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(57)【要約】
【課題】　クロック信号を調節してノイズを補償するこ
とである。
【解決手段】　第１の集積回路（ＩＣ）は、調節可能な
遅延回路と第１のインターフェイス回路とを有する。第
１のインターフェイス回路に与える遅延クロック信号を
作り出すために、調節可能な遅延回路に第１のクロック
信号が与えられる。第２のＩＣは、電源電圧検知回路と
、第１のＩＣを相手にデータを転送する第２のインター
フェイス回路とを有する。電源電圧検知回路は、第２の
ＩＣの電源電圧内のノイズを示すノイズ信号を第１のＩ
Ｃに与える。そのノイズ信号に基づいて、調節可能な遅
延回路が遅延クロック信号の遅延を調節する。他の実施
形態では、エッジが着色されたクロック信号が、集積回
路（ＩＣ）間で高周波ジッタを共通にすることにより、
それらのＩＣ間のデータ伝送における高周波ジッタの影
響を減らす。他の実施形態では、電源電圧を使用して複
数のＩＣ上でクロック信号を生成する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　調節可能な遅延回路および第１のインターフェイス回路を含む第１の集積回路装置であ
って、遅延クロック信号を作り出すために第１のクロック信号が前記調節可能な遅延回路
に与えられ、前記遅延クロック信号は前記第１のインターフェイス回路に与えられる、第
１の集積回路装置と、
　第２の集積回路装置であって、
　　少なくとも１つの信号線を介し、前記第１の集積回路装置を相手にデータを転送する
ための第２のインターフェイス回路、および
　　前記第１の集積回路装置にノイズ信号を与えるための電源電圧検知回路を含み、前記
ノイズ信号は前記第２の集積回路装置の電源電圧内のノイズを示す、第２の集積回路装置
と
を含み、前記調節可能な遅延回路は、前記ノイズ信号に基づいて前記遅延クロック信号の
遅延を調節する、システム。
【請求項２】
　前記第１の集積回路装置が、前記第２の集積回路装置に第２のクロック信号を出力する
ためのクロックドライバをさらに含み、前記第２のクロック信号は前記第１のクロック信
号から得られ、前記第２の集積回路装置は前記第２のクロック信号を前記第１の集積回路
装置から受け取り、前記第２のインターフェイス回路によるデータの前記転送をクロック
制御するために使用される第３のクロック信号を得るために、前記第２のクロック信号が
前記第２の集積回路装置によって使用され、前記第２の集積回路装置は、前記第２のクロ
ック信号から前記第３のクロック信号を得るための内部クロックバッファを含む、請求項
１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記第２のインターフェイス回路によるデータの前記転送をクロック制御するために第
２のクロック信号が使用され、前記第２の集積回路装置は、前記第２のクロック信号を生
成するために位相ロックループまたは遅延ロックループのうちの少なくとも一方を含む、
請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第１の集積回路装置が、第２のクロック信号を差動クロック信号として前記第２の
集積回路装置内のクロック受信機に出力するためのクロックドライバをさらに含み、前記
第２のクロック信号は前記第１のクロック信号から得られ、前記クロック受信機の入力端
子に前記電源電圧検知回路が結合され、前記電源電圧検知回路は、前記差動クロック信号
のコモンモード電圧の変動により、前記第１の集積回路装置に前記ノイズ信号を伝送し、
前記電源電圧は、前記クロック受信機から前記第２のインターフェイス回路に第３のクロ
ック信号を与える内部クロックバッファのための電圧源である、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項５】
　前記電源電圧検知回路が、差動信号により、前記ノイズ信号を前記第１の集積回路装置
に与える、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記電源電圧検知回路が、シングルエンドノイズ信号を前記第１の集積回路装置に与え
る、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記電源電圧検知回路が、前記電源電圧内のノイズを示す第１のノイズ信号を前記第１
の集積回路装置に与え、前記電源電圧検知回路は、前記第２の集積回路装置の接地電圧内
のノイズを示す第２のノイズ信号を前記第１の集積回路装置に与え、前記調節可能な遅延
回路は、前記第１のノイズ信号および前記第２のノイズ信号に基づいて前記遅延クロック
信号の前記遅延を調節する、請求項１に記載のシステム。
【請求項８】
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　前記電源電圧検知回路により前記第１の集積回路装置に与えられる前記ノイズ信号は、
前記電源電圧内のノイズから前記第２の集積回路装置の接地電圧内のノイズを引いたノイ
ズを示す、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第２の集積回路装置が、前記電源電圧検知回路に結合される第３のインターフェイ
ス回路をさらに含み、前記電源電圧検知回路は、前記第３のインターフェイス回路に結合
される外部データ線を通じて伝送される差動データ信号のコモンモード電圧の変動により
、前記第１の集積回路装置に前記ノイズ信号を伝送する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記電源電圧検知回路が、前記第２のインターフェイス回路に結合される外部データ線
を通じて伝送される差動データ信号のコモンモード電圧の変動により、前記第１の集積回
路装置に前記ノイズ信号を伝送する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記電源電圧検知回路が、第１の外部信号線を通じて伝送される差動クロック信号のコ
モンモード電圧の変動により、前記第１の集積回路装置に前記ノイズ信号を伝送し、前記
第１のインターフェイス回路が、第２の外部信号線を通じて前記第２のインターフェイス
回路に書込みデータを伝送する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記第２の集積回路装置が、前記電源電圧検知回路に結合される第３のインターフェイ
ス回路をさらに含み、前記電源電圧検知回路は、前記第３のインターフェイス回路に結合
されるデータマスクピンにより前記第１の集積回路装置に前記ノイズ信号を伝送する、請
求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記第２の集積回路装置が、前記電源電圧検知回路に結合される第３のインターフェイ
ス回路をさらに含み、前記電源電圧検知回路は、前記第３のインターフェイス回路に結合
される外部制御線を通じて伝送される差動制御信号のコモンモード電圧の変動により、前
記第１の集積回路装置に前記ノイズ信号を伝送する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記電源電圧検知回路が、コンデンサに結合される第１の抵抗器と第２の抵抗器とを含
み、前記コンデンサは前記電源電圧に結合される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記第１の抵抗器が、前記第２の集積回路装置上のクロック受信機の第１の入力に結合
され、前記第２の抵抗器が、前記クロック受信機の第２の入力に結合され、前記電源電圧
検知回路が、差動クロック信号のコモンモード電圧の変動により、前記第１の集積回路装
置に前記ノイズ信号を伝送し、前記差動クロック信号は前記第１のクロック信号から得ら
れ、前記クロック受信機の前記第１の入力および前記第２の入力に伝送される、請求項１
４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記第１の集積回路装置が、前記ノイズ信号を受け取るために結合される抵抗器と、前
記抵抗器から前記ノイズ信号を受け取る低域フィルタと、前記低域フィルタに結合される
増幅器とをさらに含み、前記増幅器は、前記ノイズ信号から生成される低域フィルタされ
た増幅信号に基づき、前記調節可能な遅延回路に前記遅延クロック信号の前記遅延を変え
させる、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記第１の集積回路装置が、前記第２の集積回路装置に第２のクロック信号を出力する
クロックドライバをさらに含み、前記第２のクロック信号は前記第１のクロック信号から
得られ、前記抵抗器は前記クロックドライバの出力に結合される、請求項１６に記載のシ
ステム。
【請求項１８】
　前記電源電圧検知回路が、差動増幅器と、前記差動増幅器の第１の入力および前記電源
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電圧に結合される第１のコンデンサと、前記差動増幅器の第２の入力および接地電圧に結
合される第２のコンデンサとを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記第１の集積回路装置が、前記第２の集積回路装置に信号を出力するドライバと、前
記ドライバの出力に結合される抵抗器と、前記抵抗器に結合される第１の増幅器と、前記
第１の増幅器に結合される低域フィルタと、前記低域フィルタに結合される第２の増幅器
とをさらに含み、前記第２の増幅器は、前記第１の増幅器において受け取られる前記ノイ
ズ信号に基づいて前記調節可能な遅延回路が前記遅延クロック信号に与える前記遅延を変
える、請求項１に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記第２の集積回路装置が、前記第１の集積回路装置を相手に差動信号を転送するため
に結合される第３のインターフェイス回路をさらに含み、前記電源電圧検知回路は、前記
差動信号のコモンモード電圧により、前記第１の集積回路装置に前記ノイズ信号を与える
、請求項１に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記電源電圧検知回路が、前記電源電圧内のノイズを示す第１のノイズ信号を、第１の
コモンモード電圧により前記第１の集積回路装置に与え、接地電圧検知回路が、前記第２
の集積回路装置の接地電圧内のノイズを示す第２のノイズ信号を、第２のコモンモード電
圧により前記第１の集積回路装置に与え、前記調節可能な遅延回路は、前記第１のノイズ
信号および前記第２のノイズ信号に基づいて前記遅延クロック信号の前記遅延を調節する
、請求項１に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記電源電圧検知回路が、第１のコンデンサに結合される第１の抵抗器および第２の抵
抗器を含み、前記接地電圧検知回路が、第２のコンデンサに結合される第３の抵抗器およ
び第４の抵抗器を含み、前記第１のコンデンサは前記電源電圧を受け取るために結合され
、前記第２のコンデンサは前記接地電圧を受け取るために結合される、請求項２１に記載
のシステム。
【請求項２３】
　前記第１の集積回路装置がメモリコントローラを含み、前記第２の集積回路装置がメモ
リを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記第１の集積回路装置および前記第２の集積回路装置が、周波数基準クロック信号を
受け取り、前記周波数基準クロック信号との間の位相差を補償する、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項２５】
　前記システムが、単方向クロック信号を用いるソース同期システムである、請求項１に
記載のシステム。
【請求項２６】
　受信機および第１のクロック回路網を含む第１の集積回路であって、遅延回路および前
記第１のクロック回路網により、第１のクロック信号が遅延クロック信号として前記受信
機に送られる、第１の集積回路と、
　送信機および第２のクロック回路網を含む第２の集積回路であって、第１の外部相互接
続および前記第２のクロック回路網を使用し、前記第１のクロック信号が第２のクロック
信号として前記送信機に送られる、第２の集積回路と
を含み、
　前記送信機は、第２の外部相互接続を介して前記受信機にデータ信号を伝送し、前記遅
延回路は、少なくとも前記第１の外部相互接続の遅延と、前記第２の外部相互接続の遅延
と、前記第１のクロック回路網の遅延と前記第２のクロック回路網の遅延との間の差との
合計に基づく遅延分だけ前記遅延クロック信号を遅らせる、システム。
【請求項２７】
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　前記遅延回路が第３の外部相互接続である、請求項２６に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記第３の外部相互接続が、前記第１の集積回路への調節可能な終端接続を有する、請
求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記遅延回路が、インダクタおよびコンデンサを含む、請求項２６に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記遅延回路が、前記第１の集積回路内の調節可能な遅延回路である、請求項２６に記
載のシステム。
【請求項３１】
　前記遅延回路の前記遅延が、レジスタの設定によって調節される、請求項２６に記載の
システム。
【請求項３２】
　前記遅延回路が、前記データ信号内のビットを前記送信機に伝送させる前記第１のクロ
ック信号のサイクルに応じて、前記データ信号内の各ビットを前記受信機によって捕捉さ
せるための前記遅延分だけ前記遅延クロック信号を遅らせる、請求項２６に記載のシステ
ム。
【請求項３３】
　前記第２の集積回路が、前記第１の集積回路にノイズ信号を与えるための電源電圧検知
回路をさらに含み、前記ノイズ信号は、前記第２の集積回路の電源電圧内のノイズを示し
、
　前記第１の集積回路が、前記第１のクロック回路網内に、前記ノイズ信号に基づいて前
記遅延クロック信号の遅延を調節する、調節可能な遅延回路をさらに含む、請求項２６に
記載のシステム。
【請求項３４】
　遅延クロック信号を作り出すために第１のクロック信号が与えられる調節可能な遅延回
路と、
　少なくとも１つのピンを介して信号を転送するインターフェイス回路と
を含む集積回路であって、
　前記遅延クロック信号は前記インターフェイス回路に与えられ、前記集積回路は、電源
電圧内のノイズを示す外部から与えられるノイズ信号を受け取り、前記調節可能な遅延回
