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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１クロックと第２クロックとをそれぞれ受信するデューティサイクル補償部を有する
遅延固定ループと、
　クロックのロック後の電源電圧の変動に応じて前記第１クロック及び第２クロックの位
相差が予定された遅延値以上の場合、前記遅延固定ループをリセットするリセット制御部
と、
を備えることを特徴とする遅延固定ループ装置。
【請求項２】
　前記リセット制御部が、
　前記第１クロック及び前記第２クロックを受信して、位相差を感知する位相差感知手段
と、
　前記デューティサイクル補償部のイネーブル信号と前記位相差感知手段から出力される
信号とを受信してリセット信号を発生するリセット信号発生手段と、
　前記リセット信号を受信してリセットパルス信号を生成して前記遅延固定ループに出力
するリセットパルス発生手段と、
を備えたことを特徴とする請求項１に記載の遅延固定ループ装置。
【請求項３】
　前記予定された遅延値が、前記遅延固定ループの固有のジッタ値より大きい値であるこ
とを特徴とする請求項２に記載の遅延固定ループ装置。
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【請求項４】
　前記位相差感知手段が、
　前記遅延固定ループの固有のジッタ値より大きい値で設定された前記予定された遅延値
を有し、前記第２クロックを入力とする第１遅延器と、
　前記遅延固定ループ固有の振動値より大きい値で設定された前記予定された遅延値を有
し、前記第１クロックを入力とする第２遅延器と、
　第１クロック及び前記第１遅延器の出力を入力として第１位相感知信号を生成する第１
位相感知器と、
　第２クロック及び前記第２遅延器の出力を入力として第２位相感知信号を生成する第２
位相感知器と、
を備えたことを特徴とする請求項２に記載の遅延固定ループ装置。
【請求項５】
　リセット信号発生手段が、
　前記第１位相感知器及び前記第２位相感知器の出力を受信する位相感知信号入力器と、
　前記位相感知信号入力器の出力に応答して前記デューティサイクル補償部のイネーブル
信号をスイッチング伝達するスイッチング器と、
　前記スイッチング器の出力をラッチして前記リセット信号を出力するラッチ器と、
を備えたことを特徴とする請求項４に記載の遅延固定ループ装置。
【請求項６】
　前記位相感知信号入力器が、
　前記第１位相感知器の出力信号を入力とする第１インバータと、
　前記第２位相感知器の出力信号を入力とする第２インバータと、
　前記第１インバータ及び前記第２インバータの出力を入力とするＮＡＮＤゲートと、
を備えたことを特徴とする請求項５に記載の遅延固定ループ装置。
【請求項７】
　前記スイッチング器が、
　前記イネーブル信号を入力とする第３インバータと、
　前記第３インバータの出力をゲートで受信して、一方は電源電圧に接続されたＰＭＯＳ
トランジスタと、
　前記第３インバータの出力をゲートで受信して、一方は接地電源に接続された第１ＮＭ
ＯＳモストランジスタと、
　前記位相感知信号入力手段の出力をゲートで受信して、一方は前記ＰＭＯＳトランジス
タの他方に接続され、他方は前記第１ＮＭＯＳモストランジスタの他方に接続された第２
ＮＭＯＳモストランジスタと、
を備え、
　前記ＰＭＯＳトランジスタと前記第１ＮＭＯＳモストランジスタとの接続ノードが出力
ノードとなることを特徴とする請求項５に記載の遅延固定ループ装置。
【請求項８】
　前記ラッチ器が、
　前記スイッチング器の出力を入力として前記入力信号をラッチするインバータラッチと
、
　前記インバータラッチの信号を反転させて前記リセット信号を出力する第４インバータ
と、
　を備えたことを特徴とする請求項５に記載の遅延固定ループ装置。
【請求項９】
　前記リセットパルス発生手段が、
　前記リセット信号を入力として直列に接続された奇数の複数のインバータからなるイン
バータ端と、
　前記リセット信号と前記インバータ端との出力を入力とするＮＯＲゲートと、
を備えたことを特徴とする請求項４に記載の遅延固定ループ装置。
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【請求項１０】
　前記遅延固定ループが、
前記第１クロックを生成する第１位相遅延／制御部と、
前記第２クロックを生成する第２位相遅延／制御部と、
を備え、
　前記リセット制御部が、
前記第１及び第２位相遅延／制御部を制御して前記遅延固定ループをリセットすることを
特徴とする請求項１に記載の遅延固定ループ装置。
【請求項１１】
　前記遅延固定ループが、
前記第１クロックを生成する第１位相遅延／制御部と、
前記第２クロックを生成する第２位相遅延／制御部と、
を備え、
　前記リセットパルス信号が、前記第１及び第２位相遅延／制御部をリセットすることを
特徴とする請求項２に記載の遅延固定ループ装置。
【請求項１２】
　前記遅延固定ループが、
　外部クロックをバッファリングして、第１内部クロック及び第２内部クロック及びレフ
ァレンスクロックを生成するクロックバッファ部と、
　前記クロックバッファ部から第１内部クロックを受信して前記第１クロックを出力する
第１位相遅延／制御部と、
　前記クロックバッファ部から第２内部クロックを受信して前記第２クロックを出力する
第２位相遅延／制御部と、
　前記第１クロックと第２クロックとを受信するＤＣＣ位相混合器と、
　前記第１クロックと第２クロックとを受信するダミーＤＣＣ位相混合器と、
　前記第１クロックと第２クロックとを受信するＤＣＣ位相比較器と、
　前記ＤＣＣ位相比較器の出力に応じて前記ＤＣＣ位相混合器及び前記ダミーＤＣＣ位相
混合器を制御する混合器制御部と、
　前記ＤＣＣ位相混合器の出力を受信する第１遅延レプリカモデル部と、
　前記第１遅延レプリカモデル部の出力と前記レファレンスクロックとを受信して位相比
較し、前記第１位相遅延／制御部を制御する第１位相比較部と、
　前記ダミーＤＣＣ位相混合器の出力を受信する第２遅延レプリカモデル部と、
　前記第２遅延レプリカモデル部の出力と前記レファレンスクロックとを受信して位相比
較し、前記第２位相遅延／制御部を制御する第２位相比較部と、
を備えたことを特徴とする請求項１に記載の遅延固定ループ装置。
【請求項１３】
　外部クロックを遅延して、遅延されたクロックのデューティサイクル比を調整してＤＬ
