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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
同一の第１の周波数をそれぞれが有する、複数の第１のクロック信号を生成する、クロ
ック発生回路と、
前記複数の第１のクロック信号を受信するように結合され、同一の第２の周波数をそれ
ぞれが有する複数の第２のクロック信号を生成するように構成された、周波数分割回路と
、
前記複数の第２のクロック信号を受信するように結合され、レート選択信号の状態に従
って前記第１のクロック信号または前記第２のクロック信号を複数の出力クロック信号と
して出力するマルチプレクサ回路であって、前記複数の出力クロック信号の１つが、デー
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タ転送動作のタイミングをとるためにタイミング信号として選択される、マルチプレクサ
回路と
を具備する、集積回路装置。
【請求項２】
前記クロック発生回路は、リング状に結合された複数のインバータステージを具備する
、請求項１に記載の集積回路装置。
【請求項３】
前記周波数分割回路は、複数の１／２分周回路を、それぞれ、前記複数の第２のクロッ
ク信号のうちの少なくとも１つを生成するために具備する、請求項１に記載の集積回路装
置。
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【請求項４】
前記第１のクロック信号のそれぞれは、それぞれの位相角に対応するそれぞれの時間間
隔によって、基準位相から位相オフセットされ、前記第１のクロック信号の前記それぞれ
の位相角の各位相角は、前記対応する時間間隔と、前記第１の周波数によって定義される
サイクル時間との比率によって定義される、請求項１に記載の集積回路装置。
【請求項５】
前記第２のクロック信号のそれぞれは、それぞれの時間間隔によって、前記基準位相か
ら位相オフセットされ、前記第２のクロック信号の前記それぞれの位相角の各位相角は、
前記対応する時間間隔と、前記第２の周波数によって定義されるサイクル時間との比率に
よって定義される、請求項４に記載の集積回路装置。
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【請求項６】
前記複数のマルチプレクサのうちの１つの、第１の入力において受信される、前記第１
のクロック信号のうちの前記１つは、第１の時間間隔によって、前記基準位相から位相オ
フセットされ、前記複数のマルチプレクサのうちの前記１つの、前記第２の入力において
受信される、前記第２のクロック信号のうちの前記１つは、第２の時間間隔によって、前
記基準位相から位相オフセットされる、請求項５に記載の集積回路装置。
【請求項７】
前記第１の周波数は、前記第２の周波数の２倍に実質的に等しく、前記第１の時間間隔
は、前記第２の時間間隔の半分に実質的に等しい、請求項６に記載の集積回路装置。
【請求項８】
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前記第１の周波数は、前記第２の周波数の４倍に実質的に等しく、前記第１の時間間隔
は、前記第２の時間間隔の４分の１に実質的に等しい、請求項６に記載の集積回路装置。
【請求項９】
前記マルチプレクサ回路は複数のマルチプレクサを含み、前記複数のマルチプレクサの
それぞれは、制御信号状態に従って、前記第１のクロック信号または前記第２のクロック
信号のいずれかを出力するように構成される、請求項１に記載の集積回路装置。
【請求項１０】
前記周波数分割回路は、第３の周波数をそれぞれが有する複数の第３のクロック信号を
生成するようにさらに構成され、前記マルチプレクサ回路は、前記第３のクロック信号の
うちのそれぞれ１つを受信するように結合された第３の入力をさらに有する、請求項１に
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記載の集積回路装置。
【請求項１１】
複数の基準クロック信号を生成するための第１のクロック発生器であって、それぞれの
基準クロック信号が同一の第１の周波数および複数の所定の異なる位相角のうちのそれぞ
れ１つを有する、第１のクロック発生器と、
前記基準クロック信号の所定のペアを受信するように結合され、それぞれの補間された
クロック信号を生成するように構成される第１の複数の補間器と、
前記複数の補間されたクロック信号を受信するように結合され、前記複数の第２のクロ
ック信号を生成するように構成され、それぞれの第２のクロック信号が同一の第２の周波
数および対応する異なる位相角を有する、周波数分割回路と、
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前記補間されたクロック信号および前記複数の第２のクロック信号を受信するように結
合され、レート選択信号の状態に従って前記補間された信号または前記第２のクロック信
号を複数の出力クロック信号として出力するマルチプレクサ回路であって、前記複数の出
力クロック信号の１つが、データ転送動作のタイミングをとるためにタイミング信号とし
て選択される、マルチプレクサ回路と
を具備する、集積回路装置。
【請求項１２】
前記基準クロック信号のうちのそれぞれ１つを受信するように共通に接続された第１お
よび第２のクロック信号入力をそれぞれが有し、前記基準クロック信号のうちの前記それ
ぞれ１つの遅延させられたバージョンを生成するようにそれぞれが構成される、第２の複
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数の補間器をさらに具備する、請求項１１に記載の集積回路装置。
【請求項１３】
前記複数のマルチプレクサ回路のそれぞれによって受信される、前記基準クロック信号
のうちの前記それぞれ１つは、前記基準クロック信号のうちの前記それぞれ１つの前記遅
延させられたバージョンである、請求項１２に記載の集積回路装置。
【請求項１４】
前記複数の補間器の第１の補間器は、基準ベクトルの前記受信されるペアを、補間制御
値に従って混合して、基準クロック信号の前記受信されるペアの位相角によって制限され
る範囲内に入る位相角を有する、補間されたクロック信号を生成するように構成される、
請求項１１に記載の集積回路装置。
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【請求項１５】
前記第１の複数の補間器に結合され、前記補間制御値を、レート選択信号の状態に少な
くとも部分的に基づいて、複数の値のうちの１つに設定するように構成される、レート制
御回路をさらに具備する、請求項１４に記載の集積回路装置。
【請求項１６】
前記レート制御回路は、前記補間制御値を、位相オフセット信号の状態に部分的に基づ
いて設定するようにさらに構成され、前記位相オフセット信号は、前記減少した周波数の
クロック信号のうちの少なくとも１つの、所望される位相オフセットを示す、請求項１５
に記載の集積回路装置。
【請求項１７】
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前記第１の複数の補間器に結合され、前記レート選択信号の状態に従って、複数の値の
うちの１つを、前記補間制御値となるように選択するように構成される、レート制御回路
をさらに具備する、請求項１４に記載の集積回路装置。
【請求項１８】
集積回路装置内での動作の方法であって、
複数の第１のクロック信号を生成するステップであって、それぞれの第１のクロック信
号が、同一の周波数および複数の所定の異なる位相角のうちのそれぞれ１つを有する、ス
テップと、
複数の第２のクロック信号を生成するステップであって、それぞれの第２のクロック信
号が、同一の第２の周波数および前記複数の第１のクロック信号を周波数分割による、対
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応する異なる位相角を有する、ステップと、
レート選択信号の状態に従って、前記第１のクロック信号または前記第２のクロック信
号のいずれかを、選択された出力クロック信号の組として出力されるように選択するステ
ップであって、前記複数の出力クロック信号の１つが、データ転送動作のタイミングをと
るためにタイミング信号として選択される、ステップと
を含む方法。
【請求項１９】
前記複数の第２のクロック信号を生成するステップは、前記第１のクロック信号のサブ
セットを周波数分割するステップを含む、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
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前記第１のクロック信号の前記サブセットを周波数分割するステップは、周波数Ｆおよ
び位相角Ａを有する、前記第１のクロック信号のうちの第１の１つを、除数値Ｎによって
分周して、周波数Ｆ／Ｎおよび位相角Ａ／Ｎを有する、前記第２のクロック信号のうちの
１つを生成するステップを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
前記第１のクロック信号または前記第２のクロック信号のいずれかを、選択されたクロ
ック信号の組として出力されるように選択するステップは、周波数Ｆおよび位相角Ａ／Ｎ
を有する、前記第１のクロック信号のうちの第２の１つと、周波数Ｆ／Ｎおよび位相角Ａ
／Ｎを有する、前記第２のクロック信号のうちの前記１つとの間で選択するステップを含
む、請求項２０に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
本発明は、高速シグナリングの分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
背景
複数位相クロック発生器は、入力信号の注目点に位相が整列したクロック信号を生成す
るために、高速シグナリングシステム内で一般に使用される。例えば、クロックデータ復
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元システムにおいては、１つまたは複数のクロック信号が、通常は、データアイの中点と
整列されて、データサンプリングの瞬間を制御するために使用され、他方、１つまたは複
数のその他のクロック信号は、データアイのエッジと整列されて、タイミング情報を復元
するために使用される。クロック発生器は、通常、一組の位相分布された基準クロック信
号（本明細書では、位相ベクトルと呼ぶ）を生成するための基準ループと、選択された位
相ベクトルの間で補間して、任意の位相を有する出力クロック信号を生成するための、１
つまたは複数のクロック補間器とを含む。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
20

【０００３】
詳細な説明
多くのシグナリング適用例では、位相ベクトルおよび出力クロック信号の周波数は、公
称動作周波数において固定されており、そのため、基準ループおよびクロック補間器は、
公称動作周波数に特に適した、適切な回路素子とバイアス点とを使用して構築されること
が可能である。しかし、シグナリングレートがますます向上してギガヘルツ範囲に入るに
つれて、シグナリング適用例では、従来のより低いシグナリングレートのサポートを提供
する、高速な装置が、ますます必要とされるようになっており、そのような装置のシグナ
リングレートの上限と下限は、場合によっては１０倍以上異なることがある。従来、その
ようなワイドレンジ動作は、基準ループ内の電圧制御発振器に提供される制御電圧を調節
し、それによって、クロック補間器に供給される位相ベクトルの周波数を、したがって、
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出力クロック信号の周波数を調節することにより実現されてきた。残念ながら、広い周波
数範囲に対応するように設計された電圧制御発振器は、比較的高いノイズ感受性を示す高
利得増幅器を含む傾向があり、したがって、出力クロック信号内のジッタを増加させる傾
向がある。さらに、１つの動作周波数から別の動作周波数に変更する場合、時間のかかる
周波数再ロックが、電圧制御発振器内でしばしば必要とされる。
【０００４】
本発明は、添付の図面を参照して、制限条件としてではなく、例として説明される。図
中の同様の参照番号は、同様の要素を意味している。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００５】
関連出願の相互参照
本件出願は、２００４年５月１８日に出願された「Ｍｕｌｔｉ−Ｐｈａｓｅ
Ｍｕｌｔｉ−Ｒａｔｅ

Ｃｌｏｃｋ

ａｎｄ

Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ」と題された米国仮特許出願

第６０／５７２，５０８号明細書の優先権の利益を主張するものであり、この特許文献は
、この参照により開示に含まれる。
【０００６】
以下の説明および添付の図面には、本発明の完全な理解を提供するために、特定の用語
および図面記号が記載される。場合によっては、用語および記号は、本発明を実施するた
めに必要とされない具体的詳細を意味することがある。例えば、回路素子または回路ブロ
ック間の相互接続は、複数導体または単一導体の信号線として図示または記述される場合
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がある。複数導体信号線のそれぞれは、代替方法として単一導体信号線であってもよく、
また、単一導体信号線のそれぞれは、代替方法として複数導体信号線であってもよい。シ
ングルエンドであるとして図示または記述される信号および信号経路も、差動であっても
よく、またその逆も同様である。同様に、アクティブハイまたはアクティブローの論理レ
ベルを有するとして記述または図示された信号は、代替実施形態では、逆の論理レベルを
有してもよい。別の例として、金属酸化物半導体（ＭＯＳ）トランジスタを含むものとし
て記述または図示される回路は、代替方法として、バイポーラ技術、または信号制御され
た電流フローを実現し得るその他の任意の技術を使用して実装されてもよい。また、本明
細書においてクロック信号と呼ばれる信号は、代替方法として、ストローブ信号、または
イベントのタイミングを提供するその他の信号であってもよい。用語に関しては、特定の
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条件を示すために、信号がローまたはハイ論理状態まで駆動される（あるいは、ハイ論理
状態まで充電される、またはロー論理状態まで放電される）場合、信号は「アサートされ
る」と述べられる。反対に、アサートされた状態以外の状態（ハイまたはロー論理状態、
またはフローティング状態（信号駆動回路がオープンドレインまたはオープンコレクタ条
件などの高インピーダンス条件に遷移された場合に発生する可能性がある）を含む）に信
号が駆動される（あるいは、充電または放電される）ことを示すためには、信号は「ディ
アサートされる」と述べられる。信号駆動回路と信号受信回路との間に接続された信号線
上の信号を、信号駆動回路がアサートする（あるいは、明示的に述べられるか、または文
脈により示される場合は、ディアサートする）場合、信号駆動回路が信号受信回路に信号
を「出力する」と述べられる。信号線上で信号がアサートされる場合、信号線は「アクテ
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ィブにされる」と述べられ、信号がディアサートされる場合、「非アクティブにされる」
と述べられる。さらに、信号名に添付される前置記号「／」は、その信号がアクティブロ
ー信号である（すなわち、アサートされた状態がロジックロー状態である）ことを示す。
信号名の上の線（例えば、「＜信号名＞」も、アクティブロー信号を示すために使用され
る。「例示的」という用語は、本明細書では、例にすぎないことを、そして、優先または
要求されるものではないことを表すために使用される。
【０００７】
広範な動作周波数にわたるクロック信号を生成するためのクロック発生器が、さまざま
な実施形態で開示される。一実施形態では、周波数分割回路（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
ｖｉｄｅｒ

ｄｉ

ｃｉｒｃｕｉｔ）が、基準ループによって生成される位相ベクトルの周波数

30

を、１組の除数値によって分周することによって、複数組の出力クロック信号を生成する
。それぞれの組の出力クロック信号を生成するために使用される除数値Ｎは、事実上いか
なる値であってもよく、それにより、基準ループの出力周波数ＦからＦ／Ｎまでの範囲に
わたる出力クロック信号の生成が可能となる。一実施形態では、例えば、除数値１、２、
４、および８が、ＦからＦ／８までの範囲にわたる動作周波数を有する各組の位相ベクト
を、基準ループによって生成される位相ベクトルの周波数を変更する必要なしに提供する
ために使用される。したがって、広範な動作周波数を示す低ジッタの出力クロック信号を
提供するために、比較的レンジが狭く低ノイズの基準ループと組み合わせて、周波数分割
回路が使用されてもよい。さらに、１つの周波数範囲から別の周波数範囲への遷移は、基
準ループによって生成される位相ベクトルの周波数を変更することなく、異なる組の出力
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クロック信号を選択することによって実現されてもよいので、それ以外の場合には基準ル
ープ内での周波数の再ロックのために必要とされる遅延が回避される。
【０００８】
ワイドレンジ複数位相クロック発生器の実施形態
図１は、一実施形態によるワイドレンジ複数位相クロック発生器１００を示す。クロッ
ク発生器１００は、基準ループ１０１と、周波数分割回路１０３と、セレクタ回路１０５
とを含む。図示されている実施形態では、基準ループ１０１は、１組の基準位相ベクトル
１１１を生成するための電圧制御発振器１０７（ＶＣＯ）を含む、位相ロックループであ
る。ＶＣＯ

１０７に含まれる複数の差動インバータステージ１０８１〜１０８４は、デ

イジーチェーン方式で結合され（すなわち、所与のインバータステージ１０８の出力が、
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次のインバータステージの入力に結合され）、最後のインバータステージ１０８４の出力
は、最初のインバータステージ１０８１の入力に交差結合される。すなわち、最後のイン
バータステージ１０８４のコンプリメント出力（図１の否定記号「○」で示される）は、
最初のステージのインバータステージ１０８１の非コンプリメント入力に結合され、最後
のステージ１０８４の非コンプリメント出力は、最初のステージ１０８１のコンプリメン
ト入力に結合される。ＶＣＯ

１０７内のインバータステージ１０８のそれぞれは、入力

クロック信号ペアから、インバータステージ１０８の総数に従った位相角だけ位相オフセ
ットされた、差動クロック信号ペア（すなわち、クロック信号ペア１１０１〜１１０４の
うちの１つ）を生成する。すなわち、最後と最初のインバータステージ１０８４と１０８
１との間の交差結合接続によって、ＶＣＯ

１０７は、全基準クロックサイクル（すなわ

10

ち、基準ループによって生成される基準位相ベクトル１１１のうちの任意の１つのサイク
ル時間）を２Ｍによって細分する（Ｍはインバータステージの数）。したがって、図１の
特定の実施形態では、４つのインバータステージ１０８１〜１０８４が、４５°の位相角
（すなわち、全基準クロックサイクル３６０°を８で除算）によって相互にオフセットさ
れた、合計８つの位相ベクトルをもたらす。位相ベクトル１１１のうちの任意の１つが、
０度位相ベクトルであるように選択すると、基準ループ１０１によって出力される位相ベ
クトル１１１は、０、４５、９５、１３５、１８０、２２５、２７０、および３１５度の
位相オフセットを有し、共通周波数Ｆ（本明細書では、基準ループ周波数と呼ぶ）におい
て発振する。基準位相ベクトル１１１は、クロック発生器１００からの名目上同位相のク
ロック信号１２３の出力と区別するために、プライムインジケータ（すなわち、「

」）

20

によって印付けられる。以下で説明するように、出力クロック信号１２３は、周波数分割
回路および／またはセレクタ回路内で導入される遅延によって、基準位相ベクトルから任
意の位相角だけ位相オフセットされてもよい。図１には示していないが、基準ループ１０
１は、ＶＣＯ
ｅｗ

１０７内のインバータステージ１０８１〜１０８４のスルーレート（ｓｌ

ｒａｔｅ）を確立し、それによって、基準ループ周波数が増加または減少させられ

ることを可能にするために使用される、１つまたは複数の制御電圧を調節するための、追
加の回路を含んでもよい。例えば、一実施形態では、０．８＊Ｆ〜Ｆの比較的狭い帯域間
で調節可能な基準ループ周波数とともに、除数８、４、２、および１が、それぞれ０．１
＊Ｆ〜０．１２５＊Ｆ、０．２＊Ｆ〜０．２５＊Ｆ、０．４＊Ｆ〜０．５＊Ｆ、０．８＊
Ｆ〜Ｆの範囲の周波数を有する出力クロック信号を生成するために使用され、それにより
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、狭い帯域の基準ループを使用して、出力クロック信号のディケード周波数範囲（すなわ
ち、ＦＭＡＸ＝１０ＦＭＩＮ）が実現される。基準ループの周波数範囲は、代替実施形態
では、より大きいか、またはより小さくてもよく、それにより、周波数分割された出力ク
ロック信号の周波数範囲の、対応する増加または減少が実現される。さらに、代替実施形
態では、より細かい、またはより粗い位相オフセットを基準ループ出力内で提供するため
に、より多くの、またはより少ないインバータステージ１０８がＶＣＯ内で提供されても
よい。さらに、遅延ロックループ、またはクロック逓倍遅延ロックループを含む（ただし
、これらに限定されない）、その他のタイプのクロック発生回路が、基準位相ベクトル１
１１を生成するために使用されてもよい。また、ＬＣ発振器またはその他のタイプの発振
器が、インバータステージ１０８によって形成されるリング発振器の代わりに、ＶＣＯ
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１０７内で使用されてもよい。より一般的には、基準ループ周波数内での任意の所望の周
波数と位相分布とを有する基準位相ベクトルの組１１１を生成するための、任意の回路が
、クロック発生器１００の代替実施形態で使用されてもよい。
【０００９】
図１の実施形態で、周波数分割回路１０３は、基準位相ベクトルを受信し、応答として
、位相ベクトル１１９１〜１１９８を含む１／２分周（ｄｉｖｉｄｅ−ｂｙ−ｔｗｏ）ベ
クトルセット（すなわち、「／２」ベクトルセット）、および位相ベクトル１１７１〜１
１７８を含むユニティ（ｕｎｉｔｙ）ベクトルセット（１による分周を示すために、本明
細書では、／１ベクトルセットとも呼ぶ）という、２組の位相ベクトルを出力する。周波
数分割回路１０３に含まれる１組の緩衝増幅器１１３は、基準ベクトルを、減少した振幅
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からコンプリメンタリＭＯＳ（ＣＭＯＳ）信号レベルに変換し、結果としてもたらされる
レベル変換された基準位相ベクトル１１７１〜１１７８を、セレクタ回路１０５内のそれ
ぞれのマルチプレクサ１２１の第１入力に提供して、それにより、ユニティベクトルセッ
トを提供する。代替実施形態では、緩衝増幅器１１３は省略されて、基準位相ベクトル１
１１が基準ループからマルチプレクサ１２１に直接供給されてもよい。周波数分割回路１
０３にさらに含まれる、１／２分周回路１１５１〜１１５８は、それぞれが基準位相ベク
トル１１１のうちのそれぞれ１つを受信するように結合される。一実施形態では、それぞ
れの１／２分周回路１１５は、入力基準位相ベクトルの各立ち上がりエッジにおいてロジ
ックハイ状態とロジックロー状態との間を切り換える、記憶素子などの、コンプリメンタ
リ出力エッジトリガ型トグル素子である。この動作によって、トグル素子のコンプリメン
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タリ出力は、基準位相ベクトルの２回の遷移ごとに１回遷移し、それにより、基準位相ベ
クトルの半分の周波数を有する、２つの周波数分割された位相ベクトルを生成する。さら
に、周波数分割された位相ベクトルは、基準位相ベクトルの２倍の周期を有するため、周
波数分割された位相ベクトルの位相角は事実上半減される。図２を参照すると、例えば、
周波数Ｆと、０°、９０°、１８０°、および２７０°の位相角とを有する基準位相ベク
トルは、それぞれ、周波数Ｆ／２と、０°、４５°、９０°、および１３５°の位相角と
を有する周波数分割された位相ベクトルを、１８０°（０＋１８０°）、２２５°（４５
°＋１８０°）、２７０°（９０°＋１８０°）、および３１５°（１３５°＋１８０°
）の位相角を有するコンプリメンタリの周波数分割された位相ベクトルとともにもたらす
。図１および図２を参照すると、１／２分周回路１１５１は、０°の位相角を有する基準
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位相ベクトルを受信して、０°および１８０°の位相角を有する周波数分割された位相ベ
クトルを生成し、１／２分周回路１１５３は、９０°の位相角を有する基準位相ベクトル
を受信して、４５°および２２５°の位相角を有する周波数分割された位相ベクトルを生
成し、１／２分周回路１１５５は、１８０°の位相角を有する基準位相ベクトルを受信し
て、９０°および２７０°の位相角を有する周波数分割された位相ベクトルを生成し、１
／２分周回路１１５７は、２７０°の位相角を有する基準位相ベクトルを受信して、１３
５°および３１５°の位相角を有する周波数分割された位相ベクトルを生成する。１／２
分周回路１１５１、１１５３、１１５５、および１１５７により生成されるコンプリメン
タリ位相ベクトルは、それらの位相角に従って、セレクタ回路１０５内のマルチプレクサ
１２１の第２入力に供給され、それにより、各マルチプレクサ１２１は、ユニティ位相ベ
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クトルと、名目上同一の位相角をそれぞれが有する周波数分割された位相ベクトルとを受
信するようになる。セレクタ回路１０５は、さらに、ユニティ位相ベクトルまたは周波数
分割された位相ベクトルのいずれが出力クロック信号１２３として出力されるかを選択す
るために、マルチプレクサ１２１の制御入力に供給される、レート選択信号１２０（ＲＳ
）も受信する。出力クロック信号は、ユニティ位相ベクトルセットと１／２分周位相ベク
トルセットとの両方で、同じ（または少なくとも名目上は同じ）位相分布を有するため、
周波数分割回路１０３およびセレクタ回路１０５は、出力クロック信号１２３の周波数範
囲を、基準ループ１０１の周波数範囲に比べて事実上拡張する。例えば、基準ループ１０
１が、Ｆ／２〜Ｆにわたる基準ループ周波数を実現可能である場合、クロック発生器１０
０によって生成される出力クロック信号１２３の全体的周波数範囲はＦ／４〜Ｆに拡張さ
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れる。さらに、動作周波数ＦとＦ／２との間でシグナリングレートが遷移されるべきであ
る場合、レート選択信号１２０の状態を変更することによって遷移が引き起こされてもよ
く、それにより、基準ループ内での周波数調節と、それに関連するあらゆる再ロック遅延
とが回避される。
【００１０】
一実施形態では、基準ループ１０１によって出力される基準位相ベクトル１１１のそれ
ぞれは、差動ペアのそれぞれの信号線上を伝導される、基準位相ベクトルとそのコンプリ
メントとの組み合わせによって形成される差動信号である。したがって、所与の基準位相
ベクトルまたは出力クロック信号の、コンプリメントの生成は、受信側回路の入力におい
て、差動ペアの成分信号線の結合を反転することによって行われてもよい。したがって、
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図１、および以下に記載するその他の図では、シングルエンドの信号線が示されているが
、すべてのそのような場合において、信号線は、差動クロック信号を伝導するための差動
ペアであってもよく、それにより、コンプリメンタリクロック信号の生成を減少させ、所
与の出力から所与の入力までの延長線に沿ったいずれかの点において差動ペアを反転して
もよい（ねじってもよい）。
【００１１】
図３は、代替実施形態によるワイドレンジ複数位相クロック発生器１８０を示す。クロ
ック発生器１８０は、基準ループ１８１と、周波数分割回路１８３１〜１８３４と、セレ
クタ回路１８５とを含む。図示されている特定の実施形態では、基準ループ１８１は、基
準クロックサイクル内で均一に（すなわち、位相角０°、９０°、１８０°、および２７
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０°において）位相が分布された、４つの基準位相ベクトル１８２を生成する。代替実施
形態では、より多くの、またはより少ない基準位相ベクトルが、基準ループ１８１によっ
て生成されてもよい。周波数分割回路１８３１は、０°の基準位相ベクトルを受信するよ
うに結合され、０度の位相角を有する１つのユニティ（すなわち、／１）位相ベクトルと
、０°および１８０°の位相角を有する２つの１／２分周（すなわち、／２）位相ベクト
ルと、０°、９０°、１８０°、および２７０°の位相角を有する４つの１／４分周（す
なわち、／４）位相ベクトルと、０°、９０°、１８０°、および２７０°の位相角を有
する４つの１／８分周（すなわち、／８）位相ベクトルとを生成する。周波数分割回路１
８３２および１８３４は、９０°および２７０°の基準位相ベクトルを受信するように結
合され、対応する９０°および２７０°のユニティ位相ベクトルを生成する。周波数分割
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回路１８３３は、１８０°の基準位相ベクトルを受信し、対応する１８０°のユニティ位
相ベクトルと、９０°および２７０°の位相角を有する／２位相ベクトルとを生成する。
セレクタ回路は、ユニティ位相ベクトルと、／２位相ベクトルと、／４位相ベクトルと、
／８位相ベクトルとの組を、それぞれの入力ポートにおいて受信し、複数ビットのレート
選択信号１８４（ＲＳ）の状態に従って、位相ベクトルの組のうちの１つを出力クロック
信号１８６として出力する。この配置によって、クロック発生器１８０により生成される
出力クロック信号１８６は、基準ループの最大周波数ＦＭＡＸから基準ループの最小周波
数ＦＭＩＮまでの範囲が１、２、４、または８によって分周されたものとなり、それによ
り、比較的狭い帯域の基準ループ１８１を使用して、ワイドレンジの出力クロック周波数
が提供されるようになる。
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【００１２】
図４は、周波数分割回路１８３１を実装するために使用されてもよい周波数分割回路の
実施形態２１０を示す。周波数分割回路２１０は、緩衝増幅器１１３と、エッジトリガ型
記憶素子２１１１〜２１１３（本例では記憶素子）と、排他的ＯＲゲート２１５１〜２１
５４および２１７１〜２１７４とを含む。緩衝増幅器１１３は、０°の基準位相ベクトル
２１２を受信するように接続され、レベル変換されたユニティ位相ベクトルＦ０を応答と
して生成する。代替実施形態では、緩衝増幅器１１３は省略されてもよい。記憶素子２１
１１〜２１１３のそれぞれは、データ入力（Ｄ）と、クロック入力（クロック入力記号「
＞」によって示される）と、反転および非反転出力／ＱおよびＱとを含む。図示されてい
るように、各記憶素子２１１の反転出力は、トグル構成をもたらすために、記憶素子のデ
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ータ入力にフィードバックされる。
【００１３】
基準位相ベクトル２１２は、記憶素子２１１１のクロック入力に供給され、それにより
、コンプリメンタリクロック信号Ｆ／２０およびＦ／２１８０（すなわち、基準位相ベク
トルの半分の周波数と、０°および１８０°の位相角とを有するクロック信号）を生成す
る。Ｆ／２０クロック信号は、記憶素子２１１２のクロック入力に供給され、記憶素子２
１１２は、応答として、コンプリメンタリクロック信号Ｆ／４０およびＦ／４１８０（す
なわち、基準位相ベクトルの４分の１の周波数と、０°および１８０°の位相角とを有す
るクロック信号）を生成する。Ｆ／４０クロック信号は、記憶素子２１１３のクロック入
力に供給され、記憶素子２１１３は、応答として、コンプリメンタリクロック信号Ｆ／８
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０およびＦ／８１８０（すなわち、基準位相ベクトルの８分の１の周波数と、０°および

