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(57)【要約】
【課題】ループフィルタのオンチップ化を可能とし高速
応答を実現しロック後に十分な雑音抑圧効果を得るＰＬ
Ｌ回路を内蔵する半導体集積回路を提供する。
【解決手段】位相周波数比較器１、第１と第２のチャー
ジポンプ２、３、ループフィルタ４、電圧制御発振器５
、分周器６を含むＰＬＬ回路を内蔵する。ＰＬＬ回路の
動作モードは、ロック動作が停止されたスタンバイ状態
と、ロック動作を開始するロック応答動作と、ロック応
答動作によって開始されたロック動作を継続する定常ロ
ック動作とを含む。定常ロック動作では、第１のチャー
ジポンプ２の充放電電流よりも、第２のチャージポンプ
３の充放電電流が小さく設定され、第１と第２のチャー
ジポンプ２、３は、位相周波数比較器１の出力に応答し
てループフィルタ４の互いに逆相の充放電動作を実行す
る。ロック動作を開始するロック応答動作では、逆位相
の前記第２のチャージポンプ３による充放電動作が停止
される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　位相周波数比較器と第１のチャージポンプと第２のチャージポンプとループフィルタと
電圧制御発振器と分周器とを含むフェーズロックドループ回路を内蔵して、
　前記位相周波数比較器は、基準信号と前記分周器の出力信号である帰還信号の位相差を
比較して、位相比較出力信号としての第１出力信号と第２出力信号とを出力して、
　前記第１のチャージポンプと前記第２のチャージポンプとは、前記位相周波数比較器の
前記第１出力信号と前記第２出力信号とに応答して前記ループフィルタの充放電動作をそ
れぞれ実行可能とされ、
　前記第１のチャージポンプの出力と前記第２のチャージポンプの出力とは、前記ループ
フィルタに接続され、
　前記ＰＬＬ回路の動作モードは、ロック動作が停止されているスタンバイ状態と、ロッ
ク動作を開始するロック応答動作と、前記ロック応答動作によって開始された前記ロック
動作を継続する定常ロック動作とを含み、
　前記基準信号の位相と前記分周器からの前記帰還信号の位相とが所定の関係のロック状
態に維持される前記ＰＬＬ回路の前記定常ロック動作では、前記第１のチャージポンプの
前記出力の充放電電流の電流値よりも、前記第２のチャージポンプの前記出力の充放電電
流の電流値が小さく設定され、
　前記ＰＬＬ回路の前記定常ロック動作の前記動作モードでは、前記第１のチャージポン
プと前記第２のチャージポンプとは、前記位相周波数比較器の前記第１出力信号と前記第
２出力信号とに応答して前記ループフィルタの互いに逆相の充放電動作を実行して、
　前記ロック動作を開始する前記ロック応答動作では、前記第１のチャージポンプによる
前記ループフィルタの前記充放電動作に対して逆位相の前記第２のチャージポンプによる
前記ループフィルタの前記充放電動作が停止されることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記ＰＬＬ回路の前記動作モードの前記スタンバイ状態では、前記ＰＬＬ回路の少なく
とも前記位相周波数比較器と前記第１のチャージポンプと前記第２のチャージポンプと前
記分周器とが遮断状態に制御され、
　前記ＰＬＬ回路の前記動作モードの前記スタンバイ状態から前記ロック応答動作に変化
させる制御信号が、前記ＰＬＬ回路に供給され、
　前記ＰＬＬ回路への前記制御信号の供給に応答して、前記ＰＬＬ回路の少なくとも前記
位相周波数比較器と前記第１のチャージポンプと前記分周器とは前記遮断状態から解除さ
れ動作を開始するものであり、
　前記ＰＬＬ回路は、前記制御信号のレベル変化に応答して所定の遅延時間の後にレベル
変化する制御出力信号を生成するコントローラを更に含み、
　前記コントローラから生成される前記制御出力信号のレベル変化に応答して、前記ロッ
ク応答動作での前記逆位相の前記第２のチャージポンプによる前記充放電動作の停止が解
除され、前記定常ロック動作での前記第２のチャージポンプによる前記逆相の充放電動作
の実行が開始されることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記ＰＬＬ回路は、前記分周器に接続された変調器を更に含み、
　前記変調器の出力に応答することよって前記分周器は異なる値の分周数の間で変化する
ことにより、前記分周器の平均分周数が整数部と分数部との和であるフラクショナルＰＬ
Ｌの動作モードで前記ＰＬＬ回路が動作することを特徴とする半導体集積回路。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記フラクショナルＰＬＬの前記動作モードで動作する前記ＰＬＬ回路はオンチップ化
されたシリアルＡＴＡインターフェースユニットで使用されるスプレッドスペトクラムク
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ロック発生器を構成することを特徴とする半導体集積回路。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記シリアルＡＴＡインターフェースユニットを含む前記半導体集積回路は記憶ディス
ク装置とホスト装置との間に接続可能とされ、
　前記半導体集積回路は、前記記憶ディスク装置から読み出し信号を読み出して前記ホス
ト装置に読み出しデータを供給する一方、前記ホスト装置からの書き込みデータを受けて
前記記憶ディスク装置へ書き込み信号を供給するものであることを特徴とする半導体集積
回路。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記第１のチャージポンプの充電制御入力端子と放電制御入力端子とに、前記位相周波
数比較器の前記第１出力信号と前記第２出力信号とがそれぞれ供給可能とされ、
　前記第２のチャージポンプの充電制御入力端子と放電制御入力端子とに、前記位相周波
数比較器の前記第２出力信号と前記第１出力信号とがそれぞれ供給可能とされることを特
徴とする半導体集積回路。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記第１のチャージポンプの出力と前記第２のチャージポンプの出力とは前記ループフ
ィルタの抵抗の一端と他端とに接続され、前記抵抗の前記他端と接地電位との間に容量が
接続されることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項８】
　請求項２において、
　前記ロック動作を開始する前記ロック応答動作では、前記第１のチャージポンプによる
前記ループフィルタの前記充放電動作に対して同位相の前記第２のチャージポンプによる
前記ループフィルタの前記充放電動作が実行されることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項９】
　記憶ディスク装置とホスト装置との間に接続可能とされたインターフェース用途のため
の半導体集積回路であって、
　前記記憶ディスク装置と接続可能に構成されると伴に第１のＰＬＬ回路を含む記録再生
ユニットと、前記ホスト装置と接続可能に構成されると伴に第２のＰＬＬ回路を含むイン
ターフェースユニットとを具備して、
　前記半導体集積回路は、前記記憶ディスク装置から読み出し信号を読み出して前記ホス
ト装置に読み出しデータを供給する一方、前記ホスト装置からの書き込みデータを受けて
前記記憶ディスク装置へ書き込み信号を供給するものであり、
　前記半導体集積回路の前記記録再生ユニットは、前記記憶ディスク装置から前記読み出
し信号を読み出して前記記憶ディスク装置へ前記書き込み信号を供給するものであり、
　前記半導体集積回路の前記インターフェースユニットは、前記ホスト装置からの前記書
き込みデータを受けて前記記憶ディスク装置へ前記書き込み信号を供給するものであり、
　前記第１のＰＬＬ回路と前記第２のＰＬＬ回路との各ＰＬＬ回路は、位相周波数比較器