Ｌ出力クロックを生成して読み出し命令に対応するデータの出力タイミングと外部クロッ
クとを同期させる遅延固定ループと、
　遅延固定後、前記遅延されたクロックの位相を比較して遅延固定ループをリセットする
リセット制御部と、
を備えたことを特徴とする半導体メモリ装置。
【請求項１４】
　前記リセット制御部が、
　前記第１クロックと前記第２クロックとを受信して位相差を感知する位相差感知手段と
、
　デューティサイクル補償部のイネーブル信号と前記位相差感知部から出力される信号と
を受信してリセット信号を発生するリセット信号発生手段と、
　前記リセット信号を受信してリセットパルス信号を生成して前記遅延固定ループに出力
するリセットパルス発生手段と、
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を備えることを特徴とする請求項１３に記載の半導体メモリ装置。
【請求項１５】
　前記予定された遅延値が、前記遅延固定ループ固有のジッタ値より大きい値であること
を特徴とする請求項１４に記載の半導体メモリ装置。
【請求項１６】
　前記位相差感知手段が、
　前記遅延固定ループ固有のジッタ値より大きい値として設定された前記予定された遅延
値を有して前記第２クロックを入力とする第１遅延器と、
　前記遅延固定ループの固有の振動値より大きい値として設定された前記予定された遅延
値を有して前記第１クロックを入力とする第２遅延器と、
　第１クロックと前記第１遅延部との出力を入力として第１位相感知信号を生成する第１
位相感知器と、
　第２クロックと前記第２遅延部との出力を入力として第２位相感知信号を生成する第２
位相感知器と、
を備えたことを特徴とする請求項１４に記載の半導体メモリ装置。
【請求項１７】
　リセット信号発生手段が、
　前記第１位相感知器及び前記第２位相感知器の出力を受信する位相感知信号入力器と、
　前記位相感知信号入力器の出力に応答して前記デューティサイクル補償部のイネーブル
信号をスイッチング伝達するスイッチング器と、
　前記スイッチング器の出力をラッチして前記リセット信号を出力するラッチ器と、
を備えたことを特徴とする請求項１４に記載の半導体メモリ装置。
【請求項１８】
　前記遅延固定ループが、
　外部信号の遅延量を制御して遅延クロックを生成する遅延固定ブロックと、
　前記遅延クロックのデューティサイクル比を制御するデューティサイクル補償部と、
を備えたことを特徴とする請求項１３に記載の半導体メモリ装置。
【請求項１９】
　前記デューティサイクル補償部が、
　前記第１クロックと第２クロックとを受信するＤＣＣ位相混合器と、
　前記第１クロックと第２クロックとを受信するダミーＤＣＣ位相混合器と、
　前記第１クロックと第２クロックとを受信するＤＣＣ位相比較器と、
　前記ＤＣＣ位相比較器の出力に応じて前記ＤＣＣ位相混合器と、
　前記ダミーＤＣＣ位相混合器を制御する混合器制御部と、
を備えたことを特徴とする請求項１８に記載の半導体メモリ装置。
【請求項２０】
　前記遅延固定ブロックが、
　外部クロックをバッファリングして第１及び第２内部クロック、レファレンスクロック
とを生成するクロックバッファ部と、
　前記クロックバッファ部から第１内部クロックを受信して前記第１クロックを出力する
第１位相遅延／制御部と、
　前記クロックバッファ部から第２内部クロックを受信して前記第２クロックを出力する
第２位相遅延／制御部と、
　前記デューティサイクル補償部の出力を受信する第１遅延レプリカモデル部と、
　前記第１遅延レプリカモデル部の出力と前記レファレンスクロックとを受信して位相比
較して前記第１位相遅延／制御部を制御する第１位相比較部と、
　前記デューティサイクル補償部の出力を受信する第２遅延レプリカモデル部と、
　前記第２遅延レプリカモデル部の出力と前記レファレンスクロックとを受信して位相比
較し、前記第２位相遅延／制御部を制御する第２位相比較部と、
を備えたことを特徴とする請求項１８に記載の半導体メモリ装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置（例えばメモリ装置）やコンピュータシステムに用いられる遅延
固定ループに関し、特にデューティサイクル補償機能を有する遅延固定ループ（ＤＬＬ）
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ（Ｄｏｕｂｌｅ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ　Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　
ＤＲＡＭ）のような同期式半導体メモリ装置は、メモリコントローラのような外部装置か
ら入力される外部クロック信号に同期し、固定された内部クロック信号を利用して外部の
装置と共にデータの伝送を行う。これは、メモリとメモリコントローラとの間の安定した
データの伝送のため、基準クロック信号とデータとの間の時間的な同期が非常に重要なた
めである。即ち、データの安定した伝送のためには、データを伝送する各構成要素におい
て、クロックからデータがバスに載せられる時間を逆補償してデータをクロックのエッジ
（ｅｄｇｅ）、又は、中心に正確に位置させなければならない。
【０００３】
　このような役割を行なうために同期式半導体装置は、クロック同期回路を備えている。
例えば、代表的なクロック同期回路として、位相固定ループ（ＰＬＬ：Ｐｈａｓｅ　Ｌｏ
ｃｋｅｄ　Ｌｏｏｐ）と遅延固定ループ（ＤＬＬ）がある。外部クロック信号の周波数と
内部クロック信号の周波数とが互いに異なる場合には、周波数逓倍機能を採用しなければ
ならないことから主に位相固定ループ（ＰＬＬ）が用いられる。そして、外部クロック信
号の周波数と内部クロック信号の周波数とが同じ場合には、主に遅延固定ループ（ＤＬＬ
）が用いられる。
【０００４】
　遅延固定ループ（ＤＬＬ）は、出力されるクロック信号が、半導体メモリ装置の内部デ
ータ出力端まで伝達される過程で発生するクロック遅延成分を補償して内部クロック信号
を生成することによって、最終データの入出力に用いられるクロック信号を外部クロック
信号に同期するように機能する。通常、遅延固定ループは、位相固定ループ回路に比べて
雑音が少なく、小さな面積で実現できるという長所がある。そのため同期式半導体メモリ
装置においては、同期回路として遅延固定ループが用いられる。最近ではレジスタを備え