１８０°の位相角とを有するクロック信号）を生成する。
【００１４】
図４をさらに参照すると、Ｆ／２１８０およびＦ／４１８０信号は、排他的ＯＲゲート
２１５２のそれぞれの入力に供給され、Ｆ／２１８０およびＦ／４０信号は、排他的ＯＲ
ゲート２１５４のそれぞれの入力に供給される。図４の周波数分割回路によって生成され
る位相ベクトルを説明する、図５を参照すると、Ｆ／２１８０信号（Ｆ／２：１８０）は
、Ｆ／４

９０°位相オフセットにおいて（すなわち、時間２２０において）開始される

Ｆ／４サイクル時間の最初の半周期の間は、Ｆ／４１８０信号の状態と反対の状態を有し
、Ｆ／４サイクル時間の残りの半周期の間は、Ｆ／４１８０信号と同じ状態を有する。し
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たがって、図４および図５を参照すると、Ｆ／２１８０およびＦ／４１８０信号は、排他
的ＯＲゲート２１５２において組み合わせられて、信号Ｆ／４９０（基準ループ周波数の
４分の１の周波数と、９０°の位相角とを有する位相ベクトル）を生成してもよい。同様
に、Ｆ／２１８０信号は、Ｆ／４

２７０°位相オフセットにおいて（すなわち、時間２

２２において）開始されるＦ／４サイクル時間の最初の半周期の間は、Ｆ／４０信号の状
態と反対の状態を有し、Ｆ／４サイクル時間の残りの半周期の間は、Ｆ／４０信号と同じ
状態を有するため、Ｆ／２１８０およびＦ／４０信号は、排他的ＯＲゲート２１５４にお
いて組み合わせられて、信号Ｆ／４２７０（基準ループ周波数の４分の１の周波数と、２
７０°の位相角とを有する位相ベクトル）を生成してもよい。図４および図５をさらに参
照すると、Ｆ／４１８０信号は、排他的ＯＲゲート２１７２においてＦ／８１８０ととも
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に、そして、排他的ＯＲゲート２１７４においてＦ／８０とともに排他的ＯＲ演算されて
、それぞれ、位相ベクトルＦ／８９０およびＦ／８２７０を生成してもよいことがわかる
。排他的ＯＲゲート２１５１、２１５３、２１７１、および２１７３は、位相ベクトルＦ
／４０、Ｆ／４１８０、Ｆ／８０、およびＦ／８１８０をそれぞれ受信するように結合さ
れた第１入力と、接地された第２入力とを有する。この配置によって、位相ベクトルＦ／
４０、Ｆ／４１８０、Ｆ／８０、およびＦ／８１８０は、排他的ＯＲゲート２１５１、２
１５３、２１７１、および２１７３を通過するようになるが、ただし、排他的ＯＲゲート
２１５２、２１５４、２１７２、および２１７４を通した信号伝搬の結果としてもたらさ
れるクロック信号Ｆ／４９０、Ｆ／４２７０、Ｆ／８９０、およびＦ／８２７０の位相遅
延に一致するように、排他的ＯＲの信号伝搬時間によって位相が遅らされる。
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【００１５】
代替実施形態では、周波数分割回路２１０にさまざまな変更が行われてもよいことに留
意されたい。例えば、排他的ＯＲゲート２１５、２１７のそれぞれの出力において、およ
び／または記憶素子２１１１の出力において、緩衝増幅器が、周波数分割回路２１０から
の対応するクロック信号出力を緩衝するために提供されてもよい。また、記憶素子２１１
２を通した伝搬遅延に一致するように、Ｆ／２１８０信号を必要に応じて遅延させるため

に、記憶素子２１１１の反転出力から排他的ＯＲゲート２１５2および２１５４の入力ま
での経路内に、１つまたは複数の遅延素子または遅延回路が提供されてもよい。同様に、
記憶素子２１１３を通した伝搬遅延に一致するように、Ｆ／４１８０信号を必要に応じて
遅延させるために、記憶素子２１１２の反転出力から排他的ＯＲゲート２１７２および２
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１７４の入力までの経路内に、１つまたは複数の遅延回路が提供されてもよい。さらに、
記憶素子２１１は、それぞれがロード可能フリップフロップ（すなわち、事前ロードデー
タ値またはフィードバックされた出力値のいずれかを選択するための多重化データ入力を
有するもの）であってもよく、または、記憶素子２１１が所定の状態に初期化されること
を保証するための、システムリセット線に結合されてもよい。さらに、図３を参照すると
、４つの周波数分割回路１８３はすべて、図４に示すように（すなわち、使用されない出
力は未接続のままにされて）実装されてもよく、または、不必要な回路素子を削除するこ
とによって実装されてもよいことに留意されたい。例えば、周波数分割回路１８３２およ
び１８３４のそれぞれは、緩衝増幅器と、負荷整合の目的のために望ましい場合は、図４
の周波数分割回路２１０内の信号負荷配置に一致するような、記憶素子またはその他の回
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路素子とによって実装されてもよい。同様に、分割回路１８３３は、図４の増幅器１１３
と記憶素子２１１１とに対応する緩衝増幅器と周波数分割記憶素子とを使用して実装され
てもよく、さらに、負荷整合の目的のために望ましい場合は、周波数分割回路２１０内の
信号負荷配置に一致するような、負荷記憶素子と、排他的ＯＲゲート（または、その他の
負荷素子）のペアとが、周波数分割記憶素子の出力に結合されてもよい。
【００１６】
図６は、Ｆ〜Ｆ／８の範囲の選択可能な周波数と、０°、６０°、９０°、１２０°、
１８０°、２４０°、２７０°、および３００°の位相角とを有する出力クロック信号２
５９を生成する、ワイドレンジ複数位相クロック発生器の実施形態２５０を示す。用語に
関して説明すると、０°、９０°、１８０°、および２７０°の位相は、本明細書では、

10

一次位相、一次位相クロック信号、または一次位相ベクトルと呼び、６０°、１２０°、
２４０°、および３００°の位相は、本明細書では、二次位相、二次位相クロック信号、
または二次位相ベクトルと呼ぶ。代替実施形態では、一次および二次位相は、構成要素と
なるクロック信号を、より多く、またはより少なく含んでもよく、かつ／または、異なる
位相角を有してもよい。９０°および２７０°の一次位相ベクトルは、例えば、クロック
サイクルごとに２つのデータ有効期間（すなわち、２つのデータアイ）を有するデータ波
形をサンプリングするために使用されてもよく、０°および１８０°の一次位相ベクトル
は、データ波形のエッジをサンプリングするために使用されてもよい。６０°および１２
０°の二次位相ベクトルは、例えば、９０°のデータサンプリング点に近い時間にデータ
波形内で遷移が発生したかどうかを判定する、オーバーサンプリングのために使用されて
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もよく、また、２４０°および３００°の位相ベクトルは、同様に、２７０°のデータサ
ンプリング点に近い時間に遷移が発生したかどうかを判定する、データ波形のオーバーサ
ンプリングのために使用されてもよい。他の実施形態では、出力クロック信号２５９は、
異なる周波数、位相角を有してもよく、かつ／または、他の目的のために使用されてもよ
い。
【００１７】
クロック発生器２５０は、基準ループ２５１と、補間器２５３１〜２５３８と、分割回
路２５５１〜２５５８と、セレクタ回路２５７とを含む。図示されている特定の実施形態
では、基準ループ２５１は、基準クロックサイクル内で均一に（すなわち、一次位相角０
°、９０°、１８０°、および２７０°において）位相が分布された、４つの基準位相ベ
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クトル２５２を生成する。代替実施形態では、より多くの、またはより少ない基準位相ベ
クトル２５２が、基準ループ２５１によって生成されてもよい。
【００１８】
補間器２５３１〜２５３８は、補間された位相ベクトル２５４を生成するために使用さ
れ、一次位相ベクトルを生成するための固定位相補間器２５３１〜２５３４と、二次位相
ベクトルを生成するための混合位相補間器２５３５〜２５３８とを含む。図示されている
実施形態では、補間器２５３のそれぞれは、リーディングおよびトレーリングの位相ベク
トル入力を含み、重み値に従って２つの入力位相ベクトルの間で補間を行って、入力位相
ベクトルの位相角の間に位置する位相角を有する、補間された位相ベクトル２５４を生成
する。固定位相補間器２５３１〜２５３４の場合、両方の位相ベクトル入力に同じ基準位
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相ベクトルが供給され、そのため、結果としてもたらされる補間された位相ベクトルは、
基準位相ベクトルと名目上同じ位相角（すなわち、４つの一次位相角のうちの１つ）を有
するが、ただし、補間器２５３を通した伝搬遅延だけオフセットされる。したがって、固
定位相補間器によって生成される、補間された位相ベクトル２５４は、図６で、基準位相
ベクトル２５２と同じ位相角を有するとして示されているが、基準位相ベクトル２５２（
記号「

」によって示されている）と区別するために、記号「

」によって示されている

。
【００１９】
混合位相補間器２５３５〜２５３８のそれぞれは、リーディングおよびトレーリングの
位相ベクトル入力において基準位相ベクトルのペアを受信し、また、入力基準位相ベクト
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ルの間の所定の位相オフセットに位置する、補間された位相ベクトルを生成するために重
み付けされる。混合位相補間器２５３５は、例えば、０°および９０°の基準位相ベクト
ルを受信するように結合され、６０°の補間されたベクトルを生成するように重み付けさ
れる。すなわち、補間器２５３５内で適用される補間制御値は、トレーリング位相ベクト
ル（ＴＰＶ）に適用される重みＷＴが、リーディング位相ベクトル（ＬＰＶ）に適用され
る重みＷＬの２倍であるように、そして、ＷＴ＋ＷＬの合計は所定の定数Ｋとなるように
指定する（すなわち、ＷＴ＝２／３Ｋ、ＷＬ＝１／３Ｋ）。この配置によって、補間器２
５３５は、ＴＰＶ＊２／３＋ＬＰＶ＊１／３＝９０°＊２／３＋０°＊１／３＝６０°に
よって与えられる位相角を有する、補間された位相ベクトルを生成する。補間器２５３６
、２５３７、および２５３８は、同様に重み付けされて、それぞれ、ベクトルペア９０°

10

／１８０°、１８０°／２７０°、および２７０°／０°を混合し、補間されたベクトル
１２０°、２４０°、および３００°を生成する。０°、９０°、１８０°、および２７
０°の位相角を有する補間された位相ベクトルと同様に、６０°、１２０°、２４０°、
および３００°の補間された位相ベクトルは、そのようなベクトルが、基準位相ベクトル
２５２に比べて、補間器２５３の伝搬遅延だけ遅延させられることを示すために、「

」

記号によって示される。したがって、固定位相補間器２５３１〜２５３４は、混合位相補
間器２５３５〜２５３８によって６０°、１２０°、２４０°、および３００°の補間さ
れた位相ベクトルに導入される位相遅延に一致させるための、遅延整合機能を果たす。代
替実施形態では、固定位相補間器２５３１〜２５３４は、混合位相補間器２５３５〜２５
３８の伝搬遅延に一致する他の遅延素子によって置き換えられてもよく、または、すべて
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省略されてもよい。図６の実施形態では、補間制御値は、所定の６０°、１２０°、２４
０°、および３００°の位相角を有する、補間された位相ベクトルを生成するために、そ
れぞれの混合位相補間器２５３５〜２５３８内で固定されている。以下で説明する代替実
施形態では、補間制御値は、可変の位相角を有する補間された位相ベクトルの生成を可能
にするように、調節可能であってもよい。さらに、リーディングとトレーリングとの一次
位相ベクトルの間で補間して二次位相ベクトルを生成する代わりに、二次位相ベクトルは
、以下で詳細に説明するように、スケーリングされた遅延素子の使用を通して生成されて
もよい。
【００２０】
補間された位相ベクトル２５４は周波数分割回路２５５１〜２５５８に供給され、周波
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数分割回路２５５１〜２５５８は、次に、１組のユニティ位相ベクトルと、複数組の周波
数分割された位相ベクトルとをもたらす。周波数分割回路２５５１は、例えば、０°の補
間された位相ベクトルを受信して、対応する０°のユニティ位相ベクトル（すなわち、記
号「／１」によって示される周波数Ｆと、名目上０°の位相オフセットとを有する）と、
０°および１８０°の位相角を有するＦ／２位相ベクトルのペアと、０°、９０°、１８
０°、および２７０°の位相角を有するＦ／４位相ベクトルと、０°、９０°、１８０°
、および２７０°の位相角を有するＦ／８位相ベクトルとを生成する。周波数分割回路２
５５２、２５５４、２５５５、および２５５８は、それぞれ、９０°、２７０°、６０°
、および３００°の補間された位相ベクトルを受信して、９０°、２７０°、６０°、お
よび３００°の位相角を有する、対応するユニティ位相ベクトルを生成する。周波数分割
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回路２５５３は、１８０°の補間された位相ベクトルを受信して、対応する１８０°のユ
ニティ位相ベクトルと、９０°および２７０°の位相角を有するＦ／２位相ベクトルとを
生成する。周波数分割回路２５５６は、１２０°の補間された位相ベクトルを受信して、
対応する１２０°のユニティ位相ベクトルと、６０°および２４０°の位相角を有するＦ
／２位相ベクトルと、１２０°および３００°の位相角を有するＦ／４位相ベクトルと、
６０°および２４０°の位相角を有するＦ／８位相ベクトルとを生成する。周波数分割回
路２５５７は、２４０°の補間された位相ベクトルを受信して、対応する２４０°のユニ
ティ位相ベクトルと、１２０°および３００°の位相角を有するＦ／２位相ベクトルと、
６０°および２４０°の位相角を有するＦ／４位相ベクトルと、１２０°および３００°
の位相角を有するＦ／８位相ベクトルとを生成する。
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【００２１】
周波数分割回路２５５によって生成される、ユニティ位相ベクトルと、Ｆ／２位相ベク
トルと、Ｆ／４位相ベクトルと、Ｆ／８位相ベクトルとは、セレクタ回路２５７の対応す
る入力ポートに提供される、位相ベクトルのそれぞれの組を構成する。セレクタ回路は、
さらに、出力クロック信号２５９の所望される周波数または周波数範囲を示す、複数ビッ
トのレート選択信号２５８（ＲＳ）を受信し、それに応答して、ユニティ位相ベクトルま
たは周波数分割された位相ベクトルの対応する組を、出力クロック信号２５９として出力
する。例えば、一実施形態では、セレクタ回路２５７は、２ビットのレート選択信号２５
８が「００」、「０１」、「１０」、または「１１」の論理状態のいずれにあるかに従っ
て、それぞれ、ユニティ位相ベクトル、Ｆ／２位相ベクトル、Ｆ／４位相ベクトル、また

10

はＦ／８位相ベクトルを、出力クロック信号２５９として出力する。
【００２２】
図７は、図６のクロック発生器内の周波数分割回路２５５のそれぞれを実装するために
使用されてもよい、周波数分割回路２８０を示す。周波数分割回路２８０は、図４に関連
して説明した、緩衝増幅器１１３と、エッジトリガ型記憶素子２１１１〜２１１３と、排
他的ＯＲゲート２１５１〜２１５４、２１７１〜２１７４とを含み、さらに、記憶素子２
１１１〜２１１３の出力−入力経路内にそれぞれ結合された、マルチプレクサ２８９１〜
２８９３も含む。より具体的には、マルチプレクサ２８９１〜２８９３のそれぞれの第１
入力は、記憶素子２１１１〜２１１３のうちのそれぞれ１つの、反転出力に結合され、マ
ルチプレクサ２８９１〜２８９３のそれぞれの第２入力は、初期化値ＤＩ２、ＤＩ４、お
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よびＤＩ８のうちのそれぞれ１つを受信するように結合され、マルチプレクサ２８９１〜
２８９３のそれぞれの出力は、記憶素子２１１１〜２１１３のうちのそれぞれ１つの、デ
ータ入力に結合される。制御信号Ｓ２、Ｓ４、およびＳ８は、それぞれ、マルチプレクサ
２８９１、２８９２、および２８９３の制御入力に供給され、記憶素子２１１を所定の状
態に初期化するために、初期化状態と動作状態との間で選択的に遷移させられる。一初期
化シーケンスでは、例えば、制御信号Ｓ２およびＳ４は、記憶素子２１１１および２１１
２の出力のトグルを可能にするために、最初に動作状態に設定され、他方、制御信号Ｓ８

は初期化状態に設定される。この操作によって、記憶素子２１１２の立ち上がりエッジ出
力に応答して、記憶素子２１１３に初期化値ＤＩ８がロードされる。その後、制御信号Ｓ
４が初期化状態に遷移させられて、記憶素子２１１１の次の立ち上がりエッジにおいて、
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記憶素子２１１２内にＤＩ４がロードされる。記憶素子２１１３および２１１２が初期化
された後で、制御信号Ｓ２が初期化状態に遷移させられて、入力基準位相ベクトル２９０
（Ｆ