路は、前記外部から与えられるノイズ信号に基づいて前記遅延クロック信号の遅延を調節
する、集積回路。
【請求項３５】
　前記集積回路が、前記電源電圧内のノイズを示す外部から与えられる第１のノイズ信号
を受け取り、接地電圧内のノイズを示す外部から与えられる第２のノイズ信号を受け取り
、前記調節可能な遅延回路が、外部から与えられる前記第１のノイズ信号および前記第２
のノイズ信号に基づいて前記遅延クロック信号の前記遅延を調節する、請求項３４に記載
の集積回路。
【請求項３６】
　第２のクロック信号を差動クロック信号としてピンに出力するためのクロックドライバ
をさらに含み、前記第２のクロック信号は前記第１のクロック信号から得られ、前記外部
から与えられるノイズ信号が、前記差動クロック信号のコモンモード電圧の変動により前
記集積回路に伝送される、請求項３４に記載の集積回路。
【請求項３７】
　前記外部から与えられるノイズ信号を受け取るために結合される低域フィルタと、
　前記低域フィルタに結合される増幅器と
をさらに含み、前記増幅器は、前記外部から与えられるノイズ信号に基づき、前記調節可
能な遅延回路に前記遅延クロック信号の前記遅延を変えさせる、請求項３４に記載の集積
回路。
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【請求項３８】
　１対の差動シグナリングピンをさらに含み、前記調節可能な遅延回路は、前記１対の差
動シグナリングピンを介して伝送されるコモンモード電圧に応答する、請求項３４に記載
の集積回路。
【請求項３９】
　第１の外部相互接続を介し、第２の集積回路上の送信機からデータ信号を受け取るため
の受信機と、
　第１のクロック回路網と
を含む、第１の集積回路であって、
　遅延クロック信号を生成するために、遅延回路および前記第１のクロック回路網を介し
て前記受信機に第１のクロック信号が送られ、第２の外部相互接続および前記第２の集積
回路上の第２のクロック回路網を介し、前記第１のクロック信号が第２のクロック信号と
して前記送信機に送られ、前記遅延回路は、少なくとも前記第１の外部相互接続の遅延と
、前記第２の外部相互接続の遅延と、前記第１のクロック回路網の遅延と前記第２のクロ
ック回路網の遅延との間の差との合計に基づく遅延分だけ前記遅延クロック信号を遅らせ
る、第１の集積回路。
【請求項４０】
　前記遅延回路が第３の外部相互接続であり、前記第３の外部相互接続は、前記第１の集
積回路への調節可能な終端接続を有する、請求項３９に記載の第１の集積回路。
【請求項４１】
　前記遅延回路が、前記データ信号内のビットを前記送信機に伝送させる前記第１のクロ
ック信号のサイクルに応じて、前記データ信号内の各ビットを前記受信機によって捕捉さ
せるための前記遅延分だけ前記遅延クロック信号を遅らせる、請求項３９に記載の第１の
集積回路。
【請求項４２】
　前記遅延回路が、調節可能な遅延回路である、請求項３９に記載の第１の集積回路。
【請求項４３】
　前記遅延回路が、前記第１の集積回路内の電圧制御された遅延線である、請求項３９に
記載の第１の集積回路。
【請求項４４】
　前記遅延回路が、レジスタの設定によって制御されるプログラム可能な遅延線である、
請求項３９に記載の第１の集積回路。
【請求項４５】
　第１のピンを通じて、第１のコモンモード電圧内の第１のノイズ信号を与えるための電
源電圧検知回路であって、前記第１のノイズ信号は前記集積回路の電源電圧内のノイズを
示す、電源電圧検知回路と、
　第２のピンを通じて、第２のコモンモード電圧内の第２のノイズ信号を与えるための接
地電圧検知回路であって、前記第２のノイズ信号は前記集積回路の接地電圧内のノイズを
示す、接地電圧検知回路と
を含む、集積回路。
【請求項４６】
　前記電源電圧検知回路に結合される第１のインターフェイス回路であって、前記電源電
圧検知回路は、前記第１のインターフェイス回路を相手に転送される前記第１のコモンモ
ード電圧内の変動により前記第１のノイズ信号を伝送する、第１のインターフェイス回路
と、
　前記接地電圧検知回路に結合される第２のインターフェイス回路であって、前記接地電
圧検知回路は、前記第２のインターフェイス回路を相手に転送される前記第２のコモンモ
ード電圧内の変動により前記第２のノイズ信号を伝送する、第２のインターフェイス回路
と
をさらに含む、請求項４５に記載の集積回路。
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【請求項４７】
　クロック回路網に第１のクロック信号を伝送する第３のインターフェイス回路をさらに
含み、前記クロック回路網が、前記第１のクロック信号から得た第２のクロック信号を前
記第１のインターフェイス回路および前記第２のインターフェイス回路に伝送し、前記ク
ロック回路網が、前記電源電圧および前記接地電圧を受け取る、請求項４６に記載の集積
回路。
【請求項４８】
　前記電源電圧検知回路が、コンデンサに結合される第１の抵抗器および第２の抵抗器を
含み、前記コンデンサは前記電源電圧に結合される、請求項４５に記載の集積回路。
【請求項４９】
　第１の集積回路の電源電圧内のノイズに基づいて変化する第１のノイズ信号を生成する
ステップと、
　前記第１のノイズ信号に基づいて、第２の集積回路内で遅延クロック信号に与える遅延
を調節するステップと、
　前記第１の集積回路上の第１のインターフェイス回路と前記第２の集積回路上の第２の
インターフェイス回路との間でデータを転送するステップであって、前記遅延クロック信
号が前記第２のインターフェイス回路に与えられる、転送するステップと
を含む、方法。
【請求項５０】
　前記第１の集積回路上の接地電圧内のノイズに基づいて変化する第２のノイズ信号を生
成するステップをさらに含み、
　前記遅延クロック信号に与える遅延を調節するステップが、前記第１のノイズ信号に基
づき、および前記第２のノイズ信号に基づき、前記遅延クロック信号に与える前記遅延を
調節するステップをさらに含む、請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　第１の集積回路の電源電圧内のノイズに基づいて変化する第１のノイズ信号を生成する
ステップが、前記第１の集積回路の、前記電源電圧内のノイズから接地電圧内のノイズを
引いたノイズに基づいて変化する前記第１のノイズ信号を生成するステップをさらに含む
、請求項４９に記載の方法。
【請求項５２】
　差動信号のコモンモード電圧の変動により、前記第２の集積回路に前記第１のノイズ信
号を伝送するステップ
をさらに含む、請求項４９に記載の方法。
【請求項５３】
　前記第１のノイズ信号を、シングルエンド信号として前記第２の集積回路に伝送するス
テップ
をさらに含む、請求項４９に記載の方法。
【請求項５４】
　前記遅延クロック信号が第２のクロック信号から得られ、前記第２のクロック信号から
得られる第３のクロック信号が、前記第２の集積回路から前記第１の集積回路に伝送され
、前記第３のクロック信号から得られる第４のクロック信号が、前記第１のインターフェ
イス回路に与えられる、請求項４９に記載の方法。
【請求項５５】
　第１の集積回路上の遅延回路および第１のクロック回路網を使用し、前記第１の集積回
路上の受信機に第１のクロック信号を遅延クロック信号として伝送するステップと、
　第２の集積回路上の第１の外部相互接続および第２のクロック回路網を使用し、前記第
２の集積回路上の送信機に前記第１のクロック信号を第２のクロック信号として伝送する
ステップと、
　第２の外部相互接続を介し、前記送信機から前記受信機にデータ信号を伝送するステッ
プと
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を含む方法であって、
　前記遅延回路は、少なくとも前記第１の外部相互接続の遅延と、前記第２の外部相互接
続の遅延と、前記第１のクロック回路網の遅延と前記第２のクロック回路網の遅延との間
の差との合計に基づく遅延分だけ前記遅延クロック信号を遅らせる、方法。
【請求項５６】
　前記遅延回路が調節可能な遅延を有する、請求項５５に記載の方法。
【請求項５７】
　前記遅延回路が遅延線である、請求項５５に記載の方法。
【請求項５８】
　前記遅延回路が第３の外部相互接続である、請求項５５に記載の方法。
【請求項５９】
　第１の電源電圧から供給される電流をとり、第１の内部クロック信号を与えるための第
１の内部クロックバッファ回路、および
　前記第１の内部クロック信号を基準にして同期的にデータを出力するための第１のイン
ターフェイス回路
を含む第１の集積回路装置と、
　前記第１の電源電圧から供給される電流をとり、第２の内部クロック信号を生成するた
めの、第２の内部クロックバッファ回路、および
　前記第２の内部クロック信号を基準にして同期的に前記データを受け取るための第２の
インターフェイス回路
を含む第２の集積回路装置と
を含む、システム。
【請求項６０】
　前記第１の電源電圧が、導線を介し、前記第１の集積回路装置および前記第２の集積回
路装置に共通である、請求項５９に記載のシステム。
【請求項６１】
　前記第１の集積回路装置および前記第２の集積回路装置の少なくとも一方が、前記第１
の電源電圧を使用して第２の電源電圧を生成する調整回路をさらに含み、それにより、前
記第１の内部クロックバッファ回路および第２の内部クロックバッファ回路それぞれのう
ちの１つが、前記第２の電源電圧経由で前記第１の電源電圧から供給される電流をとる、
請求項５９に記載のシステム。
【請求項６２】
　前記第１の集積回路装置および前記第２の集積回路装置の少なくとも一方が、前記第１
の電源電圧から得られる第２の電源電圧から電流をとる、請求項５９に記載のシステム。
【請求項６３】
　前記第１の電源電圧が、前記第１の集積回路装置および前記第２の集積回路装置にとっ
て外部の電源から、前記第１の集積回路装置および前記第２の集積回路装置に供給される
、請求項５９に記載のシステム。
【請求項６４】
　前記第１の集積回路装置がクロック受信機回路をさらに含み、前記第１の内部クロック
信号が、前記クロック受信機回路において受け取られる外部タイミング信号から得られ、
前記外部タイミング信号が、前記第２の集積回路装置によって与えられる、請求項５９に
記載のシステム。
【請求項６５】
　前記第２の集積回路装置がクロック受信機回路をさらに含み、前記第２の内部クロック
信号が、前記クロック受信機回路において受け取られる外部タイミング信号から得られ、
前記外部タイミング信号が、前記第１の集積回路装置によって与えられる、請求項５９に
記載のシステム。
【請求項６６】
　前記第１の集積回路装置および前記第２の集積回路装置の一方がメモリ装置であり、前
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記第１の集積回路装置および前記第２の集積回路装置の他方がコントローラ装置である、
請求項５９に記載のシステム。
【請求項６７】
　第１の電源電圧から供給される電流をとり、第１の内部クロック信号を与えるための第
１のクロックバッファ回路と、
　前記第１の内部クロック信号を基準にして同期的に第２の集積回路にデータを出力する
ためのインターフェイス回路と
を含む第１の集積回路であって、
　前記第２の集積回路は、第２の内部クロック信号を基準にして同期的に前記データを受
け取り、前記第２の内部クロック信号は、前記第１の電源電圧から供給される電流をとる
第２のクロックバッファ回路によって生成される、第１の集積回路。
【請求項６８】
　前記第１のクロックバッファ回路の遅延特性が、前記第１の電源電圧内にあるノイズを
基準にして変化する、請求項６７に記載の第１の集積回路。
【請求項６９】
　前記第１の電源電圧が、前記第２の集積回路内で生成される、請求項６７に記載の第１
の集積回路。
【請求項７０】
　前記第１のクロックバッファ回路が、オンチップクロック分配回路網の一部である、請
求項６７に記載の第１の集積回路。
【請求項７１】
　前記第１の集積回路および前記第２の集積回路の少なくとも一方が、前記第１の電源電
圧を使用して第２の電源電圧を生成する調整回路をさらに含み、それにより、前記第１の
クロックバッファ回路および第２のクロックバッファ回路それぞれのうちの１つが、前記
第２の電源電圧経由で前記第１の電源電圧から供給される電流をとる、請求項６７に記載
の第１の集積回路。
【請求項７２】
　前記インターフェイス回路が、前記第１の電源電圧から得られる第２の電源電圧から電
流をとる、請求項６７に記載の第１の集積回路。
【請求項７３】
　前記第１の電源電圧が、前記第１の集積回路および前記第２の集積回路にとって外部の
電源から、前記第１の集積回路および前記第２の集積回路に供給される、請求項６７に記
載の第１の集積回路。
【請求項７４】
　前記第１の集積回路がクロック受信機回路をさらに含み、前記第１の内部クロック信号
が、前記クロック受信機回路において受け取られる外部タイミング信号から得られ、前記
外部タイミング信号が、前記第２の集積回路によって与えられる、請求項６７に記載の第
１の集積回路。
【請求項７５】
　前記第２の集積回路がクロック受信機回路をさらに含み、前記第２の内部クロック信号
が、前記クロック受信機回路において受け取られる外部タイミング信号から得られ、前記
外部タイミング信号が、前記第１の集積回路によって与えられる、請求項６７に記載の第
１の集積回路。
【請求項７６】
　前記第１の集積回路および前記第２の集積回路の一方がメモリ装置であり、前記第１の
集積回路および前記第２の集積回路の他方がコントローラ装置である、請求項６７に記載
の第１の集積回路。
【請求項７７】
　第１の電源電圧から供給される電流をとり、第１の内部クロック信号を与えるための第
１のクロックバッファ回路と、
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　前記第１の内部クロック信号を基準にして同期的に第２の集積回路からデータを受け取
るためのインターフェイス回路と
を含む第１の集積回路であって、
　前記第２の集積回路は、第２の内部クロック信号を基準にして同期的に前記データを前
記第１の集積回路に伝送し、前記第２の内部クロック信号は、前記第１の電源電圧から供
給される電流をとる第２のクロックバッファ回路によって生成される、第１の集積回路。
【請求項７８】
　前記第１の電源電圧が、導線を介し、前記第１の集積回路および前記第２の集積回路に
共通である、請求項７７に記載の第１の集積回路。
【請求項７９】
　前記第１の集積回路および前記第２の集積回路の少なくとも一方が、前記第１の電源電
圧を使用して第２の電源電圧を生成する調整回路をさらに含み、それにより、前記第１の
クロックバッファ回路および第２のクロックバッファ回路それぞれのうちの１つが、前記
第２の電源電圧経由で前記第１の電源電圧から供給される電流をとる、請求項７７に記載
の第１の集積回路。
【請求項８０】