たレジスタ制御型遅延固定ループ（Ｒｅｇｉｓｔｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ＤＬＬ）
が最も広く用いられている。当該レジスタ制御型遅延固定ループは、電源遮断のときレジ
スタに固定遅延値を保存し、再び電源が印加されると当該保存されていた固定遅延値をロ
ードしてクロック固定に用いることによってクロック固定にかかる最初時間を低減するこ
とができる。
【０００５】
　一方、素子の動作速度が速くなるにつれて入力されるクロック自体に歪みが発生し、ク
ロックのデューティが外れる現象が頻繁に起きる。このように、クロックのデューティが
外れた状態での遅延固定ループは、誤動作を起こす可能性が高く、遅延固定ループのクロ
ックもまたデューティに問題が発生し、素子の性能の低下を誘発するという問題があった
。また、遅延固定ループ自体においてもクロックのデューティが歪む可能性があり、クロ
ックの正確なデューティの確保（５０：５０）が重要なイシューとなっている。
【０００６】
　半導体メモリ出力データの有効データ領域を最大に保障するためには、半導体メモリに
用いられる内部クロックが対称的に、即ち、内部クロックのデューティが５０：５０で、
保障される必要がある。しかし、入力される外部クロックが非対称的であったり、又は、
半導体メモリ自体の内部特性によってデューティ比率が変わって内部クロックが非対称的
になる可能性がある。このような非対称的な内部クロックのデューティを５０：５０の割
合に補正するのがデューティサイクル補正（ＤＣＣ）である。
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【０００７】
　図１は、デューティサイクル補正（ＤＣＣ）を可能とする従来のデュアルループ構造の
遅延固定ループ（ＤＬＬ）のブロック構成図である。図１に示すように、ＤＣＣを可能と
する遅延固定ループは、大きく分けてクロックバッファ部１０、第１位相比較部２０及び
第２位相比較部２０′、第１位相遅延／制御部４０、第２位相遅延／制御部４０′、第１
遅延レプリカモデル部３０及び第２遅延レプリカモデル部３０′、位相遅延／制御部を経
た両クロックを混合するＤＣＣ位相混合器５０、ＤＣＣ位相混合器５０と同じ構造を有す
るダミーＤＣＣ位相混合器６０、混合器制御部７０、そして、ＤＣＣ位相比較器８０から
なる。
【０００８】
　「クロックバッファ部」１０は、外部クロック（ＣＬＫ、ＣＬＫＢ）を受信してバッフ
ァリングし、第１内部クロック信号（Ｃｌｋｉｎ１）、及び第２内部クロック信号（Ｃｌ
ｋｉｎ２）、レファレンスクロック（Ｒｅｆ＿ｃｌｋ）を生成する装置である。
【０００９】
　「第１位相比較部」２０及び「第２位相比較部」２０′は、遅延固定ループの入力クロ
ックと出力クロックの位相とを比較し、両クロックの位相差を検出する装置である。即ち
、レファレンスクロック（Ｒｅｆ＿ｃｌｋ）及び遅延固定ループの内部回路を経てフィー
ドバックされるフィードバック信号（ｆｂ、ｆｂ２）の位相を比較し、この比較した結果
を基に第１位相遅延／制御部４０及び第２位相遅延／制御部４０′を制御することになる
。
【００１０】
　「第１位相遅延／制御部」４０及び「第２位相遅延／制御部」４０′は、第１位相比較
部２０及び第２位相比較部２０′の出力に応じて遅延程度を制御して第１内部クロック信
号（Ｃｌｋｉｎ１）及び第２内部クロック信号（Ｃｌｋｉｎ２）を遅延させる回路である
。
【００１１】
　「第１遅延レプリカモデル部」３０及び「第２遅延レプリカモデル部」３０′は、チッ
プ外部のクロックが入って位相遅延／制御部の前までの、そして位相遅延／制御部の出力
クロックがチップ外部に出るまでの遅延要素をモデリングしておくものである。
【００１２】
　「ＤＣＣ位相混合器」５０は、第１位相遅延／制御部４０及び第２位相遅延／制御部４
０′を経た２つのクロックを混合し、デューティが５０％のクロックを正確に生成する。
【００１３】
　「ダミーＤＣＣ位相混合器」６０は、ＤＣＣ位相混合器５０と同じ構造であり、また、
デューティが５０％のクロックを生成している。
【００１４】
　「混合器制御部」７０は、ＤＣＣ位相混合器５０及びダミーＤＣＣ位相混合器６０を制
御する。
【００１５】
　「ＤＣＣ位相比較器」８０は、第１位相遅延／制御部４０の出力である立ち上がりクロ
ック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ）、及び第２位相遅延／制御部４０′の出力である立ち下が
りクロック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）の各立ち下がりエッジを比較して、どちらのエッ
ジに、ウェイト（ｗｅｉｇｈｔ：２つの入力信号のうち、より先にある位相に接続するイ
ンバータのサイズをさらに大きくするということを意味する）をさらに与えるべきなのか
を判断する。
【００１６】
　以下、デューティサイクル補正（ＤＣＣ）を可能とする従来の遅延固定ループの全体的
な動作を簡単に説明すれば、次のとおりである。クロックバッファ部１０において、外部
から印加される外部クロック（ＣＬＫ、ＣＬＫＢ）を利用して第１内部クロック信号（Ｃ
ｌｋｉｎ１）、及び第２内部クロック信号（Ｃｌｋｉｎ２）が生成される。この内部クロ
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ック信号は、２つの遅延ライン（図１の４０、４０′を参照）をそれぞれ経ることになる
。各遅延ラインを経たクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ、Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）は、
デューティサイクル補正が行なわれ、その後、第１遅延レプリカモデル部３０及び第２遅
延レプリカモデル部３０′をそれぞれ経た後、フィードバックされ、第１位相比較部２０
及び第２位相比較部２０′にそれぞれ入力される。フィードバックされたクロック（ｆｂ
、ｆｂ２）と、レファレンスクロック（Ｒｅｆ＿ｃｌｋ）の立ち上がりエッジが一致すれ
ば、遅延固定ループはロック状態となる。
【００１７】
　ここで、２つの遅延ラインである第１位相遅延／制御部４０及び第２位相遅延／制御部
４０′には同じクロックが入力される。ただし、立ち上がりクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿Ｃ
ＬＫ）と立ち下がりクロック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）とのデューティ比率が互いに正
反対になるように、第２位相遅延／制御部４０′の出力は反転（ｉｎｖｅｒｓｉｏｎ）さ
れるようになっている。図１に示す第２位相遅延／制御部４０′の出力端に接続している
インバータは対称化のためのものであり、デューティの比率が互いに正反対になるように
生成する。例えば、実際の回路においては、第２位相遅延／制御部４０′の出力端には、
インバータ３端を接続しており、第１位相遅延／制御部４０の出力端にはインバータ２端
を接続しているように構成されている。
【００１８】
　初期には、ＤＣＣ位相混合器５０が立ち上がりクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ）をバ
イパス（ｂｙｐａｓｓ）し、フィードバッククロック（ｆｂ）及びレファレンスクロック
（Ｒｅｆ＿ｃｌｋ）が整列できるようにセットされる。第２位相遅延／制御部４０′にお
いても、これとは独立的にロックが発生するように、立ち上がりクロックが通るパスと同
じ遅延を得るために、ダミーＤＣＣ位相混合器６０をバイパスした後、第２遅延レプリカ
モデル部３０′を経て、第２位相比較器２０′へと印加され、第２フィードバック信号（
ｆｂ２）がレファレンスクロックと整列され、ロックされるようにセットされる。
【００１９】
　図２は、従来の遅延固定ループのＤＣＣ位相混合器の回路図である。ＤＣＣ位相混合器
は、公知の技術として当業者に広く知られているため、具体的な説明は省略する。
【００２０】
　図３は、デューティサイクル補正（ＤＣＣ）作動に係る信号タイミング図である。同図
に示すように、２つのループで、全てのクロックのロック過程が終了すると、立ち上がり
クロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ）と立ち下がりクロック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）と
は、互いの立ち上がりエッジが一致する反面、それらのデューティ比率は正反対となる。
このときＤＣＣ位相混合器において、立ち上がりクロック及び立ち下がりクロックの立ち
上がり及び立ち下がりエッジに対し、位相混合動作が進むと、正確に５０％のデューティ
を有するクロック信号を得ることができる。以上のようにして遅延固定ループは位相を分
割（ｓｐｌｉｔ）して、クロックの立ち上がりによって立ち上がりクロックと立ち下がり
エッジとに立ち上がりするクロック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）を生成することになる。
【００２１】
　上述したように、２つのループは、独立的なロック過程を経るため、第１内部クロック
（Ｃｌｋｉｎ１）が経る遅延固定ループのユニット遅延量と、第２内部クロック（Ｃｌｋ
ｉｎ２）が経る遅延固定ループのユニット遅延量とが異なる。例えば、デューティ５０％
の第１内部クロックが一つのユニット遅延も経ずにロックになったとすれば、第２内部ク
ロックは、ｔＣＫ／２程度のユニット遅延を経ることによって、立ち上がりエッジが一致
してロックされる。このとき、例として電源電圧（ＶＤＤ）が低くなる場合を考えてみる
。第１内部クロック及び第２内部クロックが経たユニット遅延の端の数の差が同じである
としても、遅延量は高電源電圧（ｈｉｇｈ　Ｖｄｄ）よりも低電源電圧（ｌｏｗ　Ｖｄｄ
）のときに大きくなるため、立ち上がりクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ）と立ち下がり
クロック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）との位相差は大きくなる。
【００２２】
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　図４は、電源電圧（ＶＤＤ）の低減に応じる立ち上がりクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬ
Ｋ）及び立ち下がりクロック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）のタイミング図であり、図５は
、電源電圧（ＶＤＤ）の変動に応じる立ち上がりクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ）及び
立ち下がりクロック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）のタイミング図である。図４及び図５に
示すように、電源電圧が変化するにつれて、立ち上がりクロック及び立ち下がりクロック
の立ち上がりエッジの位相差が生じることが分かる。しかしながら、ロックの後には、フ
ィードバッククロック（ｆｂ）の位相に応じて、遅延ラインを全て一斉にプッシュ（ｐｕ
ｓｈ）又はプール（ｐｕｌｌ）するため、電源電圧変動に応じて（ｔｄ）の分の位相が変
動された立ち上がりクロック及び立ち下がりクロックの位相は、これ以上狭められなくな
るという問題がある。
【００２３】
　図６は、立ち上がりクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ）と立ち下がりクロック（Ｆａｌ
ｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）との位相差によって発生するデューティサイクル補正（ＤＣＣ）の出
力タイミングチャートを示す。同図に示すように、ｔｄ値がｔＣＫ／２になる場合、ＤＣ
Ｃの出力はこれ以上トグルしない場合もある。したがって、ロックの後、電源電圧（ＶＤ
Ｄ）が大きく変動した場合、ＤＣＣの立ち上がりクロック及び立ち下がりクロックの位相
が、ＤＣＣ能力の限界から離れた分、整列が乱れると、ＤＣＣの性能が落ちるという問題
がある。
【特許文献１】特開２０００－２７８１２０
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　本発明は、従来技術の問題を解決するためになされたものであって、その目的は、デュ
ーティサイクル補正（ＤＣＣ）を可能とする遅延固定ループにおいて、ロックの後、電源
電圧（ＶＤＤ）値の変化に応じて、ＤＣＣの立ち上がりクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ
）及び立ち下がりクロック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）の位相差が特定遅延以上となると
きに遅延固定ループをリセットするようにし、遅延固定ループの動作上の問題を解決する
遅延固定ループ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　上記課題を達成するために、本願は以下に示す遅延固定ループ装置及び半導体メモリ装
置の発明を提供する。
【００２６】
　本願第１の発明は、第１クロックと第２クロックとをそれぞれ受信するデューティサイ
クル補償部を有する遅延固定ループと、クロックのロック後の電源電圧の変動に応じて前
記第１クロック及び第２クロックの位相差が予定された遅延値以上の場合、前記遅延固定
ループをリセットするリセット制御部と、を備えることを特徴とする遅延固定ループ装置
を提供するものである。
【００２７】
　本願第２の発明は、前記リセット制御部が、前記第１クロック及び前記第２クロックを
受信して、位相差を感知する位相差感知手段と、前記デューティサイクル補償部のイネー
ブル信号と前記位相差感知手段から出力される信号とを受信してリセット信号を発生する
リセット信号発生手段と、前記リセット信号を受信してリセットパルス信号を生成して前
記遅延固定ループに出力するリセットパルス発生手段と、を備えたことを特徴とする前記
第１の発明に記載の遅延固定ループ装置を提供するものである。
【００２８】
　本願第３の発明は、前記予定された遅延値が、前記遅延固定ループの固有のジッタ値よ
り大きい値であることを特徴とする前記第２の発明に記載の遅延固定ループ装置を提供す
るものである。
【００２９】
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　本願第４の発明は、前記位相差感知手段が、前記遅延固定ループの固有のジッタ値より
大きい値で設定された前記予定された遅延値を有し、前記第２クロックを入力とする第１
遅延器と、前記遅延固定ループ固有の振動値より大きい値で設定された前記予定された遅
延値を有し、前記第１クロックを入力とする第２遅延器と、第１クロック及び前記第１遅
延器の出力を入力として第１位相感知信号を生成する第１位相感知器と、第２クロック及
び前記第２遅延器の出力を入力として第２位相感知信号を生成する第２位相感知器と、を
備えたことを特徴とする前記第２の発明に記載の遅延固定ループ装置を提供するものであ
る。
【００３０】
　本願第５の発明は、リセット信号発生手段が、前記第１位相感知器及び前記第２位相感
知器の出力を受信する位相感知信号入力器と、前記位相感知信号入力器の出力に応答して
前記デューティサイクル補償部のイネーブル信号をスイッチング伝達するスイッチング器
と、前記スイッチング器の出力をラッチして前記リセット信号を出力するラッチ器と、を
備えたことを特徴とする前記第４の発明に記載の遅延固定ループ装置を提供するものであ
る。
【００３１】
　本願第６の発明は、前記位相感知信号入力器が、前記第１位相感知器の出力信号を入力
とする第１インバータと、前記第２位相感知器の出力信号を入力とする第２インバータと
、前記第１インバータ及び前記第２インバータの出力を入力とするＮＡＮＤゲートと、を
備えたことを特徴とする前記第５の発明に記載の遅延固定ループ装置を提供するものであ
る。
【００３２】
　本願第７の発明は、前記スイッチング器が、前記イネーブル信号を入力とする第３イン
バータと、前記第３インバータの出力をゲートで受信して、一方は電源電圧に接続された
ＰＭＯＳトランジスタと、前記第３インバータの出力をゲートで受信して、一方は接地電
源に接続された第１ＮＭＯＳモストランジスタと、前記位相感知信号入力手段の出力をゲ
ートで受信して、一方は前記ＰＭＯＳトランジスタの他方に接続され、他方は前記第１Ｎ
ＭＯＳモストランジスタの他方に接続された第２ＮＭＯＳモストランジスタと、を備え、
前記ＰＭＯＳトランジスタと前記第１ＮＭＯＳモストランジスタとの接続ノードが出力ノ
ードとなることを特徴とする前記第５の発明に記載の遅延固定ループ装置を提供するもの
である。
【００３３】
　本願第８の発明は、前記ラッチ器が、前記スイッチング器の出力を入力として前記入力
信号をラッチするインバータラッチと、前記インバータラッチの信号を反転させて前記リ
セット信号を出力する第４インバータと、を備えたことを特徴とする前記第５の発明に記
載の遅延固定ループ装置を提供するものである。
【００３４】
　本願第９の発明は、前記リセットパルス発生手段が、前記リセット信号を入力として直
列に接続された奇数の複数のインバータからなるインバータ端と、前記リセット信号と前
記インバータ端との出力を入力とするＮＯＲゲートと、を備えたことを特徴とする前記第
４の発明に記載の遅延固定ループ装置を提供するものである。
【００３５】
　本願第１０の発明は、前記遅延固定ループが、前記第１クロックを生成する第１位相遅
延／制御部と、前記第２クロックを生成する第２位相遅延／制御部と、を備え、前記リセ
ット制御部が、前記第１及び第２位相遅延／制御部を制御して前記遅延固定ループをリセ
ットすることを特徴とする前記第１の発明に記載の遅延固定ループ装置を提供するもので
ある。
【００３６】
　本願第１１の発明は、前記遅延固定ループが、前記第１クロックを生成する第１位相遅
延／制御部と、前記第２クロックを生成する第２位相遅延／制御部と、を備え、前記リセ



(10) JP 4846501 B2 2011.12.28

10

20

30

40

50

ットパルス信号が、前記第１及び第２位相遅延／制御部をリセットすることを特徴とする
前記第２の発明に記載の遅延固定ループ装置を提供するものである。
【００３７】
　本願第１２の発明は、前記遅延固定ループが、外部クロックをバッファリングして、第
１内部クロック及び第２内部クロック及びレファレンスクロックを生成するクロックバッ
ファ部と、前記クロックバッファ部から第１内部クロックを受信して前記第１クロックを
出力する第１位相遅延／制御部と、前記クロックバッファ部から第２内部クロックを受信
して前記第２クロックを出力する第２位相遅延／制御部と、前記第１クロックと第２クロ
ックとを受信するＤＣＣ位相混合器と、前記第１クロックと第２クロックとを受信するダ
ミーＤＣＣ位相混合器と、前記第１クロックと第２クロックとを受信するＤＣＣ位相比較
器と、前記ＤＣＣ位相比較器の出力に応じて前記ＤＣＣ位相混合器及び前記ダミーＤＣＣ