）の次の立ち上がりエッジにおいて、記憶素子２１１１内にＤＩ２がロードされる

。記憶素子２１１１〜２１１３が初期化された後は、記憶素子がトグルを開始できるよう
にするために、制御信号Ｓ２、Ｓ４、およびＳ８が同時に動作状態に遷移させられてもよ
い。
【００２３】
図７をさらに参照すると、記憶素子２１１のそれぞれの中にロードされる初期化値は、
記憶素子出力の初期状態を決定し、したがって、記憶素子出力の、選択可能な１８０度の
位相シフトを提供する。したがって、記憶素子２１１を、ロジック「０」またはロジック
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「１」値を使用して初期化することの効果は、記憶素子出力の立ち上がりエッジを駆動す
るために、入力クロック信号（すなわち、記憶素子のクロック入力に供給される信号）内
の２つの連続した立ち上がりエッジのうちの１つ目または２つ目のいずれかを選択すると
いうことである。例えば、記憶素子２１１１に、最初にロジック「０」値がロードされて
いる場合、記憶素子の非反転出力は最初はローになり、したがって、入力基準位相ベクト
ル２９０の最初の立ち上がりエッジに応答して立ち上がる。対照的に、記憶素子２１１１
に、最初にロジック「１」値がロードされている場合、記憶素子の非反転出力は最初はハ
イになり、したがって、基準位相ベクトル２９０の最初の立ち上がりエッジに応答して立
ち下がり、次に、基準位相ベクトル２９０のそれに続く立ち上がりエッジに応答して立ち
上がる。以下で説明するように、この操作は、３６０°よりも大きな位相角を有する基準
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位相ベクトル２９０のエッジの選択を可能にするために有用である。
【００２４】
一実施形態では、図６の周波数分割回路２５５１、２５５６、および２５５７を実装す
るために、周波数分割器２８０の異なるインスタンス内で、記憶素子２１１１〜２１１３
は、さまざまに初期化される。例えば、周波数分割回路２５５１は、周波数分割器２８０
の第１のインスタンス内で、ロジック「０」値を使用して記憶素子２１１１〜２１１３を
初期化することにより実装されてもよい。そのような配置では、記憶素子２１１１〜２１
１３と排他的ＯＲゲート２１５１〜２１５４および２１７１〜２１７４との出力波形は、
図５に示す波形に一致し、したがって、図６に示されている、０°のユニティ位相ベクト
ルと、０°および１８０°のＦ／２位相ベクトルと、０°、９０°、１８０°、および２

10

７０°のＦ／４位相ベクトルと、０°、９０°、１８０°、および２７０°のＦ／８位相
ベクトルとを構成する。図６の周波数分割器２５５３を実装するために、周波数分割回路
２８０の別のインスタンス内の記憶素子２１１１が、同様に、ロジック「０」値を使用し
て初期化されてもよく、また、図６の周波数分割回路２５２２、２５２４、２５２５、お
よび２５２８を実装するために、周波数分割回路２８０の追加のインスタンスが、任意の
値を使用して初期化されてもよい。図４に関連して説明したように、使用されないクロッ
ク信号を生成する記憶素子２１１および排他的ＯＲゲート２１５、２１７は、図７の周波
数分割器２８０の選択されたインスタンス内で省略されてもよく、または、同様の負荷を
示す回路素子に置き換えられてもよい。さらに、１つまたは複数の遅延素子が、記憶素子
２１１１の非反転出力と、排他的ＯＲゲート２１５２および２１５４との間の経路内に、

20

遅延整合の目的のために提供されてもよく、また、記憶素子２１１２の非反転出力と、排
他的ＯＲゲート２１７２および２１７４との間の経路内にも提供されてもよい。
【００２５】
図１および図２に関連して上述したように、位相角Ａを有する補間された位相ベクトル
が、値Ｎによって周波数分割された場合、結果としてもたらされる周波数分割された位相
ベクトルは位相角Ａ／Ｎを有する。したがって、図７の実施形態において、位相Ａ＊Ｎ（
「＊」記号は乗算を示す）を有する補間された位相ベクトルを周波数分割器２８０に供給
することによって、周波数分割器２８０は、周波数Ｆ／Ｎと任意の位相角Ａとを有する位
相ベクトルを生成することが可能にされる。したがって、図８Ａに示すように、図６の周
波数分割器２５５６は、入力される１２０°の補間された位相ベクトルを、２によって周
波数分割することによって、６０°

30

Ｆ／２位相ベクトルを生成することが可能にされ、

また、４８０°の補間された位相ベクトルを、４によって周波数分割することによって、
１２０°

Ｆ／４位相ベクトルを生成することが可能にされる。図示されているように、

４８０度位相ベクトル（すなわち、１２０°基準位相ベクトル２９０の、１２０°エッジ
の直後に続く立ち上がりエッジ）の選択は、例えば、図７の周波数分割器２８０のインス
タンス内の記憶素子２１１１を「１」（すなわち、ＤＩ２＝１）に初期化し、それにより
、Ｆ／２

２４０°位相ベクトルを記憶素子２１１２のクロック入力に提供することによ

って実現されてもよい。２４０°

Ｆ／２位相ベクトルは、Ｆ／４

１２０°位相ベクト

ルを生成するために記憶素子２１１２内で２によって分割されてもよいため、初期化値Ｄ
Ｉ４は０に設定される。同様に、記憶素子２１１２の非反転出力において生成される１２
０°

Ｆ／４位相ベクトルは、Ｆ／８

40

６０°波形を生成するために、記憶素子２１１３

内で２によって分割されてもよいため、記憶素子２１１３の初期化値は０に設定される。
Ｆ／２

６０°位相ベクトルは、記憶素子２１１１の反転出力において生成され、Ｆ／４

３００°およびＦ／８

２４０°位相ベクトルは、同様に、記憶素子２１１２および２

１１３の反転出力において生成される。図７の周波数分割回路２８０が、図６の周波数分
割器２５５６を実装するために使用される場合、排他的ＯＲゲート２１５２、２１５４、
２１７２、および２１７４は、使用されない位相ベクトルをもたらす。排他的ＯＲゲート
２１５２、２１５４、２１７２、および２１７４は、それにもかかわらず、負荷整合の目
的のために周波数分割器２８０内に提供されてもよく、あるいは、同様の負荷素子によっ
て置き換えられるか、またはすべて省略されてもよい。
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【００２６】
図８Ｂを参照すると、図６の周波数分割器２５５７は、入力される２４０°の補間され
た位相ベクトルを、２および４によって周波数分割することによって、それぞれ、１２０
°

Ｆ／２および６０°

Ｆ／４位相ベクトルを生成することが可能にされ、９６０°位

相ベクトルを、８によって周波数分割することによって、１２０°

Ｆ／８位相ベクトル

を生成することが可能にされる。図示されているように、９６０°位相ベクトル（すなわ
ち、２４０°基準位相ベクトル２９０の、２４０°エッジの後の２つ目の立ち上がりエッ
ジ）の選択は、記憶素子２１１２を「１」に初期化し、それにより、２４０°
相ベクトル（１２０°

Ｆ／４位

Ｆ／２位相ベクトルの４８０°エッジに整列され、したがって、

入力される基準位相ベクトル２９０の９６０°エッジに整列された、立ち上がりエッジを

10

有する位相ベクトル）を記憶素子２１１３のクロック入力に提供することによってもたら
される。２４０°基準位相ベクトル２９０は、Ｆ／２

１２０°位相ベクトルを生成する

ために、２によって分割されてもよいため、記憶素子２１１１の初期化値は「０」に設定
される。同様に、記憶素子２１１２の非反転出力において生成される２４０°
相ベクトルは、１２０°

Ｆ／４位

Ｆ／８位相ベクトルを生成するために、２によって分割されて

もよいため、記憶素子２１１３は「０」に初期化される。３００°
は、記憶素子２１１２の反転出力において生成され、６０°

Ｆ／２位相ベクトル

Ｆ／４および３００°

Ｆ

／８位相ベクトルは、同様に、記憶素子２１１２および２１１３の反転出力において生成
される。図７の周波数分割器２８０が、図６の周波数分割回路２５５７を実装するために
使用される場合、排他的ＯＲゲート２１５２、２１５４、２１７２、および２１７４は、

20

使用されない位相ベクトルを生成する。そのようなゲートは、それにもかかわらず、負荷
整合の目的のために周波数分割器２８０内に提供されてもよく、あるいは、同様の負荷素
子によって置き換えられるか、またはすべて省略されてもよい。
【００２７】
図７をさらに参照すると、記憶素子２１１１〜２１１３のうちの所与の１つがロジック
「１」状態に初期化された場合、周波数分割器２８０の、記憶素子によって生成されるコ
ンプリメンタリ位相ベクトルのペアが現れる出力ノードは、反転されることに留意された
い。例えば、記憶素子２１１１は、ロジック「０」状態に初期化された場合、位相角Ａ／
２および（Ａ／２）＋１８０°を有するＦ／２位相ベクトルを、それぞれ、その非反転お
よび反転出力において生成し、ロジック「１」状態に初期化された場合、位相角（Ａ／２

30

）＋１８０°およびＡ／２を有するＦ／２位相ベクトルを、それぞれ、その非反転および
反転出力において生成する（Ａは入力される基準位相ベクトル２９０の位相角）。一実施
形態では、所与の記憶素子２１１の反転および非反転出力と、周波数分割器２８０の出力
ノードとの間の結合を、記憶素子が「１」に初期化された場合に入れ替えるための、多重
化回路（図示せず）が周波数分割回路２８０内に提供され、それにより、初期化値の状態
に関係なく、周波数分割回路２８０内で、位相ベクトル−出力ノードの同じ向きがもたら
される。代替実施形態では、図６のセレクタ回路２５７が、例えば、入力される位相ベク
トルを、レート選択信号２５８によって示される周波数分割に従って、適切な出力クロッ
ク経路上に転送することによって、周波数分割回路２８０内での位相ベクトル−出力ノー
ドの入れ替えを補償してもよい。

40

【００２８】
図９は、選択可能な周波数範囲とプログラム可能な位相オフセットとを有する出力クロ
ック信号３７５を生成するために使用されてもよい、ワイドレンジ複数位相クロック発生
器の実施形態３５０を示す。クロック発生器３５０は、基準ループ３５１と、第１ステー
ジ補間器バンク３５３と、第２ステージ補間器バンク３５５と、周波数分割器バンク３５
７と、セレクタ回路３５９と、レート制御ロジック３６７（ＲＣＬ）とを含む。図示され
ている実施形態では、基準ループ３５１は、基準クロックサイクル内で均一に（すなわち
、一次位相角０°、９０°、１８０°、および２７０°において）位相が分布された、４
つの基準位相ベクトル３５２を生成する。代替実施形態では、より多くの、またはより少
ない基準位相ベクトルが、基準ループ３５１によって生成されてもよい。上述したように

50

(15)

JP 5191231 B2 2013.5.8

、基準ループ３５１は、クロック逓倍遅延ロックループまたは位相ロックループの場合の
ように、クロック逓倍機能を実行してもよく、または、遅延ロックループの場合のように
、基準クロック周波数における基準位相ベクトルを生成してもよい。第１ステージ補間器
バンク３５３は、基準位相ベクトル３５２を基準ループから受信するように結合され、出
力クロック信号３７５と、出力クロック信号の遷移に応答してサンプリングされる信号と
の間の所望の位相整列を達成するために、基準位相ベクトル３５２の位相を必要に応じて
調節するために使用される。一実施形態では、例えば、第１ステージ補間器バンク３５３
は、入力信号内のデータアイのエッジにおいて捕捉されるサンプルが、そのようなサンプ
ルの捕捉のタイミングをとるために使用される出力クロック信号３７５がデータアイのエ
ッジに比較して早く遷移していること、または遅く遷移していることのいずれを示すかに

10

従って、基準位相ベクトル３５２の位相を調節するための、クロックデータ復元ロジック
（ＣＤＲ）を含む。代替実施形態では、他のクロック位相調節技術が使用されてもよい。
第１ステージ補間器バンク３５３によって生成される位相ベクトル３５４は、本明細書で
は基準位相ベクトルと呼ばれるが、基準ループ３５１によって生成される基準位相ベクト
ル（「

」によって示される）と区別するために、記号「

」によって示される。代替実

施形態では、第１ステージ補間器バンク３５３は、省略されてもよく、または、クロック
発生器の外部に配置されて、例えば、出力クロック信号３７５を受信し、そのような信号
の位相を直接調節してもよい。したがって、基準位相ベクトルは、基準ループ３５１から
直接に、または第１補間器バンク３５３によって、第２ステージ補間器バンク３５５に供
給されてもよい。

20

【００２９】
図９の実施形態で、第２ステージ補間器バンクは、０°、９０°、１８０°、および２
７０°の基準位相ベクトル３５４（すなわち、一次位相ベクトル）に一致する固定位相ベ
クトルを生成するための、固定位相補間器３６１１〜３６１４と、固定位相ベクトルのそ
れぞれのペアの位相角の間に位置する位相角を有する混合位相ベクトルを生成するための
、混合位相補間器３６３１〜３６３４とを含む。例えば、混合位相補間器３６３１は、０
°および９０°の基準位相ベクトルを受信し、したがって、０°と９０°との間の位相角
を有する混合位相ベクトルを生成する。同様に、補間器３６３２、３６３３、および３６
３４は、基準位相ベクトルペア９０°／１８０°、１８０／２７０、および２７０°／０
°を受信し、したがってそれぞれ、９０°と１８０°との間、１８０°と２７０°との間

30

、および２７０°と０°との間の、さまざまな位相角を有する混合位相ベクトルを生成す
る。混合位相ベクトルの位相角は、以下で説明するように、レート制御ロジック３６７に
よって供給される１つまたは複数の補間制御値３６２（ＩＣＶ）によって制御される。
【００３０】
図９の実施形態で、０°、９０°、１８０°、および２７０°の固定位相ベクトルのそ
れぞれは、対応する基準位相ベクトルを、固定位相補間器３６１１〜３６１４のうちのそ
れぞれ１つの、両方の入力に供給することによって生成される。この配置によって、固定
位相ベクトルは、対応する基準位相ベクトルと名目上は同じ位相を有するが、ただし、補
間回路３６１１〜３６１４を通した伝搬遅延に従ってそのような基準位相ベクトルから位
相オフセットされ、したがって、混合位相補間器３６３１〜３６３４によって混合位相ベ

40

クトル内に導入される伝搬遅延と整合する。代替実施形態では、基準位相補間器は、混合
位相補間器３６３と実質的に同じ伝搬遅延を示す、１つまたは複数の緩衝増幅器、インバ
ータチェーン、またはその他の遅延素子によって置き換えられてもよい。
【００３１】
図９をさらに参照すると、周波数分割器バンク３５７は、１組のユニティ位相ベクトル
と、複数組の周波数分割された位相ベクトルとを、補間器バンク３５５から受信した固定
位相ベクトルおよび混合位相ベクトルに基づいて生成する。ユニティ位相ベクトルは、基
準ループ周波数Ｆと、位相角０°、９０°、１８０°、２７０°、Ｘ０−９０、Ｘ９０−
１８０、Ｘ１８０−２７０、およびＸ２７０−０とを有する（記号「Ｘ」は、関連する添

え字によって示される範囲内の、可変の位相角を示す）。図９の特定の実施形態では、周
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波数Ｆ／２を有する１／２分周セットの位相ベクトルと、周波数Ｆ／４を有する１／４分
周セットの位相ベクトルと、周波数Ｆ／８を有する１／８分周セットの位相ベクトルとい
う、３組の周波数分割された位相ベクトルが、周波数分割器バンク３５７によって生成さ
れる。さらに、周波数分割された位相ベクトルの各組の構成要素となる位相ベクトルは、
ユニティ位相ベクトルの位相角に一致する（または、実質的に一致する）位相角を有する
。代替実施形態では、周波数分割された位相ベクトルの組が、より多く、またはより少な
く生成されてもよく、また、周波数分割された位相ベクトルの各組は、適用例での必要性
に応じて、構成要素となる位相ベクトルを、より多く、またはより少なく含んでもよい。
【００３２】
図９の実施形態では、周波数分割器バンク３５７は、図４の周波数分割回路２１０の個

10

々のインスタンスによってそれぞれが実装される、周波数分割回路３７１１〜３７１８の
組を含む。周波数分割回路３７１１は、例えば、０°の固定位相ベクトルを受信して、対
応する０°のユニティ位相ベクトル（すなわち、周波数Ｆ、および名目上０°の位相オフ
セットを有する）と、０°および１８０°の位相角を有するＦ／２位相ベクトルと、０°
、９０°、１８０°、および２７０°の位相角を有するＦ／４位相ベクトルと、０°、９
０°、１８０°、および２７０°の位相角を有するＦ／８位相ベクトルとを生成する。周
波数分割回路３７１３および３７１７は、それぞれ、９０°および２７０°の固定位相ベ
クトルを受信して、９０°および２７０°の位相角を有する、対応するユニティ位相ベク
トルを生成する。周波数分割回路３７１５は、１８０°の固定位相ベクトルを受信して、
対応する１８０°ユニティ位相ベクトルと、９０°および２７０°の位相角を有するＦ／

20

２位相ベクトルとを生成する。周波数分割回路３７１２、３７１４、３７１６、および３
７１８は、混合位相補間器３６３１、３６３２、３６３３、および３６３４から、位相角
Ｘ０−９０、Ｘ９０−１８０、Ｘ１８０−２７０、およびＸ２７０−０を有する混合位相
ベクトルをそれぞれ受信して、対応するユニティ位相ベクトルと、周波数Ｆ／２、Ｆ／４
、Ｆ／８および位相角Ｘ／２、Ｘ／４、Ｘ／８を有する位相ベクトルのコンプリメンタリ
ペアとを、それぞれが生成する。すなわち、周波数分割回路３７１２、３７１４、３７１
６、および３７１８のそれぞれは、位相角Ｘ（すなわち、０〜９０°、９０〜１８０°、

１８０〜２７０°、および２７０〜０°）を有するユニティ位相ベクトルと、周波数Ｆ／
２および位相角Ｘ／２を有する周波数分割された位相ベクトルのペアと、周波数Ｆ／４お
よび位相角Ｘ／４を有する周波数分割された位相ベクトルのペアと、周波数Ｆ／８および

30

位相角Ｘ／８を有する周波数分割された位相ベクトルのペアとを生成する。図３および図
４に関連して説明したように、選択されたＦ／２、Ｆ／４、またはＦ／８クロック信号を
生成しない、選択された回路素子（例えば、記憶素子および排他的ＯＲゲート）は、周波
数分割回路３７１から省かれてもよい。そのような回路素子は、また、実質的に同等の負
荷を提供する他の回路素子によって置き換えられてもよい。さらに、１８０および２７０
ユニティ位相ベクトルは、代替実施形態では、分割回路３７１１および３７１３によって
、０および９０ユニティ位相ベクトルのコンプリメントとして生成されてもよい。そのよ
うな実施形態では、周波数分割回路３７１１はすべて省略されてもよく、また、望ましい
場合は、周波数分割回路３７１５から緩衝増幅器が省かれてもよい。
【００３３】

40

周波数分割器バンク３５７は、構成要素となる周波数分割回路３７１によって生成され
る、ユニティ位相ベクトルの組と、周波数分割された位相ベクトルの組とを、セレクタ回
路３５９のそれぞれの入力ポートに出力する。セレクタ回路３５９は、次に、レート制御
ロジック３６７からの象限選択信号３６４（ＱＳ）に従って、および、レート選択信号２
５８（ＲＳ）に従って、出力クロック信号３７５として、位相ベクトルの選択された組を
出力する。一実施形態では、レート選択信号２５８は、４つの入手可能な出力クロック周
波数Ｆ、Ｆ／２、Ｆ／４、またはＦ／８のうちの１つを示す複数ビットの信号である。代
替実施形態では、レート選択信号２５８は、さらに、基準ループ３５１の出力周波数（例
えば、基準ループ３５１のチューニング帯域内の）も指示してもよく、したがって、４つ
の周波数範囲のうちの１つの中の出力クロック周波数を指定してもよい。代替実施形態で
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は、より多くの、またはより少ない出力クロック周波数が、あるいは、より多くの、また
はより少ない周波数範囲の中の、出力クロック周波数が、レート選択信号２５８によって
指定されてもよい。
【００３４】
混合位相補間器３６３１〜３６３４、および対応する周波数分割器３７１２、３７１４
、３７１６、および３７１８について考慮すると、指定された周波数Ｆ／Ｎ（Ｆは基準ク
ロック周波数、Ｎは１以上の整数）において任意の位相角Ａを有する出力クロック信号を
生成するには、位相角Ｎ＊Ａを有する位相ベクトルが、混合位相補間器３６３のうちの１
つによって生成され、次に、対応する周波数分割回路３７１内で、Ｎによって分周されて
もよいということがわかる。位相角Ｎ＊Ａを有する、分周されていない位相ベクトルは、

10

本明細書では、除数乗算された（ｄｉｖｉｓｏｒ−ｍｕｌｔｉｐｌｉｅｄ）位相ベクトル
と呼ばれ、その理由は、位相ベクトルは、所望の出力クロック位相角に対応しているが、
周波数分割の後で所望の位相角をもたらすようにするために、周波数除数値Ｎによって乗
算されているためである。除数乗算された位相ベクトルの位相角は、一般に、基準クロッ
ク信号の全サイクル内の任意の位置で発生してもよいため、除数乗算された位相ベクトル
をもたらすために混合される基準位相ベクトルのペアは、除数値（例えば、２、４、６、
８）と所望の出力クロック位相角とに応じてさまざまであってもよい。図１０Ａを参照す
ると、例えば、周波数Ｆ／２と７５°の位相角とを有する出力クロック信号が所望される
場合、周波数Ｆと１５０°の位相角とを有する除数乗算された位相ベクトルが、９０°お
よび１８０°の基準位相角の間で補間することによって生成され、次に、所望のクロック

20

信号を生成するために２によって分周される。図９のクロック発生器３５０では、除数乗
算された位相角は、したがって、混合位相補間器３６３２によって、トレーリング基準位
相ベクトル（１８０°）への２／３の重みと、リーディング基準位相ベクトル（９０°）
への１／３の重みとを指定する補間制御値を使用して生成される。結果として生じる１５
０°混合位相ベクトルは、次に、所望のクロック信号を生成するために、周波数分割回路
３７１４内で２によって分周される。
【００３５】
一実施形態では、クロック発生器３５０によって生成される可変位相出力クロック信号
のそれぞれは、関連する位相角＋Ａ、−Ａ、１８０°＋Ａ（すなわち、＋Ａのコンプリメ
ント）、および１８０°−Ａ（−Ａのコンプリメント）を、例えば、図６に関連して説明
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したオーバーサンプリング機能を実現するために有する。したがって、Ａ＝７５°である
図１０Ａの例について説明を続けると、可変位相出力クロック信号の全コンプリメントは
、周波数Ｆ／２と、７５°、１０５°、２５５°、および２８５°の位相角とを有する。
図示されているように、Ｆ／２

１０５°位相ベクトルは、１８０°および２７０°の基

準位相ベクトルの間で補間して、２１０°の位相角を有する補間された位相ベクトルを生
成し、次に、２１０°の補間された位相ベクトルを２によって分周することによって生成
されてもよい。２５５°および２８５°の位相ベクトルは、それぞれ、７５°および１０
５°の位相ベクトルのコンプリメントであり、したがって、周波数分割回路３７１４およ
び３７１６の反転出力において得られる。図１０Ｂは、１５°、１６５°、１９５°、お
よび３４５°の位相角と周波数Ｆ／２とを有する可変位相出力クロック信号が所望される
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、別の位相混合の例を示す。１５°（すなわち、＋Ａ）の位相角を有するＦ／２出力クロ
ック信号は、０°および９０°の基準ベクトルの間で補間して、周波数Ｆと３０°の位相
角とを有する補間されたベクトルを生成し、次に、補間された位相ベクトルを、周波数分
割回路３７１２内で２によって分周することによって生成される。１６５°の位相角（す
なわち、１８０−Ａ）を有するＦ／２出力クロック信号は、２７０°および０°の位相ベ
クトルの間で補間して、周波数Ｆと３３０°の位相角とを有する補間されたベクトルを生
成し、次に、補間された位相ベクトルを、周波数分割回路３７１８内で２によって分周す
ることによって生成される。図１０Ａの例と同様に、コンプリメント位相ベクトル１８０
°＋Ａ（１９５°）および−Ａ（３４５°）は、周波数分割回路３７１２および３７１８
の反転出力において得られる。
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【００３６】
図９の実施形態で、レート制御ロジック３６７は、除数値Ｎ（すなわち、所望される周
波数または周波数範囲）を指示する、レート選択信号２５８と、出力クロック信号の所望
の位相角Ａを指示する、位相オフセット信号３６０（ＰＯ）とを受信する。レート制御ロ
ジック３６７は、レート選択および位相オフセット信号に応答して、補間制御値３６２（
ＩＣＶ）と、上述の象限選択信号３６４（ＱＳ）とを生成する。象限選択信号３６４は、
除数乗算された位相角Ｎ＊Ａが収まる、基準クロックサイクルの象限（すなわち、Ｑ０：
０°〜９０°、Ｑ１：９０°〜１８０°、Ｑ２：１８０°〜２７０°、Ｑ３：２７０°〜
０°）を指示し、したがって、対応する除数乗算された位相ベクトルのソースとなるよう
に選択されてもよい混合位相補間器３６３を指示する。補間制御値３６２は、位相角Ｎ＊