　前記インターフェイス回路が、前記第１の電源電圧から得られる第２の電源電圧から電
流をとる、請求項７７に記載の第１の集積回路。
【請求項８１】
　前記第１の電源電圧が、前記第１の集積回路および前記第２の集積回路にとって外部の
電源から、前記第１の集積回路および前記第２の集積回路に供給される、請求項７７に記
載の第１の集積回路。
【請求項８２】
　前記第１の集積回路がクロック受信機回路をさらに含み、前記第１の内部クロック信号
が、前記クロック受信機回路において受け取られる外部タイミング信号から得られ、前記
外部タイミング信号が、前記第２の集積回路によって与えられる、請求項７７に記載の第
１の集積回路。
【請求項８３】
　前記第２の集積回路がクロック受信機回路をさらに含み、前記第２の内部クロック信号
が、前記クロック受信機回路において受け取られる外部タイミング信号から得られ、前記
外部タイミング信号が、前記第１の集積回路によって与えられる、請求項７７に記載の第
１の集積回路。
【請求項８４】
　前記第１のクロックバッファ回路の遅延特性が、前記第１の電源電圧内にあるノイズを
基準にして変化する、請求項７７に記載の第１の集積回路。
【請求項８５】
　前記第１の電源電圧が、前記第２の集積回路内で生成される、請求項７７に記載の第１
の集積回路。
【請求項８６】
　第１の集積回路装置の動作方法であって、
　第１の内部クロック信号を与えるために第１のクロックバッファ回路内に電流をとるス
テップであって、前記電流は第１の電源電圧から供給される、電流をとるステップと、
　第２の集積回路装置を相手に、前記第１の内部クロック信号を基準にして同期的にデー
タを転送するステップであって、前記第２の集積回路装置は、前記第１の集積回路装置を
相手に第２のクロック信号を基準にして同期的に前記データを伝送し、前記第２のクロッ
ク信号は、前記第１の電源電圧から供給される電流をとる第２のクロックバッファ回路に
よって生成される、同期的にデータを転送するステップと
を含む、方法。
【請求項８７】
　前記第１の電源電圧が、導線を介し、前記第１の集積回路装置および前記第２の集積回
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路装置に共通である、請求項８６に記載の方法。
【請求項８８】
　前記第１の電源電圧を使用して第２の電源電圧を生成するステップであって、それによ
り、前記第１のクロックバッファ回路および第２のクロックバッファ回路それぞれのうち
の１つが、前記第２の電源電圧経由で前記第１の電源電圧から供給される電流をとる、第
２の電源電圧を生成するステップ
をさらに含む、請求項８６に記載の方法。
【請求項８９】
　前記第１の電源電圧から得られる第２の電源電圧から、前記第１の集積回路装置および
前記第２の集積回路装置の少なくとも一方の中に電流をとるステップ
をさらに含む、請求項８６に記載の方法。
【請求項９０】
　前記第１の集積回路装置および前記第２の集積回路装置にとって外部の電源から、前記
第１の集積回路装置および前記第２の集積回路装置において前記第１の電源電圧を受け取
るステップ
をさらに含む、請求項８６に記載の方法。
【請求項９１】
　前記第１の集積回路装置内のクロック受信機回路を使用し、外部タイミング信号から前
記第１の内部クロック信号を生成するステップであって、前記外部タイミング信号は、前
記第２の集積回路装置によって与えられる、前記第１の内部クロック信号を生成するステ
ップ
をさらに含む、請求項８６に記載の方法。
【請求項９２】
　前記第２の集積回路装置内のクロック受信機回路を使用し、外部タイミング信号から前
記第２のクロック信号を生成するステップであって、前記外部タイミング信号は、前記第
１の集積回路装置によって与えられる、前記第２のクロック信号を生成するステップ
をさらに含む、請求項８６に記載の方法。
【請求項９３】
　前記第１の電源電圧が、前記第２の集積回路装置内で生成される、請求項８６に記載の
方法。
【請求項９４】
　前記第１のクロックバッファ回路の遅延特性が、前記第１の電源電圧内にあるノイズを
基準にして変化する、請求項８６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
技術分野
　本開示は電子回路に関し、より詳細には、クロック信号を調節してノイズを補償する技
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
背景
　同期メモリシステムにおけるクロックアーキテクチャなど、集積回路装置のクロッキン
グは、内部的に集積回路装置に分配され、かつ集積回路装置全体にわたって分配されるク
ロック信号をもたらす。クロック信号がクロックバッファを介して伝送されるとき、その
クロック信号は、クロックバッファが受け取る電源電圧上の電源ノイズの影響を受ける。
電源ノイズ（ＰＳＮ）は、バッファされるとき、電源誘起ジッタ（ＰＳＩＪ）をクロック
信号内にもたらすことがある。メモリ装置から読取データを伝送する時間を決めるクロッ
ク信号の中のＰＳＩＪは、コントローラ装置が自らのクロック信号を使ってその読取デー
タを捕捉するときに悪影響を有することがある。
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【図面の簡単な説明】
【０００３】
【図１】第２の集積回路内で生成される電源ノイズ（ＰＳＮ）に基づき、クロック信号内
に実質的に一致する電源誘起ジッタ（ＰＳＩＪ）を生成する第１の集積回路を有するシス
テムの一例を示す図である。
【図２】メモリ装置内で生成されるＰＳＮに基づき、受信機クロック信号内にＰＳＩＪを
生成するコントローラ装置を有するシステムの一例を示す図である。
【図３】メモリ装置内の電源ノイズ（ＰＳＮ）から接地電圧ノイズ（ＧＶＮ）を引くこと
に基づき、受信機クロック信号内にＰＳＩＪを生成するコントローラ装置を有するシステ
ムの一例を示す図である。
【図４】メモリ装置内で生成されるＰＳＮからＧＶＮを引くことに基づき、受信機クロッ
ク信号内にＰＳＩＪを生成するコントローラ装置を有するシステムの別の一例を示す図で
ある。
【図５】メモリ装置内で生成されるＰＳＮからＧＶＮを引くことに基づき、受信機クロッ
ク信号内にＰＳＩＪを生成するコントローラ装置を有するシステムのさらに別の一例を示
す図である。
【図６】メモリ装置内のＰＳＮに基づき、受信機クロック信号内にＰＳＩＪを生成するコ
ントローラ装置を有するシステムの別の一例を示す図である。
【図７】メモリ装置内のＰＳＮに基づき、送信クロック信号内にＰＳＩＪを生成するコン
トローラ装置を有するシステムの一例を示す図である。
【図８】信号の飛行時間を一致させることにより着色データを生成するシステムの一例を
示す図である。
【図９】受信機クロック信号の経路内に調節可能な遅延回路を追加することにより着色読
取データを提供するシステムの別の一例を示す図である。
【図１０】図９に示す信号の一部についての波形の例を示すタイミング図である。
【図１１Ａ】第２の集積回路から供給される電源電圧に基づく電源誘起ジッタ（ＰＳＩＪ
）を有するクロック信号を生成する、第１の集積回路を有するシステムの一例を示す図で
ある。
【図１１Ｂ】第２の集積回路から供給される第２の電源電圧を使用して生成される第１の
電源電圧に基づく電源誘起ジッタを有するクロック信号を生成する、第１の集積回路を有
するシステムの一例を示す図である。
【図１２Ａ】第２の集積回路から供給される電源電圧に基づく電源誘起ジッタを有するク
ロック信号を生成する、第１の集積回路を有するシステムの別の一例を示す図である。
【図１２Ｂ】第２の集積回路から供給される第２の電源電圧を使用して生成される第１の
電源電圧に基づく電源誘起ジッタを有するクロック信号を生成する、第１の集積回路を有
するシステムの別の一例を示す図である。
【図１３Ａ】両方の集積回路にとって外部の電源から供給される共通の電源電圧に基づく
電源誘起ジッタを有するクロック信号をそれぞれ生成する、２つの集積回路を有するシス
テムの一例を示す図である。
【図１３Ｂ】外部電源から供給される電源電圧を使用して生成される電源電圧に基づく電
源誘起ジッタを有するクロック信号を生成する集積回路を有するシステムの一例を示す図
である。
【図１３Ｃ】外部電源から供給される電源電圧を使用して生成される電源電圧に基づく電
源誘起ジッタを有するクロック信号を生成する集積回路を有するシステムの別の一例を示
す図である。
【図１４】他方の集積回路から供給される電源電圧に基づくＰＳＩＪを有するクロック信
号をそれぞれ生成する、２つの集積回路を有するシステムの一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００４】
詳細な説明
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　以下により詳細に記載する実施形態によれば、第２の集積回路から第１の集積回路に電
源ノイズ情報が伝送される。この電源ノイズ情報は、第１の集積回路上の第１のクロック
信号内に補償電源誘起ジッタ（ＰＳＩＪ）を生成するために使用し、その補償電源誘起ジ
ッタは、２つのクロック信号間の相対的ジッタを低減するために、第２の集積回路上の第
２のクロック信号内のＰＳＩＪをたどる。第１のクロック信号は第１のインターフェイス
回路をクロック制御し、第２のクロック信号は第２のインターフェイス回路をクロック制
御する。
【０００５】
　一実施形態によれば、第２の集積回路からビットを伝送するために使用するクロック信
号内の同一クロックエッジ（または一連のクロックエッジの中の近位のクロックエッジ）
に応じてデータ信号内の各ビットを第１の集積回路に捕捉させるために、クロック信号に
遅延が加えられる。この実施形態は、エッジが着色された(edge-colored)クロック信号を
提供して、第１の集積回路と第２の集積回路との間で高周波ジッタを共通にすることによ
り、第１の集積回路と第２の集積回路との間のデータ伝送における高周波ジッタの影響を
減らしまたはなくす。
【０００６】
　本明細書に示す実施形態の例では、システムが少なくとも２つの集積回路（ＩＣ）装置
を含む。例えば、第１のＩＣ装置は、少なくとも第２のＩＣ装置、例えば同期集積回路メ
モリ装置の動作を制御するメモリコントローラとすることができる。この第１の装置は、
調節可能な遅延回路を有する。その調節可能な遅延回路は、第１のクロック信号を遅延さ
せて、第１の装置内の第１のインターフェイス回路に遅延クロック信号を与える。第２の
装置内の第２のインターフェイス回路は、第３のクロック信号に応答して第１のインター
フェイス回路を相手にデータを転送する。第２の装置内の検知回路が、第２の装置内の電
源ノイズ（ＰＳＮ）に基づいて変化するノイズ信号を第１の装置に与える。第１の装置内
の調節可能な遅延回路は、そのノイズ信号に基づいて遅延クロック信号の遅延を調節して
、第２の装置内のクロックバッファが第３のクロック信号内に生成する電源誘起ジッタ（
ＰＳＩＪ）に相関し、一致するＰＳＩＪを遅延クロック信号内に生成する。第２の装置内
の電源ノイズに基づいて遅延クロック信号の遅延を調節することにより、データとそのデ
ータをクロック制御するために使用する遅延クロック信号との間のタイミング関係に、よ
り少ない相対的クロックジッタを被らせる。相対的ジッタを減らすことは、十分低いビッ
ト誤り率でデータを受信できなくなるまで高周波クロッキングを利用できるようにし得る
ので、そのように遅延クロック信号の遅延を調節することは、より速いデータ転送速度で
、インターフェイス回路間でデータを転送することも可能にする。
【０００７】
　本明細書に示す他の実施形態によれば、第１の集積回路上の第１のクロック信号内に補
償電源誘起ジッタ（ＰＳＩＪ）を生成するために電源ノイズ情報が使用され、その補償電
源誘起ジッタは、２つのクロック信号間の相対的ジッタを低減するために、第２の集積回
路上の第２のクロック信号内のＰＳＩＪをたどる。電源ノイズを有する電源電圧は、例え
ば第１の集積回路から第２の集積回路に与えられる。あるいは、電源ノイズを有する電源
電圧は、外部電源から第１の集積回路および第２の集積回路に与えられる。この電源電圧
は、第１の集積回路内で第１のクロック信号を生成する回路に給電するために使用される
。この電源電圧は、第２の集積回路内で第２のクロック信号を生成する回路に給電するた
めにも使用される。第１のクロック信号は第１のインターフェイス回路をクロック制御し
、第２のクロック信号は第２のインターフェイス回路をクロック制御する。
【０００８】
　図１は、第２の集積回路内で生成される電源ノイズに基づき、第１の集積回路内のクロ
ック信号内に補償ＰＳＩＪを生成するシステムの一例を示す。図１のシステムは、第１の
集積回路Ａと第２の集積回路Ｂとを含む。集積回路Ａは、インターフェイス回路１０２と
調節可能な遅延回路１０６とを含む。集積回路Ｂは、インターフェイス回路１０４と、ク
ロックバッファ１０５と、電源ノイズ検知回路１０８とを含む。
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【０００９】
　インターフェイス回路１０２は、インターフェイス回路１０４を相手にデータを転送す
る。例えば、一実施形態では、インターフェイス回路１０２は受信機回路を含み、インタ
ーフェイス回路１０４は送信機回路を含む。１組の共通の信号線上の双方向インターフェ
イスを得るために、インターフェイス回路１０２は送信機回路を含むこともでき、インタ
ーフェイス回路１０４は受信機回路を含むことができる。
【００１０】
　この実施形態では、クロックバッファ１０５が、クロック信号ＣＬＫＢを、バッファ済
みクロック信号ＣＬＫＢＸとしてインターフェイス回路１０４に送る。クロックバッファ
１０５は、集積回路Ｂの中の電源電圧ＶＤＤから給電される。電源電圧ＶＤＤは、ＣＬＫ
ＢＸ内の電源誘起ジッタ（ＰＳＩＪ）をバッファ１０５に引き起こさせる電源ノイズを有
することがある。
【００１１】
　電源ノイズ検知回路１０８も、集積回路Ｂの中で電源電圧ＶＤＤを得る。電源ノイズ検
知回路１０８は、電源電圧ＶＤＤ内の電源ノイズ（ＰＳＮ）に基づいて変化するノイズ信
号ＶＰＳＮを生成する。ノイズ信号ＶＰＳＮは、調節可能な遅延回路１０６の制御入力に
伝送される。
【００１２】
　調節可能な遅延回路１０６は、集積回路Ａ上でクロック信号ＣＬＫを遅延させて、イン
ターフェイス回路１０２をクロック制御する遅延クロック信号ＣＬＫＤを生成する。調節
可能な遅延回路１０６は、ノイズ信号ＶＰＳＮ内の変動に基づき、遅延クロック信号ＣＬ
ＫＤに与える遅延を変える。調節可能な遅延回路１０６は、ノイズ信号ＶＰＳＮに基づい
てＣＬＫＤの遅延を調節して、クロックバッファ１０５がＣＬＫＢＸ内に生成する電源誘
起ジッタ（ＰＳＩＪ）と実質的に一致するＰＳＩＪをＣＬＫＤ内に生成する。その結果、
集積回路Ｂの中のＰＳＮがクロック信号ＣＬＫＤおよびＣＬＫＢＸに実質的に同様に影響