と第１のチャージポンプと第２のチャージポンプとループフィルタと電圧制御発振器と分
周器とを含み、
　前記各ＰＬＬ回路の前記位相周波数比較器は、基準信号と前記分周器の出力信号である
帰還信号の位相差を比較して、位相比較出力信号としての第１出力信号と第２出力信号と
を出力して、
　前記各ＰＬＬ回路の前記第１のチャージポンプと前記第２のチャージポンプとは、前記
位相周波数比較器の前記第１出力信号と前記第２出力信号とに応答して前記ループフィル
タの充放電動作をそれぞれ実行可能とされ、
　前記各ＰＬＬ回路の前記第１のチャージポンプの出力と前記第２のチャージポンプの出
力とは、前記ループフィルタに接続され、
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　前記各ＰＬＬ回路の動作モードは、ロック動作が停止されているスタンバイ状態と、ロ
ック動作を開始するロック応答動作と、前記ロック応答動作によって開始された前記ロッ
ク動作を継続する定常ロック動作とを含み、
　前記各ＰＬＬ回路で前記基準信号の位相と前記分周器からの前記帰還信号の位相とが所
定の関係のロック状態に維持される前記ＰＬＬ回路の前記定常ロック動作では、前記第１
のチャージポンプの前記出力の充放電電流の電流値よりも、前記第２のチャージポンプの
前記出力の充放電電流の電流値が小さく設定され、
　前記各ＰＬＬ回路の前記定常ロック動作の前記動作モードでは、前記第１のチャージポ
ンプと前記第２のチャージポンプとは、前記位相周波数比較器の前記第１出力信号と前記
第２出力信号とに応答して前記ループフィルタの互いに逆相の充放電動作を実行して、
　前記各ＰＬＬ回路で前記ロック動作を開始する前記ロック応答動作では、前記第１のチ
ャージポンプによる前記ループフィルタの前記充放電動作に対して逆位相の前記第２のチ
ャージポンプによる前記ループフィルタの前記充放電動作が停止され、
　前記第２のＰＬＬ回路は、前記第２のＰＬＬ回路の前記分周器に接続された変調器を更
に含み、
　前記変調器の出力に応答することよって前記第２のＰＬＬ回路の前記分周器は異なる値
の分周数の間で変化することにより、前記分周器の平均分周数が整数部と分数部との和で
あるフラクショナルＰＬＬの動作モードで前記第２のＰＬＬ回路が動作するものであるこ
とを特徴とする半導体集積回路。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記各ＰＬＬ回路の前記動作モードを前記スタンバイ状態では、前記各ＰＬＬ回路の少
なくとも前記位相周波数比較器と前記第１のチャージポンプと前記第２のチャージポンプ
と前記分周器とが遮断状態に制御され、
　前記各ＰＬＬ回路の前記動作モードを前記スタンバイ状態から前記ロック応答動作に変
化させる制御信号が、前記各ＰＬＬ回路に供給され、
　前記各ＰＬＬ回路への前記制御信号の供給に応答して、前記各ＰＬＬ回路の少なくとも
前記位相周波数比較器と前記第１のチャージポンプと前記分周器とは前記遮断状態から解
除され動作を開始するものであり、
　前記各ＰＬＬ回路は、前記制御信号のレベル変化に応答して所定の遅延時間の後にレベ
ル変化する制御出力信号を生成するコントローラを更に含み、
　前記各ＰＬＬ回路では、前記コントローラから生成される前記制御出力信号のレベル変
化に応答して、前記ロック応答動作での前記逆位相の前記第２のチャージポンプによる前
記充放電動作の停止が解除され、前記定常ロック動作での前記第２のチャージポンプによ
る前記逆相の充放電動作の実行が開始されることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項１１】
　請求項１０において、
　前記各ＰＬＬ回路の前記第１のチャージポンプの充電制御入力端子と放電制御入力端子
とに、前記位相周波数比較器の前記第１出力信号と前記第２出力信号とがそれぞれ供給可
能とされ、
　前記各ＰＬＬ回路の前記第２のチャージポンプの充電制御入力端子と放電制御入力端子
とに、前記位相周波数比較器の前記第２出力信号と前記第１出力信号とがそれぞれ供給可
能とされることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記各ＰＬＬ回路の前記第１のチャージポンプの出力と前記第２のチャージポンプの出
力とは前記ループフィルタの抵抗の一端と他端とに接続され、前記抵抗の前記他端と接地
電位との間に容量が接続されることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項１３】
　請求項１０において、
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　前記第２のＰＬＬ回路は、シリアルＡＴＡインターフェースユニットとして構成される
前記インターフェースユニットで使用されるスプレッドスペトクラムクロック発生器を構
成することを特徴とする半導体集積回路。
【請求項１４】
　請求項１０において、
　前記ロック動作を開始する前記ロック応答動作では、前記第１のチャージポンプによる
前記ループフィルタの前記充放電動作に対して同位相の前記第２のチャージポンプによる
前記ループフィルタの前記充放電動作が実行されることを特徴とする半導体集積回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フェーズロックドループ(ＰＬＬ)回路を内蔵する半導体集積回路に関し、特
にループフィルタをオンチップ化することを可能とすると伴に高速応答を実現すると伴に
ロック後の十分な雑音抑圧効果を得るのに有益な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、フェーズロックドループ(ＰＬＬ)回路が半導体集積回路に搭載され、このＰ
ＬＬ回路は大規模論理集積回路等の論理回路を動作させるためのクロック信号を生成した
り、あるいは通信用集積回路等で送信動作もしくは受信動作のためのクロック信号を生成
するものである。
【０００３】
　下記特許文献１には、無線通信用半導体集積回路の内蔵ＰＬＬ回路のループフィルタを
オンチップ化するため、フィルタ容量のチャージ動作とディスチャージ動作とを行う２個
のチャージポンプ回路を使用して、一方のチャージポンプ回路の電流を他方のチャージポ
ンプ回路の電流よりも小とすることが記載されている。一方のチャージポンプ回路の充電
側電流源と他方のチャージポンプ回路の放電側電流源とが同時に動作する逆相動作が行わ
れ、２個の電流源の電流の比により、フィルタ容量を小さくした場合と同様な零点周波数
を得ることができ、ＰＬＬ回路のループフィルタをオンチップ化することができる。
【０００４】
　一方、下記特許文献２には、高速応答を実現すると伴にロック後の十分な雑音抑圧効果
を得るために、位相比較器の出力をチャージポンプとループフィルタとを介して電圧制御
発振器に供給するＰＬＬ回路において、ループフィルタの容量を急速に充放電する別のチ
ャージポンプを増設することが記載されている。高速モード時には、元来と増設の両チャ
ージポンプによって容量を急速に充放電することにより高速応答を実現して、ロック後は
増設のチャージポンプはオフ状態とされ、低雑音ロック状態となる。
【０００５】
　ところで、下記特許文献３には、ハードディスク装置においてメインＣＰＵによるファ
イルへのアクセスの有無によりコントローラＬＳＩを低消費電力のスリープモードと大消
費電力のアクティブモードとに制御することが記載されている。電力制御回路は、スリー
プモードでは内部クロックパルスの供給を中止する一方、アクティブモードでは内部クロ
ックパルスの供給を再開する。
【０００６】
　さらに、下記非特許文献１には、ΣΔ変調器の出力により分周器の２つの分周比の間を
トグルするフラクショナルＰＬＬ回路により、シリアルＡＴＡインターフェース用のスプ
レッドスペトクラムクロック発生器(ＳＳＣＧ)を構成することが記載されている。また、