10

Ａを有する除数乗算された位相ベクトルをもたらすように、リーディングおよびトレーリ
ングの基準位相ベクトル間の補間を必要に応じて制御するために、混合位相補間器３６３
に供給される。所与の混合位相補間器３６３内で、入力される補間制御値ＩＣＶはトレー
リング位相ベクトルに適用され、そのコンプリメント／ＩＣＶはリーディング位相ベクト
ルに適用される（ＩＣＶと／ＩＣＶの合計は所定の定数である）。
【００３７】
位相角−Ａは、３６０°位相図内での、位相角Ａの鏡映であるため、除数乗算された位
相角Ｎ＊（−Ａ）は、位相角Ｎ＊Ａの象限に対して所定の関係を有する象限内に収まる。
すなわち、Ｎ＊Ａが象限Ｑｘ内に収まる場合（ｘ＝０、１、２、または３）、Ｎ＊（−Ａ
）は象限Ｑ（３−ｘ）内に収まる。さらに、位相角−Ａは、（リーディング位相ベクトル

20

からトレーリング位相ベクトルへの位相オフセットを表す角度Ａとは対照的に）トレーリ
ング位相ベクトルからリーディング位相ベクトルへのオフセットを表すため、位相角Ｎ＊
（−Ａ）を有する除数乗算された位相ベクトルのソースとなるように選択される混合位相
補間器内の補間制御値の値は、位相角Ｎ＊Ａを有する位相ベクトルのソースとなるように
選択される混合位相補間器内で適用される補間制御値のコンプリメントである。除数乗算
された位相角Ｎ＊ＡおよびＮ＊（−Ａ）は、反対の象限ペアＱ１：Ｑ２およびＱ３：Ｑ４
内に収まる（すなわち、Ｎ＊ＡがペアＱ１：Ｑ２内に収まる場合、Ｎ＊（−Ａ）はペアＱ
３：Ｑ４内に収まり、その逆も同様である）ということを認識すれば、象限ペアＱ３：Ｑ
４に対応する混合位相補間器３６３３および３６３４に供給される補間制御値のコンプリ
メントをとることによって、角度Ｎ＊ＡおよびＮ＊（−Ａ）を有する除数乗算された位相
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ベクトルを生成するために使用される２つの混合位相補間器は、コンプリメンタリな補間
制御値３６２を受信することが保証されてもよいということになる。したがって、図９の
実施形態では、インバータ３６５が、混合位相補間器３６３３および３６３４に供給され
る補間制御値のコンプリメントをとるために提供され、また、以下で説明するように、レ
ート制御ロジック３６７は、角度Ｎ＊Ａが基準クロックサイクルの象限Ｑ３またはＱ４内
に収まる場合を判定し、応答として、補間制御値３６２のコンプリメントをとるための回
路を含む（それにより、混合位相補間器３６３１および３６３２（これらのうちの一方が
位相角Ｎ＊（−Ａ）を有する除数乗算された位相ベクトルを生成するために使用される）
がコンプリメント補間制御値を受信し、混合位相補間器３６３３および３６３４が非コン
プリメント補間制御値を受信するようになる）。この配置によって、除数乗算された位相

40

角Ｎ＊ＡおよびＮ＊（−Ａ）を有する補間された位相ベクトルを生成するために、コンプ
リメントおよび非コンプリメントの補間制御値が、選択された混合位相補間器に提供され
てもよい。そのような除数乗算された位相ベクトルを受信するように結合された分割回路
３７１は、次に、Ｎによって分周して、位相角Ａおよび−Ａを有する位相ベクトルと、位
相角１８０°＋Ａおよび１８０°−Ａを有するコンプリメンタリ位相ベクトルとを生成し
、それにより、可変位相出力クロック信号としてセレクタ回路３５９により出力される位
相ベクトルの組を完成させてもよい。
【００３８】
図１１は、図９のレート制御ロジック３６７を実装するために使用されてもよい論理回
路の実施形態４５０を示す。論理回路４５０は、レート選択信号２５８（ＲＳ）と位相オ
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フセット信号３６０（ＰＯ）とを入力として受信するように結合され、また、乗算回路４
５１と排他的ＯＲゲート４５３とを含む。図示されている特定の実施形態では、レート選
択信号２５８は、除数値１（ＲＳ＝００）、２（ＲＳ＝０１）、４（ＲＳ＝１０）、また
は８（ＲＳ＝１１）を指定する、符号化された２ビットの信号ＲＳ［１：０］であり、位
相オフセット信号３６０は、位相角を、０°と９０°との間で（すなわち、より正確には
、０°と９０°＊（１２７／１２８）との間で）、９０°／１２８刻みで指定する、７ビ
ットの信号ＰＯ［６：０］である。したがって、値０００００００ｂ（「ｂ」は２進表記
を示す）は０°の位相オフセットを示し、値００００００１ｂは９０°／１２８の位相オ
フセットを示し、値０００００１０ｂは９０°＊（２／１２８）の位相オフセットを示し
、以下、９０°＊（１２７／１２８）の位相オフセットを示す１１１１１１１ｂまで同様

10

となる。図１１の実施形態で、乗算器４５１は、位相オフセット信号３６０を、レート選
択信号２５８の数値に等しいビット数だけ左にシフトする、シフト回路である。左へのビ
ットごとの各シフトは、示された位相オフセットを２によって効果的に乗算するため、乗
算器４５１は、レート選択信号によって示された除数に従って、１、２、４、または８に
よって乗算された入力位相オフセット信号３６０を表す、乗算された位相オフセット信号
４５２（ＭＰＯ）を出力する。したがって、乗算された位相オフセット信号４５２は、入
力される位相オフセット信号３６０とレート選択信号２５８とによって示される、除数乗
算された位相角Ｎ＊Ａとして見られてもよい。一実施形態では、乗算された位相オフセッ
ト信号は、モジュロ５１２除算を実現するために９ビット（ＭＰＯ［８：０］）に制限さ
れ、それにより、所望される除数乗算された位相ベクトル（すなわち、除数乗算された位
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相角によって示される除数乗算された位相ベクトル）は、単一の基準クロックサイクル内
の４つの象限のうちの１つに効果的に制限される。
【００３９】
乗算された位相オフセットの２つの最上位ビットＭＰＯ［８：７］は、論理回路３６４
から、象限選択信号３６４として出力され、そのようなビットは、所望される除数乗算さ
れた位相ベクトルが収まる、基準クロックサイクルの象限を示す。すなわち、象限選択信
号３６４が「１１」の場合、除数乗算された位相オフセットは、２７０°と０°との間の
位相角（Ｑ３）を表す。象限選択信号３６４が「１０」の場合、除数乗算された位相オフ
セットは、１８０°と２７０°との間の位相角（Ｑ２）を表す。象限選択信号３６４が「
０１」の場合、除数乗算された位相オフセットは、９０°と１８０°との間の位相角（Ｑ
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１）を表す。最後に、象限選択信号３６４が「００」の場合、除数乗算された位相オフセ

ットは、０°と９０°との間の位相角（Ｑ０）を表す。
【００４０】
乗算された位相オフセットの最下位の７ビットＭＰＯ［６：０］は、象限選択により示
された象限内での位相角のオフセットを示し、したがって、補間制御値３６２として論理
回路４５０から出力されてもよい。乗算された位相オフセットが、１８０°以上の、除数
乗算された位相角（すなわち、基準クロックサイクルの象限Ｑ２またはＱ３内に収まる位
相角）に一致する場合、図９の補間器３６３３および３６３４のうちの１つが、対応する
除数乗算された位相ベクトルを生成するために選択される。したがって、乗算された位相
オフセットのビット８（ＭＰＯ［８］）（１８０°以上の除数乗算された位相角に対応す
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る、乗算された位相オフセット信号の場合、ハイになる）は、論理回路４５０によって出
力される補間制御値を反転させるために、排他的ＯＲゲート４５３（これは、それぞれの
第１入力がＭＰＯ［８］を受信するように結合され、第２入力がＭＰＯ［６］〜ＭＰＯ［
０］の各ビットを受信するように接続された、７つの排他的ＯＲゲートのバンクであって
もよい）の第１入力に供給され、それにより、図９のインバータ３６５の効果が取り消さ
れ、非コンプリメント補間制御値３６２が混合位相補間器３６３３および３６３４に、コ
ンプリメント補間制御値３６２が混合位相補間器３６３１および３６３２に送付される。
【００４１】
代替実施形態では、論理回路４５０に多数の変更が加えられてもよいことに留意すべき
である。例えば、レート選択信号２５８および／または位相オフセット信号３６０は、構

50

(20)

JP 5191231 B2 2013.5.8

成要素となるビットを、より多く、またはより少なく有してもよい。さらに、位相オフセ
ット信号は、所望の位相オフセットを数値的に示す代わりに、位相オフセットのテーブル
から位相オフセットの所定の番号のうちの１つを選択する選択信号であってもよい。その
ような実施形態では、補間制御値が表にまとめられ、位相オフセット選択およびレート選
択信号に応答して、表から出力されてもよい。より一般的には、補間制御値と象限選択信
号（または、所望の除数乗算された位相ベクトルのソースを示すその他の信号）とを生成
することが可能な任意の回路が、代替実施形態で、論理回路４５０の代わりに使用されて
もよい。
【００４２】
図１２は、図９の混合位相補間器３６３１〜３６３３を実装するために使用されてもよ

10

い、補間器の実施形態４７０を示す。補間器４７０は、第１の位相ベクトル入力において
差動基準位相ベクトルＶＡを受信し、第２の位相ベクトル入力において差動基準位相ベク
トルＶＢを受信するように結合された、差動増幅器４７３１および４７３２を含む。増幅
器４７３１および４７３２の差動出力は、共通に接続されて差動出力ポートを形成し、図
１２の実施形態では、抵抗素子Ｒのペアによってプルアップされる。抵抗素子Ｒは、抵抗
器として示されているが、代替実施形態では、受動または能動の負荷素子であってもよい
。
【００４３】
差動増幅器４７３１、４７３２のそれぞれは、ソース端子が共通でバイアス回路４７５
１、４７５２に接続された、トランジスタのペア４７７１、４７７２を含む。トランジス

20

タ４７７のドレイン端子は、差動増幅器出力を構成し、トランジスタ４７７のゲート端子
は、差動位相ベクトルのコンプリメントおよび非コンプリメント成分を受信するように結
合される。バイアス回路４７５１および４７５２は、それぞれ、入力される補間制御値３
６２およびコンプリメント補間制御値４７４に従って、差動増幅器４７３１および４７３
２内のそれぞれのバイアス電流（すなわち、対応するトランジスタペア４７７のソース端

子からグラウンドへの）を確立する。一実施形態では、バイアス回路４７５１、４７５２
のそれぞれは、補間制御値の各ビットを受信するように結合されたゲート端子を有する、
２進加重される１組のトランジスタ（または、効果的な２進加重を実現するために連動さ
れる複数組のトランジスタ）によって実装される。すなわち、第１のトランジスタは、ト
ランジスタペア４７７とグラウンドとの間に結合され、ビットＩＣＶ［０］を受信するよ
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うに結合されたゲート端子を有し、ＩＣＶ［０］がハイの場合は電流ＩＲＥＦを導通し、
第２のトランジスタ（またはトランジスタのペア）は、第１のトランジスタと並列に結合
され、ＩＣＶ［１］がハイの場合は電流２＊ＩＲＥＦを導通し、以下、ビットＩＣＶ［Ｋ
−１］がハイの場合に電流２Ｋ−１＊ＩＲＥＦを導通する最後のトランジスタ（またはト
ランジスタのグループ）まで同様となる（Ｋは、補間制御値内の構成要素となるビットの
数）。インバータ４７１は、差動増幅器４７３１に提供される補間制御値のコンプリメン
トをとるために提供され、それにより、バイアス電流ＩＣＶ＊ＩＲＥＦがバイアス回路４
７５２内で生成される場合、バイアス電流ＩＭＡＸ−（ＩＣＶ＊ＩＲＥＦ）がバイアス回
路４７５１内で生成されるようになる（ＩＭＡＸは、いずれかのバイアス回路によって生
成される最大バイアス電流（例えば、ＩＲＥＦ＊２Ｋ−１））。バイアス回路４７５１お
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よび４７５２によって生成されるバイアス電流の合計はＩＭＡＸになるため、補間制御値
３６２の値を増加または減少させることの効果は、バイアス回路４７５２によって導かれ
る電流が増加または減少し、それに対応して、バイアス回路４７５１によって導かれる電
流が減少または増加するということである。さらに、差動増幅器４７３１および４７３２
の出力ノードは、抵抗プルアップ素子Ｒに共通に接続されるため、差動増幅器４７３１お
よび４７３２に供給される差動クロック信号は、補間制御値３６２およびコンプリメント
補間制御値４７４に従って効果的に位相混合される。すなわち、補間制御値３６２が最小
値（例えば、０）の場合、ＩＭＡＸが差動増幅器４７３１のトランジスタペア４７７１を
通して流れ、また、０または無視できるほど小さな電流が差動増幅器４７３２を通して流
れ、それにより、入力ベクトルＶＡと名目上位相が整列した（すなわち、ＶＡと位相が整
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列しているが、差動増幅器４７３１の伝搬遅延によって位相オフセットされた）補間され
た位相ベクトルがもたらされる。補間制御値３６２が最大値（例えば、すべて「１」）の
場合、ＩＭＡＸが差動増幅器４７３２を通して流れ、また、０または無視できるほど小さ
な電流が差動増幅器４７３１を通して流れ、それにより、入力ベクトルＶＢと名目上位相
が整列した、補間された位相ベクトルがもたらされる。補間制御値３６２が、最大値と最
小値との間である場合、補間器４７０によって生成される補間された位相ベクトルは、リ
ーディング基準位相ベクトルＶＡの初期部分の間、減少したスルーレートを示し、それに
続いて、トレーリングベクトルＶＢの立ち上がり開始時には、増加したスルーレートを示
し、減少したスルーレートは、中点遷移を、したがって、結果として生じる補間された位
相ベクトルの位相角を遅らせる。それにより、補間制御値３６２が最小値から最大値に徐

10

々に増加されるにつれて、結果として生じる補間された位相ベクトルは、徐々に遅らされ
たスルーレートを、したがって、徐々に増加された位相角を示すようになる。
【００４４】
代替実施形態では、図１２の補間器４７０に多数の変更が加えられてもよいことに留意
すべきである。例えば、一実施形態では、追加の差動結合されたトランジスタペア４７７
が、トランジスタペア４７７１と並列に結合されて、一致するソース、ドレイン、および
ゲート接続（すなわち、入力ベクトルＶＡを受信するように結合されたゲート端子と、補
間器出力ノードに結合されたドレイン端子と、トランジスタ４７７１のソース端子と共通
に結合されたソース端子と）を有し、追加の差動結合されたトランジスタペアが、トラン
ジスタペア４７７２と並列に、同様に結合される。差動増幅器によって導かれる電流を入

20

力ベクトル周波数の関数として増加するために、追加のトランジスタペアは、レート選択
信号２５８に従って選択的に有効にされ、それにより、リーディングとトレーリングの入
力位相ベクトル間の、所望の時間的オーバーラップが実現される。他の実施形態では、図
９の固定位相補間器３６１１〜３６１４を実装するために、補間制御値は固定されてもよ
い。より一般的には、固定された補間制御値、または補間制御値３６２に従って、入力ベ
クトルＶＡおよびＶＢを位相混合することによって、補間された出力ベクトルを生成する
ことが可能な任意の回路が、代替実施形態で、補間された位相ベクトルを生成するために
使用されてもよい。
【００４５】
図１３は、一実施形態による、図９のセレクタ回路３５９の動作を示す表５００である
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。図９に関連して説明したように、セレクタ回路は、表５００にＣＬＫ０、ＣＬＫ９０、
ＣＬＫ１８０、ＣＬＫ２７０として示す、４つの固定位相出力クロック信号と、表５００
にＣＬＫ０−９０、ＣＬＫ９０−１８０、ＣＬＫ１８０−２７０、およびＣＬＫ２７０−
０として示す、４つの混合位相出力クロック信号とを出力する。代替実施形態では、より

多くの、またはより少ないクロック信号が、セレクタ回路３５９によって出力されてもよ
い。表５００によって示される実施形態では、セレクタ回路３５９は、レート選択信号２
５８の状態に従って、図９の周波数分割器バンク３５７内の周波数分割回路３７１１、３
７１３、３７１５、および３７１７から、固定位相出力クロック信号を選択する。すなわ
ち、レート選択信号２５８がユニティ周波数Ｆを示す場合、周波数Ｆと、０°、９０°、
１８０°、および２７０°の位相角とを有する位相ベクトルが、それぞれ、分割回路３７
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１１、３７１３、３７１５、および３７１７から（および、したがって、補間器３６１１
〜３６１４から）選択され、セレクタ回路の固定位相クロック信号出力ＣＬＫ０、ＣＬＫ
９０、ＣＬＫ１８０、ＣＬＫ２７０において出力される。同様に、周波数Ｆと、可変位相

角Ａ（０°〜９０°）、−Ａ（２７０°〜０°）、１８０°＋Ａ（１８０°〜２７０°）
、および１８０°−Ａ（９０°〜１８０°）とを有する位相ベクトルが、それぞれ、可変
位相クロック信号出力ＣＬＫ０−９０、ＣＬＫ２７０−０、ＣＬＫ１８０−２７０、およ
びＣＬＫ９０−１８０において出力される。用語に関して説明すると、表５００の出力ク
ロック列内の各エントリは、ユニティ位相ベクトルとして出力される位相ベクトルまたは
周波数分割される位相ベクトルの、ソースとなる補間器を、補間された位相ベクトルの番
号によって示し（すなわち、Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、およびＶ４は、固定位相補間器３６１１
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〜３６１３によって生成される補間された位相ベクトル、Ｖ１２、Ｖ２３、Ｖ３４、およ
びＶ４１は、混合位相補間器３６３１〜３６３４によって生成される補間された位相ベク
トル）、また、出力クロック信号の周波数を、添え字Ｆ、Ｆ／２、Ｆ／４、またはＦ／８
によって示す。したがって、表５００の第１行では、補間された位相ベクトルＶ１Ｆ、Ｖ
２Ｆ、Ｖ３Ｆ、およびＶ４Ｆが、それぞれ、固定位相クロック信号出力ＣＬＫ０、ＣＬＫ
９０、ＣＬＫ１８０、ＣＬＫ２７０において出力され、補間された位相ベクトルＶ１２Ｆ

、Ｖ４１Ｆ、／Ｖ１２Ｆ、および／Ｖ４１Ｆが、それぞれ、可変位相クロック信号出力Ｃ
ＬＫ０−９０、ＣＬＫ２７０−０、ＣＬＫ１８０−２７０、およびＣＬＫ９０−１８０に
おいて出力される。
【００４６】

10

表５００の固定位相出力クロック信号列の記入について説明すると、レート選択信号が
１／２分周出力クロック周波数Ｆ／２を示す場合、周波数Ｆ／２と、０°および１８０°
の位相角とを有する固定位相ベクトルＶ１およびＶ３が、補間器３６１１から選択され、
周波数分割回路３７１１および３７１５内で２によって分周されて、０°および９０°の
Ｆ／２出力クロック信号と、それらの１８０°および２７０°コンプリメントが生成され
る。すなわち、位相ベクトルＶ１Ｆ／２（０）、Ｖ３Ｆ／２（９０）（添え字Ｆ／２（０
）およびＦ／２（９０）は、それぞれ、周波数分割回路３７１１および３７１５によって
生成される０°および９０°のＦ／２位相ベクトルを示す）、／Ｖ１Ｆ／２（０）、およ
び／Ｖ３Ｆ／２（９０）が、それぞれ、固定位相出力クロック信号ＣＬＫ０、ＣＬＫ９０
、ＣＬＫ１８０、ＣＬＫ２７０として出力される。レート選択信号が１／４分周出力クロ

20

ック周波数Ｆ／４を示す場合、固定位相ベクトルＶ１Ｆ／４（０）およびＶ１Ｆ／４（９
０）が、固定位相出力クロック信号ＣＬＫ０およびＣＬＫ９０として出力され、それらの

コンプリメント／Ｖ１Ｆ／４（０）および／Ｖ１Ｆ／４（９０）が、固定位相出力クロッ
ク信号ＣＬＫ１８０およびＣＬＫ２７０として出力される。同様に、レート選択信号が１
／８分周出力クロック周波数Ｆ／８を示す場合、固定位相ベクトルＶ１Ｆ／８（０）およ
びＶ１Ｆ／８（９０）が、固定位相出力クロック信号ＣＬＫ０およびＣＬＫ９０として出
力され、それらのコンプリメント／Ｖ１Ｆ／８（０）および／Ｖ１Ｆ／８（９０）が、固
定位相出力クロック信号ＣＬＫ１８０およびＣＬＫ２７０として出力される。
【００４７】
混合位相出力クロック信号ＣＬＫ０−９０、ＣＬＫ９０−１８０、ＣＬＫ１８０−２７
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０、およびＣＬＫ２７０−０は、レート選択信号と象限選択信号とによって示される、除
数乗算された位相角に基づいて、それぞれの周波数分割回路から選択される。したがって
、レート選択信号がユニティ周波数Ｆを示す場合、補間器３６３１内で適用される補間制
御値に従って０°と９０°との間の位相角（すなわち、位相角＋Ａ）を有する、周波数分
割回路３７１２によって生成されるユニティ位相ベクトルが、可変位相クロック信号ＣＬ
Ｋ０−９０として出力される。同様に、補間器３６３４内で適用されるコンプリメント補
間制御値に従って２７０°と０°との間の位相角（すなわち、位相角−Ａ）を有する、周
波数分割回路３７１８によって生成されるユニティ位相ベクトルが、可変位相クロック信
号ＣＬＫ２７０−０として出力される。位相角１８０°＋Ａおよび１８０°−Ａを有する
出力クロック信号は、ＣＬＫ０−９０およびＣＬＫ２７０−０クロック信号のコンプリメ
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ントであるため、セレクタ回路は、ＣＬＫ０−９０およびＣＬＫ２７０−０として出力さ
れるクロック信号のコンプリメントを、それぞれ、ＣＬＫ１８０−２７０およびＣＬＫ９
０−１８０クロック信号であるとして選択する。この対応関係は、図１３の表５００全体