し、ＣＬＫＢＸに対する任意のＰＳＩＪの影響力、およびＰＳＩＪを有するデータを集積
回路Ｂから受け取るインターフェイス回路１０２の能力を軽減する。
【００１３】
　図２は、メモリ装置によって与えられる電源ノイズ（ＰＳＮ）情報に基づき、コントロ
ーラ装置内で生成されるクロック信号内に補償ＰＳＩＪを生成するシステムの一例を示す
。一実施形態では、ＰＳＮ情報は、差動クロック信号のコモンモード電圧を変調すること
によりメモリ装置からコントローラ装置に伝送される。コントローラ装置は、メモリ装置
内で生成されるＰＳＮに基づき、受信機クロック信号の遅延を調節する。コントローラ装
置は、追加のピンを使用することなしに、ある周波数範囲内でメモリ装置上の送信クロッ
ク信号が被ったＰＳＩＪに実質的に一致するジッタを、受信機クロック信号内に引き起こ
す。その結果、図２のシステムは、メモリ装置上に電源ノイズおよびＰＳＩＪがあるにも
かかわらず、データと受信機クロック信号との間のタイミングを理想値により近づける。
【００１４】
　一実施形態では、図２のシステムは、コントローラ集積回路（ＩＣ）装置とメモリ集積
回路（ＩＣ）装置とを含む。メモリＩＣ装置は、送信機タイミング回路２０２と、ドライ
バ回路２０４と、ピン２０６Ａ－２０６Ｂおよび２３６Ａ－２３６Ｂと、抵抗器２３８お
よび２４０と、コンデンサ２４２と、受信機回路２４４と、クロックバッファ２４６とを
含む。コントローラＩＣ装置は、タイミング回路２１２と、受信機回路２１０と、ピン２
０８Ａ－２０８Ｂおよび２３４Ａ－２３４Ｂと、クロックバッファ２１４と、調節可能な
遅延回路２１６と、可変利得増幅器２１８と、低域フィルタ（ＬＰＦ）２２０と、抵抗器
２２２および２２４と、クロック信号源２２６と、ドライバ回路２３２とを含む。
【００１５】
　クロック信号源２２６は、ドライバ回路２３２および調節可能な遅延回路２１６の入力
に伝送される、デジタル周期クロック信号ＣＬＫＳを生成する。一実施形態では、ドライ
バ回路２３２が、そのクロック信号を差動クロック信号ＣＬＫとしてピン２３４Ａ－２３
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４Ｂを介してコントローラＩＣの外部に伝送する。次いでその差動クロック信号ＣＬＫは
、外部信号線Ｓ１－Ｓ２上で伝えられ、ピン２３６Ａ－２３６Ｂを介してメモリＩＣによ
って受け取られる。メモリＩＣは、差動ピン２３６Ａ－２３６Ｂを使用して差動クロック
信号ＣＬＫを受け取るための受信機回路２４４を含む。受信機回路２４４は、受け取った
差動クロック信号ＣＬＫから、クロックバッファ２４６に与えられる内部クロック信号Ｃ
ＬＫ１を生成する。クロックバッファ２４６は、ＣＬＫ１を送信クロック信号ＣＬＫＴと
して送信機タイミング回路２０２のクロック入力に送る。クロックバッファ２４６は、電
源電圧ＶＤＤ内のＰＳＮによってもたらされるＰＳＩＪをＣＬＫＴ内に生成する。内部ク
ロック信号ＣＬＫ１は、差動線を使用して、またはシングルエンド手法を使用してメモリ
ＩＣ上に分配することができる。
【００１６】
　一実施形態では、クロック信号ＣＬＫＴに応答し、送信機タイミング回路２０２が読取
データ信号ＲＤＴＸをドライバ回路２０４の入力に伝送する。ドライバ回路２０４は、そ
の読取データ信号ＲＤＴＸを差動読取データ信号ＤＡＴＡとしてピン２０６Ａ－２０６Ｂ
を介してメモリＩＣの外部に送る。次いでその読取データ信号ＤＡＴＡは、外部信号線Ｓ
３－Ｓ４によって伝送され、ピン２０８Ａ－２０８Ｂを介してコントローラＩＣによって
受け取られる。別の実施形態では、ドライバ２０４が、読取データ信号をシングルエンド
方式で単一の信号線を介して提供する。単純にするために、この実施形態では信号線Ｓ３
およびＳ４を単方向であるものとして示し、コントローラＩＣおよびメモリＩＣの両方に
送信回路および受信回路の両方を組み込むことにより、双方向であるものとして設計する
こともできる。
【００１７】
　受信機回路２１０が、ピン２０８Ａ－２０８Ｂにおいて読取データ信号ＤＡＴＡを受け
取る。受信機回路２１０は、その読取データ信号をタイミング回路２１２の入力に送る。
タイミング回路２１２は、受信機クロック信号ＣＬＫＲに応答して読取データ信号を出力
して、読取データ信号ＲＤＲＸを生成する。タイミング回路２１２は、例えばフリップフ
ロップ回路、ラッチ回路、またはサンプラ回路とすることができる。
【００１８】
　抵抗器２４０がピン２３６Ａに結合され、抵抗器２３８がピン２３６Ｂに結合される。
抵抗器２３８および２４０は、コンデンサ２４２を介してメモリＩＣ内の電源電圧ＶＤＤ
にＡＣ結合される。抵抗器２３８および２４０は同じ抵抗値を有する。電源電圧ＶＤＤは
、受信機回路２４４およびクロックバッファ回路２４６に電荷を供給する電源電圧と同じ
である。代替的実施形態では、メモリ装置からコモンモードの差動クロックチャネルに電
源電圧ＶＤＤを結合するために、抵抗器分圧回路網や他の技法を使用することなど、他の
方法を使用することができる。
【００１９】
　コンデンサ２４２ならびに抵抗器２３８および２４０は、メモリＩＣ上で電源電圧ＶＤ
Ｄ内の電源ノイズを検知する検知回路である。一実施形態では、この検知回路は、差動ク
ロック信号ＣＬＫのコモンモード電圧により、ピン２３６Ａ－２３６Ｂから、ピン２３４
Ａ－２３４Ｂにバックチャネル技法で電源電圧ＶＤＤの電源ノイズ情報を伝送させる。差
動クロック信号ＣＬＫのコモンモード電圧は、電源電圧ＶＤＤ内の電源ノイズに基づいて
変化する。
【００２０】
　一実施形態では、抵抗器２２２および２２４は、ピン２３４Ａおよび２３４Ｂにおける
電圧信号を平均して、低域フィルタ２２０の入力部における（すなわちノード２２１にお
ける）差動クロック信号ＣＬＫのコモンモード電圧ＶＣＭ，ＣＬＫを抽出する平均化回路
である。抵抗器２２２および２２４は同じ抵抗値を有する。低域フィルタ２２０は、可変
利得増幅器２１８の第１の入力への出力電圧信号として、ＶＣＭ，ＣＬＫの低周波成分し
か通さない。限定することを意図しない一例として、低域フィルタ２２０は、約５００Ｍ
Ｈｚの遮断周波数を有することができる。低域フィルタ２２０は、（例えばクロストーク
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による）受け取った電源ノイズ信号の任意の高周波成分をフィルタにかけて除去する。
【００２１】
　可変利得増幅器２１８は、低域フィルタ２２０の出力電圧信号と基準電圧信号ＶＲＥＦ
との間の差を増幅して出力制御電圧信号ＶＣＬを生成する。増幅器２１８は、ＶＣＭ，Ｃ

ＬＫ内に存在する電源ノイズの任意の減衰を補償することができる。増幅器２１８は、利
得制御信号ＶＧに基づいて設定される可変利得を有する。
【００２２】
　増幅器２１８の出力制御電圧信号ＶＣＬは、調節可能な遅延回路２１６に伝送される。
調節可能な遅延回路２１６は、例えば電圧制御遅延線（ＶＣＤＬ）とすることができる。
調節可能な遅延回路２１６は、クロック信号ＣＬＫＳを遅延させて遅延クロック信号ＣＬ
ＫＤを生成する。
【００２３】
　ＣＬＫＳに関連して調節可能な遅延回路２１６がＣＬＫＤに与える遅延は、制御電圧信
号ＶＣＬによって決定される可変遅延である。増幅器２１８は、ＶＣＭ，ＣＬＫの低周波
成分、要するにメモリ装置のＶＤＤの変化に基づいてＶＣＬを調節する。ＶＣＬの変化は
、ＣＬＫＳに関連してＣＬＫＤに与える遅延を遅延回路２１６に変えさせる。クロックバ
ッファ２１４は、ＣＬＫＤを受信機クロック信号ＣＬＫＲとして回路２１２のクロック入
力に送る。
【００２４】
　バッファ２１４および調節可能な遅延回路２１６からなるクロックバッファチェーンの
最初に調節可能な遅延回路２１６を置くことにより、調節可能な遅延回路２１６は、少量
の電力を消費する比較的小さな遅延線とすることができる。また、調節可能な遅延回路２
１６を小さなサイズに保つことにより、増幅器２１８および調節可能な遅延回路２１６か
らなる調整器は、比較的高帯域幅を有することができる。
【００２５】
　一実施形態では、増幅器２１８および調節可能な遅延回路２１６は、クロックバッファ
２４６の電圧－時間変換機能(function)に実質的に一致する電圧－時間変換機能を有する
ように調節される。クロックバッファ２４６の電圧－時間変換機能は、ＶＤＤ内のＰＳＮ
に応じてＣＬＫＴ内に生成されるＰＳＩＪを参照する。回路２１６および２１８の電圧－
時間変換機能は、ＶＤＤ内のＰＳＮに応じてＣＬＫＤ内に生成されるＰＳＩＪを参照する
。増幅器２１８および調節可能な遅延回路２１６の変換機能は、様々な設定の性能を直接
観察することにより、またはＶＤＤを明確に調節し、ＣＬＫＴとＣＬＫＲとの間の相対的
なタイムシフトを観察し、それに応じて利得制御電圧ＶＧを調節することにより較正する
ことができる。例えば、ＣＬＫＴとＣＬＫＲとの間のタイムシフトは、メモリ装置の送信
機およびコントローラの受信機の公称タイミング整合に対するその影響によって検知する
ことができる。
【００２６】
　コントローラ装置における処理、電源電圧、および温度（ＰＶＴ）の変動は、増幅器２
１８および調節可能な遅延回路２１６の電圧－時間変換機能の変化をもたらすことができ
る。増幅器２１８の利得は、ＰＶＴが引き起こす回路２１６／２１８の変換機能の変化を
補償するための制御信号ＶＧによって変えることができる。ＣＬＫのコモンモード電圧に
より電源ノイズが伝送されない場合（ＶＤＤがちょうどその公称値にある場合）、増幅器
２１８は、調節可能な遅延回路２１６の両端間にゼロ以外の電圧を生成する。周期的手順
により、電圧および温度の変動、ならびに電圧－時間変換機能におけるそれらのそれぞれ
の変化を実際の動作中にさらに較正することができる。
【００２７】
　コントローラ装置は、ＶＣＭ，ＣＬＫ内のノイズに基づいてＣＬＫＤに与える遅延を調
節して、メモリのＶＤＤ　ＰＳＮに応じてクロックバッファ２４６によって生成されるＣ
ＬＫＴ内のＰＳＩＪに一致するＰＳＩＪをＣＬＫＤおよびＣＬＫＲ内にもたらす。その結
果、（特定の電源ノイズ周波数範囲内で）ＣＬＫＴに影響を及ぼすメモリ装置の電源電圧
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ＶＤＤ内の電源ノイズに最も良く一致するように、クロック信号ＣＬＫＲに影響を与える
ために、メモリ装置の電源電圧ＶＤＤ内の電源ノイズが使用される。
【００２８】
　メモリ装置内のＶＤＤ内のノイズによってもたらされるＰＳＩＪは、コントローラ装置
内の電源電圧ノイズによってもたらされるＰＳＩＪに通常は一致しない。図２の回路は、
メモリ装置のＰＳＩＪをコントローラ装置内で補償することにより、メモリ装置のＰＳＩ
Ｊの影響を減らすのに役立つ。図２は、メモリ装置内のＶＤＤによってもたらされるＰＳ
ＩＪを、帰路の帯域幅を限度としてコントローラ装置上で一致させる。例えば、図２のシ
ステムは１００～３００ＭＨｚの範囲内でＶＤＤ内の電源ノイズをたどることができる。
【００２９】
　ＶＤＤ内の電源ノイズ（ＰＳＮ）はクロック信号ＣＬＫのコモンモード電圧により返さ
れるので、ＰＳＮをＶＤＤからＣＬＫＲに転送するために追加のピンは必要ない。
【００３０】
　ＰＳＩＪとしての、ＶＤＤ内のＰＳＮの上述の帰路を介したＣＬＫＲへの飛行時間をＴ

ＦＬ，ＰＳＮと称する。回路２０２から回路２１２への読取データ信号の一次飛行時間を
ＴＦＬ，ＲＤと称する。図２のシステムは、ＴＦＬ，ＰＳＮを、ＴＦＬ，ＲＤとほぼ等し
くする。図２のシステムでは、回路２１２におけるＣＬＫＲと読取データ信号との間のタ
イミング関係は理想値により近い。本明細書に示す実施形態では、メモリＩＣおよびコン
トローラＩＣは、ダブルデータレート（ＤＤＲ）や、次世代のダイナミックＲＡＭシグナ
リングプロトコルおよび論理層プロトコルなどのメモリプロトコルを利用することができ
る。他の実施形態では、コントローラＩＣおよびメモリＩＣは、他の種類のメモリアレイ
アーキテクチャおよびメモリアレイ技術、例えば不揮発性フラッシュメモリ技術や抵抗ベ
ースメモリアレイ技術を利用することができる。
【００３１】
　図３は、メモリ装置内の電源ノイズから接地電圧ノイズを引くことに基づき、コントロ
ーラ装置内の受信機クロック信号内にＰＳＩＪを生成するシステムの一例を示す。ＶＤＤ
内の電源ノイズ（ＰＳＮ）からＶＳＳ内の接地電圧ノイズ（ＧＶＮ）を引いたものが、ク
ロック信号のコモンモード電圧によりコントローラ装置に伝送される。コントローラ装置
は、そのクロック信号のコモンモード電圧に基づき、受信機クロック信号ＣＬＫＲ内にＰ
ＳＩＪを生成する。ＣＬＫＲ内に生成されるＰＳＩＪは、追加のピンを使用することなし
に、ある周波数範囲内でピン２０６Ａ－２０６Ｂにおいてデータ信号ＤＡＴＡ上に後に現
れる、送信クロック信号ＣＬＫＴに加えられるＰＳＩＪに一致する。図３のシステムは、
ＰＳＩＪがあるにもかかわらず、受信機クロック信号ＣＬＫＲとコントローラ装置が受け
取る読取データとの間のタイミング関係を理想値により近づける。
【００３２】
　図３のシステムは、コントローラ集積回路（ＩＣ）装置とメモリ集積回路（ＩＣ）装置
とを含む。メモリ装置は、送信機タイミング回路２０２と、ドライバ回路２０４と、ピン
２０６Ａ－２０６Ｂおよび２３６Ａ－２３６Ｂと、受信機回路２４４と、クロックバッフ
ァ２４６と、増幅器３０４と、コンデンサ３０２および３０６と、抵抗器３１０および３
１２とを含む。コントローラ装置は、タイミング回路２１２と、受信機回路２１０と、ピ
ン２０８Ａ－２０８Ｂおよび２３４Ａ－２３４Ｂと、クロックバッファ２１４と、調節可
能な遅延回路２１６と、可変利得増幅器２１８と、ＬＰＦ２２０と、クロック信号源２２
６と、ドライバ回路２３２と、増幅器３０８と、コンデンサ３２０と、抵抗器３１４、３
１６、および３１８とを含む。
【００３３】
　メモリ装置内で、増幅器３０４の非反転入力がコンデンサ３０２を介して高電源電圧Ｖ
ＤＤにＡＣ結合され、増幅器３０４の反転入力がコンデンサ３０６を介して低電源電圧Ｖ
ＳＳにＡＣ結合される。本明細書では、低電源電圧ＶＳＳを接地電圧とも呼ぶ。増幅器３
０４が、ＶＤＤ内の電源ノイズからＶＳＳ内のノイズを引いた差を増幅して出力電圧信号
を生成する。増幅器３０４の出力電圧信号は、抵抗器３１０および３１２を介してピン２
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３６Ａ－２３６Ｂの両端間のコモンモード電圧に加えられる。増幅器３０４の出力電圧信
号は、クロック信号ＣＬＫのコモンモード電圧内の変動信号として、コントローラ装置内
のピン２３４Ａ－２３４Ｂに返される。
【００３４】
　増幅器３０８が、その非反転入力において、抵抗器３１４および３１６を介してＣＬＫ
のコモンモード電圧を受け取る。抵抗器３１８およびコンデンサ３２０によって形成され
る低域フィルタが、ＣＬＫのコモンモード電圧のフィルタ済みバージョンを増幅器３０８
の反転入力に与える。増幅器３０８は、ピン２３４Ａ－２３４Ｂ上で送られるＣＬＫのコ