下記非特許文献１では、ΣΔ変調器の出力により多重係数分周器(Ｄｕａｌ　Ｍｏｄｕｌ
ｕｓ　Ｄｉｖｉｄｅｒ)の２つの分周比(７３／７５)の間をトグルするものである。この
ようにスプレッドスペトクラムクロック発生器(ＳＳＣＧ)は、電子機器におけるＥＭＩの
ような不要輻射を軽減するため、クロック信号を周波数変調して、クロックの基本波と高
調波のピーク電力を低減するものである。トータルエネルギーは同一であるが、クロック
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信号の振幅と信号エッジの波形とを保ったままクロック信号が広い周波数帯域にわたり拡
散される(spread)ので、ピークエネルギーを低減することができる。また、下記非特許文
献１には、ΣΔ変調器の出力の量子化ノイズを低減するため１次ΣΔ変調器を複数多段と
したＭＡＳＨ型のΣΔ変調器を用いることも報告されている。分周比が整数のみの一般的
なＰＬＬ回路ではロックド・ループの周波数解像度は基準周波数ｆＲＥＦとなるので、精
密な周波数解像度は小さな基準周波数ｆＲＥＦを必要とし、従って小さなループ周波数帯
域となる。狭ループ周波数帯域は長いスイッチング時間となるので望ましくなく、ＰＬＬ
回路の電圧制御発振器(ＶＣＯ)の位相雑音の抑圧が不十分でＰＬＬ回路外部からの雑音の
影響を受けやすい。それに対して、フラクショナルＰＬＬ回路を使用するフラクショナル
シンセサイザは基準周波数ｆＲＥＦよりも精密な周波数解像度を持つために開発され、フ
ラクショナル－Ｎ分周器では分周比は周期的に整数Ｎから整数Ｎ＋１に変更され、結果的
に平均分周比はＮよりも(Ｎ＋１)分周のデューティー比分増加する。尚、ＳＳＣＧは、Sp
read Spectrum Clock Generatorの略である。また、ＥＭＩは、Electromagnetic Interfe
renceの略である。更に、ＭＡＳＨは、Multistage noise Shaping Techniqueの略である
。また、ＡＴＡは、Advanced Technology Attachmentの略である。
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１８４７７１号　公報
【特許文献２】特開平６－２７６０９０号　公報
【特許文献３】米国特許　第５、８９２、９５８号　明細書
【非特許文献１】Ｗｅｉ－Ｔａ　Ｃｈｅｎ　ｅｔ　ａｌ．　“Ａ　Ｓｐｒｅａｄ　Ｓｐｅ
ｃｔｒｕｍ　Ｃｌｏｃｋ　Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ　ｆｏｒ　ＳＡＴＡ－ＩＩ”，　２００５
　ＩＥＥＥ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　Ｃｉｒｃｕｉｔｓ　ａ
ｎｄ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，２３－２６　Ｍａｙ　２００５，　ＰＰ．２６４３－２６４６．
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　良く知られているように、ハードディスク装置(ＨＤＤ)等の記録再生ユニットには、Ｐ
ＬＬ回路が使用される。記録再生ユニットの磁気ディスクから磁気ヘッドで読み取られた
リード信号はプリアンプ、可変ゲインアンプで増幅され、ＰＲＭＬデコーダの出力がＰＬ
Ｌ回路に供給されることにより、ＰＬＬ回路によりデコーダの出力からデコーダのピーク
検出のタイミングを決定するためのクロック信号が再生される。尚、ＰＲＭＬは、Partia
l Response Mostly Likelihoodと呼ばれる復号技術の略である。
【０００９】
　また、ＰＬＬ回路は、記録再生ユニットだけではなく、インターフェースユニット、携
帯電話端末、無線通信装置の種々の電子装置にも採用されている。インターフェースユニ
ットは光ディスク装置やハードディスク装置等の記憶メディアとパーソナルコンピュータ
等のコンピュータとの間で双方向のデータ転送を行うための装置であるが、データ転送に
使用するクロックがＰＬＬ回路で生成される。
【００１０】
　更に、携帯電話端末等の無線通信装置でも、送信ローカル信号や受信ローカル信号とし
て使用されるキャリアクロックがＰＬＬ回路で生成される。
【００１１】
　一方、ハードディスク装置(ＨＤＤ)においてメインＣＰＵによるファイルへのアクセス
の有無によるコントローラＬＳＩの大消費電力のアクティブモードと低消費電力のスリー
プモードとの切り換えにより、内部クロックパルスを生成するＰＬＬ回路の動作が切り換
えられる。ＨＤＤ装置のファイルへのアクセスが実行されるアクティブモードでは、ＰＬ
Ｌ回路の入力にデコーダの出力信号が供給されるので、ＰＬＬ回路は入力信号へのロック
動作を実行する。しかし、ＨＤＤ装置のファイルへのアクセスが実行されないスリープモ
ード(スタンバイ状態又はアイドル状態)では、ＰＬＬ回路の入力にはデコーダの有効な出
力信号が供給されないので、ＰＬＬ回路は入力信号へのロック動作を実行しない。
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【００１２】
　一方、ＨＤＤ装置等の記録再生ユニットではスリープモード(スタンバイ状態)からアク
ティブモード(アクセス状態)の動作モードの変更に際して、ＰＬＬ回路から生成される再
生クロック信号の高速ロック(高速復帰)が必要とされる。また、ＨＤＤ装置等の記憶メデ
ィアとパーソナルコンピュータ等との間でデータ転送を行うインターフェースユニットと
して最近シリアルＡＴＡ型の装置が注目されている。シリアルＡＴＡの規格を達成するた
め、ＰＬＬ回路を含むシリアルＡＴＡインターフェースユニットには１０マイクロ秒以内
のスタンバイ状態からの高速復帰の仕様が要求されている。従って、この高速復帰を実現
するためには、ＰＬＬ回路がロック動作を実行しないＨＤＤ装置のスリープモード(スタ
ンバイ状態)においても、ＰＬＬ回路の電圧制御発振器(ＶＣＯ)の発振動作自体は継続す
る必要がある。このため、スタンバイ状態のＨＤＤ装置では、ＰＬＬ回路の電圧制御発振
器は動作電流を消費しており、シリアルＡＴＡインターフェースユニットを含むパーソナ
ルコンピュータ等は電池寿命が短くなることが懸念される。
【００１３】
　また、携帯電話端末では、待ち受け状態から通信状態への遷移時間が通信規格によって
定められている。従って、携帯電話端末に搭載されるＰＬＬ回路は、高速ロックを実現す
ると伴に、雑音特性等を満足しながら、コスト低減のために実装面積を小さくすることを
求められる。しかし、実際には遷移時間と雑音特性とを実現するためには、ＰＬＬ回路の
ループフィルタは半導体集積回路内部にオンチップ化することができず、外付部品となる
。その結果、実装面積と部品点数とが増大するために、コスト高騰要因となっている。
【００１４】
　良く知られているように、ＰＬＬ回路のロック時間(セットリング時間)ＴＬは、ＴＬ≒
２π／ωnで示されるように、固有各周波数ωnと逆比例の関係となる。
【００１５】
　一方、また良く知られているように、ＰＬＬ回路の固有各周波数ωnは、ＰＬＬ回路の
ループフィルタのフィルタ容量の値と略逆比例の関係となる。
【００１６】
　従って、ＰＬＬ回路で高速ロックを実現するためには、ロック時間(セットリング時間)
ＴＬを短縮する必要があり、そのためには固有各周波数ωnを大きくする必要があり、結
果的にはループフィルタの周波数帯域を広くする必要がある。しかし、ＰＬＬ回路のルー
プフィルタの周波数帯域を広くすると、ＰＬＬ回路の雑音特性が劣化する。特に、シリア
ルＡＴＡインターフェースユニットで用いられているスペクトラム拡散クロック発生器を
構成するフラクショナルＰＬＬでは、ループフィルタの周波数帯域を広くするとΔΣ変調
器の量子化雑音が電圧制御発振器の出力に漏洩されるために、雑音特性が劣化する。
【００１７】
　一方、上記特許文献１に記載のように、２個のチャージポンプ回路を使用してフィルタ