を通して維持され、その理由は、ＣＬＫ１８０−２７０として出力されるように選択され
るユニティ位相ベクトルまたは周波数分割された位相ベクトルは、ＣＬＫ０−９０として
出力されるように選択される位相ベクトルのコンプリメントであり、ＣＬＫ９０−１８０
として出力されるように選択されるユニティ位相ベクトルまたは周波数分割された位相ベ
クトルは、ＣＬＫ２７０−０として出力されるように選択される位相ベクトルのコンプリ
メントであるためである。
【００４８】
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図１３をさらに参照すると、レート選択信号がＦ／２周波数の選択を示す場合、出力ク
ロック信号ＣＬＫ０−９０の生成に使用される除数乗算された位相ベクトルは、選択され
る位相オフセットが４５°よりも大きいか、または小さいかによって、基準クロックサイ
クルの第１象限または第２象限のいずれかに収まる。したがって、象限選択信号が、除数
乗算された位相ベクトルが０°〜９０°に収まることを示す場合（すなわち、ＱＳ［１：
０］＝００）、周波数分割回路３７１２によって（すなわち、補間された位相ベクトルＶ
１２を周波数分割することによって）生成されるＦ／２位相ベクトルが、クロック信号Ｃ
ＬＫ０−９０として出力されるように選択される。象限選択信号が、除数乗算された位相
ベクトルが９０°〜１８０°に収まることを示す場合（すなわち、ＱＳ［１：０］＝０１
）、周波数分割回路３７１４によって（すなわち、補間された位相ベクトルＶ２３を周波

10

数分割することによって）生成されるＦ／２位相ベクトルが、クロック信号ＣＬＫ０−９
０として出力されるように選択される。出力クロック信号ＣＬＫ２７０−０は、同様に、

選択される位相オフセットに従って基準クロック信号の第４または第３象限のいずれかに
収まるため、周波数分割回路３７１８によって、または周波数分割回路３７１６によって
生成されるＦ／２位相ベクトルのいずれか（補間された位相ベクトルＶ４１およびＶ３４
にそれぞれ対応する）が、象限選択信号の状態に依存して、クロック信号ＣＬＫ２７０−
０として出力されるように選択される。

【００４９】
レート選択信号がＦ／４周波数の選択を示す場合、クロック信号ＣＬＫ０−９０の生成
に使用される除数乗算された位相ベクトルは、選択される位相オフセットに依存して、基

20

準クロックサイクルの第１、第２、第３、または第４象限のいずれかに収まる。同様に、
クロック信号ＣＬＫ２７０−０の生成に使用される除数乗算された位相ベクトルは、選択
される位相オフセットに依存して、基準クロックサイクルの第４、第３、第２、または第
１象限のいずれかに収まる。したがって、象限選択信号が、クロック信号ＣＬＫ０−９０
に対応する除数乗算された位相ベクトルが０°〜９０°に収まることを示す場合、周波数
分割回路３７１２および３７１８によって（すなわち、補間器３６３１および３６３４に
よって生成される補間されたベクトルＶ１２およびＶ４１を周波数分割することによって
）生成されるＦ／４位相ベクトルが、それぞれ、出力クロック信号ＣＬＫ０−９０および
ＣＬＫ２７０−０となるように選択される。象限選択信号が、ＣＬＫ０−９０クロック信
号に対応する除数乗算された位相ベクトルが９０°〜１８０°に収まることを示す場合、

30

周波数分割回路３７１４および３７１６によって（すなわち、補間器３６３２および３６
３３によって生成される補間されたベクトルＶ２３およびＶ３４を周波数分割することに
よって）生成されるＦ／４位相ベクトルが、それぞれ、出力クロック信号ＣＬＫ０−９０
およびＣＬＫ２７０−０となるように選択される。象限選択信号が、ＣＬＫ０−９０クロ
ック信号に対応する除数乗算された位相ベクトルが１８０°〜２７０°に収まることを示
す場合（すなわち、ＱＳ［１：０］＝１０）、周波数分割回路３７１６および３７１４に
よって（すなわち、補間されたベクトルＶ３４およびＶ２３を周波数分割することによっ
て）生成されるＦ／４位相ベクトルが、それぞれ、出力クロック信号ＣＬＫ０−９０およ
びＣＬＫ２７０−０となるように選択される。最後に、象限選択信号が、ＣＬＫ０−９０
クロック信号に対応する除数乗算された位相ベクトルが２７０°〜０°に収まることを示

40

す場合（すなわち、ＱＳ［１：０］＝１１）、周波数分割回路３７１８および３７１２に
よって（すなわち、補間されたベクトルＶ４１およびＶ１２を周波数分割することによっ
て）生成されるＦ／４位相ベクトルが、それぞれ、出力クロック信号ＣＬＫ０−９０およ
びＣＬＫ２７０−０となるように選択される。
【００５０】
レート選択信号がＦ／８周波数の選択を示す場合、クロック信号ＣＬＫ０−９０の生成
に使用される除数乗算された位相ベクトルは、選択される位相オフセットに依存して、基
準クロックサイクルの第１、第２、第３、または第４象限のいずれかに収まる。同様に、
クロック信号ＣＬＫ２７０−０の生成に使用される除数乗算された位相ベクトルは、選択
される位相オフセットに依存して、基準クロックサイクルの第４、第３、第２、または第
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１象限のいずれかに収まる。したがって、象限選択信号が、クロック信号ＣＬＫ０−９０
に対応する除数乗算された位相ベクトルが０°〜９０°に収まることを示す場合、周波数
分割回路３７１２および３７１８によって（すなわち、補間器３６３１および３６３４に
よって生成される補間されたベクトルＶ１２およびＶ４１を周波数分割することによって
）生成されるＦ／８位相ベクトルが、それぞれ、出力クロック信号ＣＬＫ０−９０および
ＣＬＫ２７０−０となるように選択される。象限選択信号が、ＣＬＫ０−９０クロック信
号に対応する除数乗算された位相ベクトルが９０°〜１８０°に収まることを示す場合、
周波数分割回路３７１４および３７１６によって（すなわち、補間器３６３２および３６
３３によって生成される補間されたベクトルＶ２３およびＶ３４を周波数分割することに
よって）生成されるＦ／８位相ベクトルが、それぞれ、出力クロック信号ＣＬＫ０−９０

10

およびＣＬＫ２７０−０となるように選択される。象限選択信号が、ＣＬＫ０−９０クロ
ック信号に対応する除数乗算された位相ベクトルが１８０°〜２７０°に収まることを示
す場合（すなわち、ＱＳ［１：０］＝１０）、周波数分割回路３７１６および３７１４に
よって（すなわち、補間されたベクトルＶ３４およびＶ２３を周波数分割することによっ
て）生成されるＦ／８位相ベクトルが、それぞれ、出力クロック信号ＣＬＫ０−９０およ
びＣＬＫ２７０−０となるように選択される。最後に、象限選択信号が、ＣＬＫ０−９０
クロック信号に対応する除数乗算された位相ベクトルが２７０°〜０°に収まることを示
す場合（すなわち、ＱＳ［１：０］＝１１）、周波数分割回路３７１８および３７１２に
よって（すなわち、補間されたベクトルＶ４１およびＶ１２を周波数分割することによっ
て）生成されるＦ／８位相ベクトルが、それぞれ、出力クロック信号ＣＬＫ０−９０およ

20

びＣＬＫ２７０−０となるように選択される。
【００５１】
スケーリングされた複製遅延素子を使用した位相ベクトルの生成
図１４は、位相ベクトル発生器の実施形態５５０を示し、この内部では、一次位相ベク
トルが、スケーリングされた遅延素子を通して伝搬し、本例では反転して、二次位相ベク
トルが生成される。この動作によって、二次位相ベクトルが補間器なしで生成されてもよ
く、それにより、図６の混合位相および固定位相補間器が不要になる。図示されている特
定の例では、２つの直列に結合された遅延素子５５２（それぞれは、基準ループ周波数に
おける６０°位相遅延に対応する伝搬遅延を導入する（すなわち、６０°遅延素子））が
、０°一次位相ベクトルを受信するように結合され、したがって、１２０°二次位相ベク

30

トル、すなわち、０°一次位相ベクトルを基準として１２０°遅らされた位相ベクトルを
出力する。２つの直列に結合された遅延素子５５２は、同様に、１８０°一次位相ベクト
ルを受信するように結合され、したがって、３００°二次位相ベクトルを出力する。２つ
の直列に結合された７５°遅延素子５５４は、９０°一次位相ベクトルを受信するように
結合され、２４０°二次位相ベクトル（９０°＋７５°＋７５°）を出力し、また、２つ
の直列に結合された７５°遅延素子５５４は、さらに、２７０°一次位相ベクトルを受信
するように結合され、したがって、６０°二次位相ベクトル（２７０°＋７５°＋７５°
ｍｏｄ

３６０°）を出力する。他の位相を有する二次位相ベクトルが、他の遅延素子

を使用して、および／または、遅延素子５５２と５５４との他の組み合わせを使用して生
40

成されてもよい。
【００５２】
図示されている特定の例では、基準ループのリング発振器内の遅延素子を通した遅延を
制御するために使用される遅延制御信号５５５（ＤＣＴＬ）とともに、０°、９０°、１
８０°、および２７０°の一次位相ベクトルが基準ループから提供される。この配置によ
って、温度、電圧、またはその他の環境条件の変化を補償するために、（例えば、位相ロ
ックループ、遅延ロックループ、または類似した回路内の）基準ループによって遅延制御
信号が調節されるにつれて、結果として生じる、基準ループ内の遅延素子の伝搬遅延調節
は、位相ベクトル発生器５５０のスケーリングされた遅延素子５５２および５５４内にも
適用される。図１５は、例えば、０°、９０°、１８０°、および２７０°の位相ベクト
ルを生成するためのＰＬＬ

５５８を示し、また、位相ベクトル発生器５５０とおおむね
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同じ方法で動作する位相ベクトル発生器５６０と、ＰＬＬ
図示されているように、ＰＬＬ

５５８との相互接続も示す。

５５８は、電圧制御発振器５６７（ＶＣＯ）と、分周器

５６９と、位相検出器５６１と、電荷ポンプ５６３と、電荷蓄積素子５６５と、緩衝器５
６６とを含む。ＶＣＯ

５６７は、交差結合された遅延素子５７１ａおよび５７１ｂのペ

アの形態の、リング発振器によって実装されるが、他の実施形態では、代替のタイプの電
圧制御発振器が使用されてもよい。差動信号が、両方のインバータ５７１ａおよび５７１
ｂを通して伝搬して、インバータ５７１ａの入力に戻るために要する時間が、基準クロッ
ク信号の１８０度の間隔（すなわち、インバータ５７１の入力における立ち上がりエッジ
と立ち下がりエッジとの間の時間）を定義するため、各インバータ５７１は１／４サイク
ルの遅延（すなわち、９０°の遅延）を導入し、したがって、２つの差動インバータ５７

10

１ａ、５７１ｂの４つの出力は、０°、９０°、１８０°、および２７０°の一次位相ベ
クトルを構成することになり、または、それらの一次位相ベクトルを生成するために使用
されてもよいということになる。さらに、ＶＣＯ

５６７は、差動インバータ５７１ａ、

５７１ｂを通した伝搬遅延によって決定される周波数で発振するため、インバータの伝搬
遅延を増加または減少させて、それにより、基準ループ周波数の対応する増加または減少
をもたらすために、差動インバータ５７１ａ、５７１ｂの出力スルーレートが増加または
減少させられてもよい。
【００５３】
図示されている例示的実施形態では、分周期５６９は、ＶＣＯ

５６７から０°位相ベ

クトル（またはその緩衝されたバージョン）を受信し、０°位相ベクトルを周波数分割し

20

て、基準クロック５６２（ＲｅｆＣｌｋ）の周波数に名目上一致した位相ベクトル５７０
を生成する。基準クロック５６２と周波数分割された位相ベクトル５７０とは位相検出器
５６１に供給され、位相検出器５６１は、位相ベクトル５７０のベクトルが基準クロック
信号５６２よりも進んでいるか遅れているかを示す、位相前進信号５６４を電荷ポンプ５
６３に出力する。位相前進信号が、位相ベクトル５７０が基準クロック信号５６２よりも
遅れていることを示す場合、電荷ポンプ５６３は電荷蓄積素子５６５にパルスを送ってそ
の電圧レベルを増加し、それにより、遅延制御信号５５５のレベルを増加する。遅延制御
信号５５５は、次に、差動インバータ５７１のスルーレートを制御するために使用され、
したがって、増加された場合、差動インバータ５７１を通した遅延を短縮し、基準ループ
５５８の発振周波数を増加する。

30

【００５４】
一実施形態では、遅延制御信号５５５は、差動インバータ５７１にバイアスをかけて所
望のスルーレートを実現するために使用される電流である（すなわち、緩衝器５６６は電
圧−電流変換を実行する）。代替実施形態では、遅延制御信号５５５は、差動インバータ
５７１の出力スルーレートを、電力の供給またはその他の方法で制御するために使用され
る電圧であってもよい（例えば、緩衝器５６６は、電圧フォロワまたはその他の緩衝器で
あってもよく、あるいはすべて省略されてもよい）。いずれの場合も、遅延制御信号５５
５は、位相ベクトル発生器５６０に提供されて、差動インバータ５７２および５７４の出
力スルーレートを、基準ループ内の差動インバータ５７１と同じ方法で制御するために使
用される。この配置によって、また、差動インバータ５７２および５７４内の構成要素を

40

スケーリングして、差動インバータ５７１を基準にした、スケーリングされた遅延を提供
することによって、差動インバータ５７２および５７４は、遅延制御信号５５５に応答し
て、ＶＣＯ

５６７内の差動インバータ５７１とともに調節される、スケーリングされた

遅延素子として働く。したがって、０°および１８０°の位相ベクトルは、それぞれ、２
つの差動６０°遅延素子（すなわち、図１５の実施形態内のスケーリングされた差動イン
バータ）によって遅延させられて、１２０°および３００°の位相ベクトルをもたらし、
９０°および２７０°の位相ベクトルは、それぞれ、２つの差動７５°遅延素子によって
遅延させられて、２４０°および６０°の位相ベクトルをもたらす。
【００５５】
図１６Ａ〜図１６Ｃは、図１５の素子５７１、５７２、および５７４を実装するために
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使用されてもよい例示的遅延素子５８５、５８７、および５８９を示す。最初に図１６Ａ
を参照すると、遅延素子５８５は、差動入力信号を受信するための入力ｉｎＮおよびｉｎ
Ｐと、逆並列接続されたインバータにより形成されるラッチ５９２のそれぞれのノードに
結合される出力とを有する、ドライバインバータ５９０のペアを含む。ラッチ５９２が最
初に第１の状態にあると仮定すると、差動入力信号の１つの安定状態から別の安定状態へ
の遷移は、インバータ５９０の出力の状態変化を引き起こし、それとともに、ラッチ５９
２は、逆並列接続されたインバータによって確立されるループ利得に従って、状態変化に
抵抗する。すなわち、ラッチ５９２のループ利得がより大きければ、状態変化への抵抗は
より大きくなり、したがって、状態変化のために要する時間はより長くなる。ラッチ５９
２のループ利得は、逆並列接続されたインバータ内のトランジスタのサイズ「ａ」（例え
ば、幅長比（ｗｉｄｔｈ−ｌｅｎｇｔｈ

10

ｒａｔｉｏ））をスケーリングすることによっ

て増加または減少させられてもよいため、遅延素子５８５の出力スルーレートの、対応し
た（ただし、必ずしも線形とは限らない）スケーリングが実現されてもよく、それにより
、スケーリングされた遅延が確立されてもよい。図１６Ｂを参照すると、例えば、遅延素
子５８５のラッチ５９２内のトランジスタの幅長比「ａ」よりも小さな幅長比「ｂ」を有
するトランジスタを使用したラッチ５９４を実装することによって、７５°遅延素子５８
７が実現される。比率ｂ／ａは、遅延素子５８５に比較した、遅延素子５７４を通した伝
搬時間の１／６の減少を提供するように選択され（すなわち、遅延素子５８５の出力にお
いて差動遷移がより迅速に反映されるように、出力スルーレートが増加され）、それによ
り７５°の差動遅延素子が提供される。図１６Ｃでは、幅長比「ｂ」よりも小さな幅長比

20

「ｃ」を有するトランジスタを使用したラッチ５９６を実装して、９０°遅延素子５８５
を基準にした、伝搬時間の１／３の減少を提供することによって、６０°差動遅延素子が
実現される。
【００５６】
図１６Ａ〜図１６Ｃをさらに参照すると、構成要素となるインバータ（すなわち、５９
０と、ラッチ５９２、５９４、および５９６内の逆並列接続されたインバータと）のそれ
ぞれ、またはその任意のサブセットは、図１５の遅延制御信号５５５によって、バイアス
の印加、電力の供給、またはその他の方法で制御されてもよく、それにより、９０°遅延
素子５８５の閉ループ制御を維持するために遅延制御信号が調節されるにつれて、スケー
リングされた６０°および７５°遅延素子の伝搬遅延の、対応する調節がもたらされても

30

よい。名目上のスケーリングされた伝搬遅延を実現するための構成要素スケーリングと、
フィードバックにより生成される遅延制御信号を使用した動的遅延制御との組み合わせを
通して、環境条件の変化（例えば、電圧および／または温度ドリフト）および工程の変動
に関わらず、正確な伝搬遅延を示す、スケーリングされた遅延素子が実現されてもよい。
さらに、スケーリングされた遅延素子は、位相ベクトル補間器よりも大幅に少ないトラン
ジスタを使用して実装されてもよく、また、消費電力がより少なく、クロックジッタの導
入もより少ない傾向があるため、スケーリングされた遅延素子は、より質の高いクロック
信号を生成し、それと同時に、製造および動作コストを低下させるために使用されてもよ
い。図１４および図１５の位相ベクトル発生器は、例えば、図６の混合位相補間器の代わ
りに使用して、遅延整合の目的のために提供される固定位相補間器を不要にし、それによ

40

り、電力とダイエリアをさらに節約するために使用されてもよい。
【００５７】
図１４を再び参照すると、多くの代替遅延素子配置が、二次位相ベクトルを生成するた
めに使用されてもよいことに留意すべきである。例えば、６０°および７５°の遅延素子
５５２、５５４のペアを使用するのではなく、１つの１２０°遅延素子（例えば、１２０
°の伝搬遅延を示すシングルまたは差動インバータ）が、１２０°および３００°位相ベ
クトルを生成するために、６０°遅延素子５５２の直列結合されたペアの代わりに使用さ
れてもよく、かつ／または、１つの１５０°遅延素子が、６０および２４０度位相ベクト
ルを生成するために、７５°遅延素子５５４の直列結合されたペアの代わりに使用されて
もよい。さらに、図１４に示す混合遅延素子配置の代わりに、すべてが同じ（または実質
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的に同じ）伝搬遅延を示す遅延素子の組み合わせが使用されてもよい。例えば、図１７Ａ
に示すように、６０°遅延素子５５２の直列結合されたペアは、４つの７５°遅延素子５
５４のそれぞれの組によって置き換えられて、３００°および１２０°の位相ベクトルが
生成されてもよい。あるいは、図１７Ｂに示すように、直列結合された６０°遅延素子５
５２の追加のペアが、１２０°位相ベクトルを受信するように結合され、また、直列結合
された６０°遅延素子５５２のもう１つの追加のペアが、３００°位相ベクトルを受信す
るように結合されて、それにより、２４０°および６０°位相ベクトルが生成され、図１
４の７５°遅延素子５５４は不要となるようにされてもよい。伝搬遅延の事実上あらゆる
組み合わせを表す、遅延素子のその他の多くの組み合わせが、二次位相ベクトルを生成す
るために、代替実施形態で使用されてもよい。例えば、図１７Ｂの実施形態で、６０°お

10

よび２４０°の位相ベクトルは、点線６０３および６０４で示されるように、１つの６０
°遅延素子５５２によって生成されてもよく、それにより、それ以外の場合にはそれらの
位相ベクトルを生成するために使用されていた、６０°遅延素子の追加のペアが不要とな
るようにされてもよい。さらに、上述したように、図１７Ａおよび図１７Ｂの実施形態で
は、６０°、１２０°、２４０°、および３００°の位相角を有する４つの二次位相ベク
トルが生成されるが、代替実施形態では、同じまたは異なる位相角を有する、より多くの
、またはより少ない二次位相ベクトルが生成されてもよい。
【００５８】
図１８Ａおよび図１８Ｂは、プログラマブルに選択される位相角を有する位相ベクトル
を生成するために使用されてもよい、可変遅延素子の例示的実施形態を示す。そのような
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遅延素子は、例えば、図９の混合位相補間器３６３の代わりに、選択可能な位相範囲を有
する位相ベクトルの生成を可能にするために使用されてもよく、また、位相較正操作にお
いて、二次位相ベクトルの位相角が較正されることを可能にするために使用されてもよい
。図１８Ａの実施形態では、可変遅延素子６１０は、デジタル−アナログ変換器６１１（
ＤＡＣ）と、ドライバインバータ５９０と、逆並列接続されたインバータ６１４により形
成されるラッチ６１２とを含む。ドライバインバータ５９０は、差動入力信号ｉｎＮおよ
びｉｎＰを受信するように結合された入力と、遅延素子の出力を形成するためにラッチ６
１２の各ノードに結合された出力とを有する。したがって、遅延素子６１０を通した合計
の伝搬遅延は、図１６Ａ〜図１６Ｃの遅延素子におけるのと同様に、逆並列接続されたイ
ンバータ６１４のループ利得の関数である。ＤＡＣ

６１１は、（例えば、プログラマブ

30

ルレジスタまたはその他の制御ソースから）ｍビットのトリム制御値ＴＣを受信し、応答
として、バイアス電圧のペアＶｂｎおよびＶｂｐを生成し、それらの電圧は、ラッチ６１
２のループ利得を制御するために、逆並列接続されたインバータ素子６１４に供給される
。この配置によって、トリム制御値が最小から最大値に増加されるにつれて、バイアス電
圧がそれに従って調節されて、ラッチ６１２のループ利得が最小から最大値に増加され、
それにより、ある範囲の遅延が遅延素子内で提供される。代替方法として、ＤＡＣは、遅
延素子６１０を通した所望の遅延を確立するために、インバータ６１４内の１つまたは複
数のバイアス電流を確立する、電流ＤＡＣであってもよい。
【００５９】
図１８Ｂの実施形態で、遅延素子６２０は、差動入力信号を受信するように結合され、

40

遅延素子の出力ノードを形成する出力を有する、ドライバインバータ５９０を含む。遅延
素子６２０の出力ノードの間に、１組のラッチ素子６２１０〜６２１ｍ−１が並列に結合
され、それぞれのラッチ素子６２１は、トリム制御信号ＴＣ［ｍ−１：０］のうちのそれ
ぞれ１つの状態に応じて、ラッチ状態またはトライステート条件のいずれかになる。例と
して、一実施形態では、ＴＣ［０］がローの場合、インバータ６２３は、トライステート
にされて、ラッチ素子６２１０をトライステート条件（すなわち、ドライバインバータ５
９０の出力間の開路として現れる）に設定し、したがって差動入力信号が１つの状態から
別の状態に遷移する際の状態変化に対して、無視できるほど小さな抵抗しか提供しない。
ＴＣ［０］がハイの場合、ラッチ素子６２１０は有効にされてドライバインバータ５９０
の出力状態をラッチし、したがって、状態変化にある程度の抵抗を提供する。この配置で
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は、さまざまなラッチ素子６２１０〜６２１ｍ−１は、ドライバインバータ５９０の出力
上の状態変化に対する合計抵抗を制御するために、また、したがって、遅延素子６２０を
通した合計の遅延を制御するために、さまざまなパターンで選択的にトライステートまた
は有効にされてもよい。個々のラッチ素子６２１は、重み付けされてもよく（例えば、ラ
ッチ素子６２１１は、有効にされた場合、ラッチ素子６２１０の２倍のインクリメンタル
遅延を提供し、ラッチ素子６２１２は、ラッチ素子６２１１の２倍のインクリメンタル遅
延を提供する、などとなるように、異なるサイズの構成要素を提供することによって２進
加重されてもよく）、かつ／または、所望の遅延範囲と分解能とを提供するために、必要
に応じてサーモメータ符号化されてもよい。より一般的には、遅延素子内の制御された伝
搬遅延を提供するために使用されてもよい、事実上いかなる回路配置でも、代替実施形態

