Ｋ５］により特徴付けられる（当然、あらゆる適切なフィルタ構成が使用されて
よい。当業者には明らかなように、例えば、より多い又はより少ない係数、極／ゼロ組合
せ等の多種多様な組み合わせのフィルタ設計が存在し、これは、適切な、動的に調整可能
なループ帯域幅を提供するとともに同時に不安定性を引き起こさないには十分である。）
。
【００１６】
　このＤＰＬＬ２２０の開ループシステム応答は、下記の式によって記述されてよい。
【００１７】
【数１】

Ｈｏｌは開ループ伝達関数であり、Ｋｏｌは開ループゲインであり、ωｐは極周波数であ
り、ωｚはゼロ周波数である。Ｈｏｌ、Ｋｏｌ、ωｐ及びωｚの夫々はフィルタ係数（Ｋ

１、Ｋ２、Ｋ３、Ｋ４及びＫ５）のうちの１又はそれ以上の関数でもあることに留意すべ
きである。
【００１８】
　制御ブロック２３０は、適度に低いジッタを保つために適切な低レベルでループ帯域幅
を低減（又は維持）するように、同時に、定常状態の動作条件（例えば、平均の期待され
る位相ノイズ）下で適切に低い位相ノイズ（追跡応答）を提供するよう十分に高いように
、フィルタの調整可能な係数を動的に調整する。この例で、ジッタピークは、Ｋ２×Ｋ３
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×Ｋ５に比例し、帯域幅はＫ２×Ｋ５に比例し、フィルタ２２０の入力と出力との間のジ
ッタ・フィードスルーもＫ２×Ｋ５に比例する。この具体的なデジタルフィルタアーキテ
クチャで、位相エラーは第１の積分器２２２の出力に比例する。幾つかの実施形態で、安
定性を確かにするよう、極及びゼロは、極周波数（ωｐ）がゼロ周波数（ωｚ）よりも少
なくとも９倍大きいように選択される。
【００１９】
　幾つかの実施形態で、毎制御クロックサイクル（制御ブロック及びおそらくフィルタブ
ロックを駆動するために使用されるクロック、例えば基準クロックが、このクロック制御
のために使用されてよい。）の間に一度、制御ブロック２３０は、フィルタパラメータの
既存値及び位相エラーに基づいて、Ｋ２、Ｋ３及びＫ５の既存値をＫ２’、Ｋ３’及びＫ

５’のある新しい値に更新する（当然、ＰＥ等の値及び出力されるＫパラメータ値は、利
用可能なリソース及び性能目標に依存して、多かれ少なかれ頻繁に更新されてよい。）。
位相インタープリタ２３１は、第１の積分器２２２の出力部にある未加工の位相エラーと
、制御ブロックＣＯＮＴＲＯＬ　Ｋ２２３２、ＣＯＮＴＲＯＬ　Ｋ３２３３、及びＣＯＮ
ＴＲＯＬ　Ｋ５２３４の夫々からのパラメータの値とを集めて、新しいＰＥ値を特定（例
えば、計算、推定等）する（この例によれば、Ｋ１及びＫ４の値は固定であり、これらは
常に位相インタープリタ２３１に知られていることに留意すべきである。）。幾つかの実
施形態で、位相インタープリタ２３１は、現在の係数値によって与えられるフィルタの現
在のゲインによって未加工の位相エラーのスケーリングを行うことで、実際の位相エラー
を計算する。
【００２０】
　幾つかの実施形態で、図１Ｂに示されているフィルタ制御ルーチンを実施し、ＤＰＬＬ
１００の安定性及び線形化を保つために、制御ユニット２３０は、決定された位相エラー
ＰＥと逆相関した値［Ｃ］を用いて、調整可能なＫ係数を計算し更新する。如何なる適切
な関数が、ＰＥの関数として、Ｃについて使用されてもよい。１つの適切な相関関係、ス
テップワイズ（stepwise）関数が図３のグラフにより表されている。
【００２１】
　幾つかの実施形態で、ＣＯＮＴＲＯＬ　Ｋ３ブロック２３３は、Ｋ３’←Ｋ３×Ｃであ
るようにＫ３を調整し、ＣＯＮＴＲＯＬ　Ｋ２ブロック２３２は、Ｋ２’←Ｋ２×Ｃ２で
あるようにＫ２を調整し、ＣＯＮＴＲＯＬ　Ｋ５ブロック２３４は、Ｋ５’←Ｋ５÷Ｃ３

であるようにＫ５を調整する。ここで、Ｃは１よりも大きく、現在の位相エラーとは反比
例に変化する。図３のＣ関数を用いる例によれば、下降ステップワイズ関数が使用されて
いるが、あらゆる所望の関数が使用されてよい。