容量を電流値の異なるチャージ動作とディスチャージ動作とを行うことで電流比によりフ
ィルタ容量を小さくでき、ＰＬＬ回路のループフィルタをオンチップ化することができる
。しかし、上記特許文献１に記載されたＰＬＬ回路のループフィルタでは、ループフィル
タの周波数帯域は一定であるので、上記特許文献２のように高速ロックを実現すると伴に
雑音特性を満足することは不可能となっている。
【００１８】
　また、上記特許文献２のように、高速モード時には元来と増設の両チャージポンプによ
って容量を急速に充放電して、ロック後は増設のチャージポンプをオフ状態とすることで
低雑音ロック状態として、高速応答を実現すると伴にロック後の十分な雑音抑圧効果を得
ることができる。しかし、上記特許文献２に記載されたＰＬＬ回路では、元来と増設の両
チャージポンプは位相比較器の出力信号に応答して同相動作するものであるので、下記特
許文献１に記載のように内蔵ＰＬＬ回路のループフィルタをオンチップ化するため２個の
チャージポンプ回路が逆相動作を行うものではない。その結果、記特許文献２に記載され
たＰＬＬ回路では、高速応答を実現すると伴にロック後の十分な雑音抑圧効果を得ること
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ができるが、上記特許文献１のようにＰＬＬ回路のループフィルタをオンチップ化するこ
とは不可能となっている。
【００１９】
　本発明は、以上のような本発明に先立った本発明者等の検討の結果、なされたものであ
る。
【００２０】
　従って、本発明の目的とするところは、ループフィルタをオンチップ化することを可能
とすると伴に高速応答を実現すると伴にロック後の十分な雑音抑圧効果を得ることができ
るフェーズロックドループ回路(ＰＬＬ回路)を内蔵する半導体集積回路を提供することに
ある。
【００２１】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次の通
りである。
【００２３】
　すなわち、本発明の代表的な半導体集積回路は、位相周波数比較器(１)と第１のチャー
ジポンプ(２)と第２のチャージポンプ(３)とループフィルタ(４)と電圧制御発振器(５)と
分周器(６)とを含むフェーズロックドループ回路を内蔵する。前記ＰＬＬ回路の動作モー
ドは、ロック動作が停止されているスタンバイ状態と、ロック動作を開始するロック応答
動作と、前記ロック応答動作によって開始された前記ロック動作を継続する定常ロック動
作とを含む。前記定常ロック動作では、前記第１のチャージポンプ(２)の充放電電流の電
流値よりも、前記第２のチャージポンプ(３)の充放電電流の電流値が小さく設定され、前
記第１と前記第２のチャージポンプ(２、３)とは、前記位相周波数比較器の出力に応答し
て前記ループフィルタ(４)の互いに逆相の充放電動作を実行する。ロック動作を開始する
前記ロック応答動作では、逆位相の前記第２のチャージポンプ(３)による前記ループフィ
ルタ(４)の前記充放電動作が停止される(図１、図２参照)。
【発明の効果】
【００２４】
　本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明す
れば下記の通りである。
【００２５】
　すなわち、本発明によれば、ループフィルタをオンチップ化することを可能とすると伴
に高速応答を実現すると伴にロック後の十分な雑音抑圧効果を得ることができるＰＬＬ回
路を内蔵する半導体集積回路を提供することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　《代表的な実施の形態》
　先ず、本願において開示される発明の代表的な実施の形態について概要を説明する。代
表的な実施の形態についての概要説明で括弧を付して参照する図面の参照符号はそれが付
された構成要素の概念に含まれるものを例示するに過ぎない。
【００２７】
　〔１〕本発明の代表的な実施の形態による半導体集積回路は、位相周波数比較器(１)と
第１のチャージポンプ(２)と第２のチャージポンプ(３)とループフィルタ(４)と電圧制御
発振器(５)と分周器(６)とを含むフェーズロックドループ回路を内蔵する。
【００２８】
　前記位相周波数比較器は、基準信号(８)と前記分周器の出力信号である帰還信号(９)の
位相差を比較して、位相比較出力信号としての第１出力信号(１１)と第２出力信号(１２)
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とを出力する。
【００２９】
　前記第１のチャージポンプ(２)と前記第２のチャージポンプ(３)とは、前記位相周波数
比較器の前記第１出力信号(１１)と前記第２出力信号(１２)とに応答して前記ループフィ
ルタ(４)の充放電動作をそれぞれ実行可能とされる。
【００３０】
　前記第１のチャージポンプ(２)の出力と前記第２のチャージポンプ(３)の出力とは、前
記ループフィルタ(４)に接続されている。
【００３１】
　前記ＰＬＬ回路の動作モードは、ロック動作が停止されているスタンバイ状態と、ロッ
ク動作を開始するロック応答動作と、前記ロック応答動作によって開始された前記ロック
動作を継続する定常ロック動作とを含む。
【００３２】
　前記基準信号(８)の位相と前記分周器からの前記帰還信号(９)の位相とが所定の関係の
ロック状態に維持される前記ＰＬＬ回路の前記定常ロック動作では、前記第１のチャージ
ポンプ(２)の前記出力の充放電電流の電流値よりも、前記第２のチャージポンプ(３)の前
記出力の充放電電流の電流値が小さく設定される。
【００３３】
　前記ＰＬＬ回路の前記定常ロック動作の前記動作モードでは、前記第１のチャージポン
プ(２)と前記第２のチャージポンプ(３)とは、前記位相周波数比較器の前記第１出力信号
(１１)と前記第２出力信号(１２)とに応答して前記ループフィルタ(４)の互いに逆相の充
放電動作を実行する。
【００３４】
　前記ロック動作を開始する前記ロック応答動作では、前記第１のチャージポンプ(２)に
よる前記ループフィルタ(４)の前記充放電動作に対して逆位相の前記第２のチャージポン
プ(３)による前記ループフィルタ(４)の前記充放電動作が停止される(図１、図２参照)。
【００３５】
　前記実施の形態によれば、前記ＰＬＬ回路の前記定常ロック動作では、前記第１と前記
第２のチャージポンプ(２)、３)は、異なる電流値による前記ループフィルタ(４)の逆相
充放電動作を実行するので、上記特許文献１に記載のＰＬＬ回路と同様にループフィルタ
の容量をオンチップ化することができる。
【００３６】
　またこの時に、前記ループフィルタ(４)の周波数帯域を比較的狭く設定することにより
、前記ＰＬＬ回路の前記定常ロック動作で低雑音特性を得ることができる。
【００３７】
　更に、前記ロック動作を開始する前記ロック応答動作では、小さな充放電電流による前
記第２のチャージポンプ(３)による前記ループフィルタ(４)の微弱な逆位相充放電動作が
停止され、大きな充放電電流による前記第1のチャージポンプ(２)による前記ループフィ
ルタ(４)の強力な充放電動作が実施される。その結果、前記電圧制御発振器(５)に供給さ
れる前記ループフィルタ(４)の発振制御電圧(Ｖc)を高速に変化させることができるので
、ＰＬＬ回路の高速応答を実現することができる。
【００３８】
　好適な実施の形態による半導体集積回路では、前記ＰＬＬ回路の前記動作モードの前記
スタンバイ状態では、前記ＰＬＬ回路の少なくとも前記位相周波数比較器(１)と前記第１
のチャージポンプ(２)と前記第２のチャージポンプ(３)と前記分周器(６)とが遮断状態に
制御される。
【００３９】
　前記ＰＬＬ回路の前記動作モードを前記スタンバイ状態から前記ロック応答動作に変化
させる制御信号(１０)が、前記ＰＬＬ回路に供給される。
【００４０】
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　前記ＰＬＬ回路への前記制御信号(１０)の供給に応答して、前記ＰＬＬ回路の少なくと