モンモード電圧と、ＣＬＫのコモンモード電圧のフィルタ済みバージョンとの間の差を増
幅して出力信号を生成する。増幅器３０８の出力信号は、クロック信号ＣＬＫのコモンモ
ード電圧に基づいて変化する。
【００３５】
　増幅器３０８の出力信号は、低域フィルタ２２０によってフィルタされる。増幅器３０
８の出力信号の低周波成分が、フィルタ２２０により可変利得増幅器２１８の入力に渡さ
れる。増幅器２１８は、フィルタ２２０が通す信号と基準電圧ＶＲＥＦとの間の差を増幅
して制御電圧信号ＶＣＬを生成する。図２のシステムと同様に、ＶＣＬは、調節可能な遅
延回路２１６がＣＬＫＤに与える遅延を制御する。
【００３６】
　クロックバッファ２４６は、ＶＤＤのＰＳＮからＶＳＳのＧＶＮを引くことに基づくＰ
ＳＩＪをＣＬＫＴ内に生成する。図３のコントローラ装置は、クロックバッファ２４６が
ＣＬＫＴ内に生成するＰＳＩＪを再現するＰＳＩＪをＣＬＫＤ／ＣＬＫＲ内に生成する。
その結果、特定の電源ノイズ周波数範囲内で、クロック信号ＣＬＫＲに影響を与えるＶＤ
ＤのＰＳＮからＶＳＳのＧＶＮを引いたものが、ＣＬＫＴに影響を与えるＶＤＤのＰＳＮ
からＶＳＳのＧＶＮを引いたもの、要するにピン２０６Ａ－２０６ＢにおけるＤＡＴＡ信
号のタイミングをたどる。
【００３７】
　図３のシステムは、ＣＬＫＲ内にＰＳＩＪとして生成されるＶＤＤおよびＶＳＳ内のノ
イズの飛行時間を、読取データ信号の一次飛行時間とほぼ等しくする。その結果、読取デ
ータ信号に対するＣＬＫＲのタイミングが理想的であることにより近くなる。
【００３８】
　図４は、メモリ装置内で生成される電源電圧ノイズ（ＰＳＮ）から接地電圧ノイズ（Ｇ
ＶＮ）を引くことに基づき、コントローラ装置内の受信機クロック信号内にＰＳＩＪを生
成するシステムの一例を示す。ＶＤＤ内のＰＳＮからＶＳＳ内のＧＶＮを引いたものが、
予備のピンの両端間の差動モード電圧上でコントローラ装置に伝送される。コントローラ
装置は、その差動モード電圧に基づき、受信機クロック信号ＣＬＫＲ内にＰＳＩＪを生成
する。ＣＬＫＲ内に生成されるＰＳＩＪは、特定の周波数範囲内で送信クロック信号ＣＬ
ＫＴ内に生成されるＰＳＩＪに一致する。図４のシステムは、ＣＬＫＲとコントローラ装
置が受け取る読取データ信号との間のタイミング関係を理想的なタイミング関係により近
づける。
【００３９】
　図４のシステムは、コントローラＩＣ装置とメモリＩＣ装置とを含む。メモリ装置は、
送信機タイミング回路２０２と、ドライバ回路２０４と、ピン２０６Ａ－２０６Ｂと、ピ
ン４０６Ａ－４０６Ｂと、受信機回路４１４と、抵抗器４１２および４１６と、コンデン
サ４１０および４１８と、ピン４２１と、回路４２２と、クロックバッファ回路４２３と
を含む。コントローラ装置は、タイミング回路２１２と、受信機回路２１０と、ピン２０
８Ａ－２０８Ｂおよび４０４Ａ－４０４Ｂと、クロックバッファ２１４と、調節可能な遅
延回路２１６と、可変利得増幅器２１８と、ＬＰＦ２２０と、ドライバ回路４０２と、増
幅器４０８とを含む。回路４２２は、位相ロックループ（ＰＬＬ）または遅延ロックルー
プ（ＤＬＬ）である。
【００４０】
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　ＰＬＬ／ＤＬＬ４２２は、外部の情報源からピン４２１を介して基準クロック信号ＣＬ
ＫＲＥＦを受け取る。ＰＬＬ／ＤＬＬ４２２は、ＣＬＫＲＥＦに応答して出力クロック信
号ＣＬＫＭを生成する。クロックバッファ４２３がクロック信号ＣＬＫＭをバッファして
、送信クロック信号ＣＬＫＴを生成する。クロック信号ＣＬＫＴは、送信機タイミング回
路２０２の入力に与えられる。ＰＬＬ／ＤＬＬ４２２は、クロックバッファ４２３によっ
てもたらされる低周波ジッタを補償するように設計される。クロックバッファ４２３は、
ＶＤＤおよびＶＳＳを受け取るために結合される。クロックバッファ４２３は、ＶＤＤ内
のＰＳＮからＶＳＳ内のＧＶＮを引くことに基づくＰＳＩＪをＣＬＫＴ内に生成する。
【００４１】
　ドライバ回路４０２は、ピン４０４Ａ－４０４Ｂ、外部信号線Ｓ５－Ｓ６、およびピン
４０６Ａ－４０６Ｂを介し、受信機回路４１４の入力端子に差動信号を伝送するために結
合される。ドライバ回路４０２、ピン４０４Ａ－４０４Ｂおよび４０６Ａ－４０６Ｂ、な
らびに受信機回路４１４は様々な目的で使用することができる。例えばドライバ回路４０
２は、受信機回路４１４に書込みデータまたはデータマスク信号を伝送するためだけに使
用することができる。したがって、ＶＤＤ－ＶＳＳ電源ノイズが返されているとき、ドラ
イバ回路４０２および受信機回路４１４は使用不能にされ、または機能していない可能性
がある。あるいは、シリアル構成コマンドやリセット信号など、より低速の制御信号をメ
モリ装置に伝送するためにドライバ回路４０２を使用することができ、そのドライバ回路
４０２は、ＶＤＤ－ＶＳＳ電源ノイズが返されているときはやはり使用されない可能性が
ある。当業者なら理解できるように、代替的実施形態では、ＶＤＤノイズまたはＶＤＤ－
ＶＳＳ電源ノイズのための帰路として、様々なアイドル状態の他のピンを使用することが
できる。
【００４２】
　ピン４０６Ａは、コンデンサ４１０および抵抗器４１２を介してメモリ装置上の電源電
圧ＶＤＤにＡＣ結合される。ＶＤＤ内のＰＳＮは、ピン４０６Ａ、信号線Ｓ５、およびピ
ン４０４Ａを介して増幅器４０８の非反転入力に伝送される。ピン４０６Ｂは、コンデン
サ４１８および抵抗器４１６を介して接地電圧ＶＳＳにＡＣ結合される。ＶＳＳ内のＧＶ
Ｎは、ピン４０６Ｂ、信号線Ｓ６、およびピン４０４Ｂを介して増幅器４０８の反転入力
に伝送される。信号線Ｓ５－Ｓ６上の差動信号は、ＶＤＤ内のＰＳＮからＶＳＳ内のＧＶ
Ｎを引くことに基づいて変化する。
【００４３】
　増幅器４０８は、ピン４０４Ａにおける電圧とピン４０４Ｂにおける電圧との間の差を
増幅して出力信号を生成する。増幅器４０８の出力信号は、線Ｓ５およびＳ６上の差動信
号に基づいて変化する。増幅器４０８の出力信号は低域フィルタ２２０によってフィルタ
され、増幅器２１８の入力に伝送される。増幅器２１８は、フィルタ２２０が通す信号と
基準電圧ＶＲＥＦとの間の差を増幅して制御電圧信号ＶＣＬを生成する。
【００４４】
　図４のシステムは、メモリ装置内のＶＤＤのＰＳＮからＶＳＳのＧＶＮを引くことに基
づくＰＳＩＪをＣＬＫＲ内に生成する。ＶＤＤのＰＳＮからＶＳＳのＧＶＮを引くことに
よってもたらされるＣＬＫＲ内のＰＳＩＪは、特定の周波数範囲内で、ＶＤＤのＰＳＮか
らＶＳＳのＧＶＮを引くことに応答してクロックバッファ４２３によって生成されるＣＬ
ＫＴ内のＰＳＩＪをたどる。図４のシステムは、読取データ信号に対するＣＬＫＲのタイ
ミングが理想的であることにより近くなるように、ＰＳＩＪとしてＣＬＫＲに加えられる
ＶＤＤおよびＶＳＳ内のノイズの飛行時間を、読取データ信号の飛行時間とほぼ等しくす
る。その結果、図４のシステムは、メモリ装置上のクロックバッファ４２３によってもた
らされるＣＬＫＴ内の中周波／高周波のＰＳＮおよびＧＶＮを補償する。
【００４５】
　図５は、メモリ装置内で生成される電源ノイズ（ＰＳＮ）から接地電圧ノイズ（ＧＶＮ
）を引くことに基づき、受信機クロック信号内にＰＳＩＪを生成するコントローラ装置を
有するシステムの一例を示す。ＶＤＤ内のＰＳＮが、第１のデータ信号のコモンモード電
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圧によりメモリ装置からコントローラ装置に送られる。ＶＳＳ内のＧＶＮが、第２のデー
タ信号のコモンモード電圧によりメモリ装置からコントローラ装置に送られる。コントロ
ーラ装置は、第１のデータ信号のコモンモード電圧と第２のデータ信号のコモンモード電
圧との間の差に基づき、受信機クロック信号ＣＬＫＲ内にＰＳＩＪを生成する。ＣＬＫＲ
内に生成されるＰＳＩＪは、ある周波数範囲内で送信クロック信号ＣＬＫＴ内に生成され
るＰＳＩＪに一致する。ＣＬＫＴは、第１のデータ信号および第２のデータ信号をコント
ローラ装置に伝送するために使用される。図５のシステムは、第１のデータ信号および第
２のデータ信号のタイミングに対するＣＬＫＲのタイミングを理想値により近づける。
【００４６】
　図５のシステムは、コントローラＩＣ装置とメモリＩＣ装置とを含む。メモリ装置は、
ピン２３６Ａ－２３６Ｂと、受信機回路２４４と、クロック回路網５４２と、送信機タイ
ミング回路５０２および５０４と、ドライバ回路５０６および５０８と、抵抗器５１０－
５１３と、コンデンサ５１４および５１６と、ピン５１８Ａ－５１８Ｂと、ピン５２０Ａ
－５２０Ｂとを含む。コントローラ装置は、調節可能な遅延回路２１６と、ドライバ回路
２３２と、ピン２３４Ａ－２３４Ｂと、ピン５２２Ａ－５２２Ｂと、ピン５２４Ａ－５２
４Ｂと、抵抗器５２６－５２９と、受信機回路５３０および５３２と、タイミング回路５
３４および５３６と、クロック回路網５３８と、増幅器５４０と、コンデンサ５４１とを
含む。タイミング回路５３４および５３６は、例えばフリップフロップ回路またはサンプ
ラ回路とすることができる。
【００４７】
　受信機回路２４４は、ドライバ回路２３２からクロック信号ＣＬＫを受け取り、そのク
ロック信号をＣＬＫ１としてクロック回路網５４２に送る。クロック回路網５４２は、一
緒に直列に結合されるバッファのチェーンを含む。クロック回路網５４２は、クロック信
号ＣＬＫ１をバッファして送信クロック信号ＣＬＫＴを生成する。ＣＬＫＴは、送信機タ
イミング回路５０２および５０４のクロック入力に与えられる。
【００４８】
　送信機タイミング回路５０２は、送信クロック信号ＣＬＫＴに応答し、第１の読取デー
タ信号ＲＤＴＸ１をドライバ回路５０６の入力に送る。ドライバ回路５０６は、ピン５１
８Ａ－５１８Ｂ、２つの外部信号線、およびピン５２２Ａ－５２２Ｂを介し、受信機回路
５３０の入力にその第１の読取データ信号を差動信号として送る。受信機回路５３０は、
その第１の読取データ信号をタイミング回路５３４の入力に送る。タイミング回路５３４
は、受信機クロック信号ＣＬＫＲに応答し、その第１のデータ読取信号をＲＤＲＸ１とし
て出力する。
【００４９】
　送信機タイミング回路５０４は、送信クロック信号ＣＬＫＴに応答し、第２の読取デー
タ信号ＲＤＴＸ２をドライバ回路５０８の入力に伝送する。ドライバ回路５０８は、ピン
５２０Ａ－５２０Ｂ、２つの外部信号線、およびピン５２４Ａ－５２４Ｂを介し、受信機
回路５３２の入力にその第２の読取データ信号を差動信号として送る。受信機回路５３２
は、その第２の読取データ信号をタイミング回路５３６の入力に送る。タイミング回路５
３６は、ＣＬＫＲに応答し、その第２の読取データ信号をＲＤＲＸ２として出力する。
【００５０】
　データペアピン５１８Ａ－５１８Ｂのコモンモード電圧は、抵抗器５１０および５１１
ならびにコンデンサ５１４を介してメモリ装置上の電源電圧ＶＤＤにＡＣ結合される。コ
ンデンサ５１４および抵抗器５１０－５１１は、ＶＤＤ内のＰＳＮを第１の読取データ信
号のコモンモード電圧により、外部信号線を介してピン５２２Ａ－５２２Ｂに伝送させる
。抵抗器５１０および５１１は同じ抵抗値を有する。
【００５１】
　抵抗器５２６－５２７は、ピン５２２Ａ－５２２Ｂにおける電圧信号を平均して、増幅
器５４０の非反転（＋）入力における第１の読取データ信号のコモンモード電圧を生成す
る平均化回路を形成する。抵抗器５２６および５２７は同じ抵抗値を有する。
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【００５２】
　データペアピン５２０Ａ－５２０Ｂのコモンモード電圧は、抵抗器５１２および５１３
ならびにコンデンサ５１６を介してメモリ装置上の接地電圧ＶＳＳにＡＣ結合される。コ
ンデンサ５１６および抵抗器５１２－５１３は、ＶＳＳ内のＧＶＮを第２の読取データ信
号のコモンモード電圧により、外部信号線を介してピン５２４Ａ－５２４Ｂに伝送させる
。抵抗器５１２および５１３は同じ抵抗値を有する。
【００５３】
　抵抗器５２８－５２９は、ピン５２４Ａ－５２４Ｂにおける電圧信号を平均して、増幅
器５４０の反転（－）入力における第２の読取データ信号のコモンモード電圧を生成する
平均化回路である。抵抗器５２８および５２９は同じ抵抗値を有する。コンデンサ５４１
および抵抗器５２６－５２９は、増幅器５４０の入力において受け取られるコモンモード
電圧の高周波ノイズをフィルタする低域フィルタとして機能する。
【００５４】
　増幅器５４０は、第１の読取データ信号のフィルタ済みコモンモード電圧と、第２の読
取データ信号のフィルタ済みコモンモード電圧との間の差を増幅して出力制御電圧信号Ｖ
ＣＬを生成する。増幅器５４０は、ＶＤＤ内のＰＳＮからＶＳＳ内のＧＶＮを引いたもの
の低周波成分に基づき、ＶＣＬを調節する。制御電圧信号ＶＣＬは、調節可能な遅延回路
２１６がＣＬＫＳに関連してＣＬＫＤに与える遅延を制御する。
【００５５】
　クロック回路網５３８は、一緒に直列に結合されるバッファのチェーンを含む。クロッ
ク回路網５３８は、そのバッファのチェーンを使用してＣＬＫＤをバッファして受信機ク
ロック信号ＣＬＫＲを生成する。受信機クロック信号ＣＬＫＲは、タイミング回路５３４
および５３６のクロック入力端子に伝送される。
【００５６】
　コントローラ装置は、メモリ装置内のＶＤＤのＰＳＮからＶＳＳのＧＶＮを引くことに
基づくＰＳＩＪをＣＬＫＲ内に生成する。ＶＤＤおよびＶＳＳ内のノイズに基づいてＣＬ
ＫＲ内に生成されるＰＳＩＪは、特定の周波数範囲内でＶＤＤおよびＶＳＳ内のノイズに
基づいて回路網５４２によってＣＬＫＴ内に生成されるＰＳＩＪをたどる。図５のシステ
ムは、ＰＳＩＪとしてＣＬＫＲ内に生成されるＶＤＤおよびＶＳＳ内のノイズの飛行時間
を、第１の読取データ信号および第２の読取データ信号それぞれの飛行時間とほぼ等しく
する。
【００５７】
　様々な実施形態によれば、ＶＤＤ内のＰＳＮおよびＶＳＳ内のＧＶＮをコモンモード電
圧により伝送するために使用するリンクは、メモリ装置とコントローラ装置との間で、い
ずれの方向にデータを伝送してもよい。例えば、ＶＤＤのＰＳＮはアドレスピンを介して
伝送することができる。アドレスは、読取操作中にアドレスピンを介してコントローラ装
置からメモリ装置に伝送される。
【００５８】
　図６は、メモリ装置内の電源電圧ＶＤＤの電源ノイズ（ＰＳＮ）に基づき、受信機クロ
ック信号ＣＬＫＲ内にＰＳＩＪを生成するコントローラ装置を有するシステムの一例を示
す。電源電圧ＶＤＤ内のＰＳＮが、差動信号のコモンモード電圧によりメモリ装置からコ
ントローラ装置に送られる。差動信号は、メモリ装置にクロック信号を伝送するために使
用されるピンおよび外部信号線とは異なるピンおよび外部信号線により、コントローラ装
置に伝送される。コントローラ装置は、差動信号のコモンモード電圧に基づいてＣＬＫＲ
内にＰＳＩＪを生成する。ＣＬＫＲ内に生成されるＰＳＩＪは、特定の周波数範囲内で送