10

で使用されてもよい。
【００６０】
自己整列クロック分割器
図１９は、周波数分割された、直角位相クロック信号を生成するために、図４および図
７の周波数分割回路の代わりに使用されてもよい、自己整列クロック分割器の実施形態６
４０を示す。クロック分割器は、平衡した、マスタ−スレーブフリップフロップ構成内で
相互に結合された、差動式の、トランスペアレントラッチ素子のペア６４１ａ、６４１ｂ
を含む。すなわち、ラッチ素子６４１ａの差動出力（ｑＰ、ｑＮ）は、ラッチ素子６４１
ｂの差動入力（ｄＰ、ｄＮ）に結合され、ラッチ素子６４１ｂの差動出力は、ラッチ素子
６４１ａの差動入力に交差結合される（すなわち、ｑＰはｄＮに結合され、ｑＮはｄＰに

20

結合される）。この配置によって、そして、周波数Ｆを有する差動クロック信号の各成分
クロック信号（例えば、図１９に示すように、Ｆ０およびＦ１８０）を使用して、ラッチ
素子６４１ａおよび６４１ｂのラッチイネーブル入力（ＬＥ）をクロック制御することに
よって、ラッチ素子６４１ａ、６４１ｂの差動出力は、周波数Ｆ／２で状態を変え、相互
に直交関係を示すようになる。したがって、ラッチ素子６４１ａの差動出力が０°および
１８０°の位相角（すなわち、Ｆ／２０およびＦ／２１８０）であるように指定された場
合、ラッチ素子６４１ｂの差動出力は、９０°および２７０°の位相角（すなわち、Ｆ／
２９０およびＦ／２２７０）を有する。図２０は、図１９のクロック分割器の動作を示す
タイミング図である。ラッチ素子６４１ａの差動出力（すなわち、Ｆ／２０およびＦ／２
１８０）が最初にハイ−ロー状態にあると仮定すると（すなわち、ｑＰ＝Ｈ、ｑＮ＝Ｌ）
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、Ｆ１８０クロック信号の立ち上がりエッジ６７１は、ラッチ素子６４１ｂが、時間６７
３および６７５においてＦ／２０およびＦ／２１８０信号をサンプリングすることを可能
にし、それにより、６７４および６７６において示されるＦ／２９０およびＦ／２２７０
の遷移が作られる。したがって、続いて起こるＦ０信号の立ち上がりエッジ６８１は、ラ
ッチ素子６４１ａを、時間６８３および６８５においてＦ／２２７０およびＦ／２９０信
号をサンプリングするようにトリガし、それにより、６８４および６８６において示され
るＦ／２０およびＦ／２１８０の遷移が生成される。ラッチ素子６４１ｂが、図２０に示
すロー−ハイ状態ではなく、ハイ−ロー状態で始動された場合、６７３および６７５にお
けるサンプリングは、ラッチ素子６４１ｂがハイ−ロー状態のままになることを引き起こ
し、それにより正しい直角位相Ｆ／２クロックが生成されることに留意されたい。同様に
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、ラッチ素子６４１ａが、ハイ−ロー状態ではなく、ロー−ハイ状態で始動された場合、
６７３および６７５におけるサンプリングは、６７４および６７６において示す状態遷移
とは反対の状態遷移を生成するが（すなわち、ラッチ素子６４１ｂがハイ−ロー状態で始
動されると仮定した場合）、それでもなお、正しい直角位相Ｆ／２クロックが生成される
。したがって、ラッチ素子６４１ａおよび６４１ｂの初期状態に関係なく、ラッチ素子６
４１ａ、６４１ｂは、ラッチイネーブル入力に供給されるクロック信号の半分の周波数を
有する、同相および直角位相の差動クロック信号（それぞれ、Ｄｉｖ２ｉおよびＤｉｖ２
ｑ）を正しく生成する。不正な始動状態は存在せず、したがって、正しい動作を保証する
ためにラッチ素子６４１内にロードされる必要がある初期値は存在しない。したがって、
クロック分割器６４０は、自己初期化および自己整列（すなわち、自動整列）されるもの
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であり、リセット回路も初期化回路も必要としない。
【００６１】
図１９をさらに参照すると、差動ラッチ素子６４１ａ、６４１ｂのそれぞれは、詳細図
６４３に示すように、入力インバータ６４５のペアと、パスゲート６４７と、記憶素子６
４９と、出力インバータ６５１とを使用して構築されてもよい（代替実施形態では、その
他の回路配置が使用されてもよい）。入力インバータ６４５は、ラッチ素子のｄＮおよび
ｄＰ入力を構成し、差動入力信号を受信するように結合される。入力インバータ６４５の
出力は、それぞれのパスゲート６４７を経由して、記憶素子６４９の反対側のノードに、
そして出力インバータ６５１に結合される。記憶素子６４９は、交差結合されたインバー
タのペアによって形成され（ただし、他のタイプの記憶素子が使用されてもよい）、パス

10

ゲート６４７が非導通状態に切り換えられた場合にラッチ素子の状態を維持するために使
用され、出力インバータ６５１は、ノードｑＮおよびｑＰを経由して差動出力信号を駆動
するために使用される。この配置によって、ラッチイネーブル入力ＬＥ、／ＬＥに適用さ
れる差動制御信号（Ｃ、／Ｃ）がハイ（すなわち、Ｃ＝１、／Ｃ＝０）になった場合、パ
スゲート６４７はオンにされ、記憶素子６４９の状態が、差動入力信号の状態に基づいて
更新される（すなわち、反転されるか、または同じ状態に維持される）ことが可能にされ
る。ラッチ素子６４９内の逆並列接続されたインバータに、ロジック供給電圧（例えば、
ＣＭＯＳ処理におけるグラウンドおよびＶＤＤ）を使用して電力を供給することによって
、小振幅差動入力信号は、差動出力信号内でロジックレベルに自動的に変換されてもよく
、それにより、クロック分割器６４０の入力（または出力）における独立したレベル変換

20

回路は不要にされてもよい。クロック分割器６４０の入力または出力におけるレベル変換
回路は、追加の電力とダイエリアとを消費し、また、立ち上がりおよび立ち下がりクロッ
クエッジの非対称な変換により、デューティサイクル歪みを導入する傾向があるため、そ
のようなレベル変換回路を回避することによって、大きな利点が提供される。代替実施形
態では、独立したレベル変換回路が提供されてもよい。
【００６２】
図２１および図２２は、１／２分周、１／４分周、および１／８分周の周波数における
、一次クロック位相（０、９０、１８０、２７０）を生成するために、図４および図７の
周波数分割回路の代わりに使用されてもよい、周波数選択可能なクロック分割回路の実施
形態７００および７２０を示す。代替実施形態では、異なる周波数を有するクロック信号
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を生成するために、他の除数が使用されてもよい。
【００６３】
図２１のクロック分割器７００を最初に参照すると、１／ｎ分周の比率を有する一次位
相ベクトルを提供するために、３つの分割フロップ（ｄｉｖｉｄｅ−ｆｌｏｐ）７０１ａ
、７０１ｂ、および７０１ｃの組と、出力マルチプレクサ７０３ａ、７０３ｂのペアとが
相互に接続される（ｎは、制御信号Ｄｉｖ８およびＤｉｖ４または８のペアによって、２
、４、または８であるように指定される）。詳細図７０６に示すように、分割フロップ７
０１のそれぞれは、マルチプレクサ７０９と、図１９および図２０に関連して説明した自
己初期化クロック分割器６４０のインスタンスとによって形成される。マルチプレクサ７
０９は、選択信号ＳｅｌＡの状態に従って、２つの差動入力クロック（ＣｌｋＡ、Ｃｌｋ
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Ｂ）のうちの１つを、クロック分割器６４０の差動クロック入力に伝える。すなわち、Ｓ
ｅｌＡがハイの場合は、ＣｌｋＡがクロック分割器６４０に伝えられ、ＳｅｌＡがローの
場合は、ＣｌｋＢがクロック分割器６４０に伝えられる。クロック分割器６４０は、図１
９および図２０に関連して説明したとおりに動作して、差動入力クロック信号の半分の周
波数をそれぞれが有する２つの差動クロック信号（０°および１８０°の位相成分を有す
る同相差動クロック信号Ｄｉｖ２ｉと、９０°および２７０°の位相成分を有する差動直
角位相クロック信号Ｄｉｖ２ｑと）を生成する。分割フロップ７０１ａは、そのＣｌｋＡ
入力において、０°および１８０°ユニティ位相の一次位相ベクトル（すなわち、差動ク
ロック信号Ｆ０）を受信し、そのＣｌｋＢ入力において、分割フロップ７０１ｃの同相出
力（Ｄｉｖ２ｉ）を受信し、そのセレクト入力において、制御信号Ｄｉｖ８のコンプリメ
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ントを受信するように結合される。分割フロップ７０１ｃは、そのＣｌｋＡ入力において
、９０°および２７０°ユニティ位相の一次位相ベクトル（すなわち、差動クロック信号
Ｆ９０）を受信し、そのセレクト入力において、制御信号Ｄｉｖ８を受信するように結合
される。分割フロップ７０１ｂは、そのＣｌｋＡ入力において、分割フロップ７０１ａの
同相出力を受信し、そのセレクト入力において、制御信号Ｄｉｖ４または８を受信するよ
うに結合される。分割フロップ７０１ａの同相出力は、出力マルチプレクサ７０３ａの第
１入力に供給され、分割フロップ７０１ａの直角位相出力（Ｄｉｖ２ｑ）は、出力マルチ
プレクサ７０３ｂの第１入力に供給される。分割フロップ７０１ｂの同相出力は、マルチ
プレクサ７０３ａの第２入力に供給され、分割フロップ７０１ｂの直角位相出力は、出力
マルチプレクサ７０３ｂの第２入力に供給される。制御信号Ｄｉｖ４または８は、マルチ
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プレクサ７０３ａおよび７０３ｂのセレクト入力に供給され、それにより、１／４分周ま
たは１／８分周セットの一次位相ベクトルが所望される場合（すなわち、Ｄｉｖ４または
８がハイの場合）は、分割フロップ７０１ｂが、分割された位相ベクトルのソースとなる
ように選択され、１／２分周セットの一次位相ベクトルが所望される場合は、分割フロッ
プ７０１ａが、分割された位相ベクトルのソースとなるように選択される。
【００６４】
１／２分周セットの一次位相ベクトルが所望される場合、Ｄｉｖ８およびＤｉｖ４また
は８信号はローにされ、それにより、分割フロップ７０１ｂおよび７０１ｃは、それぞれ
が、接地されたクロック信号（ＣｌｋＢ）を選択し、したがって無効（トグルが行われな
い省電力状態）にされる。Ｄｉｖ８はローであるため、分割フロップ７０１ａは、Ｃｌｋ

20

Ａにおける０／１８０°差動クロック信号に基づいて、それぞれが周波数Ｆ／２を有する
、同相および直角位相の位相ベクトルの組を生成する。さらに、Ｄｉｖ４または８がロー
であるため、Ｆ／２の同相および直角位相クロック信号（０／１８０°および９０／２７
０°）は、マルチプレクサ７０３ａおよび７０３ｂを経由して、クロック分割器７００の
出力ノードに伝えられる。１／４分周セットの一次位相ベクトルが所望される場合、Ｄｉ
ｖ８はローにされて分割フロップ７０１ｃが無効にされ、Ｄｉｖ４または８は引き上げら
れる。分割フロップ７０１ａは、上述の１／２分周構成におけるのと同様に、周波数Ｆ／
２を有する同相差動クロック信号と直角位相差動クロック信号とを生成し、それとともに
、Ｄｉｖ４または８のハイ状態が、分割フロップ７０１ａからの同相Ｆ／２差動クロック
信号を、分割フロップ７０１ｂの入力クロックとして選択する。この動作によって、分割

30

フロップ７０１ｂは、周波数Ｆ／４を有する同相および直角位相差動クロック信号を生成
し、それらの信号は、Ｄｉｖ４または８のハイ状態により、マルチプレクサ７０３ａおよ
び７０３ｂを経由して、クロック分割器７００から出力される。１／８分周セットの一次
位相ベクトルが所望される場合、Ｄｉｖ８およびＤｉｖ４または８が両方とも引き上げら
れる。分割フロップ７０１ｃは、その入力クロックとして、分割されていない９０／２７
０°差動クロック信号を選択することによって、Ｄｉｖ８のハイ状態に応答し、したがっ
て、周波数Ｆ／２を有する同相および直角位相の差動クロック信号を生成する。Ｄｉｖ８
のハイ状態は、さらに、分割フロップ７０１ａがそのクロック入力として、分割フロップ
７０１ｃによって生成された同相Ｆ／２クロック信号（Ｆ／２０およびＦ／２１８０）を
選択することを引き起こす。したがって、分割フロップ７０１ａは、周波数Ｆ／４を有す

40

る同相差動クロック信号を、分割フロップ７０１ｂのＣｌｋＡ入力に供給し、分割フロッ
プ７０１ｂは、Ｄｉｖ４または８のハイ状態に応答して、周波数Ｆ／８を有する同相およ
び直角位相クロック信号を、マルチプレクサ７０３ａ、７０３ｂを経由して、クロック分
割器７００から出力する。
【００６５】
クロック分割器７００の１つの有利な特徴は、さまざまな選択可能な出力クロック周波
数における一次位相ベクトルを提供するために、比較的コンパクトな出力多重化配置が使
用されるということである。事実上、周波数分割器の選択は、分割フロップ７０１ａの入
力において、分割されたまたは分割されていないクロックソースのいずれかを選択し、分
割フロップ７０１ｂを選択的にバイパスすることによって（すなわち、１／２分周の場合
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）、分割フロップ７０１の最前部で実行される。そのようなコンパクトな出力多重化は、
望ましくない信号カップリングを減少させ、したがって、例えば、出力マルチプレクサの
各入力ポートに、それぞれの選択可能な周波数における位相ベクトルの独立した組が提供
される多重化配置と比較して、信号品質を向上させる傾向がある。さらに、使用されてい
ない分割フロップを低減電力状態（例えば、１／２分周または１／４分周の場合の７０１
ｃ、および１／２分周の場合の７０１ｃと７０１ｂ）に置く機能は、位相ベクトルセット
がすべての分周比について生成され、次に、最終出力マルチプレクサ内で選択される実施
形態に比較して、大幅な省電力（および、したがって、発熱の減少）を提供する可能性が
ある。周波数分割がまったく必要とされない場合に、分割フロップ７０１ａを無効にする
ことによって、追加の省電力が実現されてもよいことに留意されたい。例えば、１／２分

10

周または１／４分周セットの出力クロック信号が所望される場合のみ、ＣｌｋＡ入力を選
択するために、Ｄｉｖ２または４制御信号が、分割フロップ７０１ａのセレクト入力に提
供されてもよく、それにより、Ｄｉｖ２または４とＤｉｖ８が両方ともローである場合に
、分割フロップ７０１ａは無効にされてもよい。
【００６６】
図２２は、出力多重化なしで、１／２分周、１／４分周、および１／８分周の位相ベク
トルを選択的に出力することが可能な、クロック分割器の代替実施形態７２０を示す。分
割フロップ７０１ｃは、そのＣｌｋＡ入力において、分割されていない９０／２７０°差
動入力クロックを受信し、そのセレクト入力において、Ｄｉｖ４または８制御信号を受信
し、また、接地されたＣｌｋＢ入力を有する。この配置によって、Ｄｉｖ４または８がロ

20

ー（すなわち、周波数Ｆ／２を有する一次位相ベクトルの組が所望されることを示す）に
された場合、分割フロップ７０１ｃは無効にされる。Ｄｉｖ４または８が引き上げられる
と、分割フロップ７０１ｃは、周波数Ｆ／２を有する同相差動クロック信号を、マルチプ
レクサ７２１の第１入力に出力し、また、周波数Ｆ／２を有する直角位相差動クロック信
号を、分割フロップ７０１ｂに出力する。
【００６７】
分割フロップ７０１ｂは、そのＣｌｋＡ入力において、分割フロップ７０１ｃによって
生成された直角位相差動クロック信号（Ｄｉｖ２ｑ）を受信し、そのセレクト入力におい
て、Ｄｉｖ８制御信号を受信し、また、接地されたＣｌｋＢ入力を有する。したがって、
Ｄｉｖ８がローの場合、分割フロップ７０１ｂは無効にされ、Ｄｉｖ８がハイ（かつ、Ｄ
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ｉｖ４または８がハイ）の場合、分割フロップ７０１ｂは、周波数Ｆ／４を有する同相差
動クロック信号を、マルチプレクサ７２１の第２入力に出力する。Ｄｉｖ８制御信号はマ
ルチプレクサ７２１のセレクト入力に供給され、それによりマルチプレクサ７２１は、出
力クロック信号が４または８のいずれによって周波数分割されるべきかに依存して、それ
ぞれ、分割フロップ７０１ｃからのＦ／２差動クロック信号、または分割フロップ７０１
ｂからのＦ／４差動クロック信号の、いずれかを分割フロップ７０１ａに伝える。
【００６８】
分割フロップ７０１ａは、そのＣｌｋＡ入力において、分割されていない差動入力クロ
ック信号（すなわち、０／１８０°）を受信し、そのＣｌｋＢ入力において、マルチプレ
クサ７２１からの周波数分割された差動クロック信号（Ｆ／２またはＦ／４）を受信し、

40

そのセレクト入力において、制御信号Ｄｉｖ４または８のコンプリメントを受信する。こ
の配置によって、Ｄｉｖ４または８信号がローの場合、ＣｌｋＡ入力における分割されて
いない差動クロックが、分割フロップ７０１ａ内で周波数分割されて、周波数Ｆ／２を有
する同相および直角位相差動クロック信号が生成され、それにより、クロック分割器出力
において、周波数Ｆ／２を有する４つの一次位相ベクトル０、９０、１８０、および２７
０が提供される。Ｄｉｖ４または８信号がハイの場合、分割フロップ７０１ａのＣｌｋＢ
入力に供給される、周波数分割されたクロック信号が、さらに分割されて、制御信号Ｄｉ
ｖ８の状態に従って、周波数Ｆ／４または周波数Ｆ／８のいずれかを有する、同相および
直角位相の差動クロック信号が生成される。
【００６９】
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一次位相のリタイミングを介した二次位相ベクトルの生成
図２３は、周波数分割された一次位相ベクトルを、分割されていない二次位相ベクトル
の遷移に応答してサンプリングすることによって、周波数分割された二次位相ベクトルを
生成する、クロックリタイミング回路の実施形態７５０を示す。図示されている実施形態
では、クロックリタイミング回路７５０は、差動データ入力（ｄＮ、ｄＰ）と、差動デー
タ出力（ｑＮ、ｑｐ）と、クロック入力（「＞」）とをそれぞれが有する、差動フリップ
フロップのペア７５１ａ、７５１ｂを含む。周波数Ｆ／２を有する同相差動クロック信号
（すなわち、Ｆ／２０およびＦ／２１８０）が、フリップフロップ７５１ａの差動データ
入力に提供され、周波数Ｆ／２を有する直角位相差動クロック信号（すなわち、Ｆ／２９
０、Ｆ／２２７０）が、フリップフロップ７５１ｂの差動データ入力に提供される。フリ

10

ップフロップ７５１ａのクロック入力は、分割されていない二次位相ベクトルＦ２４０を
受信するように結合され、フリップフロップ７５１ｂのクロック入力は、分割されていな
い二次位相ベクトルＦ１２０を受信するように結合される（フリップフロップ７５１のク
ロック入力は差動型であってもよく、それにより、フリップフロップ７５１ａはコンプリ
メンタリ位相ベクトルＦ６０を追加して受信し、フリップフロップ７５１はコンプリメン
タリ位相ベクトルＦ３００を追加して受信してもよいことに留意されたい）。この配置に
よって、フリップフロップ７５１ａは、分割されていない二次位相ベクトルＦ２４０の各
立ち上がりエッジに応答して、同相の、周波数分割された一次位相ベクトルＦ／２０およ
びＦ／２１８０の状態をサンプリングし、周波数Ｆ／２において１２０°および３００°
の位相角を有する差動二次位相ベクトルを生成する。フリップフロップ７５１ｂは、同様

20

に、分割されていない二次位相ベクトルＦ１２０の各立ち上がりエッジに応答して、分割
された、直角位相一次位相ベクトルＦ／２９０およびＦ／２２７０の状態をサンプリング
し、周波数Ｆ／２において６０°および２４０°の位相角を有する差動二次位相ベクトル
を生成する。図２４のタイミング図７７０を参照すると、例えば、７７１において示され
るＦ２４０の立ち上がりエッジは、点７７３におけるＦ／２０位相ベクトルのサンプリン
グをトリガして、７７４において示される位相ベクトルＦ／２１２０の立ち上がりエッジ
を生成し、また、それに続く、７７２において示されるＦ２４０の立ち上がりエッジは、
点７７５におけるＦ／２０位相ベクトルのサンプリングをトリガして、７７６において示
される位相ベクトルＦ／２１２０の立ち下がりエッジを生成する。７７１および７７２に
おけるＦ２４０の立ち上がりエッジは、さらに、点７７７および７７９におけるＦ／２１
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８０位相ベクトルのサンプリングもそれぞれトリガして、７７８および７８０において示

されるＦ／２３００の遷移を生成する。７８１において示されるＦ１２０の立ち上がりエ
ッジは、点７８３におけるＦ／２９０位相ベクトルのサンプリングをトリガして、７８４
において示される位相ベクトルＦ／２２４０の立ち下がりエッジを生成し、また、それに
続く、７８２において示されるＦ１２０の立ち上がりエッジは、点７８５におけるＦ／２
９０位相ベクトルのサンプリングをトリガして、７８６において示される位相ベクトルＦ

／２２４０の立ち上がりエッジを生成する。７８１および７８２におけるＦ１２０の立ち
上がりエッジは、さらに、点７８７および７８９におけるＦ／２２７０位相ベクトルのサ
ンプリングもトリガして、７８８および７９０において示されるＦ／２６０の立ち上がり
および立ち下がり遷移をそれぞれ生成する。

40

【００７０】
分割フロップおよびリタイマを使用して実装される周波数選択可能なクロック分割器
図２５は、分割フロップとクロックリタイミング回路との組み合わせを使用して、選択
された細分された周波数における一次および二次位相ベクトルを生成する、クロック分割
器の実施形態８００を示す。より具体的には、クロック分割器８００は、出力マルチプレ
クサ８０５と、細分された周波数Ｆ／２、Ｆ／４、およびＦ／８における差動型の同相（
０／１８０°）および直角位相（９０／２７０°）一次位相ベクトルを生成するための、
分割フロップ７０１ａ、７０１ｂ、７０１ｃの組と、細分された周波数Ｆ／２、Ｆ／４、
およびＦ／８において位相角６０／２４０°および１２０／３００°を有する差動二次位
相ベクトルを生成するための、クロックリタイマ８０１ａ−ｘ、８０１ａ−ｙ、８０１ｂ
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−ｘ、８０１ｂ−ｙ、８０１ｃ−ｘ、および８０１ｃ−ｙの組とを含む。
【００７１】
最初に、一次位相の生成について説明すると、分割フロップ７０１ａは、そのＣｌｋＡ
入力において、分割されていない同相差動クロック信号（０／１８０°）を受信し、その
セレクト入力において、Ｄｉｖ２または４または８制御信号を受信し、また、接地された
ＣｌｋＢ入力を有する。Ｄｉｖ２または４または８制御信号は、周波数分割された位相ベ
クトルの組が所望される場合は引き上げられ、それ以外の場合（すなわち、ユニティ位相
ベクトルセットが所望される場合）はローにされる。この配置によって、分割フロップ７
０１ａは、周波数分割が必要とされない場合は無効にされ、それ以外の場合は、周波数Ｆ
／２における同相および直角位相の差動クロック信号（すなわち、Ｆ／２０およびＦ／２