も前記位相周波数比較器(１)と前記第１のチャージポンプ(２)と前記分周器(６)とは前記
遮断状態から解除され動作を開始するものである。
【００４１】
　前記ＰＬＬ回路は、前記制御信号(１０)のレベル変化に応答して所定の遅延時間(Ｔ２

－Ｔ１)の後にレベル変化する制御出力信号(１７)を生成するコントローラ(７)を更に含
む。
【００４２】
　前記コントローラ(７)から生成される前記制御出力信号(１７)のレベル変化に応答して
、前記ロック応答動作での前記逆位相の前記第２のチャージポンプ(３)による前記充放電
動作の停止が解除され、前記定常ロック動作での前記第２のチャージポンプ(３)による前
記逆相の充放電動作の実行が開始される。
【００４３】
　前記好適な実施の形態によれば、前記スタンバイ状態では、前記ＰＬＬ回路の多くの回
路が遮断状態に制御されるので、スタンバイ状態での消費電流を削減することができる。
また、前記ＰＬＬ回路が前記コントローラ(７)を含んでいるので、前記スタンバイ状態か
ら前記ロック応答動作に変化させる前記制御信号(１０)から前記ロック応答動作から前記
定常ロック動作に変化させる前記制御出力信号(１７)を前記コントローラ(７)の出力に生
成することができる。
【００４４】
　より好適な実施の形態による半導体集積回路では、前記ＰＬＬ回路は、前記分周器(６)
に接続された変調器(２３)を更に含む。
【００４５】
　前記変調器(２３)の出力に応答することよって前記分周器(６)は異なる値の分周数の間
で変化することにより、前記分周器(６)の平均分周数が整数部と分数部との和であるフラ
クショナルＰＬＬの動作モードで前記ＰＬＬ回路が動作するものである。
【００４６】
　前記より好適な実施の形態によれば、フラクショナルＰＬＬにおいて高速ロックを実現
するためにループフィルタの周波数帯域を極端に広くする必要が無いので前記分周器(６)
の量子化雑音の前記電圧制御発振器(５)の出力への漏洩による雑音特性の劣化を低減する
ことができる。
【００４７】
　他のより好適な実施の形態による半導体集積回路では、前記フラクショナルＰＬＬの前
記動作モードで動作する前記ＰＬＬ回路はオンチップ化されたシリアルＡＴＡインターフ
ェースユニットで使用されるスプレッドスペトクラムクロック発生器(ＳＳＣＧ)を構成す
るものである(図７参照)。
【００４８】
　更に好適な実施の形態では、前記シリアルＡＴＡインターフェースユニットを含む前記
半導体集積回路は記憶ディスク装置(２９、３０)とホスト装置(３２)との間に接続可能と
されている。
【００４９】
　前記半導体集積回路は、前記記憶ディスク装置から読み出し信号を読み出して前記ホス
ト装置に読み出しデータを供給する一方、前記ホスト装置からの書き込みデータを受けて
前記記憶ディスク装置へ書き込み信号を供給するものである(図１０、図１１参照)。
【００５０】
　具体的な一つの実施の形態による半導体集積回路では、前記第１のチャージポンプ(２)
の充電制御入力端子と放電制御入力端子とに、前記位相周波数比較器の前記第１出力信号
(１１)と前記第２出力信号(１２)とがそれぞれ供給可能とされる(図１参照)。
【００５１】
　前記第２のチャージポンプ(３)の充電制御入力端子と放電制御入力端子とに、前記位相
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周波数比較器の前記第２出力信号(１２)と前記第１出力信号(１１)とがそれぞれ供給可能
とされる。
【００５２】
　最も具体的な一つの実施の形態による半導体集積回路では、前記第１のチャージポンプ
(２)の出力と前記第２のチャージポンプ(３)の出力とは前記ループフィルタ(４)の抵抗(
１８)の一端(１３)と他端(１４)とに接続され、前記抵抗(１８)の前記他端(１４)と接地
電位との間に容量(１９)が接続される(図１参照)。
【００５３】
　他の最も具体的な一つの実施の形態による半導体集積回路では、前記ロック動作を開始
する前記ロック応答動作では、前記第１のチャージポンプ(２)による前記ループフィルタ
(４)の前記充放電動作に対して同位相の前記第２のチャージポンプ(３)による前記ループ
フィルタ(４)の前記充放電動作が実行される。
【００５４】
　〔２〕本発明の別の観点の代表的な実施の形態による半導体集積回路は、記憶ディスク
装置(２９、３０)とホスト装置(３２)との間に接続可能とされたインターフェース用途の
ための半導体集積回路である。
【００５５】
　前記半導体集積回路は、前記記憶ディスク装置(２９、３０)と接続可能に構成されると
伴に第１のＰＬＬ回路(４６)を含む記録再生ユニット(３４)と、前記ホスト装置(３２)と
接続可能に構成されると伴に第２のＰＬＬ回路(４０、４１)を含むインターフェースユニ
ット(３６)とを具備する(図１0参照)。
【００５６】
　前記半導体集積回路は、前記記憶ディスク装置から読み出し信号を読み出して前記ホス
ト装置に読み出しデータを供給する一方、前記ホスト装置からの書き込みデータを受けて
前記記憶ディスク装置へ書き込み信号を供給するものである(図１０、図１１参照)。
【００５７】
　前記半導体集積回路の前記記録再生ユニット(３４)は、前記記憶ディスク装置から前記
読み出し信号を読み出して前記記憶ディスク装置へ前記書き込み信号を供給するものであ
る(図１１参照)。
【００５８】
　前記半導体集積回路の前記インターフェースユニット(３６)は、前記ホスト装置からの
前記書き込みデータを受けて前記記憶ディスク装置へ前記書き込み信号を供給するもので
ある(図１０参照)。
【００５９】
　前記第１のＰＬＬ回路(４６)と前記第２のＰＬＬ回路(４０、４１)との各ＰＬＬ回路は
、位相周波数比較器(１)と第１のチャージポンプ(２)と第２のチャージポンプ(３)とルー
プフィルタ(４)と電圧制御発振器(５)と分周器(６)とを含む(図9参照)。
【００６０】
　前記各ＰＬＬ回路の前記位相周波数比較器は、基準信号(８)と前記分周器の出力信号で
ある帰還信号(９)の位相差を比較して、位相比較出力信号としての第１出力信号(１１)と
第２出力信号(１２)とを出力する。
【００６１】
　前記各ＰＬＬ回路の前記第１のチャージポンプ(２)と前記第２のチャージポンプ(３)と
は、前記位相周波数比較器の前記第１出力信号(１１)と前記第２出力信号(１２)とに応答
して前記ループフィルタ(４)の充放電動作をそれぞれ実行可能とされる。
【００６２】
　前記各ＰＬＬ回路の前記第１のチャージポンプ(２)の出力と前記第２のチャージポンプ
(３)の出力とは、前記ループフィルタ(４)に接続されている。
【００６３】
　前記各ＰＬＬ回路の動作モードは、ロック動作が停止されているスタンバイ状態と、ロ
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ック動作を開始するロック応答動作と、前記ロック応答動作によって開始された前記ロッ
ク動作を継続する定常ロック動作とを含む。
【００６４】
　前記各ＰＬＬ回路で前記基準信号の位相と前記分周器からの前記帰還信号の位相とが所
定の関係のロック状態に維持される前記ＰＬＬ回路の前記定常ロック動作では、前記第１
のチャージポンプの前記出力の充放電電流の電流値よりも、前記第２のチャージポンプの
前記出力の充放電電流の電流値が小さく設定される。
【００６５】
　前記各ＰＬＬ回路の前記定常ロック動作の前記動作モードでは、前記第１のチャージポ
ンプ(２)と前記第２のチャージポンプ(３)とは、前記位相周波数比較器の前記第１出力信
号(１１)と前記第２出力信号(１２)とに応答して前記ループフィルタ(４)の互いに逆相の
充放電動作を実行する。
【００６６】
　前記各ＰＬＬ回路で前記ロック動作を開始する前記ロック応答動作では、前記第１のチ
ャージポンプ(２)による前記ループフィルタ(４)の前記充放電動作に対して逆位相の前記
第２のチャージポンプ(３)による前記ループフィルタ(４)の前記充放電動作が停止される
(図１、図２参照)。