【００２２】
　位相エラーが悪化するにつれ、自動調整は、ループ帯域幅及びジッタの両方を、それら
が両方ともＫ２×Ｋ５に比例するので、係数Ｃによって動的に低下させる。ジッタピーク
は、それがＫ２×Ｋ３×Ｋ５に比例するので、一定のままである。これは、（一般に、量
子化ノイズによって支配される）所与のノイズレベル全体で、最良のジッタ性能を提供す
る。
【００２３】
　このような制御ブロック２３０の使用は大きな電力又は面積を既存のフィルタアーキテ
クチャに加える必要がないことが好ましい。位相インタープリタ２３１、ＣＯＮＴＲＯＬ
　Ｋ２ブロック２３２、ＣＯＮＴＲＯＬ　Ｋ３ブロック２３３及びＣＯＮＴＲＯＬ　Ｋ５

ブロック２３４は、乗算が例えばシフト・アンド・アド（shift-and-add）演算等の比較
的簡単なデジタル論理ユニットを用いて容易に実施されるので、幾つかの実施において電
力及び面積を５％未満だけ増大させることがある。
【００２４】
　動的ＢＷ調整により、ここで記載されるように、有効なＤＰＬＬループ帯域幅は、ルー
プがその動作の大部分について当該帯域幅である必要がないとしても、ループが位相エラ
ーを補正することができる最大速度（すなわち、所与の設計に従ってフィルタ制御ユニッ
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ト及びフィルタによって指示される最大許容帯域幅）によって決定される。瞬時ループ帯
域幅は係数Ｃによって低減されるが、（Ｃでの）最大ループ帯域幅は、制御ブロック２３
０が、必要とされる場合に位相エラーを直ちに補正するようパラメータを調整することが
できるので、基本的に有効ループ帯域幅である。これは図４に表されている。図４は、ど
のようにフィルタ制御ユニットがジッタを低減しながら大きい有効ループ帯域幅を保つこ
とができるのかを示す。この図は、（図５の表に示されている）測定又はシミュレーショ
ン結果を表すものではない。むしろ、それは、制御ユニット及び適応フィルタを用いる動
機を明らかにすることを意図されている図である。それは、ｘ軸上の出力クロックサイク
ルの数にわたって累算されるｙ軸上のジッタの大きさをプロットする。図は、ＤＰＬＬで
は標準的であるように、量子化ノイズが他のノイズ源より優位であるとする。図４にプロ
ットされている３本のラインは、図２のフィルタ実施２２０を備えた３つの異なったＤＰ
ＬＬアーキテクチャ（固定の低ＢＷ、固定の公称ＢＷ、及び適応ＢＷ）に係る量子化ノイ
ズによる出力クロックの累積ジッタを表す。
【００２５】
　図４に表されているように、少ないサイクル数（高周波の量子化ノイズ）では、ＤＰＬ
ＬはＤＰＬＬ帯域幅よりも高い周波数にある量子化ノイズを補正することができないので
、ジッタは１の傾斜を有して増大する。より多いサイクル数（ＤＰＬＬ帯域幅の範囲内に
ある量子化ノイズの周波数）では、ＤＰＬＬは量子化ノイズを補正し、量子化ノイズはＮ
サイクルジッタレベルに安定する。このように、ＤＰＬＬでは、帯域幅は、単サイクルジ
ッタ・フィードスルー及びＮサイクルジッタの両方に作用する。フィルタ制御ユニット及
び適応フィルタは、単サイクルジッタ及びＮサイクルジッタの両方が特定のフィルタでの
所与の範囲の帯域幅について所望のレベルにあることを可能にする。
【００２６】
　図５Ａ及び５Ｂは、３つの異なったＤＰＬＬ帯域幅の場合、すなわち、（低（Ｌｏｗ）
と公称（Ｎｏｍｉｎａｌ）との間の範囲にある）低ＢＷ、公称ＢＷ及び適応ＢＷについて
、シミュレーションされた性能パラメータ及び測定された性能パラメータを含む表を示す
。図５Ａの表は、３つのＤＰＬＬ帯域幅についてシミュレーションされたジッタ及び有効
帯域幅を表示する。期待されるように、適応帯域幅を有するＤＰＬＬに係る単サイクルジ
ッタは、固定の低帯域幅の場合のものに近く、固定の公称帯域幅の場合のものよりも良い
。更に、適応帯域幅ＤＰＬＬは、他の２つの場合よりもずっと良いＮサイクルジッタを達
成する。
【００２７】