10

９０、ならびにそれらのコンプリメント）を、マルチプレクサ８０５の入力ポートに出力

する。分割フロップ７０１ｂのＣｌｋＡ入力は、分割フロップ７０１ａの同相出力に結合
され、それにより、Ｄｉｖ２または４または８がハイの場合、分割フロップ７０１ｂは、
そのＣｌｋＡ入力において、Ｆ／２同相差動クロック信号（Ｆ／２０およびＦ／２１８０
）を受信する。分割フロップ７０１ｂのセレクト入力は、Ｄｉｖ４または８制御信号を受
信するように結合され、分割フロップ７０１ｂのＣｌｋＢ入力は接地される。Ｄｉｖ４ま
たは８信号は、Ｆ／４またはＦ／８出力クロック信号が所望される場合は引き上げられ、
それ以外の場合はローにされる。したがって、分割フロップ７０１ｂは、１／２分周また
はユニティの位相ベクトルセットが選択された場合は無効にされ、それ以外の場合は、周
波数Ｆ／４における同相および直角位相の差動クロック信号を、マルチプレクサ８０５の
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入力ポートに出力する。分割フロップ７０１ｃのＣｌｋＡ入力は、分割フロップ７０１ｂ
の同相出力に結合され、それにより、Ｄｉｖ４または８がハイの場合、分割フロップ７０
１ｃは、そのＣｌｋＡ入力において、Ｆ／４同相差動クロック信号（Ｆ／４０およびＦ／
４１８０）を受信する。分割フロップ７０１ｃのセレクト入力は、Ｄｉｖ８制御信号を受
信するように結合され、ＣｌｋＢ入力は接地される。したがって、分割フロップ７０１ｃ
は、１／４分周、１／２分周、またはユニティの位相ベクトルセットが選択された場合（
すなわち、Ｄｉｖ８がローの場合）は無効にされ、それ以外の場合は、周波数Ｆ／８にお
ける同相および直角位相の差動クロック信号を、マルチプレクサ８０５の入力ポートに出
力する。
【００７２】
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一実施形態では、クロックリタイマ８０１（「リタイマ」と略称）のそれぞれは、詳細
図８０４に示すように、差動フリップフロップ７５１と、マルチプレクサ７０９とによっ
て実装される。リタイマのイネーブル入力が、マルチプレクサ７０９のセレクト入力に結
合され、それにより、イネーブル信号ＥＮがハイの場合、クロック入力Ｃｌｋにおいて提
示される差動クロック信号（リタイマ８０１ａ−ｘ、８０１ａ−ｙ、８０１ｂ−ｘ、８０
１ｂ−ｙ、８０１ｃ−ｘ、および８０１ｃ−ｙ内の「＞」記号として図示）が、差動フリ
ップフロップのクロック入力に伝えられる。イネーブル信号がローの場合、フリップフロ
ップ７５１のクロック入力は接地されて、フリップフロップ７５１のトグルが阻止され、
したがってリタイマ８０１は、低減電力の無効状態に置かれる。リタイマ８０１の差動デ
ータ入力は、フリップフロップ７５１の差動入力（ｄＰ、ｄＮ）に結合され、フリップフ

40

ロップ７５１の差動出力（ｑＰ、ｑＮ）は、リタイマ出力ＲＯを構成する。したがって、
所与のリタイマのイネーブル入力においてロジックハイ信号が提供された場合、リタイマ
８０１は有効にされ、図２３に関連して説明した方法で一般に動作して、データ入力にお
いて提示された差動クロック信号をリタイミングする。リタイマのイネーブル入力におい
てロジックロー信号が提供された場合、フリップフロップのクロック入力は接地されて、
フリップフロップ７５１のトグルが阻止され、それによりリタイマは、無効な低減電力状
態に置かれる。リタイマ８０１のデータ入力またはクロック入力における反転ドットは、
リタイマの差動クロック入力または差動データ入力に、入力差動信号が交差結合されるこ
とを示すことに留意されたい。例えば、リタイマ８０１ａ−ｘのデータ入力における反転
ドットは、リタイマのデータ入力に、差動クロック信号Ｆ／２０が交差結合されることを
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示す。すなわち、差動クロック信号のＦ／２１８０成分がポジティブデータ入力（ｄＰ）
に供給され、Ｆ／２０成分がネガティブデータ入力（ｄＮ）に供給されるのであり、その
逆ではない。
【００７３】
次に、周波数分割された二次位相ベクトルの生成について説明すると、リタイマ８０１
ａ−ｘおよび８０１ａ−ｙは、それらのそれぞれのクロック入力において、分割されてい
ない二次位相ベクトル１２０／３００°および６０／２４０°を受信し、それらのそれぞ
れのデータ入力において、分割フロップ７０１ａによって生成された同相および直角位相
のＦ／２位相ベクトルを受信する。Ｄｉｖ２または４または８制御信号は、リタイマ８０
１ａ−ｘおよび８０１ａ−ｙ（一括してリタイマ８０１ａと呼ぶ）のイネーブル入力に供

10

給され、それにより、周波数分割された位相ベクトルの組が所望される場合（すなわち、
Ｄｉｖ２または４または８がハイの場合）、リタイマ８０１ａ−ｘおよび８０１ａ−ｙは
、それぞれ、差動クロック信号Ｆ／２６０（すなわち、周波数Ｆ／２とコンプリメンタリ
位相角６０°および２４０°とを有する二次位相ベクトル）およびＦ／２１２０（すなわ
ち、周波数Ｆ／２とコンプリメンタリ位相角１２０および３００とを有する二次位相ベク
トル）を、マルチプレクサ８０５の入力ポートに出力する。Ｄｉｖ２または４または８が
ローの場合、リタイマ８０１ａは無効にされる。
【００７４】
リタイマ８０１ｂ−ｘおよび８０１ｂ−ｙは、それらのそれぞれのクロック入力におい
て、リタイマ８０１ａによって生成された差動信号Ｆ／２１２０およびＦ／２６０を受信

20

し、それらのデータ入力において、分割フロップ７０１ｂからの同相および直角位相のＦ
／４位相ベクトルを受信する。Ｄｉｖ４または８制御信号は、リタイマ８０１ｂのイネー
ブル入力に供給され、それにより、１／４分周または１／８分周セットの位相ベクトルが
所望される場合（すなわち、Ｄｉｖ４または８がハイの場合）、リタイマ８０１ｂは、差
動クロック信号Ｆ／４６０およびＦ／４１２０を、マルチプレクサ８０５の入力ポートに
出力する。Ｄｉｖ４または８がローの場合、リタイマ８０１ｂは無効にされる。
【００７５】
リタイマ８０１ｃ−ｘおよび８０１ｃ−ｙは、それらのそれぞれのクロック入力におい
て、リタイマ８０１ｂによって生成された差動信号Ｆ／４１２０およびＦ／４２６０を受
信し、それらのデータ入力において、分割フロップ７０１ｃからの同相および直角位相の

30

Ｆ／４位相ベクトルを受信する。制御信号Ｄｉｖ８は、リタイマ８０１ｃのイネーブル入
力に供給され、それにより、１／８分周セットの位相ベクトルが選択された場合（すなわ
ち、Ｄｉｖ８がハイの場合）、リタイマ８０１ｃは、差動クロック信号Ｆ／８６０および
Ｆ／８１２０を、マルチプレクサ８０５の入力ポートに出力する。Ｄｉｖ８がローの場合
、リタイマ８０１ｃは無効にされる。
【００７６】
Ｄｉｖ４または８およびＤｉｖ８制御信号は、出力マルチプレクサ８０５に供給されて
、一次および二次差動位相ベクトル０°、９０°、６０°、および１２０°を形成するた
めに出力される位相ベクトルの選択を制御する。一実施形態では、例えば、出力マルチプ
レクサ８０５は、次の表に従って、分割フロップ７０１およびリタイマ８０１によって生

40

成される位相ベクトルの中から選択する（「Ｘ」は、ドントケアを示す）。
【表１】
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【００７７】
したがって、出力マルチプレクサ８０５は、４つの３：１マルチプレクサによって実装
されてもよく、それらのそれぞれは、Ｄｉｖ８およびＤｉｖ４または８制御信号の状態に
応じて３つの周波数Ｆ／２、Ｆ／４、またはＦ／８のうちの１つを有し、かつ、位相角０
°、９０°、６０°、および１２０°のうちのそれぞれ１つを有する、差動クロック信号
を出力してもよい。負荷平衡の目的のために、リタイマ８０１ｃ−ｘおよび８０１ｃ−ｙ
、またはクロック分割器８００内のその他の構成要素に、擬似負荷が結合されてもよいこ
とに留意されたい。
【００７８】
図２６は、図２５の実施形態における３：１出力多重化の代わりに、１組の２：１出力

10

マルチプレクサを使用して、選択された細分された周波数（Ｆ／２、Ｆ／４、またはＦ／
８）における一次および二次位相ベクトルを出力する、クロック分割器の代替実施形態８
３０を示す。上述のように、縮小された出力多重化は、より少ない信号ファンインを意味
し、したがって、隣接経路信号間の望ましくない信号カップリングを減少させる傾向があ
る。クロック分割器８３０は、図２５の実施形態におけるのと同じ数の、分割フロップ（
７０１ａ、７０１ｂ、および７０１ｃ）とリタイマ（８３１ａ−ｘ、８３１ａ−ｙ、８３
１ｂ−ｘ、８３１ｂ−ｙ、８３１ｃ−ｘ、および８３１ｃ−ｙ）とを含むが、Ｆ／４およ
びＦ／８出力ベクトルの間の選択は、分割フロップ７０１ｂおよびリタイマ８０１ｂの入
力タイミングソースを制御することによってもたらされる。すなわち、分割フロップ７０
１ｂおよびリタイマ８０１ｂは、入力タイミングソースの選択に応じて、周波数Ｆ／４ま

20

たはＦ／８のいずれかにおける位相ベクトルを出力し、それにより、出力多重化ステージ
でのＦ／４およびＦ／８位相ベクトルの間の選択は不要になる。
【００７９】
最初に、一次位相ベクトルの生成について説明すると、分割フロップ７０１ａは、図２
５の実施形態におけるのと同じ方法で構成され、したがって、制御信号Ｄｉｖ２または４
または８がハイの場合に、周波数Ｆ／２を有する同相および直角位相の差動クロック信号
（すなわち、Ｆ／２０およびＦ／２９０）を生成し、Ｄｉｖ２または４または８がローの
場合は無効にされる。分割フロップ７０１ｃは、そのＣｌｋＡ入力において、Ｆ／２０を
受信し、そのセレクト入力において信号Ｄｉｖ８を受信し、また、接地されたＣｌｋＢ入
力を有する。この配置によって、Ｄｉｖ８がハイの場合、分割フロップ７０１ｃは、同相
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および直角位相の差動クロック信号Ｆ／４０およびＦ／４９０を生成する。Ｄｉｖ８がロ
ーの場合、分割フロップ７０１ｃは無効にされる。分割フロップ７０１ｂは、そのＣｌｋ
Ａ入力においてＦ／２０を受信し、そのＣｌｋＢ入力においてＦ／４０を受信し、そのセ
レクト入力において制御信号Ｄｉｖ４を受信する。したがって、Ｄｉｖ４信号がハイの場
合（すなわち、１／４分周の出力クロック周波数が所望されることを示す）、ＣｌｋＡに
おけるＦ／２０位相ベクトルが入力タイミングソースとして選択され、それにより分割フ
ロップ７０１ｂは、差動クロック信号Ｆ／４０およびＦ／４９０を生成する。Ｄｉｖ４信
号がローで、かつ、Ｄｉｖ８信号がハイの場合、分割フロップ７０１ｃによって生成され
た差動クロック信号Ｆ／４０が、分割フロップ７０１ｂのための入力タイミングソースと
して選択され、それにより分割フロップ７０１ｂは、差動クロック信号Ｆ／８０およびＦ
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／８９０を生成する。したがって、分割フロップ７０１ｂによって生成される差動クロッ
ク信号は、周波数Ｆ／４またはＦ／８を有してもよく、Ｆ／４またはＦ８０およびＦ／４
またはＦ８９０クロック信号と呼ばれる。上述のように、分割フロップ７０１ｃは、Ｄｉ
ｖ８がローの場合は無効にされる。Ｄｉｖ４がローの場合、分割フロップ７０１ｂは、そ
のタイミングソースとして分割フロップ７０１ｃの出力を選択するため、Ｄｉｖ４および
Ｄｉｖ８が両方ともローの場合、分割フロップ７０１ｂは無効にされる。
【００８０】
分割フロップ７０１ａおよび７０１ｂからそれぞれ出力される、同相差動クロック信号
Ｆ／２０およびＦ／４またはＦ／８０は、２：１マルチプレクサ７０３ａの各入力ポート
に提供され、直角位相差動クロック信号Ｆ／２９０およびＦ／４またはＦ／８９０は、同
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様に、２：１マルチプレクサ７０３ｂの各入力ポートに提供される。制御信号Ｄｉｖ２は
、マルチプレクサ７０３ａおよび７０３ｂのセレクト入力に供給され、したがって、１／
２分周の出力クロック周波数を選択するために引き上げられた場合は、マルチプレクサ７
０３ａおよび７０３ｂがＦ／２０およびＦ／２９０クロック信号をクロック分割器８３０
から出力することを可能にし、ローにされた場合は、マルチプレクサ７０３ａ、７０３ｂ
がＦ／４またはＦ／８０およびＦ／４またはＦ／８９０クロック信号を出力することを可
能にする。
【００８１】
次に、二次位相の生成について説明すると、リタイマ８３１のそれぞれは、図２５のリ
タイマ８０１と同様に構築されるが、ただし、詳細図８４０に示すように、追加の差動ク

10

ロック入力ＣｌｋＢがマルチプレクサ７０９の第２入力において提供され（すなわち、そ
の入力はグラウンドに結合されず）、それにより、リタイマ８０１のイネーブル入力は、
クロックソースＣｌｋＡまたはＣｌｋＢのいずれかを、差動フリップフロップ７５１に提
供されるように選択するための、リタイマ８３１内のセレクト入力（ＳｅｌＡ）となると
いう点が異なる。図２５のリタイマ８０１は、したがって、接地されたＣｌｋＢ入力を有
する、リタイマ８３１のインスタンスとして見られてもよい。
【００８２】
リタイマ８３１ａ−ｘおよび８３１ａ−ｙは、図２５の対応するリタイマ８０１ａ−ｘ
および８０１ａ−ｙと同じ方法で構成され、したがって、Ｄｉｖ２または４または８がハ
イの場合に、差動クロック信号Ｆ／２６０およびＦ／２１２０を生成する。Ｄｉｖ２また

20

は４または８がローの場合、リタイマ８３１ａ−ｘおよび８３１ａ−ｙは無効にされる。
リタイマ８３１ｃ−ｘおよび８３１ｃ−ｙは、それらの各ＣｌｋＡ入力において、リタイ
マ８３１ａ−ｘおよび８３１ａ−ｙによって生成された差動クロック信号Ｆ／２１２０お
よびＦ／２６０を受信し、それらの各データ入力において、Ｆ／４０およびＦ／４９０差
動クロック信号を（すなわち、分割フロップ７０１ｃの同相および直角位相出力から）受
信し、それらのセレクト入力において、Ｄｉｖ８制御信号を受信するように接続され、ま
た、接地されたＣｌｋＢ入力を有する。リタイマ８３１ｂ−ｘおよび８３１ｂ−ｙは、そ
れらの各ＣｌｋＡ入力において、リタイマ８３１ａ−ｘおよび８３１ａ−ｙによって生成
された差動クロック信号Ｆ／２１２０およびＦ／２６０を受信し、それらの各ＣｌｋＢ入
力において、リタイマ８３１ｃ−ｙおよび８３１ｃ−ｘの出力を受信し、それらの各デー
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タ入力において、Ｆ／４またはＦ／８０およびＦ／４またはＦ／８９０差動クロック信号
を（すなわち、分割フロップ７０１ｂの同相および直角位相出力から）受信し、それらの
セレクト入力において、Ｄｉｖ４制御信号を受信するように接続される。この配置によっ
て、Ｄｉｖ４がハイかつＤｉｖ８がローの場合、リタイマ８３１ｃ−ｘおよび８３１ｃ−
ｙは無効にされ、リタイマ８３１ｂ−ｘおよび８３１ｂ−ｙは、それぞれ、分割フロップ
７０１ｂから出力されるＦ／４９０およびＦ／４０クロック信号（すなわち、Ｄｉｖ８が
ローかつＤｉｖ４がハイの場合、クロック信号Ｆ／４またはＦ／８０およびＦ／４または
Ｆ／８９０は周波数Ｆ／４を有する）を、リタイマ８３１ａ−ｙおよび８３１ａ−ｘによ
り出力されるＦ／２１２０およびＦ／２６０差動クロック信号に応答してサンプリングす
ることによって、Ｆ／４６０およびＦ／４１２０差動クロック信号を生成する。Ｄｉｖ８
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がハイかつＤｉｖ４がローの場合、リタイマ８３１ｃ−ｙおよび８３１ｃ−ｘは、それぞ
れ、リタイマ８３１ｂ−ｘおよび８３１ｂ−ｙのＣｌｋＢ入力に、差動クロック信号Ｆ／
４１２０およびＦ／４６０を出力する。リタイマ８３１ｂ−ｘおよび８３１ｂ−ｙは、次
に、それぞれ、分割フロップ７０１ｂから出力されるＦ／８９０およびＦ／８０クロック
信号（すなわち、Ｄｉｖ８がハイかつＤｉｖ４がローの場合、クロック信号Ｆ／４または
Ｆ／８０およびＦ／４またはＦ／８９０は周波数Ｆ／８を有する）を、リタイマ８３１ｃ
−ｙおよび８３１ｃ−ｘから出力されるＦ／４１２０およびＦ／４６０差動クロック信号
に応答してサンプリングすることによって、Ｆ／８６０およびＦ／８１２０差動クロック
信号を生成する。したがって、リタイマ８３１ｂ−ｘおよび８３１ｂ−ｙは、それぞれ、
６０°および１２０°の差動クロック信号を、制御信号Ｄｉｖ４およびＤｉｖ８の状態に
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応じた、周波数Ｆ／４または周波数Ｆ／８において出力する。したがって、リタイマ８３
１ｂ−ｘおよび８３１ｂ−ｙから出力される差動クロック信号は、周波数Ｆ／４またはＦ
／８を有してもよく、Ｆ／４またはＦ８６０およびＦ／４またはＦ８１２０クロック信号
と呼ばれる。
【００８３】
リタイマ８３１ａ−ｘおよび８３１ｂ−ｘから出力される差動クロック信号Ｆ／２６０
およびＦ／４またはＦ／８６０は、２：１マルチプレクサ８３３ａの各入力に供給され、
リタイマ８３１ａ−ｙおよび８３１ｂ−ｙから出力される差動クロック信号Ｆ／２１２０
およびＦ／４またはＦ／８１２０は、２：１マルチプレクサ８３３ｂの各入力に供給され
る。制御信号Ｄｉｖ２が、マルチプレクサ８３３ａおよび８３３ｂのセレクト入力に供給

10

され、それにより、１／２分周の位相ベクトルセットが所望される場合（すなわち、Ｄｉ
ｖ２がハイの場合）、差動クロック信号Ｆ／２６０およびＦ／２１２０が、差動クロック
信号Ｆ／２０およびＦ／２９０とともに、クロック分割器８３０から出力されるように選
択される。Ｄｉｖ２がローの場合（１／４分周または１／８分周の位相ベクトルセットが
所望されることを示す）、差動クロック信号Ｆ／４またはＦ／８６０およびＦ／４または
Ｆ／８１２０が、差動クロック信号Ｆ／４またはＦ／８０およびＦ／４またはＦ／８９０
とともに、クロック分割器８３０から出力されるように選択される。上述のように、Ｆ／
４またはＦ／８差動クロック信号が周波数Ｆ／４またはＦ／８のいずれを有するかの決定
は、分割フロップ７０１ｂおよびリタイマ８３１ｂの入力におけるタイミングソースの選
択によって確立され、そのため、３つの細分されたクロック周波数のうちの１つの、全体

20

的な選択は、２：１多重化ステージのみを使用してもたらされてもよい。
【００８４】
図２５の実施形態におけるのと同様に、すべてのクロック信号経路の平衡負荷を実現す
るために、選択された分割フロップおよび／またはリタイマの出力に、擬似負荷素子が結
合されてもよい。また、代替実施形態では、より多くの、またはより少ない周波数分割係
数（異なる周波数分割係数を含む）、より多くの、またはより少ない位相ベクトル、およ
び、異なる位相角を有する位相ベクトルが、図２５および図２６のクロック分割器によっ
て生成されてもよい。さらに、図２６の実施形態で出力多重化を減らすために使用された
入力クロック選択技術は、代替実施形態で、出力多重化をすべて回避するように拡張され
てもよい。例として、分割フロップ７０１ｂは、分割フロップ７０１ａと７０１ｂの出力

30

に加えて、分割されていない０／１８０°入力（Ｆ０）との間の選択も行う、３：１クロ
ック選択マルチプレクサを含むように変更されてもよく、それにより、周波数Ｆ／２、Ｆ
／４、またはＦ／８を有する、同相および直角位相の出力クロック信号を生成してもよい
。同様に、リタイマ８３１ｂ−ｘおよび８３１ｂ−ｙは、リタイマ８３１ｃとリタイマ８
３１ａの出力だけでなく、分割されていない６０／２４０°および１２０／３００°差動
クロック信号との間の選択も行う、３：１クロック選択マルチプレクサを含むように変更
されてもよく、それにより、周波数Ｆ／２、Ｆ／４、またはＦ／８を有する、６０／２４
０°および１２０／３００°の出力クロック信号を生成してもよい。他の実施形態では、
例えば、分割フロップ７０１ａ内で、Ｆ／２差動クロック信号を生成し、分割フロップ７
０１ｃ内で、分割されていない（Ｆ）差動クロック信号とＦ／２差動クロック信号との間