【００６７】
　前記第２のＰＬＬ回路(４０、４１)は、前記第２のＰＬＬ回路の前記分周器(６)に接続
された変調器(２３)を更に含む。
【００６８】
　前記変調器(２３)の出力に応答することよって前記第２のＰＬＬ回路の前記分周器(６)
は異なる値の分周数の間で変化することにより、前記分周器(６)の平均分周数が整数部と
分数部との和であるフラクショナルＰＬＬの動作モードで前記第２のＰＬＬ回路が動作す
るものである(図７参照)。
【００６９】
　好適な実施の形態による半導体集積回路では、前記各ＰＬＬ回路の前記動作モードを前
記スタンバイ状態では、前記各ＰＬＬ回路の少なくとも前記位相周波数比較器(１)と前記
第１のチャージポンプ(２)と前記第２のチャージポンプ(３)と前記分周器(６)とが遮断状
態に制御される。
【００７０】
　前記各ＰＬＬ回路の前記動作モードを前記スタンバイ状態から前記ロック応答動作に変
化させる制御信号(１０)が、前記各ＰＬＬ回路に供給される。
【００７１】
　前記各ＰＬＬ回路への前記制御信号(１０)の供給に応答して、前記各ＰＬＬ回路の少な
くとも前記位相周波数比較器(１)と前記第１のチャージポンプ(２)と前記分周器(６)とは
前記遮断状態から解除され動作を開始するものである。
【００７２】
　前記各ＰＬＬ回路は、前記制御信号(１０)のレベル変化に応答して所定の遅延時間(Ｔ

２－Ｔ１)の後にレベル変化する制御出力信号(１７)を生成するコントローラ(７)を更に
含む。
【００７３】
　前記各ＰＬＬ回路では、前記コントローラから生成される前記制御出力信号のレベル変
化に応答して、前記ロック応答動作での前記逆位相の前記第２のチャージポンプによる前
記充放電動作の停止が解除され、前記定常ロック動作での前記第２のチャージポンプによ
る前記逆相の充放電動作の実行が開始される。
【００７４】
　より好適な実施の形態による半導体集積回路では、前記各ＰＬＬ回路の前記第１のチャ
ージポンプ(２)の充電制御入力端子と放電制御入力端子とに、前記位相周波数比較器の前
記第１出力信号(１１)と前記第２出力信号(１２)とがそれぞれ供給可能とされる(図１参
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照)。
【００７５】
　前記各ＰＬＬ回路の前記第２のチャージポンプ(３)の充電制御入力端子と放電制御入力
端子とに、前記位相周波数比較器の前記第２出力信号(１２)と前記第１出力信号(１１)と
がそれぞれ供給可能とされる。
【００７６】
　更により好適な実施の形態による半導体集積回路では、前記各ＰＬＬ回路の前記第１の
チャージポンプ(２)の出力と前記第２のチャージポンプ(３)の出力とは前記ループフィル
タ(４)の抵抗(１８)の一端(１３)と他端(１４)とに接続され、前記抵抗(１８)の前記他端
(１４)と接地電位との間に容量(１９)が接続される(図１参照)。
【００７７】
　他の更により好適な実施の形態による半導体集積回路では、前記第２のＰＬＬ回路(４
０、４１)は、シリアルＡＴＡインターフェースユニットとして構成される前記インター
フェースユニット(３６)で使用されるスプレッドスペトクラムクロック発生器(ＳＳＣＧ)
を構成するものである(図７参照)。
【００７８】
　更に具体的な一つの実施の形態による半導体集積回路では、前記ロック動作を開始する
前記ロック応答動作では、前記第１のチャージポンプ(２)による前記ループフィルタ(４)
の前記充放電動作に対して同位相の前記第２のチャージポンプ(３)による前記ループフィ
ルタ(４)の前記充放電動作が実行される。
【００７９】
　《実施の形態の説明》
　次に、実施の形態について更に詳述する。
【００８０】
　《ＰＬＬ回路の構成》
　図１は、本発明の１つの実施の形態による半導体集積回路にオンチップ集積化されたＰ
ＬＬ回路の構成を説明するための図である。
【００８１】
　図１に示した本発明の１つの実施の形態のオンチップ集積化ＰＬＬ回路は、まず位相周
波数比較器(ＰＦＤ)１、第１のチャージポンプ(ＣＰＭ)２、第２のチャージポンプ(ＣＰ
Ｓ)３、ループフィルタ(ＬＦ)４、電圧制御発振器(ＶＣＯ)５、分周器(Ｎ)６を含んでい
る。位相周波数比較器(ＰＦＤ)１は、基準信号(ＦＲＥＦ)８と帰還信号(ＦＢ)９とを入力
信号として位相比較出力信号として第１出力信号(ＵＰ)１１、第２出力信号(ＤＮ)１２を
出力する。
【００８２】
　図１のオンチップ集積化ＰＬＬ回路は、本発明の１つの実施の形態に従って、特にコン
トローラ(ＣＮＴ)７を含んでいる。コントローラ(ＣＮＴ)７にはスタンバイ制御信号(Ｓ
Ｔ)１０が供給され、コントローラ(ＣＮＴ)７の出力から生成される制御出力信号(ＯＵＴ
ｃｎｔ)１７が第２のチャージポンプ(ＣＰＳ)３に供給される。尚、スタンバイ制御信号(
ＳＴ)１０は、位相周波数比較器(ＰＦＤ)１、第１のチャージポンプ(ＣＰＭ)２、第２の
チャージポンプ(ＣＰＳ)３、電圧制御発振器(ＶＣＯ)５、分周器(Ｎ)６にも供給される。
【００８３】
　《オンチップ化ループフィルタによる低雑音定常ロック特性》
　図２は、図１のオンチップ集積化ＰＬＬ回路のスタンバイ状態と高速ロック応答動作と
低雑音定常ロック動作の動作シーケンスを示す図である。図２で、時刻Ｔ０から時刻Ｔ１

までの動作がスタンバイ状態であり、時刻Ｔ１から時刻Ｔ２までの動作が高速ロック応答
動作であり、時刻Ｔ２以降が低雑音定常ロック動作である。
【００８４】
　図２の時刻Ｔ２以降では、図１のＰＬＬ回路で、位相周波数比較器(ＰＦＤ)１のアップ
信号としての第１出力信号(ＵＰ)１１とダウン信号としての第２出力信号(ＤＮ)１２とに
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応答して、第１のチャージポンプ２と第２のチャージポンプ３とは上記特許文献１に記載
の２個のチャージポンプ回路と同様に動作する。すなわち、位相周波数比較器(ＰＦＤ)１
のアップ信号とダウン信号とに応答して、第１のチャージポンプ２と第２のチャージポン
プ３とは互いに逆相動作を行うと伴に、第１のチャージポンプ２の充放電電流よりも第２
のチャージポンプ３の充放電電流が小さく設定されている。例えば、第１のチャージポン
プ電流２の充放電電流が１００μＡに設定され、第２のチャージポンプ３の充放電電流が
８０μＡに設定されている。
【００８５】
　その結果、上記特許文献１に記載のＰＬＬ回路と同様に、図１のオンチップ集積化ＰＬ
Ｌ回路では、第１と第２のチャージポンプ２、３の充放電電流の電流比により、ループフ
ィルタ(ＬＦ)４のフィルタ容量をオンチップ化することができる。この時に、ループフィ
ルタ(ＬＦ)４の周波数帯域が比較的狭く設定することにより、時刻Ｔ２以降の定常ロック
動作で低雑音特性を得ることが可能となる。
【００８６】
　また、位相周波数比較器(ＰＦＤ)１の出力に応答する第１と第２のチャージポンプ２、
３での異なる電流値の充放電電流の逆相動作は、下記のように実行される。
【００８７】
　分周器(Ｎ)６の出力からの帰還信号(ＦＢ)９の位相が基準信号(ＦＲＥＦ)８の位相より
も遅延していると、位相周波数比較器(ＰＦＤ)１は帰還信号(ＦＢ)９の位相を進めるため
のアップ信号としての第１出力信号(ＵＰ)１１を生成する。アップ信号としての第１出力
信号(ＵＰ)１１に応答して第１のチャージポンプ２はループフィルタ(ＬＦ)４の強力な充
電動作を実行する一方、第２のチャージポンプ３はループフィルタ(ＬＦ)４の微弱な放電
動作を実行するので、ループフィルタ(ＬＦ)４の出力ノード１５(Ｖc)の電圧が上昇する
。その結果、出力ノード１５(Ｖc)の電圧の上昇に応答して電圧制御発振器(ＶＣＯ)５の
発振周波数が増加して、分周器(Ｎ)６の出力からの帰還信号(ＦＢ)９の位相が進んで基準
信号(ＦＲＥＦ)８の位相と一致するようになる。
【００８８】
　分周器(Ｎ)６の出力からの帰還信号(ＦＢ)９の位相が基準信号(ＦＲＥＦ)８の位相より
も進んでいると、位相周波数比較器(ＰＦＤ)１は帰還信号(ＦＢ)９の位相を遅延させるた