信クロック信号ＣＬＫＴ内に生成されるＰＳＩＪに一致する。図６のシステムは、読取デ
ータ信号のタイミングに対するＣＬＫＲのタイミングを理想値により近づける。
【００５９】
　図６のシステムは、コントローラＩＣ装置とメモリＩＣ装置とを含む。メモリ装置は、
送信機タイミング回路２０２と、ドライバ回路２０４と、ピン２０６Ａ－２０６Ｂと、ピ
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ン２３６Ａ－２３６Ｂと、受信機回路２４４と、クロックバッファ２４６と、ドライバ回
路６１６と、抵抗器６１０および６１２と、コンデンサ６１４と、ピン６０８Ａ－６０８
Ｂとを含む。コントローラ装置は、タイミング回路２１２と、受信機回路２１０と、ピン
２０８Ａ－２０８Ｂと、クロックバッファ２１４と、調節可能な遅延回路２１６と、可変
利得増幅器２１８と、ＬＰＦ２２０と、ドライバ回路２３２と、ピン２３４Ａ－２３４Ｂ
と、抵抗器６０２および６０４と、ピン６０６Ａ－６０６Ｂとを含む。
【００６０】
　図６では、クロック信号ＣＬＫＳがドライバ回路２３２の入力端子に伝送される。ドラ
イバ回路２３２は、外部信号線を介してＣＬＫＳをクロック信号ＣＬＫとして受信機回路
２４４に伝送する。
【００６１】
　メモリ装置内のドライバ回路６１６は、ピン６０８Ａ－６０８Ｂを介し、差動信号（例
えばクロック信号、制御信号、またはデータ信号）をコントローラ装置に伝送するために
使用することができる。あるいはドライバ回路６１６は、使用しないドライバ回路または
限られた状況でしか使用しないドライバ回路とすることができる。
【００６２】
　ピン６０８Ａは、抵抗器６１２およびコンデンサ６１４を介してメモリ装置の電源電圧
ＶＤＤにＡＣ結合され、ピン６０８Ｂは、抵抗器６１０およびコンデンサ６１４を介して
ＶＤＤにＡＣ結合される。抵抗器６１０および６１２は同じ抵抗値を有する。コンデンサ
６１４ならびに抵抗器６１０および６１２を介し、ピン６０８Ａ－６０８Ｂの両端間で、
差動信号のコモンモード電圧内にＶＤＤ内のＰＳＮが引き起こされる。ＶＤＤ内のＰＳＮ
は、差動信号のコモンモード電圧により、外部信号線を介してコントローラ装置内のピン
６０６Ａ－６０６Ｂに伝送される。
【００６３】
　抵抗器６０２および６０４は、ピン６０６Ａ－６０６Ｂにそれぞれ結合される。抵抗器
６０２および６０４は同じ抵抗値を有する。抵抗器６０２および６０４は、ピン６０６Ａ
－６０６Ｂにおける電圧信号を平均して、ＬＰＦ２２０の入力における差動信号のコモン
モード電圧を生成する平均化回路である。ＬＰＦ２２０は、差動信号のコモンモード電圧
の低周波成分を増幅器２１８に与える。増幅器２１８は、ＬＰＦ２２０によってフィルタ
された後のコモンモード電圧をＶＲＥＦと比較して、上記で論じたようにＶＣＬを生成す
る。
【００６４】
　コントローラ装置は、メモリ装置の電源電圧ＶＤＤのＰＳＮに基づくＰＳＩＪをクロッ
ク信号ＣＬＫＲ内に生成する。したがって、ＣＬＫＲに影響を与えるＶＤＤ内のＰＳＮは
、ＰＳＮの特定の周波数範囲内でメモリ装置内のＣＬＫＴに影響を与えるＶＤＤ内のＰＳ
Ｎをたどる。
【００６５】
　図６のシステムは、ＣＬＫＲ内のＰＳＩＪへのＶＤＤ内のＰＳＮの飛行時間を、読取デ
ータ信号の飛行時間とほぼ等しくする。その結果、ＣＬＫＲと読取データ信号との間のタ
イミング関係が理想値により近くなる。
【００６６】
　図７は、メモリ装置の電源電圧ＶＤＤ内のＰＳＮに基づき、送信クロック信号ＣＬＫＴ
内にＰＳＩＪを生成するコントローラ装置を有するシステムの一例を示す。ＶＤＤ内のＰ
ＳＮが、クロック信号のコモンモード電圧により外部信号線を介してメモリ装置からコン
トローラ装置に伝送される。コントローラ装置は、追加のピンを使用することなしに、コ
モンモード電圧に基づき、受信機クロック信号ＣＬＫＲ内のＰＳＩＪをたどるＰＳＩＪを
ＣＬＫＴ内に生成する。図７のシステムは、書込みデータ信号とＣＬＫＲとの間のタイミ
ング関係を理想値により近づける。
【００６７】
　図７のシステムは、コントローラＩＣ装置とメモリＩＣ装置とを含む。メモリＩＣ装置
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は、受信機タイミング回路７１２と、受信機回路７１０と、ピン７０８Ａ－７０８Ｂおよ
び２３６Ａ－２３６Ｂと、抵抗器２３８および２４０と、コンデンサ２４２と、受信機回
路２４４と、クロックバッファ２４６とを含む。コントローラＩＣ装置は、送信機タイミ
ング回路７０２と、ドライバ回路７０４と、ピン７０６Ａ－７０６Ｂおよび２３４Ａ－２
３４Ｂと、クロックバッファ２１４と、調節可能な遅延回路２１６と、可変利得増幅器２
１８と、ＬＰＦ２２０と、抵抗器２２２および２２４と、ドライバ回路２３２とを含む。
【００６８】
　コントローラ装置内で、送信機タイミング回路７０２が、送信クロック信号ＣＬＫＴに
応答し、書込みデータ信号ＷＤＴＸをドライバ回路７０４の入力に伝送する。クロックバ
ッファ回路２１４は、クロック信号ＣＬＫＤの遅延済みかつバッファ済みバージョンとし
てＣＬＫＴを生成する。ドライバ回路７０４は、書込みデータ信号を、例えば差動信号形
式でメモリ装置に伝送する。書込みデータ信号は、ドライバ７０４から、ピン７０６Ａ－
７０６Ｂ、外部信号線、およびピン７０８Ａ－７０８Ｂを介し、受信機回路７１０の入力
に送られる。
【００６９】
　受信機回路７１０は、書込みデータ信号（例えばシングルエンド信号）を受信機タイミ
ング回路７１２の入力に伝送する。受信機タイミング回路７１２は、受信機クロック信号
ＣＬＫＲに応答して書込みデータ信号ＷＤＲＸを出力する。クロックバッファ２４６は、
クロック信号ＣＬＫ１をバッファしてクロック信号ＣＬＫＲを生成する。クロックバッフ
ァ２４６は、ＶＤＤ内のＰＳＮに基づいてＣＬＫＲ内にＰＳＩＪを生成する。書込みデー
タ信号ＷＤＲＸ内のビットは、メモリ装置内のメモリセルの中に記憶することができる。
【００７０】
　図２の実施形態と同様に、図７のシステムは、メモリ装置の電源電圧ＶＤＤのＰＳＮ情
報に基づく補償ＰＳＩＪをクロック信号ＣＬＫＤ内に生成する。図７のシステムでは、Ｖ
ＤＤ内のノイズからＣＬＫＴ内に生成されるＰＳＩＪが、ＰＳＮの特定の周波数範囲内で
ＶＤＤ内のノイズからＣＬＫＲ内に生成されるＰＳＩＪに一致する。その結果、ＣＬＫＲ
と回路７１２における書込みデータ信号との間のタイミング関係が理想的であることによ
り近くなる。受信機クロック信号に関するＰＳＩＪ情報を伝えるために使用される本明細
書に記載のすべての実施形態は、コントローラ装置からの送信クロック信号にも当てはま
る。
【００７１】
　図２～３および図５～６の実施形態では、ソースクロック信号ＣＬＫＳが、外部信号線
および内部回路を介してメモリ装置に送られてＣＬＫＴが生成され、そのＣＬＫＴは、読
取データ信号を伝送するために使用される。読取データ信号は、外部信号線を介してメモ
リ装置からコントローラ装置に伝送される。ＣＬＫＳは、コントローラ装置内の回路を介
して送られてＣＬＫＲが生成され、そのＣＬＫＲは、読取データ信号を捕捉するために使
用される。クロック信号とデータ信号の遅延の差が原因で、読取データ信号内のビットを
捕捉するために使用されるＣＬＫＲ内のクロックエッジが、読取データ信号内の同一ビッ
トを伝送するために使用されたＣＬＫＴ内の同じクロックエッジに対応しない可能性があ
る。
【００７２】
　例えば、読取データビットを伝送するために使用されるＣＬＫＴのクロックエッジは、
ＣＬＫＳ内の１つのクロックエッジに応じて生成され得る。ＣＬＫＳ内のそのクロックエ
ッジは、同じ読取データビットを捕捉するために使用されるＣＬＫＲ内のクロックエッジ
を生成する、ＣＬＫＳ内の別のクロックエッジよりも４－８クロック周期進んでいる可能
性がある。ＣＬＫＳの各周期は、例えば読取データ信号内の１ビット周期（すなわち１単
位間隔）に相当することができる。
【００７３】
　ジッタは、ＣＬＫＳの周期の持続時間の変動を引き起こすことがある。したがって、そ
れぞれの読取データビットごとに、読取データビットを伝送するために使用されるＣＬＫ
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Ｔのクロックエッジと、読取データビットを捕捉するために使用されるＣＬＫＲのクロッ
クエッジとの両方を、ＣＬＫＳ内の同じ（または近位の）クロックエッジに応じて生成さ
せることが望ましい。この技法は、データクロックのエッジ着色(edge-coloring)と呼ば
れる。コントローラ内の受信機クロック経路は、ＣＬＫＳからＣＬＫＴまでの遅延に、メ
モリ装置の送信機からコントローラの受信機までの読取データの飛行時間を加えたものよ
りも少ない遅延を概して有するので、データクロックのエッジ着色は、ＣＬＫＳからＣＬ
ＫＲへの受信経路内に追加の遅延線を加えることによって果たすことができる。この追加
の遅延線は、ＣＬＫＲまでのＣＬＫＳのクロックエッジの飛行時間を、ＣＬＫＴまでのＣ
ＬＫＳの同一クロックエッジの飛行時間に送信機から受信機への読取データビットの飛行
時間を加えた時間と、等しくまたはほぼ等しくする。
【００７４】
　図８は、信号の飛行時間を一致させることにより着色データを生成するシステムの一例
を示す。図８のシステムでは、集積回路Ｂから集積回路Ａにデータ信号が伝送される。デ
ータ信号内の各ビットについて、集積回路Ａは、集積回路Ｂからビットを伝送するために
使用されるクロック信号ＣＬＫ内の同一クロックエッジ（または一連のクロックエッジの
中の近位のクロックエッジ）に応じてビットを捕捉する。図８のシステムは、集積回路Ａ
と集積回路Ｂとの間で共通でないＣＬＫ内の高周波ジッタの影響を減らしまたはなくすた
めの、エッジが着色されたデータクロックをもたらす。
【００７５】
　図８のシステムは、集積回路Ａと集積回路Ｂと（例えばコントローラＩＣとメモリＩＣ
と）を含む。集積回路Ａは、受信機回路８０２と、クロック回路網８１０と、遅延回路８
０６とを含む。遅延回路８０６は、調節可能な遅延または固定された遅延を有することが
できる。集積回路Ｂは、送信機回路８０４とクロック回路網８０８とを含む。
【００７６】
　クロック信号ＣＬＫが、集積回路Ａから集積回路Ｂに、外部信号線Ｓ７およびクロック
回路網８０８を介して送信機回路８０４の入力に伝送される。クロック信号ＣＬＫは、遅
延回路８０６およびクロック回路網８１０を介して受信機回路８０２の入力に、集積回路
Ａの中でも伝送される。送信機回路８０４は、クロック回路網８０８からのクロック信号
ＣＬＫに応答し、外部信号線Ｓ８を介してデータ信号を受信機回路８０２に伝送する。受
信機回路８０２は、クロック回路網８１０からのクロック信号ＣＬＫに応答してデータ信
号を捕捉する。
【００７７】
　外部信号線Ｓ７はＴＦ１の遅延を有し、外部信号線Ｓ８はＴＦ２の遅延を有する。クロ
ック回路網８１０の遅延はＴＣ１であり、クロック回路網８０８の遅延はＴＣ２である。
遅延回路８０６の遅延は、ＴＦ１＋ＴＦ２＋ＴＣ２－ＴＣ１に等しくなるように、または
それとほぼ等しくなるように設定される。回路８０６および８１０によりＣＬＫに加えら
れる遅延は、ＴＦ１＋ＴＦ２＋ＴＣ２である。外部信号線Ｓ７およびクロック回路網８０
８によりＣＬＫに加えられる遅延はＴＦ１＋ＴＣ２であり、送信機回路８０４から受信機
回路８０２までのデータ信号の遅延はＴＦ２である。したがって、受信機回路８０２まで
のＣＬＫの経路内の遅延は、送信機回路８０４までのＣＬＫの経路内の遅延に送信機回路
８０４から受信機回路８０２までのデータ信号の遅延を加えた遅延に等しく、またはそれ
におよそ等しい。
【００７８】
　遅延回路８０６は、回路８０４から回路８０２に伝送されるそれぞれのデータビットご
とに、回路８０４内のデータビットを伝送するために使用されるＣＬＫのクロックエッジ
を、回路８０２内のデータビットを捕捉するために使用されるＣＬＫのクロックエッジと
同じにする。その結果、送信機回路８０４から受信機回路８０２に伝送されるデータが着
色され、着色することにより、データを捕捉する過程の受信機回路８０２に対するＣＬＫ
内の高周波ジッタの悪影響が減らされる。
【００７９】
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　図９は、受信機クロック信号の経路内に調節可能な遅延回路を追加することにより着色
読取データを提供するシステムの別の一例を示す。調節可能な遅延回路の遅延は、受信機
クロック信号ＣＬＫＲの飛行時間を、送信クロック信号ＣＬＫＴの飛行時間に読取データ
信号の飛行時間を加えた時間に近づけさせ、または実質的に一致させるように設定される
。その結果、コントローラ装置は、それぞれの読取データビットごとに、読取データビッ
トを伝送するために使用されたソースクロック信号ＣＬＫＳのクロックエッジ（または一
連のクロックエッジの中の近位のクロックエッジ）に応じて読取データビットを捕捉する
。あるいは図９のシステムは、読取データビットを伝送するために使用されるＣＬＫＳ内
のクロックエッジにより近いＣＬＫＳ内のクロックエッジに応じて、コントローラ装置に
読取データビットを捕捉させることもできる。図９のシステムは、データを捕捉する過程
の高周波ジッタの悪影響を減らしまたはなくす。
【００８０】
　図９のコントローラ装置およびメモリ装置は、図２に関して図示し上述した、同一コン
ポーネントのすべてを含む。図９は、遅延回路９０２も含む。遅延回路９０２の遅延は、
外部信号線Ｓ１－Ｓ２を介したＣＬＫの飛行時間遅延に外部信号線Ｓ３－Ｓ４を介したＤ
ＡＴＡの飛行時間遅延を加え、ＣＬＫＳ内のエッジをＣＬＫＲに送るオンチップクロック
回路網の遅延とＣＬＫＳ内のエッジをＣＬＫＴに送るオンチップクロック回路網の遅延と
の間の任意の差を足し引きした遅延に、近づきまたはそれと実質的に一致するように選択
される。遅延回路９０２は、調節可能な遅延または固定された遅延を有することができる
。一実施形態では、遅延回路９０２を回路２１６と組み合わせてもよい。
【００８１】
　遅延回路９０２は、ＣＬＫＳからＣＬＫＲまでのクロックエッジの飛行時間を、ＣＬＫ
ＳからＣＬＫＴまでのクロックエッジの飛行時間に、送信機タイミング回路２０２から受
信機タイミング回路２１２までの読取データ信号内のビットの飛行時間を加えた時間と、
等しくまたはほぼ等しくする。遅延回路９０２は、読取データビットを伝送するために送
信機タイミング回路２０２によって使用されたＣＬＫＳのクロックエッジ（または一連の
クロックエッジの中の近位のクロックエッジ）に応じて、受信機タイミング回路２１２に
その各読取データビットを捕捉させることにより、読取データ信号を着色する。その結果
、ＣＬＫＳ内の高周波ジッタの影響が減らされ、またはなくされる。
【００８２】
　図１０は、信号ＣＬＫＳ、ＣＬＫＴ、ＲＤＴＸ、ＣＬＫＲ、およびＲＤＲＸについての
波形の例を示すタイミング図である。図１０の中の点線矢印は、クロック信号ＣＬＫＳ、
ＣＬＫＴ、およびＣＬＫＲ内の対応するクロックエッジを示す。例えば、図１０に示すＣ