40

で選択して、Ｆ／２またはＦ／４差動クロック信号を生成し、次に、分割フロップ７０１
ｂ内で、分割されていない差動クロック信号とＦ／２またはＦ／４クロック信号との間で
選択して、周波数Ｆ／２、Ｆ／４、またはＦ／８を有する、同相および直角位相の差動ク
ロック信号（すなわち、Ｆ／２またはＦ／４またはＦ／８０およびＦ／２またはＦ／４ま
たはＦ／８９０）を生成することによって、分割フロップ７０１およびリタイマ８３１を
変更せずに出力多重化が減らされてもよい。同様に、リタイマ８３１ｃは、分割されてい
ない差動クロック信号（Ｆ）と、リタイマ８３１ａにより提供されるＦ／２差動クロック
信号との間で選択を行って、Ｆ／２またはＦ／４差動クロック信号を、リタイマ８３１ｂ
のクロック入力に送り出してもよい。リタイマ８３１ｂは、さらに、それらの第２クロッ
ク入力において、分割されていない差動クロック信号を受信してもよく、したがって、分
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割されていないクロック信号と、Ｆ／２またはＦ／４クロック信号との間で選択を行って
、周波数Ｆ／２、Ｆ／４、またはＦ／８における、６０°および１２０°の位相角を有す
る差動クロック信号（すなわち、Ｆ／２またはＦ／４またはＦ／８６０およびＦ／２また
はＦ／４またはＦ／８１２０）を生成してもよい。
【００８５】
一部の適用例では、選択可能なすべての周波数において、一次および／または二次位相
ベクトルの全コンプリメントが必要とされるとは限らず、したがって、いくらかの回路最
適化が可能な場合がある。例えば、図２７に示すクロック分割器の実施形態８５０では、
周波数Ｆ／８を有する二次位相ベクトルは生成されないため、図２５および図２６の実施
形態におけるよりも少ないリタイマ８０１を使用してクロック分割器８５０が実装される

10

ことが可能である。図示されている特定の実施形態では、周波数Ｆ／２、Ｆ／４、または
Ｆ／８を有する同相および直角位相の位相ベクトルを生成するために、分割フロップ７０
１ａ、７０１ｂ、７０１ｃ、およびマルチプレクサ７０３ａと７０３ｂが、図２１に関連
して説明したように構成される。１／２分周または１／４分周の位相ベクトルセットが選
択される場合（すなわち、Ｄｉｖ２または４がハイかつＤｉｖ８がローの場合）、分割フ
ロップ７０１ａから出力される同相および直角位相の位相ベクトルは、周波数Ｆ／２を有
し、それぞれ、リタイマ８０１ｂおよび８０１ａのデータ入力に提供される。リタイマ８
０１ａおよび８０１ｂは、さらに、それらの各クロック入力において、差動クロック信号
Ｆ１２０およびＦ６０を受信し、それらのイネーブル入力において、Ｄｉｖ２または４制
御信号を受信する。この配置によって、リタイマ８０１ａおよび８０１ｂは、Ｄｉｖ２ま
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たは４がハイの場合（すなわち、１／２分周または１／４分周セットの位相ベクトルが所
望されることを示す）、差動クロック信号Ｆ／２６０およびＦ／２１２０を生成し、Ｄｉ
ｖ２または４がローの場合は無効にされる。リタイマ８０１ｃおよび８０１ｄは、それら
の各クロック入力において、リタイマ８０１ａおよび８０１ｂから出力される差動クロッ
ク信号を受信し、それらの各データ入力において、分割フロップ７０１ｂから出力される
同相および直角位相の差動クロック信号を受信する。１／４分周セットの出力位相ベクト
ルが所望される場合、リタイマ８０１ｃおよび８０１ｄが、分割フロップ７０１ｂから出
力される同相および直角位相の差動クロック信号（そのような信号は、分割フロップ７０
１ｃが無効にされている場合、周波数Ｆ／４を有し、また、分割フロップ７０１ａは、周
波数Ｆ／２における同相および直角位相の差動クロック信号を生成する）を、それぞれ、
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リタイマ８０１ａおよび８０１ｂから出力されるＦ／２６０およびＦ／２１２０差動クロ
ック信号に応答してサンプリングすることを可能にするために、制御信号Ｄｉｖ４が引き
上げられる。したがって、Ｄｉｖ４がハイの場合、リタイマ８０１ｃおよび８０１ｄは、
それぞれ、差動クロック信号Ｆ／４１２０およびＦ／４６０を生成する。Ｄｉｖ４がロー
の場合、リタイマ８０１ｃおよび８０１ｄは無効にされる。リタイマ８０１ａおよび８０
１ｄから出力される差動クロック信号Ｆ／２６０およびＦ／４６０は、マルチプレクサ８
５３ａの各入力に供給され、リタイマ８０１ｂおよび８０１ｃから出力される差動クロッ
ク信号Ｆ／２１２０およびＦ／４１２０は、マルチプレクサ８５３ｂの各入力に供給され
る。マルチプレクサ８５３ａおよび８５３ｂのセレクト入力は、Ｄｉｖ４または８制御信
号を受信するように結合され、それにより、Ｄｉｖ４または８がローの場合（１／２分周
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の選択を示す）、Ｆ／２６０およびＦ／２１２０差動クロック信号が、分割フロップ７０
１ａにより生成されるＦ／２０およびＦ／２９０クロック信号とともに、クロック分割器
８５０から出力される。Ｄｉｖ４または８がハイかつＤｉｖ８がローの場合、Ｆ／４６０
およびＦ／４１２０差動クロック信号が、分割フロップ７０１ｂにより出力されるＦ／４
０およびＦ／４９０差動クロック信号とともに、クロック分割器８５０から出力される。

最後に、Ｄｉｖ４または８がハイかつＤｉｖ８がハイの場合、リタイマ８０１ａ〜８０１
ｄは無効にされ、それにより、マルチプレクサ８５３ａおよび８５３ｂの出力はトグルし
なくなる。すなわち、Ｆ／８０およびＦ／８９０差動クロック信号のみが、クロック分割
器８５０から出力される。
【００８６】
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図２８は、図１４〜図１８に関連して説明した実施形態による基準位相発生器８６５と
、図１９〜図２７に関連して説明した実施形態による成分分割およびリタイミング回路を
有するクロック分割器８６７とを含む、例示的クロック発生器８６０を示す。図示されて
いるように、基準位相発生器８６５は、一次位相ベクトル（０／１８０°、９０／２７０
°）を生成するためのＶＣＯ

８７５を含み、さらに、一次位相ベクトルから二次位相ベ

クトル（６０／２４０°、１２０／３００°）を生成するための４−８変換器８７７を形
成する、スケーリングされた遅延素子５５２、５５４の組も含む。４−８変換器８７７内
には、６０°および７５°の遅延素子の特定の組み合わせが示されているが、上述したス
ケーリングされた遅延素子のさまざまな組み合わせのうちのいずれも、代替方法として使
用されてもよい。ＶＣＯ

８７５および４−８変換器８７７の両方の中の遅延素子は、図

10

１５に関連して上述したとおりに生成されてもよい共通の遅延制御信号（ＤＣＴＬ）によ
って制御される。一実施形態では、基準位相発生器８６５内で生成される一次および二次
位相ベクトルは、小振幅信号であり、レベル変換器８７１内でロジックレベル信号（例え
ば、ＣＭＯＳ信号レベル）に変換されてもよい。
【００８７】
図２８をさらに参照すると、制御ロジック回路８６９は、所望の出力クロック周波数（
図２８の例示的実施形態では、基準ループ周波数Ｆ、あるいは細分された周波数Ｆ／２、
Ｆ／４、またはＦ／８であってもよい）を指定する、複数ビットのレート選択信号ＲＳを
受信する。代替実施形態では、その他の出力クロック周波数が選択されてもよい。制御ロ
ジック８６９は、クロック分割器８６７内でのクロック分割を（例えば、図２５〜図２７

20

に関連して説明したように）制御するために、クロック分割器８６７に、制御信号Ｄｉｖ
２、Ｄｉｖ４、Ｄｉｖ８、Ｄｉｖ４または８、およびＤｉｖ２または４または８の組を出
力し、それにより、周波数Ｆ／２、Ｆ／４、またはＦ／８と、位相角０／１８０°、９０
／２７０°、６０／２４０°、および１２０／３００°とを有する位相ベクトルの組８６
８を、クロック分割器８６７が出力することを可能にする。上述のように、代替実施形態
では、異なる位相角および／または周波数を有する、より多くの、またはより少ない位相
ベクトルが、クロック分割器８６７によって生成されてもよい。制御ロジック８６９は、
さらに、レベル変換器８７１からのユニティ位相ベクトル８７２（Ｄｉｖ１＝「１」）、
またはクロック分割器８６７からの周波数分割された位相ベクトル８６８（Ｄｉｖ＝「０
」）のいずれが、クロック発生器８６０から、出力クロック信号の組８７４として出力さ
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れるかを選択するための、Ｄｉｖ１制御信号をマルチプレクサ８７３に出力する。出力ク
ロック信号８７４は、例えば、クロックツリーに提供されてもよく（例えば、クロック信
号ファンアウトを提供するために必要な場合）、また、クロックツリーから、１組のサン
プリング回路に、または複数位相クロッキングが使用されてもよい、その他の任意の回路
に提供されてもよい。
【００８８】
制御ロジック８６９は、例えば、２ビットのレート選択信号の状態に従って、４つの信
号（Ｄｉｖ１、Ｄｉｖ２、Ｄｉｖ４、またはＤｉｖ８）のうちの１つをアサートするため
の、２：４デコーダによって実装されてもよい。残りのＤｉｖ４または８およびＤｉｖ２
または４または８信号と、そのコンプリメントは、２：４デコーダの出力から合成されて

40

もよい（例えば、ＯＲゲート、インバータなどを使用して）。さらに、代替実施形態では
、１つまたは複数の制御信号は必要とされなくてもよく、したがって、制御ロジック８６
９によって生成されなくてもよい。
【００８９】
ワイドレンジ複数位相クロック発生器を有するシグナリングシステム
図２９は、図１〜図２８の実施形態によるクロック発生器が内部で使用されてもよい、
シグナリングシステム９００を示す。システム９００は、例えば、コンピューティング装
置（例えば、モバイル、デスクトップ、またはより大規模なコンピュータ）、ネットワー
ク機器（例えば、スイッチ、ルータなど）、家庭用電子機器（例えば、電話機、パーソナ
ルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）など）、あるいは広い周波数範囲のクロック生成が内
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部で必要とされるその他の任意のタイプの装置の部分を形成してもよい。
【００９０】
システムは、信号経路９０２および９０４を介して相互に結合された、集積回路（ＩＣ
）のペア９０１および９０３を含む。図示されている実施形態では、信号経路９０２およ
び９０４は、一方のＩＣから他方のＩＣへのシリアル化された伝送を実行するための、単
方向の高速シリアルリンクである。代替実施形態では、いずれかまたは両方のリンクが双
方向であってもよく、また、複数のそのような信号経路が、並列なビットのグループの伝
送を可能にするために提供されてもよい（例えば、各ビットグループは、データまたは制
御ワード（例えば、コマンド、アドレスなど）を形成するか、あるいは、データまたは制
御パケットの部分を形成する）。ＩＣ

９０１および９０３は、ピア（例えば、各ＩＣは

10

、他方のＩＣへの信号伝送を独立に開始することが可能）であってもよく、またはマスタ
とスレーブであってもよい。さらに、ＩＣ

９０１および９０３の相対的ステータスは、

一方のＩＣが最初はマスタであり、その後、別のときにはスレーブであり、かつ／または
、別のときにはピアであるように、ときどき変化してもよい。
【００９１】
ＩＣ

９０１は、簡略化されたブロック図の形式で示されており、ワイドレンジクロッ

ク発生器９１３と、可変データレート信号受信器９１１と、可変データレート信号送信器
９１５と、アプリケーションロジック９１７とを含む。クロック発生器９１３は、可変レ
ート受信器９１１に、その内部でのデータおよび／またはエッジサンプリング動作のタイ
ミングをとるために、１組のサンプリングクロック信号９１０（すなわち、出力クロック
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信号）を出力する。サンプリングクロック信号９１０は、図１〜図１３に関連して上述し
たクロック発生器の出力クロック信号に対応し、アプリケーションロジック９１７によっ
て供給されるレート選択信号９０５と、さらに、可変位相動作が必要な場合は、位相オフ
セット信号９０６とに応じた、所望の周波数および位相オフセットを有する。図２９に具
体的に図示していないが、上述したクロックデータ復元の目的のために、エッジサンプル
が、受信器９１１からクロック発生器９１３に提供されてもよい。クロック発生器９１３
は、さらに、送信器９１５に、その内部でのデータ送信動作のタイミングをとるために、
１つまたは複数の送信クロック信号９１８を出力する。送信クロック信号は、例えばクロ
ック発生器９１３内のＶＣＯにより生成される、自走クロック信号であってもよく、ある
いは、受信器９１１に供給されるサンプリングクロック信号９１０のうちの１つまたは複
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数と位相整列されていてもよい。さらに、送信クロック信号９０８は、アプリケーション
ロジック回路９１７により供給されるレート選択信号９０５および／または位相オフセッ
ト信号９０６に従って、周波数分割されていてもよい。
【００９２】
可変レート受信器９１１によって回収されたデータは、受信データ（ＲＸ

ＤＡＴＡ）

としてアプリケーションロジック９１７に提供され、また、アプリケーションロジック９
１７は、送信データ（ＴＸ

ＤＡＴＡ）を可変レート送信器９１５に、経路９０４上での

伝送のために出力する。クロック発生器９１３によって生成される送信クロック信号とサ
ンプリングクロック信号とは、異なる周波数を有してもよいため、異なる送信および受信
40

データレートが選択されてもよい。
【００９３】
図２９の実施形態では、レート選択信号９０５としてクロック発生器９１３に出力され
、クロック発生器９１３内で、サンプリングクロック信号９１０の周波数を確立するため
に使用される、第１のレート選択値を記憶するために、アプリケーションロジック９１７
内のコンフィギュレーション回路９１９（例えば、実行時プログラム可能レジスタ、不揮
発性記憶装置、ヒューズ記憶装置（ｆｕｓｅｄ

ｓｔｏｒａｇｅ）など）が使用される。

コンフィギュレーション回路９１９は、さらに、サンプリングクロック信号９１０の位相
オフセットを制御するために、位相オフセット信号９０６としてクロック発生器９１３に
出力される、位相オフセット値も記憶してもよい。レート選択信号９０５および位相オフ
セット信号９０６は、さらに、または代替方法として、送信クロック信号９０８の周波数
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および位相オフセットを確立するために使用されてもよく、あるいは、別個の周波数およ
び／または位相オフセット情報が、コンフィギュレーション回路９１９内に記憶されて、
送信クロック信号９０８の周波数および／または位相オフセットを設定するためにクロッ
ク発生器９１３に出力されてもよい。一実施形態では、ＩＣ

９０３は、１つまたは複数

のレート選択および／または位相オフセット値をコンフィギュレーション回路９１９内に
記憶するための、１つまたは複数のコンフィギュレーションコマンド（あるいは、要求ま
たは命令）を、ＩＣ

９０１に発行するように設計および／またはプログラムされる。各

レート選択値および／または位相オフセット値は、例えば、コンフィギュレーションコマ
ンドのオペレーションコード内で、または関連するオペランドデータとして提供されても
よい。アプリケーションロジック９１７は、指示されたレート選択および／または位相オ

10

フセット値をコンフィギュレーション回路９１９内に記憶し、そして、対応するレート選
択信号９０５および／または位相オフセット信号９０６をクロック発生器９１３に発行す
ることによって、コンフィギュレーションコマンドに応答する。システムの始動時に、コ
ンフィギュレーションコマンドと、関連するレート選択および／または位相オフセット値
との確実な通信を可能にするために、ＩＣ

９０１はデフォルトで、所定のレート選択お

よび／または位相オフセット設定になってもよい。あるいは、（例えば、独立した経路ま
たはプロトコルによる）アウトバンドシグナリングが、ＩＣ

９０１へのレート選択およ

び／または位相オフセット値の通信のために使用されてもよい。代替実施形態では、コン
フィギュレーション回路９１９は、ＩＣ

９０１内の別の場所に配置されてもよいことに
20

留意されたい。
【００９４】
図２９では２つのＩＣ

９０１および９０３が示されているが、それぞれのＩＣ内の回

路は、代替方法として、１つのＩＣ内に（例えば、システムオンチップまたは類似した構
造内に）実装されてもよく、信号経路９０２および９０４は、ＩＣ内に製造される１つま
たは複数の金属層、あるいはその他の信号伝導構造を介して配線されてもよい。また、図
２９に示すように別個のＩＣが使用される場合、ＩＣは、別々のＩＣパッケージ内に実装
されてもよく（例えば、プラスチックまたはセラミックカプセル封じ、ベアダイパッケー
ジなど）、あるいは、１つのＩＣパッケージ内に実装されてもよい（例えば、マルチチッ
プモジュール、極薄型パッケージ（ＰＴＰ）など）。
【００９５】

30

本明細書で開示されたさまざまな回路は、それらの回路の挙動、レジスタ転送、ロジッ
ク構成要素、トランジスタ、レイアウト形状、および／または、その他の特性に関して、
コンピュータ援用設計ツールを使用して記述されてもよく、また、さまざまなコンピュー
タ可読媒体内に組み入れられるデータおよび／または命令として表現されてもよい（ある
いは、表されてもよい）ことに留意されたい。そのような回路表現が実装されてもよいフ
ァイルおよびその他のオブジェクトのフォーマットとしては、Ｃ、Ｖｅｒｉｌｏｇ、およ
びＨＬＤＬなどの動作記述言語をサポートするフォーマット、ＲＴＬなどのレジスタレベ
ル記述言語をサポートするフォーマット、ＧＤＳＩＩ、ＧＤＳＩＩＩ、ＧＤＳＩＶ、ＣＩ
Ｆ、ＭＥＢＥＳなどの形状記述言語をサポートするフォーマット、ならびにその他の任意
の適切なフォーマットおよび言語が挙げられるが、これらに限定されるものではない。そ

40

のようなフォーマットされたデータおよび／または命令が組み入れられてもよいコンピュ
ータ可読媒体としては、さまざまな形態の不揮発性記憶媒体（例えば、光、磁気、または
半導体記憶媒体）、ならびにそのようなフォーマットされたデータおよび／または命令を
、無線、光、または有線の信号媒体、あるいはそれらの任意の組み合わせを通して転送す
るために使用されてもよい搬送波が挙げられるが、これらに限定されるものではない。そ
のようなフォーマットされたデータおよび／または命令の、搬送波による転送の例として
は、１つまたは複数のデータ転送プロトコル（例えば、ＨＴＴＰ、ＦＴＰ、ＳＭＴＰなど
）を介した、インターネットおよび／またはその他のコンピュータネットワーク上での転
送（アップロード、ダウンロード、電子メールなど）が挙げられるが、これらに限定され
るものではない。
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【００９６】
１つまたは複数のコンピュータ可読媒体を介してコンピュータシステム内で受信された
場合、上述の回路のそのようなデータおよび／または命令ベースの表現は、そのような回
路が物理的に現れたものの表現または画像を生成するための、ネットリスト生成プログラ
ム、配置および配線プログラムなど（ただし、これらに限定されない）を含む、１つまた
は複数のその他のコンピュータプログラムの実行と組み合わせて、コンピュータシステム
内の処理エンティティ（例えば、１つまたは複数のプロセッサ）によって処理されてもよ
い。そのような表現または画像は、その後、例えば、デバイス製造プロセスにおいて回路
のさまざまな構成要素を形成するために使用される１つまたは複数のマスクの生成を可能
にすることによって、デバイス製造において使用されてもよい。

10

【００９７】
この詳細な説明の中で提供されたセクション見出しは、参照の便宜のみのためのもので
あり、そのようなセクションの範囲または限界を、定義、制限、解釈、または説明するも
のでは決してない。また本発明は、その特定の実施形態を参照して説明されたが、本発明
のより広い意図および範囲から逸脱することなく、それらの実施形態に対してさまざまな
修正および変更が行われてもよいことは明らかであろう。したがって、本明細書および図
面は、制限的ではなく例示的な意味のものと考えられるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００９８】
図面の簡単な説明

20

【図１】ワイドレンジ複数位相クロック発生器の実施形態を示す。
【図２】図１のクロック発生器によって生成される、周波数選択可能な出力クロック信号
を示す。
【図３】ワイドレンジ複数位相クロック発生器の、別の実施形態を示す。
【図４】図３のクロック発生器内の周波数分割回路を実装するために使用されてもよい、
周波数分割回路の実施形態を示す。
【図５】図４の周波数分割回路によって生成される、例示的な位相ベクトルの組を示す。
【図６】ワイドレンジ複数位相クロック発生器の、別の実施形態を示す。
【図７】図６のクロック発生器内の周波数分割回路のそれぞれを実装するために使用され
てもよい、周波数分割回路を示す。
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【図８Ａ】図６のクロック発生器内で生成される、例示的な位相ベクトルの組を示す。
【図８Ｂ】図６のクロック発生器内で生成される、別の例示的な位相ベクトルの組を示す
。
【図９】選択可能な周波数範囲とプログラム可能な位相オフセットとを有する出力クロッ
ク信号を生成するために使用されてもよい、ワイドレンジ複数位相クロック発生器の実施
形態を示す。
【図１０Ａ】図９のクロック発生器内で生成される、例示的な位相ベクトルの組を示す。
【図１０Ｂ】図９のクロック発生器内で生成される、別の例示的な位相ベクトルの組を示
す。
【図１１】図９のレート制御ロジックを実装するために使用されてもよい、ロジック回路

40

の実施形態を示す。
【図１２】図９の混合位相補間器を実装するために使用されてもよい、補間器の実施形態
を示す。
【図１３】一実施形態による、図９のセレクタ回路の動作を示す表である。
【図１４】二次位相ベクトルを生成するために、一次位相ベクトルが、スケーリングされ
た遅延素子を通して内部を伝搬する、位相ベクトル発生器の実施形態を示す。
【図１５】一次位相ベクトルを生成するための位相ロックループと、スケーリングされた
遅延素子を有する位相ベクトル発生器への、その相互接続を示す。
【図１６Ａ−１６Ｃ】図１５に示す遅延素子を実装するために使用されてもよい、例示的
遅延素子を示す。
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【図１７Ａ−１７Ｂ】二次位相ベクトルを生成するために使用されてもよい、遅延素子の
代替の組み合わせを示す。
【図１８Ａ−１８Ｂ】プログラマブルに選択される位相角を有する位相ベクトルを生成す
るために使用されてもよい、可変遅延素子の例示的実施形態を示す。
【図１９】周波数分割された、直角位相クロック信号を生成するために使用されてもよい
、自己整列クロック分割器の実施形態を示す。
【図２０】図１９のクロック分割器の動作を示すタイミング図である。
【図２１】選択された細分された周波数における一次位相ベクトルを生成するために、図
４および図７の周波数分割回路の代わりに使用されてもよい、周波数選択可能なクロック
分割回路の実施形態を示す。
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【図２２】選択された細分された周波数における一次位相ベクトルを生成するために、図
４および図７の周波数分割回路の代わりに使用されてもよい、周波数選択可能なクロック
分割回路の実施形態を示す。
【図２３】周波数分割された一次位相ベクトルを、分割されていない二次位相ベクトルの
遷移に応答してサンプリングすることによって、周波数分割された二次位相ベクトルを生
成する、クロックリタイミング回路の実施形態を示す。
【図２４】図２３のクロックリタイミング回路の動作を示すタイミング図である。
【図２５】分割フロップとクロックリタイミング回路との組み合わせを使用して、選択さ
れた細分された周波数における一次および二次位相ベクトルを生成する、クロック分割器
の実施形態を示す。
【図２６】縮小された出力多重化を使用して、選択された細分された周波数における一次
および二次位相ベクトルを出力する、クロック分割器の代替実施形態を示す。
【図２７】選択された細分された周波数における一次および二次位相ベクトルを出力する
、クロック分割器の代替実施形態を示す。
【図２８】図１４〜図１８に関連して説明した実施形態による基準位相発生器と、図１９
〜図２７に関連して説明した実施形態による成分分割およびリタイミング回路を有するク
ロック分割器とを含む、例示的クロック発生器を示す。
【図２９】図１〜図２８の実施形態によるクロック発生器が内部で使用されてもよい、シ
グナリングシステムを示す。
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