位相混合器を制御する混合器制御部と、前記ＤＣＣ位相混合器の出力を受信する第１遅延
レプリカモデル部と、前記第１遅延レプリカモデル部の出力と前記レファレンスクロック
とを受信して位相比較し、前記第１位相遅延／制御部を制御する第１位相比較部と、前記
ダミーＤＣＣ位相混合器の出力を受信する第２遅延レプリカモデル部と、前記第２遅延レ
プリカモデル部の出力と前記レファレンスクロックとを受信して位相比較し、前記第２位
相遅延／制御部を制御する第２位相比較部と、を備えたことを特徴とする前記第１の発明
に記載の遅延固定ループ装置を提供するものである。
【００３８】
　本願第１３の発明は、外部クロックを遅延して、遅延されたクロックのデューティサイ
クル比を調整してＤＬＬ出力クロックを生成して読み出し命令に対応するデータの出力タ
イミングと外部クロックとを同期させる遅延固定ループと、遅延固定後、前記遅延された
クロックの位相を比較して遅延固定ループをリセットするリセット制御部と、を備えたこ
とを特徴とする半導体メモリ装置を提供するものである。
【００３９】
　本願第１４の発明は、前記リセット制御部が、前記第１クロックと前記第２クロックと
を受信して位相差を感知する位相差感知手段と、デューティサイクル補償部のイネーブル
信号と前記位相差感知部から出力される信号とを受信してリセット信号を発生するリセッ
ト信号発生手段と、前記リセット信号を受信してリセットパルス信号を生成して前記遅延
固定ループに出力するリセットパルス発生手段と、を備えることを特徴とする前記第１３
の発明に記載の半導体メモリ装置を提供するものである。
【００４０】
　本願第１５の発明は、前記予定された遅延値が、前記遅延固定ループ固有のジッタ値よ
り大きい値であることを特徴とする前記第１４の発明に記載の半導体メモリ装置を提供す
るものである。
【００４１】
　本願第１６の発明は、前記位相差感知手段が、前記遅延固定ループ固有のジッタ値より
大きい値として設定された前記予定された遅延値を有して前記第２クロックを入力とする
第１遅延器、前記遅延固定ループの固有の振動値より大きい値として設定された前記予定
された遅延値を有して前記第１クロックを入力とする第２遅延器と、第１クロックと前記
第１遅延部との出力を入力として第１位相感知信号を生成する第１位相感知器と、第２ク
ロックと前記第２遅延部との出力を入力として第２位相感知信号を生成する第２位相感知
器と、を備えたことを特徴とする前記第１４の発明に記載の半導体メモリ装置を提供する
ものである。
【００４２】
　本願第１７の発明は、リセット信号発生手段が、前記第１位相感知器及び前記第２位相
感知器の出力を受信する位相感知信号入力器と、前記位相感知信号入力器の出力に応答し
て前記デューティサイクル補償部のイネーブル信号をスイッチング伝達するスイッチング
器と、前記スイッチング器の出力をラッチして前記リセット信号を出力するラッチ器と、
を備えたことを特徴とする前記第１４の発明に記載の半導体メモリ装置を提供するもので
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ある。
【００４３】
　本願第１８の発明は前記遅延固定ループが、外部信号の遅延量を制御して遅延クロック
を生成する遅延固定ブロックと、前記遅延クロックのデューティサイクル比を制御するデ
ューティサイクル補償部とを備えたことを特徴とする前記第１３の発明に記載の半導体メ
モリ装置を提供するものである。
【００４４】
　本願第１９の発明は前記デューティサイクル補償部が、前記第１クロックと第２クロッ
クとを受信するＤＣＣ位相混合器と、前記第１クロックと第２クロックとを受信するダミ
ーＤＣＣ位相混合器と、前記第１クロックと第２クロックとを受信するＤＣＣ位相比較器
と、前記ＤＣＣ位相比較器の出力に応じて前記ＤＣＣ位相混合器と、前記ダミーＤＣＣ位
相混合器を制御する混合器制御部と、を備えたことを特徴とする前記第１８の発明に記載
の半導体メモリ装置を提供するものである。
【００４５】
　本願第２０の発明は前記遅延固定ブロックが、外部クロックをバッファリングして第１
及び第２内部クロック、レファレンスクロックとを生成するクロックバッファ部と、前記
クロックバッファ部から第１内部クロックを受信して前記第１クロックを出力する第１位
相遅延／制御部と、前記クロックバッファ部から第２内部クロックを受信して前記第２ク
ロックを出力する第２位相遅延／制御部と、前記デューティサイクル補償部の出力を受信
する第１遅延レプリカモデル部と、前記第１遅延レプリカモデル部の出力と前記レファレ
ンスクロックとを受信して位相比較して前記第１位相遅延／制御部を制御する第１位相比
較部と、前記デューティサイクル補償部の出力を受信する第２遅延レプリカモデル部と、
前記第２遅延レプリカモデル部の出力と前記レファレンスクロックとを受信して位相比較
し、前記第２位相遅延／制御部を制御する第２位相比較部とを備えたことを特徴とする前
記第１８の発明に記載の半導体メモリ装置を提供するものである。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明は、デューティサイクル補正（ＤＣＣ）を可能とするデュアルループ構造の遅延
固定ループ（ＤＬＬ）において、ロック後の電源電圧（ＶＤＤ）の変動に応じて、ＤＣＣ
の２つの入力クロックの位相に特定遅延以上の差が生じた場合、ＤＬＬをリセットし、再
びロック過程を行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　以下、本発明の最も好ましい実施形態を添付した図面を参照しながら説明する。
【００４８】
　図７は、本発明の実施形態に係るリセット制御部を有する遅延固定ループのブロック構
成である。同図に示すように、本発明に係る遅延固定ループは、クロックのロック後、電
源電圧の変動にしたがって、２つのＤＣＣ入力クロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ、Ｆａｌ
ｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）の位相差が予定された遅延値以上の場合、遅延固定ループをリセット
する「リセット制御部」２００をさらに備えている。具体的に、「リセット制御部」２０
０は、「第１位相遅延／制御部」１２０及び「第２位相遅延／制御部」１２０′をリセッ
ト制御部２００自身の出力であるリセットパルス信号（ｄｌｌ＿ｒｅｓｅｔ＿ｐｕｌｓｅ