ＬＫＳの最初の上昇エッジは、図１０に示すＣＬＫＴの５番目の上昇エッジに対応する。
したがって、この例では、ＣＬＫＴはＣＬＫＳに比べて４クロック周期遅れている。読取
データ信号ＲＤＴＸ内の読取データビットの一例ＤＸが、ＣＬＫＴの５番目の上昇エッジ
に応じて、送信機タイミング回路２０２によりコントローラ装置に伝送される。
【００８３】
　伝送されるデータビットＤＸが受信機に到達するための飛行時間が原因で、読取データ
ビットの一例ＤＸは、ＣＬＫＲの８番目の上昇エッジに応じて、信号ＲＤＲＸとして受信
機タイミング回路２１２によって捕捉される。したがって、ＣＬＫＲはＣＬＫＳに比べて
７クロック周期遅れており、そのため、読取データビットＤＸを捕捉するために使用され
るＣＬＫＲの上昇エッジは、ＣＬＫＳの最初の上昇エッジに対応する。図１０は、読取デ
ータビットＤＸを伝送するために送信機タイミング回路２０２によって使用されたＣＬＫ
Ｓの同一クロックエッジに応じて、受信機タイミング回路２１２が読取データビットＤＸ
を捕捉することを示す。
【００８４】
　図９のシステムの様々な実施形態は、様々な長さの外部信号線Ｓ１－Ｓ４を有すること
ができる。クロック信号およびデータ信号の飛行時間が上記に記載したように着色され続
けるように、遅延回路９０２の遅延を調節して外部信号線Ｓ１－Ｓ４の長さのばらつきを
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補償することができる。
【００８５】
　遅延回路９０２は、例えばコントローラ装置上の調節可能な遅延線、オフチップの伝送
線、基板のトレース、またはパッケージ内の経路とすることができる。コントローラ装置
上の遅延線９０２は、例えば電圧制御された遅延線、インダクタ－コンデンサベースの遅
延回路、または可変の汎用クロックツリーとすることができる。調節可能なオフチップの
伝送線９０２は、例えばコントローラ装置に接続する調節可能な成端点を有するタップ付
き伝送線を使用して実装することができる。
【００８６】
　図９のシステムは、図２に関して上記に記載したように、ＰＳＩＪとしてＣＬＫＲに加
えられるＶＤＤ内のＰＳＮの飛行時間が、読取データ信号の飛行時間とほぼ等しい場合、
読取データ信号に関してＶＤＤのＰＳＮを着色させることもできる。
【００８７】
　位相ロックループ（ＰＬＬ）または遅延ロックループ（ＤＬＬ）ベースのクロック生成
を利用するメモリソリューションと比較して消費電力が減らされたメモリソリューション
を提供するために、本明細書に示す実施形態の例では、メモリ装置上でのクロック生成に
、ＰＬＬまたはＤＬＬを使用する必要はない。ＰＬＬは、メモリ装置に伝送される少なく
とも１つのクロック信号を生成するために、コントローラ装置上に含まれる。メモリ装置
は、コントローラ装置によって与えられるクロック信号を使用可能／使用不能にすること
により、低電力モードと、活性状態の高性能モードとを非常に早く切り替えることができ
る。
【００８８】
　本明細書では、ある装置の電源ノイズを１対のコモンモードの差動クロック線または信
号線内に結合するために、コンデンサまたはコンデンサ／抵抗器回路網を使用する複数の
実施形態を示す。代替的実施形態では、電源ノイズをコモンモードの差動信号上に結合す
るために、ある装置から別の装置へのノイズの投入を果たすための別のコンポーネント構
成を使用する、別の回路網を使用することができる。
【００８９】
　図１１Ａは、第２の集積回路から供給される電源電圧の変動によって引き起こされる電
源誘起ジッタ（ＰＳＩＪ）を有するクロック信号を生成する、第１の集積回路を有するシ
ステムの一例を示す。図１１Ａのシステムは、第１の集積回路Ａと第２の集積回路Ｂとを
含む。集積回路Ａは、インターフェイス回路１１０１と、１つまたは複数のクロックバッ
ファ回路を含むクロック網回路１１０３と、クロック送信機回路１１０５とを含む。集積
回路Ｂは、インターフェイス回路１１０２と、１つまたは複数のクロックバッファ回路を
含むクロック網回路１１０４と、クロック受信機回路１１０６とを含む。
【００９０】
　周期クロック信号ＣＬＫが、集積回路Ａ上のクロック網回路１１０３およびクロック送
信機回路１１０５に与えられる。クロック網回路１１０３内の１つまたは複数のクロック
バッファ回路が、クロック信号ＣＬＫをクロック信号ＣＬＫＡとしてインターフェイス回
路１１０１に与える。クロック送信機回路１１０５は、外部導線Ｓ１１を介し、クロック
信号ＣＬＫをクロック信号ＣＬＫ１として集積回路Ｂに伝送する。クロック信号ＣＬＫ１
は、差動シグナリングまたはシングルエンドシグナリングにより、１つまたは２つのそれ
ぞれの導線を介して集積回路Ａから集積回路Ｂに伝送することができる。クロック受信機
回路１１０６は、受け取ったクロック信号ＣＬＫ１から内部クロック信号ＣＬＫ２を生成
する。クロック信号ＣＬＫ２が、クロック回路網１１０４に与えられる。クロック回路網
１１０４内の１つまたは複数のクロックバッファ回路が、クロック信号ＣＬＫ２をクロッ
ク信号ＣＬＫＢとしてインターフェイス回路１１０２に与える。
【００９１】
　電源電圧ＶＤＤＢが、クロック回路網１１０４に与えられる。クロック網回路１１０４
内の１つまたは複数のクロックバッファ回路は、電源電圧ＶＤＤＢから供給される電流を
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とる。電源電圧ＶＤＤＢは、集積回路Ｂの中で生成されても、外部電源から集積回路Ｂに
供給されてもよい。クロック回路網１１０４内のクロックバッファ回路は、クロック信号
ＣＬＫ２をバッファしてクロック信号ＣＬＫＢを生成する。電源電圧ＶＤＤＢは電源ノイ
ズを有することがあり、その電源ノイズは、電源電圧ＶＤＤＢの電源ノイズを受けて電源
誘起ジッタ（ＰＳＩＪ）を有するクロック信号ＣＬＫＢをクロック網回路１１０４内のク
ロックバッファ回路に生成させる。
【００９２】
　インターフェイス回路１１０２は、外部導線Ｓ９を介し、インターフェイス回路１１０
１を相手にデータを転送する。例えば、一実施形態では、インターフェイス回路１１０１
は受信機回路を含み、インターフェイス回路１１０２は送信機回路を含む。この実施形態
では、インターフェイス回路１１０２内の送信機回路が、インターフェイス回路１１０１
内の受信機回路にデータ信号を伝送する。インターフェイス回路１１０２は、クロック信
号ＣＬＫＢを基準にしてデータを同期的に出力する。インターフェイス回路１１０１は、
クロック信号ＣＬＫＡを基準にしてデータを同期的に受け取る。
【００９３】
　別の実施形態によれば、インターフェイス回路１１０１は送信機回路を含み、インター
フェイス回路１１０２は受信機回路を含む。この実施形態では、インターフェイス回路１
１０１内の送信機回路が、インターフェイス回路１１０２内の受信機回路にデータ信号を
伝送する。インターフェイス回路１１０１は、クロック信号ＣＬＫＡを基準にしてデータ
を同期的に出力する。インターフェイス回路１１０２は、クロック信号ＣＬＫＢを基準に
してデータを同期的に受け取る。
【００９４】
　データ信号は、外部導線Ｓ９を介して集積回路Ａと集積回路Ｂとの間で伝送される。デ
ータ信号は、差動シグナリングまたはシングルエンドシグナリングにより、１つまたは２
つのそれぞれの導線を介して集積回路Ａと集積回路Ｂとの間で伝送することができる。イ
ンターフェイス回路１１０１および１１０２のそれぞれの中の内部バッファ回路が、イン
ターフェイス回路１１０１および１１０２と外部ピンとの間でデータ信号を送る。
【００９５】
　電源電圧ＶＤＤＢが、インターフェイス回路１１０２に供給される。インターフェイス
回路１１０１は、集積回路Ａの中で生成され、または外部電源から集積回路Ａに供給され
る別の電源電圧ＶＤＤＡを受け取る。
【００９６】
　電源電圧ＶＤＤＢが、外部導線Ｓ１０を介し、集積回路Ｂから集積回路Ａに供給される
。電源電圧ＶＤＤＢは、集積回路Ａの中のクロック網回路１１０３に供給される。クロッ
ク回路網１１０３内の１つまたは複数のクロックバッファ回路は、クロック信号ＣＬＫを
バッファしてクロック信号ＣＬＫＡを生成する。クロック回路網１１０３内の１つまたは
複数のクロックバッファ回路は、電源電圧ＶＤＤＢから供給される電流をとる。電源電圧
ＶＤＤＢは電源ノイズを有することがあり、その電源ノイズは、電源誘起ジッタ（ＰＳＩ
Ｊ）を有するクロック信号ＣＬＫＡをクロック網回路１１０３内のクロックバッファ回路
に生成させる。クロック回路網１１０３内のクロックバッファ回路のうちの１つまたは複
数が、ＶＤＤＡなどの別の電源電圧を受け取ってもよい。
【００９７】
　クロック回路網１１０３が電源電圧ＶＤＤＢ内の電源ノイズに基づいてＣＬＫＡ内に生
成するＰＳＩＪは、クロック回路網１１０４がＶＤＤＢ内の電源ノイズに基づいてＣＬＫ
Ｂ内に生成するＰＳＩＪと実質的に一致する。図１１Ａのシステムでは、集積回路Ａおよ
び集積回路Ｂの中のＰＳＩＪが、特定の電源ノイズ周波数範囲内で実質的に同様にクロッ
ク信号ＣＬＫＡおよびＣＬＫＢに影響を及ぼす。その結果、ＣＬＫＡおよびＣＬＫＢ内の
任意のＰＳＩＪの影響力が軽減される。さらに、インターフェイス回路１１０１または１
１０２の、ＰＳＩＪを有するデータ信号を導線Ｓ９上で捕捉する能力が改善される。一実
施形態によれば、クロック回路網１１０４は、クロック回路網１１０３がＣＬＫＡ内に発
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生させる遅延に等しい遅延をＣＬＫＢ内に発生させる。
【００９８】
　図１１Ｂは、第２の集積回路Ｂから供給される第２の電源電圧を使用して生成される第
１の電源電圧に基づく電源誘起ジッタを有するクロック信号を生成する、第１の集積回路
Ａを有するシステムの一例を示す。集積回路Ａは、インターフェイス回路１１０１と、ク
ロック網回路１１０３と、クロック送信機回路１１０５と、調整回路１１１０とを含む。
集積回路Ｂは、インターフェイス回路１１０２と、クロック網回路１１０４と、クロック
受信機回路１１０６とを含む。
【００９９】
　図１１Ｂの実施形態では、電源電圧ＶＤＤＢが、外部導線Ｓ１０を介して集積回路Ｂか
ら調整回路１１１０に供給される。調整回路１１１０は、例えばＤＣ－ＤＣコンバータ回
路や別の種類の調整回路とすることができる。調整回路１１１０は、集積回路Ｂから受け
取る電源電圧ＶＤＤＢから供給される電流を使用し、出力電源電圧ＶＤＤＢＡを生成する
。調整回路１１１０は、ＶＤＤＢ内の電源ノイズに一致する電源ノイズを電源電圧ＶＤＤ
ＢＡ内に生成する。調整器１１１０は、ＶＤＤＢからＶＤＤＢＡに、システム内の有意の
電源ノイズのほとんどまたはすべてを通すノイズ帯域幅を有するように選択される。
【０１００】
　図１１Ｂの実施形態では、集積回路Ａおよび集積回路Ｂは別の電源電圧を使用すること
ができる。クロック回路網１１０３がＶＤＤＢよりも小さい電源電圧を必要とする場合、
調整回路１１１０が電源電圧ＶＤＤＢよりも低い電源電圧ＶＤＤＢＡを生成する。クロッ
ク回路網１１０３がＶＤＤＢよりも大きい電源電圧を必要とする場合、調整回路１１１０
が電源電圧ＶＤＤＢよりも高い電源電圧ＶＤＤＢＡを生成する。あるいは、調整回路１１
１０は、電源電圧ＶＤＤＢに等しい電源電圧ＶＤＤＢＡを生成してもよい。
【０１０１】
　電源電圧ＶＤＤＢＡは、集積回路Ａの中のクロック回路網１１０３に与えられる。クロ
ック回路網１１０３内の１つまたは複数のクロックバッファ回路は、電源電圧ＶＤＤＢＡ
から供給される電流をとる。クロック回路網１１０３内のクロックバッファ回路は、クロ
ック信号ＣＬＫをバッファしてクロック信号ＣＬＫＡを生成する。クロック回路網１１０
３は、ＶＤＤＡなどの別の電源電圧を受け取るクロックバッファ回路を有してもよい。
【０１０２】
　図１１Ｂの実施形態では、クロック回路網１１０３が電源電圧ＶＤＤＢＡ内の電源ノイ
ズに基づいてＣＬＫＡ内に生成する電源誘起ジッタ（ＰＳＩＪ）が、クロック回路網１１
０４がＶＤＤＢ内の電源ノイズに基づいてＣＬＫＢ内に生成するＰＳＩＪと実質的に一致
する。
【０１０３】
　図１１Ｂのシステムでは、電源電圧ＶＤＤＢＡおよびＶＤＤＢ内の電源ノイズが、特定
の電源ノイズ周波数範囲内で実質的に同様にクロック信号ＣＬＫＡおよびＣＬＫＢに影響
を及ぼす。その結果、ＣＬＫＡおよびＣＬＫＢ内の任意のＰＳＩＪの影響力が軽減され、
ジッタをその周波数範囲内で実質的に同様にすることによりＰＳＩＪのタイミングロスが
低減されるので、インターフェイス回路１１０１または１１０２の、ＰＳＩＪを有するデ
ータ信号を捕捉する能力が改善される。
【０１０４】
　図１２Ａは、第２の集積回路Ａから供給される電源電圧に基づく電源誘起ジッタを有す
るクロック信号を生成する、第１の集積回路Ｂを有するシステムの別の一例を示す。集積
回路Ａは、インターフェイス回路１１０１と、クロック網回路１１０３と、クロック送信
機回路１１０５とを含む。集積回路Ｂは、インターフェイス回路１１０２と、クロック網
回路１１０４と、クロック受信機回路１１０６とを含む。
【０１０５】
　電源電圧ＶＤＤＡが、インターフェイス回路１１０１およびクロック回路網１１０３に
供給される。電源電圧ＶＤＤＡは、集積回路Ａの中で生成されても、外部電源から集積回
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路Ａに供給されてもよい。クロック回路網１１０３内の１つまたは複数のクロックバッフ
ァ回路は、電源電圧ＶＤＤＡから供給される電流をとる。電源電圧ＶＤＤＡは電源ノイズ
を有することがあり、その電源ノイズは、クロック信号ＣＬＫＡ内の電源誘起ジッタ（Ｐ
ＳＩＪ）をクロック回路網１１０３内のクロックバッファ回路に生成させる。
【０１０６】
　電源電圧ＶＤＤＢが、インターフェイス回路１１０２に供給される。電源電圧ＶＤＤＢ
は、集積回路Ｂの中で生成されても、外部電源から集積回路Ｂに供給されてもよい。
【０１０７】
　電源電圧ＶＤＤＡが、外部導線Ｓ１２を介し、集積回路Ａから集積回路Ｂに供給される
。電源電圧ＶＤＤＡは、集積回路Ｂの中のクロック回路網１１０４に供給される。クロッ
ク信号ＣＬＫ２をバッファしてクロック信号ＣＬＫＢを生成する、クロック回路網１１０
４内のクロックバッファ回路のうちの１つまたは複数が、電源電圧ＶＤＤＡから供給され
る電流をとる。クロック回路網１１０４は、別の電源電圧を受け取る１つまたは複数のク
ロックバッファ回路を有してもよい。
【０１０８】
　図１２Ａでは、クロック回路網１１０４が電源電圧ＶＤＤＡ内の電源ノイズに基づいて
ＣＬＫＢ内に生成するＰＳＩＪが、クロック回路網１１０３がＶＤＤＡ内の電源ノイズに
基づいてＣＬＫＡ内に生成するＰＳＩＪと実質的に一致する。集積回路Ａおよび集積回路
Ｂの中のＰＳＩＪが、特定の電源ノイズ周波数範囲内で実質的に同様にクロック信号ＣＬ
ＫＡおよびＣＬＫＢに影響を及ぼす。その結果、ＣＬＫＡおよびＣＬＫＢ内の任意のＰＳ