　図５Ｂの表は、公称ＤＰＬＬ及び適応ＤＰＬＬの場合についてのジッタ及び有効帯域幅
のテストチップ測定を表示する。（低い固定の帯域幅の場合に関し、この場合はシリコン
に固定しないので、表は図５Ｂからのシミュレーション結果を繰り返し、他方、シミュレ
ーションは、固定するよう保証された状態でＤＰＬＬを手動で初期化することができる。
）Ｎサイクルジッタのシリコン測定は、電源カップリングによって引き起こされる付加的
な確定的ノイズのために適応帯域幅及び固定の公称帯域幅の両方の場合に、より悪いが、
（効果的に軽減され得るノイズを考慮して）期待される結果は、テストチップ測定を保つ
。適応ＢＷによるＤＰＬＬは、固定の低帯域幅の場合に近く且つ固定の公称帯域幅よりも
良い測定された単サイクルジッタを達成することができる。更に、適応ＤＰＬＬの場合は
、他の２つの場合よりもずっと良い測定されたＮサイクルジッタを達成することができる
。
【００２８】
　当然、上記のＤＰＬＬはフィルタ２２０を有して表されているが、本発明はそのように
限定されず、他のＤＰＬＬフィルタアーキテクチャ（例えば、比例－積分（ＰＩ（propor
tional-integral））ループフィルタ又は比例－積分－差分（ＰＩＤ（proportional-inte
gral-differential））ループフィルタ）に適用する。これらのアーキテクチャは線形化
技術を用いても又は用いなくてもよい。これらの考えにならって、本発明の実施形態に従
うＤＰＬＬは、如何なる特定の用途にも限定されない。ＤＰＬＬは、一例を挙げると、例
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えば周波数合成、クロック回復、クロック逓倍、及びクロック再生等の幅広い用途を見出
す。更に、本発明の実施形態は、デジタルロジックのクロッキングのために、高速Ｉ／Ｏ
の同期のために、及びＲＦ通信からのクロックの回復のために、高周波クロックを用いて
多種多様な集積回路環境（例えば、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプロ
グラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、グラフィックプロセッサ、汎用プロセッサ等）で
使用されてよい。
【００２９】
　上記で、多数の具体的な詳細が挙げられてきた。しかし、本発明の実施形態はこれらの
具体的な詳細の範囲外で実施されてよいことが理解される。他の例で、従来の回路、構造
及び技術は、記載の理解を不明りょうにしないよう、詳細には示されていないことがある
。この点を考慮して、「一実施形態」、「実施形態」、「実施例」、「様々な実施形態」
等の参照は、そのように記載される本発明の実施形態が特定の特徴、構造又は特性を含み
うるが、全ての実施形態が必ずしもその特定の特徴、構造又は特性を含むわけではないこ
とを示す。更に、幾つかの実施形態は、他の実施形態について記載されている特徴の一部
又は全てを有しても、又は有さなくてもよい。
【００３０】
　上記及び特許請求の範囲で、次の語は下記のように解されるべきである。語「結合され
る（coupled）」及び「接続される（connected）」は、それらの派生語とともに、使用さ
れてよい。当然、それらの語は互いの同義語として意図されない。むしろ、特定の実施形
態で、「接続される」は、２又はそれ以上の要素が互いに直接的に物理的又は電気的に接
触していることを示すために用いられる。「結合される」は、２又はそれ以上の要素が互
いと連携し又は相互に作用するが、それらは直接的に物理的又は電気的に接触していても
又はいなくてもよいことを示すために使用される。
【００３１】
　語「ＰＭＯＳトランジスタ」はＰタイプの金属酸化膜半導体電界トランジスタをさし、
同様に、「ＮＭＯＳトランジスタ」はＮタイプの金属酸化膜半導体電界トランジスタをさ
す。当然、語「ＭＯＳトランジスタ」、「ＮＭＯＳトランジスタ」又は「ＰＭＯＳトラン