）により制御して遅延固定ループをリセットする。
【００４９】
　その他の構成要素は、従来技術の構成要素と実質的に類似しており、これを簡単に説明
すれば、遅延固定ループは、外部クロック（ＣＬＫ，ＣＬＫＢ）をバッファリングして第
１内部クロック（Ｃｌｋｉｎ１）及び第２内部クロック（Ｃｌｋｉｎ２）、レファレンス
クロック（Ｒｅｆ＿ｃｌｋ）を生成する「クロックバッファ部」１００と、第１内部クロ
ックを受信して立ち上がりクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ）を出力する「第１位相遅延
／制御部」１２０と、第２内部クロックを受信して立ち下がりクロック（Ｆａｌｉｎｇ＿
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ＣＬＫ）を出力する「第２位相遅延／制御部」１２０′と、立ち上がりクロックと立ち下
がりクロックとを受信する「ＤＣＣ位相混合器」１４０と、立ち上がりクロックと立ち下
がりクロックとを受信する「ダミーＤＣＣ位相混合器」１５０と、立ち上がりクロックと
立ち下がりクロックとを受信する「ＤＣＣ位相比較器」１７０と、ＤＣＣ位相比較器１７
０の出力に応じてＤＣＣ位相混合器１４０及びダミーＤＣＣ位相混合器１５０を制御する
「混合器制御部」１６０と、ＤＣＣ位相混合器１４０の出力を受信する「第１遅延レプリ
カモデル部」１３０と、第１遅延レプリカモデル部１３０の出力（ｆｂ）とレファレンス
クロックとを受信して位相比較して第１位相遅延／制御部１２０を制御する「第１位相比
較部」１１０と、ダミーＤＣＣ位相混合器１５０の出力を受信する「第２遅延レプリカモ
デル部」１３０′と、第２遅延レプリカモデル部１３０′の出力（ｆｂ２）とレファレン
スクロックとを受信して位相比較し、第２位相遅延／制御部１２０′を制御する「第２位
相比較部」１１０′とを備える。
【００５０】
　図８は、リセット制御部２００の細部ブロック構成図である。同図に示すように、リセ
ット制御部２００は、立ち上がりクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ）と立ち下がりクロッ
ク（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）とを入力信号とし、位相差を感知する「位相差感知手段」
２１０と、ＤＣＣイネーブル信号（ＤＣＣ＿ｅｎｂ）と前記位相差感知手段２１０とから
出力される信号（ｃｏａｒｓｅ＿ｄｃｃ、ｃｏａｒｓｅ＿ｒｅｖｅｒｓｅ）を受信して、
リセット信号（ｄｌｌ＿ｒｅｓｅｔ）を発生する「リセット信号発生手段」２２０、及び
リセット信号を受信してリセットパルス信号（ｄｌｌ＿ｒｅｓｅｔ＿ｐｕｌｓｅ）を生成
する「リセットパルス発生手段」２３０を備える。
【００５１】
　図９は、電源電圧ＶＤＤの変動による遅延固定ループの誤作動を解決する位相差感知手
段２１０の細部の構成及び動作タイミングチャートである。位相差感知手段２１０は、遅
延固定ループ固有のジッタ値よりも大きい値で設定された遅延値を有し、立ち下がりクロ
ック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）を入力とする「第１遅延器」２１２、同じく遅延固定ル
ープの固有のジッタ値よりも大きい値で設定された遅延値を有し、立ち上がりクロック（
Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ）を入力とする「第２遅延器」２１４、立ち上がりクロックと第１
遅延器２１２の出力（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ＿Ｄ）とを入力として第１位相感知信号（
ｃｏａｒｓｅ＿ｄｃｃ）を生成する「第１位相感知器」２１６、立ち下がりクロックと第
２遅延器２１４の出力（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ＿Ｄ）を入力として第２位相感知信号（ｃ
ｏａｒｓｅ＿ｒｅｖｅｒｓｅ）を生成する「第２位相感知器」２１８を備える。
【００５２】
　「第１遅延器」２１２及び「第２遅延器」２１４は、遅延固定ループ固有のジッタ（ｉ
ｎｔｒｉｎｓｉｃ　ｊｉｔｔｅ）値よりも大きい値でなければならない。なぜなら、遅延
固定ループ固有のジッタ値によって、立ち上がりクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ）と立
ち下がりクロック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）との整列（ａｌｉｇｎ）程度が、ある程度
変わる可能性もあるからである。
【００５３】
　「第１位相感知器」２１６は、立ち上がりクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ）の立ち上
がりエッジにおいて、立ち下がりクロック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）が任意の遅延を経
た立ち下がりクロック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ＿Ｄ）の状態をサンプリングする回路で
ある。
【００５４】
　「第２位相感知器」２１８は、立ち下がりクロック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）の立ち
上がりエッジにおいて、立ち上がりクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ）が任意の遅延を経
た立ち上がりクロック（Ｒｉｓｉｎｇ＿ＣＬＫ＿Ｄ）の状態をサンプリングする回路であ
る。
【００５５】
　位相差感知手段２１０の全体的な動作は次の通りである。立ち上がりクロック（Ｒｉｓ
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ｉｎｇ＿ＣＬＫ）が立ち下がりクロック（Ｆａｌｌｉｎｇ＿ＣＬＫ）より先んじている場
合は、第１位相感知器２１６は、論理ロー（ロジック　ｌｏｗ）値を出力するはずである
。このとき、立ち下がりクロックにおいて、立ち上がりクロックの状態をサンプリングす
ると、その値は、論理ハイ（ロジック　ｈｉｇｈ）値であるだろう。しかし、第２位相感
知器２１８において、立ち上がりクロックが第２遅延器２１４で任意の遅延を経るように