めのダウン信号としての第２出力信号(ＤＮ)１２を生成する。ダウン信号としての第２出
力信号(ＤＮ)１２に応答して第１のチャージポンプ２はループフィルタ(ＬＦ)４の強力な
放電動作を実行する一方、第２のチャージポンプ３はループフィルタ(ＬＦ)４の微弱な充
電動作を実行するので、ループフィルタ(ＬＦ)４の出力ノード１５(Ｖc)の電圧が低下す
る。その結果、出力ノード１５(Ｖc)の電圧の低下に応答して電圧制御発振器(ＶＣＯ)５
の発振周波数が減少して、分周器(Ｎ)６の出力からの帰還信号(ＦＢ)９の位相が遅延して
基準信号(ＦＲＥＦ)８の位相と一致するようになる。
【００８９】
　《ロック動作が停止された低消費電力のスタンバイ状態》
　図２の時刻Ｔ０から時刻Ｔ１までの動作がスタンバイ状態では、図１のＰＬＬ回路はロ
ック動作を停止した状態となっている。
【００９０】
　図２に示すように時刻Ｔ０から時刻Ｔ１までのスタンバイ状態で、ハイレベルのスタン
バイ制御信号(ＳＴ)１０が位相周波数比較器(ＰＦＤ)１、第１のチャージポンプ(ＣＰＭ)
２、第２のチャージポンプ(ＣＰＳ)３、電圧制御発振器(ＶＣＯ)５、分周器(Ｎ)６、コン
トローラ(ＣＮＴ)７に供給される。それにより、図１のＰＬＬ回路は全体としてロック動
作を停止すると伴に、図１のＰＬＬ回路の全体の消費電力が削減されて、電池寿命の延長
を可能としている。
【００９１】
　本発明の好適な実施の形態では、図２の時刻Ｔ０から時刻Ｔ１までのスタンバイ状態で
は、ハイレベルのスタンバイ制御信号(ＳＴ)１０に応答して位相周波数比較器(ＰＦＤ)１
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、第１のチャージポンプ(ＣＰＭ)２、第２のチャージポンプ(ＣＰＳ)３、分周器(Ｎ)６は
遮断状態に制御され、消費電力が削減される。しかし、電圧制御発振器(ＶＣＯ)５は通常
よりも低レベルの動作電流に制御され、電圧制御発振器(ＶＣＯ)５はスタンバイ状態で低
消費電力状態の自走発振を持続している。その結果、スタンバイ状態から高速ロック応答
動作へ状態遷移した場合の図１のＰＬＬ回路の応答性を向上することが可能となる。
【００９２】
　《高速ロック応答動作》
　図２で、時刻Ｔ１から時刻Ｔ２までの動作が高速ロック応答動作であり、高速ロック応
答動作は時刻Ｔ０から時刻Ｔ１までのスタンバイ状態の解除によって開始される。
【００９３】
　すなわち、時刻Ｔ１でスタンバイ制御信号(ＳＴ)１０がハイレベルからローレベルに変
化されることにより、位相周波数比較器１、第１のチャージポンプ２、第２のチャージポ
ンプ３、電圧制御発振器５、分周器６、コントローラ７がその回路動作を開始できる状態
となる。しかし、時刻Ｔ１でスタンバイ制御信号(ＳＴ)１０がハイレベルからローレベル
に変化した後でコントローラ７は時刻Ｔ１から時刻Ｔ２まで間にハイレベルの制御出力信
号(ＯＵＴｃｎｔ)１７を第２のチャージポンプ(ＣＰＳ)３に供給している。ハイレベルの
制御出力信号(ＯＵＴｃｎｔ)１７は第２のチャージポンプ(ＣＰＳ)３への動作禁止信号と
なるので、時刻Ｔ１から時刻Ｔ２まで間で第２のチャージポンプ(ＣＰＳ)３は位相周波数
比較器１の出力に応答したループフィルタ(ＬＦ)４の微弱な放電動作を停止する。
【００９４】
　従って、時刻Ｔ１から時刻Ｔ２の高速ロック応答動作で位相周波数比較器１のアップ信
号(第１出力信号１１)に応答して第１のチャージポンプ２はループフィルタ(ＬＦ)４の強
力な充電動作を実行する一方、第２のチャージポンプ３は微弱な放電動作を停止している
。その結果、ループフィルタ(ＬＦ)４の出力ノード１５(Ｖc)の電圧が急激に上昇して、
図２の特性Ｌ２に示すように、時刻Ｔ２を僅かに経過した時点でＰＬＬの高速ロックが実
現することができる。この特性Ｌ２による高速ロック時間は、シリアルＡＴＡインターフ
ェースユニットの１０マイクロ秒の要求仕様を満足するものである。尚、図２の特性Ｌ１
は、時刻Ｔ１から時刻Ｔ２の高速ロック応答動作で、２のチャージポンプ(ＣＰＳ)３によ
るループフィルタ(ＬＦ)４の微弱な放電動作を停止しない場合のＰＬＬのクロック特性を
示すものである。図２の特性Ｌ１に示すように、時刻Ｔ２を大幅に経過した時点でＰＬＬ
のロックが始めて実現することができる。この特性Ｌ１による低速ロック時間は、シリア
ルＡＴＡインターフェースユニットの１０マイクロ秒の要求仕様を満足することができな
いものである。
【００９５】
　《ＰＬＬ回路のループフィルタ》
　図１のＰＬＬ回路では、ループフィルタ(ＬＦ)４として３次のラグリードフィルタが使
用されている。
【００９６】
　このループフィルタ(ＬＦ)４では、第１の抵抗(Ｒ1)１８と第１の容量(Ｃ1)１９とが直
列に接続され、第１の容量(Ｃ1)１９の他端は接地電位に接続されている。第２の容量(Ｃ
2)２１は、第１の抵抗(Ｒ1)１８と第１の容量(Ｃ1)１９との直列接続と並列に接続され、
第２の容量(Ｃ2)２１の他端は接地電位に接続されている。
【００９７】
　第２の抵抗(Ｒ2)２０の一端は第１の抵抗(Ｒ1)１８と第２の容量(Ｃ2)２１との接続ノ
ードに接続され、他端は第３の容量(Ｃ3)２２に接続され、第３の容量(Ｃ3)２２の他端は
接地電位に接続されている。
【００９８】
　第２の抵抗(Ｒ2)２０と第３の容量(Ｃ3)２２とが接続された出力ノード１５(Ｖc)には
、電圧制御発振器(ＶＣＯ)５へ供給される制御電圧Ｖcが生成される。
【００９９】
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　第１のチャージポンプ２の充放電出力信号は、第１の抵抗(Ｒ1)１８と第２の容量(Ｃ2)
２１と第２の抵抗(Ｒ2)２０とが接続されたノード１３に供給されている。一方、第２の
チャージポンプ３の充放電出力信号は、第１の抵抗(Ｒ1)１８と第１の容量(Ｃ1)１９が接
続されたノード１４に供給されている。
【０１００】
　ループフィルタ(ＬＦ)４の第１の容量(Ｃ1)１９は第１と第２のチャージポンプ２、３
の充放電電流を充放電電圧に変換して、第１の抵抗(Ｒ1)１８はクロスオーバー周波数で
の位相シフトが１８０°以下として位相余裕を改善するために挿入されたものである。第
２の容量(Ｃ2)２１は、第１のチャージポンプ２の充電電流と放電電流とのミスマッチ、
第２のチャージポンプ３の充電電流と放電電流とのミスマッチ、第１と第２のチャージポ
ンプ２、３の充放電スイッチからのクロックフィードスルーによるリップル成分を低減す
る。第２の抵抗(Ｒ2)２０と第３の容量(Ｃ3)２２とからなるローパスフィルタは、ループ
フィルタ(ＬＦ)４の出力ノード１５に生成される制御電圧Ｖcのリップル成分を更に低減
する。
【０１０１】
　《位相周波数比較器による第１と第２のチャージポンプの制御》
　第１のチャージポンプ２は、位相周波数比較器１の第１出力信号(ＵＰ)１１、第２出力
信号(ＤＮ)１２を入力して、ループフィルタ(ＬＦ)４への強力な充放電動作を制御する。
充電動作を第１出力信号(ＵＰ)１１にて、放電動作を第２出力信号(ＤＮ)１２にて制御す
る。一方、第２のチャージポンプ３は、第１出力信号(ＵＰ)１１、第２出力信号(ＤＮ)１
２を第１のチャージポンプ２とは逆相の関係で入力して、ループフィルタ(ＬＦ)４への微
弱な充放電動作を制御する。充電動作を第２出力信号(ＤＮ)１２にて、放電動作を第１出
力信号(ＵＰ)１１にて制御する。つまり、第１のチャージポンプ２の充電動作と第２のチ
ャージポンプ３の放電動作が、第１出力信号(ＵＰ)１１により、一方、第１のチャージポ
ンプ２の放電動作と第２のチャージポンプ３の充電動作が、第２出力信号(ＤＮ)１２によ
り制御される。
【０１０２】
　《分周器による電圧制御発振器の出力フィードバック》
　制御電圧１５(Ｖc)が供給される電圧制御発振器(ＶＣＯ)５は、制御電圧１５(Ｖc)で制
御された周波数を持つ出力信号１６を生成する。出力信号１６はＰＬＬ回路の出力信号と