ジスタ」が使用されるときはいつでも、もともと別なふうに明示的に示されないかぎり、
それらの語は典型的に使用されている。それらは、一例を挙げると、異なったＶＴ、材料
タイプ、絶縁体厚さ、ゲート構造を有するデバイスを含む多種多様なＭＯＳデバイスを包
含する。更に、具体的にＭＯＳ等を参照されない限り、語「トランジスタ」は他の適切な
トランジスタタイプ、例えば接合型電界トランジスタ、バイポーラ接合トランジスタ、金
属半導体ＦＥＴ、及び様々なタイプの３次元トランジスタ、ＭＯＳ、又は今日知られてい
る又は未だ開発されてないものを含んでよい。
【００３２】
　本発明は、記載されている実施形態に限定されず、添付の特許請求の範囲の技術的範囲
内にある変形及び改良を伴って実施されてよい。例えば、当然、本発明は、全てのタイプ
の半導体集積回路（ＩＣ）チップによる使用に適用可能である。これらのＩＣチップの例
には、プロセッサ、コントローラ、チップセットコンポーネント、プログラマブルロジッ
クアレイ（ＰＬＡ）、メモリチップ、ネットワークチップ等があるが、これらに限られな
い。
【００３３】
　また、当然に、図面の一部において、信号導線は線によって表されている。その一部は
、更なる成分信号経路を示すようより太く、多数の構成信号経路を示すよう番号ラベルを
有し、及び／又は、一次情報フロー方向を示すよう１又はそれ以上端部に矢印を有してよ
い。しかし、これは、限定的に解釈されるべきではない。むしろ、このような付加される
詳細は、回路のより容易な理解を助けるよう、１又はそれ以上の実施例に関連して使用さ
れてよい。表されるあらゆる信号線は、付加的な情報を有していようといまいと、多数の
方向に進むことができ且つ何らかの適切な信号方式（例えば、差動対により実装されるデ
ジタル若しくはアナログ線、光ファイバ線、及び／又はシングルエンド線）により実施さ
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【００３４】
　当然、サイズ／モデル／値、範囲の例が与えられることがあるが、本発明はこれらに限
定されない。製造技術（例えば、写真撮影）は時間とともに成長するので、より小さいサ
イズのデバイスが製造され得ると期待される。更に、ＩＣチップ及び他の部品への従来の
電力／接地接続は、例示及び議論の簡単化のために且つ本発明を不明りょうにしないよう
、図中に示されていても又はいなくてもよい。更に、配置は、本発明を不明りょうにする
ことを回避するようまた、ブロック図の実施に関する詳述は本発明が実施されるプラット
フォームに極めて依存する、すなわち、このような詳述は、十分に当業者の範囲内にある
べきであるという事実を考慮して、ブロック図形式で示されてよい。特定の詳細（例えば
、回路）が本発明の実施例を記載するために挙げられる場合、当業者には明らかなように
、本発明は、これらの特定の詳細の範囲外で、すなわち、その変形により実施されてよい
。このように、本明細書で記載される実施形態は、限定ではなく例示として考えられるべ
きである。
【符号の説明】
【００３５】
１００　デジタル位相ロックループ（ＤＰＬＬ）
１１０　デジタル位相周波数検出器（ＰＦＤ）
１２０，２２０　デジタルフィルタ
１３０，２３０　フィルタ制御ユニット
１４０　デジタル制御発振器（ＤＣＯ）
１５０　１／Ｎ分周器
２３１　位相インタープリタ
２３２～２３４　係数制御ブロック
２２１～２２８　論理演算ブロック
【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】

【図３】
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【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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