した後にも、立ち下がりクロックにおいて、論理ハイ値の場合は、立ち上がりクロック及
び立ち下がりクロックの立ち上がりエッジの位相差は、任意の遅延以上ということを意味
する。このとき、第１位相感知器２１６からは、当然、論理ロー値が出力されるはずであ
る。逆に、立ち下がりクロックが立ち上がりクロックより先んじている場合、第２位相感
知器２１８は、論理ロー値を出力するはずである。このとき、立ち上がりクロックにおい
て、立ち下がりクロックの状態をサンプリングすると、その値は、論理ハイ値であるだろ
う。しかし、第１位相感知器２１６において、立ち下がりクロックが任意の遅延を経るよ
うにした後にも、立ち上がりクロックにおいて、論理ハイ値であれば、立ち上がりクロッ
クと立ち下がりクロックとの立ち上がりエッジの位相差は、任意の遅延以上であることを
意味する。このときも、第２位相感知器２１８の出力信号は、当然論理ロー値になるはず
である。即ち、ロック後、第１位相差感知信号（ｃｏａｒｓｅ＿ｄｃｃ）と第２位相差感
知信号（ｃｏａｒｓｅ＿ｒｅｖｅｒｓｅ）のうち、いずれかが論理ハイ値であれば、遅延
固定ループをリセットさせるものである。
【００５６】
　図１０は、「リセット信号発生手段」２２０の実施のための回路図である。
【００５７】
　「リセット信号発生手段」２２０は、この図で示すように、図９の第１位相感知器２１
６及び第２位相感知器２１８の出力である第１位相差感知信号（ｃｏａｒｓｅ＿ｄｃｃ）
と、第２位相差感知信号（ｃｏａｒｓｅ＿ｒｅｖｅｒｓｅ）とを受信する「位相感知信号
入力器」２２２、位相感知信号入力器２２２の出力に応答してＤＣＣイネーブル信号（Ｄ
ＣＣ＿ｅｎｂ）をスイッチング伝達する「スイッチング器」２２４、スイッチング器２２
４の出力を受信し、ラッチしてリセット信号（ｄｌｌ＿ｒｅｓｅｔ）を出力する「ラッチ
器」２２６からなる。
【００５８】
　「位相感知信号入力器」２２２は、第１位相感知器２１６の出力信号を入力とする第１
インバータ（ＩＶ１）、第２位相感知器２１８の出力信号を入力とする第２インバータ（
ＩＶ２）、第１インバータ及び第２インバータの出力を入力をするＮＡＮＤゲート（ＮＤ
１）からなる。
【００５９】
　「スイッチング器」２２４は、ＤＣＣイネーブル信号（ＤＣＣ＿ｅｎｂ）を入力とする
第３インバータ（ＩＶ３）、一方が電源電圧（ＶＤＤ）に接続されたＰＭＯＳトランジス
タ（ＭＰ）、一方が接地電源に接続された第１ＮＭＯＳモストランジスタ（ＭＮ１）、一
方が前記ＰＭＯＳトランジスタの他方に接続され、他方が前記第１ＮＭＯＳモストランジ
スタの他方に接続された第２ＮＭＯＳモストランジスタ（ＭＮ２）を備える。ＰＭＯＳト
ランジスタと第１ＮＭＯＳモストランジスタは、いずれも第３インバータの出力をゲート
で受信する。また、第２ＮＭＯＳモストランジスタは位相感知信号入力器２２２の出力を
ゲートで受信する。前記ＰＭＯＳトランジスタと前記第１ＮＭＯＳモストランジスタとの
接続ノードがスイッチング器２２４の出力ノードとなる。
【００６０】
　「ラッチ器」２２６は、スイッチング器２２４の出力をラッチするインバータラッチ（
ＬＴ）、前記インバータラッチの出力を反転させてリセット信号（ｄｌｌ＿ｒｅｓｅｔ）
を出力する第４インバータ（ＩＶ４）を備える。
【００６１】
　上記の構成されたリセット信号発生手段２２０の動作は次の通りである。ＤＣＣイネー
ブル信号（ＤＣＣ＿ｅｎｂ）は、ロックされると論理ハイ値から論理ロー値に遷移（ｔｒ
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ａｎｓｉｔｉｏｎ）する。第１位相感知器の出力信号（ｃｏａｒｓｅ＿ｄｃｃ）と第２位
相感知器の出力信号（ｃｏａｒｓｅ＿ｒｅｖｅｒｓｅ）のうち、いずれかが、論理ハイ値
から論理ロー値になると、前記第１位相感知器の出力信号と第２位相感知器の出力信号の
それぞれが位相感知信号入力器２２２の第１インバータ（ＩＶ１）及び２インバータ（Ｉ
Ｖ２）を経た後、ＮＡＮＤゲート（ＮＤ１）に入力され、その出力値が論理ハイ値になり
、リセット信号は、論理ハイ値から論理ロー値に遷移することになる。
【００６２】
　図１１は、「リセットパルス発生手段」２３０を実施するための回路図である。同図に
示すように、リセット信号（ｄｌｌ＿ｒｅｓｅｔ）を入力とする直列接続された奇数個の
第５インバータ（ＩＶ５）、前記リセット信号と第５インバータの出力を入力とするＮＯ
Ｒゲート（ＮＲ１）からなり、リセットパルス信号（ｄｌｌ＿ｒｅｓｅｔ＿ｐｕｌｓｅ）
を出力する。このため、ＤＬＬは再びリセットされ、再ロックを行うことができる。
【００６３】
　尚、本発明は、上記した実施形態に限定されるものではなく、本発明に係る技術的思想
の範囲内から逸脱しない範囲内で様々な変更が可能であり、それらも本発明の技術的範囲
に属する。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】従来のＤＣＣが可能とするデュアルループ構造の遅延固定ループのブロック図
【図２】従来の遅延固定ループのＤＣＣ位相混合器の回路図
【図３】ＤＣＣ作動に係る信号タイミング図
【図４】電源電圧の低減に応じて立ち上がりクロックと立ち下がりクロックとの位相差が
発生することを示すシミュレーションタイミングチャート
【図５】電源電圧の変動に係る立ち上がりクロックと立ち下がりクロックとの位相差を示
すタイミング図
【図６】立ち上がりクロックと立ち下がりクロックとの位相差によって発生するＤＣＣの
出力の変形を示すシミュレーションタイミングチャート
【図７】本発明の実施形態によってリセット制御部を有する遅延固定ループのブロック構
成図
【図８】本発明の実施形態に係るリセット制御部の細部ブロック構成図
【図９】図８の位相差感知手段の細部構成図及びその動作タイミング図
【図１０】図８のリセット信号発生手段の実施回路図
【図１１】図８のリセットパルス発生手段の実施回路図
【符号の説明】
【００６５】
１００　：クロックバッファ部
１１０　：第１位相比較部
１１０’：第２位相比較部
１２０　：第１位相遅延／制御部
１２０’：第２位相遅延／制御部
１３０　：第１遅延レプリカモデル部
１３０’：第２遅延レプリカモデル部
１４０　：ＤＣＣ位相混合器
１５０　：ダミーＤＣＣ位相混合器
１６０　：混合器制御部
１７０　：ＤＣＣ位相比較器
２００　：リセット制御部
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