ＩＪの影響力が低減され、このことは、図１１Ａおよび図１１Ｂの技法と同様に、ＰＳＩ
Ｊを実質的に同様にすることにより、インターフェイス回路１１０１または１１０２の、
ＰＳＩＪを有するデータ信号を導線Ｓ９上で正確に捕捉する能力を改善する。
【０１０９】
　図１２Ｂは、第２の集積回路Ａから供給される第２の電源電圧を使用して生成される第
１の電源電圧に基づく電源誘起ジッタを有するクロック信号を生成する、第１の集積回路
Ｂを有するシステムの別の一例を示す。集積回路Ａは、インターフェイス回路１１０１と
、クロック網回路１１０３と、クロック送信機回路１１０５とを含む。集積回路Ｂは、イ
ンターフェイス回路１１０２と、クロック網回路１１０４と、クロック受信機回路１１０
６と、調整回路１２０１とを含む。
【０１１０】
　図１２Ｂの実施形態では、電源電圧ＶＤＤＡが、外部導線Ｓ１２を介して集積回路Ａか
ら調整回路１２０１に供給される。調整回路１２０１は、例えばＤＣ－ＤＣコンバータ回
路や別の種類の調整回路とすることができる。調整回路１２０１は、電源電圧ＶＤＤＡか
ら供給される電流を使用し、出力電源電圧ＶＤＤＡＢを生成する。調整回路１２０１は、
ＶＤＤＡ内の電源ノイズに一致する電源ノイズを電源電圧ＶＤＤＡＢ内に生成させる。調
整器１２０１は、対象となるシステムの電源ノイズ周波数範囲内で、ＶＤＤＡ内の電源ノ
イズのほとんどまたはすべてをＶＤＤＡＢに通すノイズ帯域幅を有するように選択される
。調整回路１２０１は、電源電圧ＶＤＤＡよりも大きい、ＶＤＤＡよりも小さい、または
ＶＤＤＡに等しい電源電圧ＶＤＤＡＢを生成することができる。
【０１１１】
　電源電圧ＶＤＤＡＢが、クロック回路網１１０４に供給される。クロック信号ＣＬＫ２
をバッファしてクロック信号ＣＬＫＢを生成する、クロック回路網１１０４内のクロック
バッファ回路のうちの１つまたは複数が、電源電圧ＶＤＤＡＢから供給される電流をとる
。
【０１１２】
　図１２Ｂでは、クロック回路網１１０４が電源電圧ＶＤＤＡＢ内の電源ノイズに基づい
てＣＬＫＢ内に生成するＰＳＩＪが、クロック回路網１１０３がＶＤＤＡ内の電源ノイズ
に基づいてＣＬＫＡ内に生成するＰＳＩＪと実質的に一致する。図１２Ｂのシステムでは
、電源電圧ＶＤＤＡＢおよびＶＤＤＡ内の電源ノイズが、特定の電源ノイズ周波数範囲内
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で実質的に同様にクロック信号ＣＬＫＡおよびＣＬＫＢに影響を及ぼす。その結果、ＣＬ
ＫＡおよびＣＬＫＢ内の任意のＰＳＩＪの影響力が軽減され、インターフェイス回路１１
０１または１１０２の、ＰＳＩＪを有するデータ信号を導線Ｓ９上で捕捉する能力が改善
される。
【０１１３】
　図１３Ａは、両方の集積回路にとって外部の電源から供給される共通の電源電圧に基づ
く電源誘起ジッタを有するクロック信号をそれぞれ生成する、２つの集積回路Ａおよび集
積回路Ｂを有するシステムの一例を示す。集積回路Ａは、インターフェイス回路１１０１
と、クロック網回路１１０３と、クロック送信機回路１１０５とを含む。集積回路Ｂは、
インターフェイス回路１１０２と、クロック網回路１１０４と、クロック受信機回路１１
０６とを含む。
【０１１４】
　インターフェイス回路１１０１は電源電圧ＶＤＤＡを受け取り、インターフェイス回路
１１０２は電源電圧ＶＤＤＢを受け取る。電源電圧ＶＤＤＣＯＭが、集積回路Ａおよび集
積回路Ｂにとって外部の電源によって生成される。図１３Ａに示すように、電源電圧ＶＤ
ＤＣＯＭが、外部導線Ｓ１３を介して集積回路Ａおよび集積回路Ｂの両方に供給される。
【０１１５】
　クロック信号ＣＬＫをバッファしてクロック信号ＣＬＫＡを生成する、クロック回路網
１１０３内のクロックバッファ回路のうちの１つまたは複数が、電源電圧ＶＤＤＣＯＭか
ら供給される電流をとる。クロック信号ＣＬＫ２をバッファしてクロック信号ＣＬＫＢを
生成する、クロック回路網１１０４内のクロックバッファ回路のうちの１つまたは複数が
、電源電圧ＶＤＤＣＯＭから供給される電流をとる。
【０１１６】
　電源電圧ＶＤＤＣＯＭが電源ノイズを有する場合、クロック回路網１１０３は、ＶＤＤ
ＣＯＭ内の任意の電源ノイズに基づくＰＳＩＪを有するクロック信号ＣＬＫＡを生成し、
クロック回路網１１０４は、ＶＤＤＣＯＭ内の任意の電源ノイズに基づくＰＳＩＪを有す
るクロック信号ＣＬＫＢを生成する。図１３Ａでは、クロック回路網１１０４が電源電圧
ＶＤＤＣＯＭ内の電源ノイズに基づいてＣＬＫＢ内に生成するＰＳＩＪが、クロック回路
網１１０３がＶＤＤＣＯＭ内の電源ノイズに基づいてＣＬＫＡ内に生成するＰＳＩＪと実
質的に一致する。図１３Ａでは、電源電圧ＶＤＤＣＯＭ内の電源ノイズが、特定の電源ノ
イズ周波数範囲内で実質的に同様にクロック信号ＣＬＫＡおよびＣＬＫＢに影響を及ぼす
。
【０１１７】
　図１３Ｂは、外部電源から供給される電源電圧を使用して生成される電源電圧に基づく
電源誘起ジッタを有するクロック信号を生成する集積回路を有するシステムの一例を示す
。図１３Ｂのシステムは、集積回路Ａと集積回路Ｂとを含む。集積回路Ａは、インターフ
ェイス回路１１０１と、クロック網回路１１０３と、クロック送信機回路１１０５と、調
整回路１３０１とを含む。集積回路Ｂは、インターフェイス回路１１０２と、クロック網
回路１１０４と、クロック受信機回路１１０６とを含む。
【０１１８】
　図１３Ｂの実施形態では、電源電圧ＶＤＤＣＯＭが、集積回路Ａおよび集積回路Ｂにと
って外部の電源から、外部導線Ｓ１３を介して集積回路Ａおよび集積回路Ｂに供給される
。ＶＤＤＣＯＭは、調整回路１３０１の入力に供給される。調整回路１３０１は、電源電
圧ＶＤＤＣＯＭから供給される電流を使用し、出力電源電圧ＶＤＤＣＯＭＡを生成する。
ＶＤＤＣＯＭが電源ノイズを含む場合、調整回路１３０１は、システムの電源ノイズ周波
数範囲内でＶＤＤＣＯＭ内の電源ノイズに実質的に一致する電源ノイズを電源電圧ＶＤＤ
ＣＯＭＡ内に生成する。調整器１３０１は、対象となるシステムの電源ノイズ周波数範囲
内で、ＶＤＤＣＯＭ内の電源ノイズのほとんどまたはすべてをＶＤＤＣＯＭＡに通すノイ
ズ帯域幅を有するように選択される。調整回路１３０１は、電源電圧ＶＤＤＣＯＭよりも
大きい、ＶＤＤＣＯＭよりも小さい、またはＶＤＤＣＯＭに等しい電源電圧ＶＤＤＣＯＭ
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Ａを生成することができる。
【０１１９】
　電源電圧ＶＤＤＣＯＭＡは、クロック回路網１１０３に供給される。クロック信号ＣＬ
Ｋをバッファしてクロック信号ＣＬＫＡを生成する、クロック回路網１１０３内のクロッ
クバッファ回路のうちの１つまたは複数が、電源電圧ＶＤＤＣＯＭＡから供給される電流
をとる。
【０１２０】
　電源電圧ＶＤＤＣＯＭは、クロック回路網１１０４にも供給される。クロック信号ＣＬ
Ｋ２をバッファしてクロック信号ＣＬＫＢを生成する、クロック回路網１１０４内のクロ
ックバッファ回路のうちの１つまたは複数が、電源電圧ＶＤＤＣＯＭから供給される電流
をとる。
【０１２１】
　図１３Ｂでは、クロック回路網１１０４が電源電圧ＶＤＤＣＯＭ内の電源ノイズに基づ
いてＣＬＫＢ内に生成するＰＳＩＪが、クロック回路網１１０３がＶＤＤＣＯＭＡ内の電
源ノイズに基づいてＣＬＫＡ内に生成するＰＳＩＪと実質的に一致する。図１３Ｂでは、
電源電圧ＶＤＤＣＯＭおよびＶＤＤＣＯＭＡ内の電源ノイズが、特定の電源ノイズ周波数
範囲内で実質的に同様にクロック信号ＣＬＫＡおよびＣＬＫＢに影響を及ぼす。
【０１２２】
　図１３Ｃは、外部電源から供給される電源電圧を使用して生成される電源電圧に基づく
電源誘起ジッタを有するクロック信号を生成する集積回路を有するシステムの別の一例を
示す。図１３Ｃのシステムは、集積回路Ａと集積回路Ｂとを含む。集積回路Ａは、インタ
ーフェイス回路１１０１と、クロック網回路１１０３と、クロック送信機回路１１０５と
を含む。集積回路Ｂは、インターフェイス回路１１０２と、クロック網回路１１０４と、
クロック受信機回路１１０６と、調整回路１３０２とを含む。
【０１２３】
　図１３Ｃの実施形態では、ＶＤＤＣＯＭが調整回路１３０２の入力に供給される。調整
回路１３０２は、電源電圧ＶＤＤＣＯＭから供給される電流を使用し、出力電源電圧ＶＤ
ＤＣＯＭＢを生成する。ＶＤＤＣＯＭが電源ノイズを含む場合、調整回路１３０２は、Ｖ
ＤＤＣＯＭ内の電源ノイズに一致する電源ノイズを電源電圧ＶＤＤＣＯＭＢ内に生成する
。調整器１３０２は、対象となるシステムの電源ノイズ周波数範囲内で、ＶＤＤＣＯＭ内
の電源ノイズのほとんどまたはすべてをＶＤＤＣＯＭＢに通すノイズ帯域幅を有するよう
に選択される。調整回路１３０２は、電源電圧ＶＤＤＣＯＭよりも大きい、ＶＤＤＣＯＭ
よりも小さい、またはＶＤＤＣＯＭに等しい電源電圧ＶＤＤＣＯＭＢを生成することがで
きる。
【０１２４】
　電源電圧ＶＤＤＣＯＭは、クロック回路網１１０３に供給される。クロック信号ＣＬＫ
をバッファしてクロック信号ＣＬＫＡを生成する、クロック回路網１１０３内のクロック
バッファ回路のうちの１つまたは複数が、電源電圧ＶＤＤＣＯＭから供給される電流をと
る。
【０１２５】
　電源電圧ＶＤＤＣＯＭＢは、クロック回路網１１０４に供給される。クロック信号ＣＬ
Ｋ２をバッファしてクロック信号ＣＬＫＢを生成する、クロック回路網１１０４内のクロ
ックバッファ回路のうちの１つまたは複数が、電源電圧ＶＤＤＣＯＭＢから供給される電
流をとる。
【０１２６】
　図１３Ｃでは、クロック回路網１１０４が電源電圧ＶＤＤＣＯＭＢ内の電源ノイズに基
づいてＣＬＫＢ内に生成するＰＳＩＪが、クロック回路網１１０３がＶＤＤＣＯＭ内の電
源ノイズに基づいてＣＬＫＡ内に生成するＰＳＩＪと実質的に一致する。図１３Ｃでは、
電源電圧ＶＤＤＣＯＭおよびＶＤＤＣＯＭＢ内の電源ノイズが、特定の電源ノイズ周波数
範囲内で実質的に同様にクロック信号ＣＬＫＡおよびＣＬＫＢに影響を及ぼす。
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【０１２７】
　図１４は、他方の集積回路から供給される電源電圧に基づくＰＳＩＪを有するクロック
信号をそれぞれ生成する、２つの集積回路を有するシステムの一例を示す。図１４のシス
テムは、集積回路Ａと集積回路Ｂとを含む。集積回路Ａは、インターフェイス回路１１０
１と、クロック網回路１１０３と、クロック送信機回路１１０５とを含む。集積回路Ｂは
、インターフェイス回路１１０２と、クロック網回路１１０４と、クロック受信機回路１
１０６とを含む。
【０１２８】
　電源電圧ＶＤＤＡが集積回路Ａの中で生成され、または外部電源から集積回路Ａに供給
される。電源電圧ＶＤＤＡは、クロック回路網１１０３内のクロックバッファ回路１１０
３Ｂに供給される。電源電圧ＶＤＤＡは、外部導線Ｓ１５を介して集積回路Ｂにも供給さ
れる。電源電圧ＶＤＤＡは、クロック回路網１１０４内のクロックバッファ回路１１０４
Ｂに供給される。
【０１２９】
　電源電圧ＶＤＤＢが集積回路Ｂの中で生成され、または外部電源から集積回路Ｂに供給
される。電源電圧ＶＤＤＢは、クロック回路網１１０４内のクロックバッファ回路１１０
４Ａに供給される。電源電圧ＶＤＤＢは、外部導線Ｓ１４を介して集積回路Ａにも供給さ
れる。電源電圧ＶＤＤＢは、クロック回路網１１０３内のクロックバッファ回路１１０３
Ａに供給される。
【０１３０】
　クロックバッファ回路１１０３Ａ－１１０３Ｂは、クロック信号ＣＬＫをバッファして
クロック信号ＣＬＫＡを生成する。クロックバッファ回路１１０３Ａは、電源電圧ＶＤＤ
Ｂから供給される電流をとり、クロックバッファ回路１１０３Ｂは、電源電圧ＶＤＤＡか
ら供給される電流をとる。クロック回路網１１０３は、電源電圧ＶＤＤＡおよびＶＤＤＢ
内の電源ノイズに基づくＰＳＩＪをクロック信号ＣＬＫＡに加える。クロック回路網１１
０３は、図１４には不図示の追加のクロックバッファ回路および他の回路を有してもよい
。
【０１３１】
　クロックバッファ回路１１０４Ａ－１１０４Ｂは、クロック信号ＣＬＫ２をバッファし
てクロック信号ＣＬＫＢを生成する。クロックバッファ回路１１０４Ａは、電源電圧ＶＤ
ＤＢから供給される電流をとり、クロックバッファ回路１１０４Ｂは、電源電圧ＶＤＤＡ
から供給される電流をとる。クロック回路網１１０４は、電源電圧ＶＤＤＡおよびＶＤＤ
Ｂ内の電源ノイズに基づくＰＳＩＪをクロック信号ＣＬＫＢに加える。クロック回路網１
１０４は、図１４には不図示の追加のクロックバッファ回路および他の回路を有してもよ
い。
【０１３２】
　図１４では、クロック回路網１１０４が電源電圧ＶＤＤＡおよびＶＤＤＢ内の電源ノイ
ズに基づいてＣＬＫＢ内に生成するＰＳＩＪが、クロック回路網１１０３がＶＤＤＡおよ
びＶＤＤＢ内の電源ノイズに基づいてＣＬＫＡ内に生成するＰＳＩＪと実質的に一致する
。図１４では、電源電圧ＶＤＤＡおよびＶＤＤＢ内の電源ノイズが、特定の電源ノイズ周
波数範囲内で実質的に同様にクロック信号ＣＬＫＡおよびＣＬＫＢに影響を及ぼす。
【０１３３】
　クロックのバッファリングおよび分配に使用するとき、２つの集積回路装置上の電源ノ
イズが（伝送の周波数限界の範囲内で）実質的に共有されることを前提として代替的実施
形態を実装し、それにより、２つの集積回路装置間でジッタのかなりの部分を同様にする
ことにより、ＰＳＩＪのシステム影響を最小限にすることができる。そのような代替的実
施形態は、（例えばオフチップのクロックバッファを使用した）２つの集積回路装置間の
クロック分配等のための代替的技法を含むことができる。
【０１３４】
　例示的実施形態についての上記の説明は、例証および説明目的で示した。上記の説明は
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、網羅的であること、または本明細書に開示した例に限定されることを意図するものでは
ない。場合によっては、諸実施形態の特定の特徴を、記載の他の特徴を対応して使用する
ことなしに用いることができる。特許請求の範囲から逸脱することなく、上記の教示に照
らして多くの修正形態、代用形態、および改変形態が可能である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(36) JP 2012-532369 A 2012.12.13

【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】

【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】
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【図１３Ａ】 【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】 【図１４】
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