なると同時に、分周器(Ｎ)６に入力される。事前に設定された分周比Ｎに従って分周器(
Ｎ)６は、電圧制御発振器(ＶＣＯ)５の出力信号１６を分周する分周動作を実行する。分
周器(Ｎ)からの分周出力信号は帰還信号(ＦＢ)９として位相周波数比較器(ＰＦＤ)１の他
方の入力端子に入力され、位相周波数比較器(ＰＦＤ)１の一方の入力端子に入力される基
準信号(ＦＲＥＦ)８の位相と比較される。
【０１０３】
　《チャージポンプの回路構成》
　図３は、図１のオンチップ集積化ＰＬＬ回路に使用される第１のチャージポンプ２の回
路構成を示す図である。
【０１０４】
　図３に示す第１のチャージポンプ２は、充電側電流源２５、充電側スイッチ２６と、放
電側スイッチ２７、放電側電流源２８とによって構成されている。充電側電流源２５の充
電電流と放電側電流源２８の放電電流とは同じ電流値であり、充電側スイッチ２６はUP信
号１１により制御され、放電側スイッチ２７はDN信号１２により制御される。
【０１０５】
　スタンバイ状態では、ハイレベルのスタンバイ信号(ＳＴ)１０によって充電側電流源２
５と放電側電流源２８の充電電流と放電電流とはゼロに制御される。高速ロック応答動作
と低雑音定常ロック動作との動作中では、充電動作の時には、アップ信号としての第１出
力信号(ＵＰ)１１によって充電側スイッチ２６がオン状態に制御されるので、充電側電流
源２５の充電電流がノード１３に出力されてフィルタ容量に電荷が充電される。一方、放
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電動作の時は、ダウン信号としての第２出力信号(ＤＮ)１２によって放電側スイッチ２７
がオン状態に制御されるので、放電側電流源２８の放電電流によってノード１３を介して
フィルタ容量の電荷が放電される。
【０１０６】
　図４は、図１のオンチップ集積化ＰＬＬ回路に使用される第２のチャージポンプ３の回
路構成を示す図である。
【０１０７】
　図４(Ａ)は、第２のチャージポンプ３の第１の回路構成を示すものである。図４(Ａ)に
示す第２のチャージポンプ３は、充電側電流源２５と、充電側スイッチ２６と、放電側ス
イッチ２７と、放電側電流源２８と、オア回路(OR)４３とから構成されている。図４(Ａ)
の第２のチャージポンプ３の充放電動作は図３の第１のチャージポンプ２と同等であるた
め、充放電動作の説明を省略する。図４(Ａ)の第２のチャージポンプ３は、スタンバイ信
号(ＳＴ)１０と制御出力信号(ＯＵＴｃｎｔ)１７とが伴にローレベルの時の低雑音定常ロ
ック動作のみ動作するため、スタンバイ信号(ＳＴ)１０と制御出力信号(ＯＵＴｃｎｔ)１
７のＯＲ論理出力によって動作を制御される。
【０１０８】
　図４(Ｂ)は、第２のチャージポンプ３の第２の回路構成を示すものである。図４(Ｂ)に
示す第２のチャージポンプ３は、充電側電流源２５と、充電側スイッチ２６と、放電側ス
イッチ２７と、放電側電流源２８と、セレクタ５０と、オア(OR)論理５１とから構成され
ている。スタンバイ信号(ＳＴ)１０と制御出力信号(ＯＵＴｃｎｔ)１７が伴にローレベル
の時のみ動作するため、スタンバイ信号(ＳＴ)１０と制御出力信号(ＯＵＴｃｎｔ)１７の
ＯＲ論理出力によって動作を制御される。まず、スタンバイ状態は、充電側スイッチ２６
と放電側スイッチ２７をオフ状態にすることで実現する。スタンバイ信号(ＳＴ)１０また
は制御出力信号(ＯＵＴｃｎｔ)１７がハイレベルの時には、充電側スイッチ２６に接続さ
れたセレクタ５０は電源電圧ＶDDを選択して、放電側スイッチ２７に接続されたセレクタ
５０は接地電位ＶSSを選択することにより、充電側スイッチ２６と放電側スイッチ２７と
はオフ状態となる。一方、スタンバイ信号(ＳＴ)１０と制御出力信号(ＯＵＴｃｎｔ)１７
が伴にローレベルの時には、低雑音定常ロック動作である。従って、充電側スイッチ２６
に接続されたセレクタ５０はダウン信号の第２出力信号(ＤＮ)１２を選択して、放電側ス
イッチ２７に接続されたセレクタ５０はアップ信号の第１出力信号(ＵＰ)１１を選択する
。
【０１０９】
　《ＰＬＬ回路のその他のループフィルタ》
　図１のＰＬＬ回路では、ループフィルタ(ＬＦ)４として３次のラグリードフィルタが使
用されていた。
【０１１０】
　図５は、図１のオンチップ集積化ＰＬＬ回路に使用可能な他のループフィルタ(ＬＦ)４
の回路構成を示す図である。図５に示した他のループフィルタ(ＬＦ)４は、図１のＰＬＬ
回路のループフィルタ(ＬＦ)４で第２の抵抗(Ｒ2)２０と第３の容量(Ｃ3)２２とを省略す
ることにより２次のフィルタとしたものである。
【０１１１】
　《コントローラ》
　図１のオンチップ集積化ＰＬＬ回路では、図２に示す動作シーケンスの時刻Ｔ１でスタ
ンバイ制御信号(ＳＴ)１０がハイレベルからローレベルに変化して時刻Ｔ２で制御出力信
号(ＯＵＴｃｎｔ)１７がハイレベルからローレベルに変化するまでの時間差をコントロー
ラ(ＣＮＴ)７が生成する。時刻Ｔ１から時刻Ｔ２までの時間差が、図１のオンチップ集積
化ＰＬＬ回路の高速ロック応答動作の動作期間である。
【０１１２】
　本発明の１つの実施の形態では、コントローラ(ＣＮＴ)７は時刻Ｔ１でのスタンバイ制
御信号(ＳＴ)１０のハイレベルからローレベルへの変化に遅延応答することにより時刻Ｔ
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２でハイレベルからローレベルに変化する制御出力信号(ＯＵＴｃｎｔ)１７を生成する。
【０１１３】
　図６は、図１のオンチップ集積化ＰＬＬ回路でスタンバイ制御信号(ＳＴ)１０のハイレ
ベルからローレベルへの変化に遅延応答することによりハイレベルからローレベルに変化
する制御出力信号(ＯＵＴｃｎｔ)１７を生成するコントローラ(ＣＮＴ)７の構成を示す図
である。
【０１１４】
　図６のコントローラ(ＣＮＴ)７は、直列接続された多段のフリップフロップ４４により
構成されている。１段目のフリップフロップ４４のデータ入力Ｄにはスタンバイ制御信号
(ＳＴ)１０が供給され、前段のフリップフロップ４４のデータ出力Ｑは後段のフリップフ
ロップ４４のデータ入力Ｄに供給される。また、１段目から最周段目までの複数のフリッ
プフロップ４４のクロック入力には、基準信号(ＦＲＥＦ)８が遅延応答動作のためのクロ
ック動作信号として共通に供給される。各多段のフリップフロップ４４の遅延時間の総和
によって、図２に示す動作シーケンスの時刻Ｔ１から時刻Ｔ２までの時間差が決定される
。尚、図６はコントローラ(ＣＮＴ)７の回路構成を示す一例であり、同様な信号遅延機能
を有する他の回路構成でも実現されることができる。
【０１１５】
　《フラクショナルＰＬＬ回路》
　図７は、シリアルＡＴＡインターフェースユニットに使用されるスプレッドスペトクラ
ムクロック発生器(ＳＳＣＧ)を構成するフラクショナルＰＬＬ回路の構成を示す図である
。
【０１１６】
　図７に示すフラクショナルＰＬＬ回路は、図１のオンチップ集積化ＰＬＬ回路に信号波
形生成部(ＳＷＧ)２４と変調器(ΣΔＭＯＤ)２３とが追加されたものである。
【０１１７】
　信号波形生成部(ＳＷＧ)２４は変調信号を生成して、変調器(ΣΔＭＯＤ)２３に出力す
る。変調器(ΣΔＭＯＤ)２３は、変調信号を瞬時分周数として離散値に変換する。変調器
(ΣΔＭＯＤ)２３としては、例えば、ΣΔ変調器等が好適であるがこれに限定されるもの
ではない。変調器(ΣΔＭＯＤ)２３の出力信号が供給される分周器(Ｎ)６の分周比は、周
期的に整数Ｎから整数Ｎ＋１に変更され、結果的に平均分周比は整数部と小数部との和と
なる。
【０１１８】
　図８は、図７に示したスプレッドスペトクラムクロック発生器(ＳＳＣＧ)を構成するフ
ラクショナルＰＬＬ回路から生成されるＰＬＬ出力信号の周波数ｆＰＬＬＯＵＴが時間と
ともにどのように変化するかを示す図である。
【０１１９】
　同図に示すように、ΣΔ変調器ΣΔＭｏｄにより周波数変調されたＰＬＬ出力信号の周
波数ｆＰＬＬＯＵＴは、最大値ｆＰＬＬＯＵＴ(ｍａｘ)と最小値ｆＰＬＬＯＵＴ(ｍｉｎ
ｉ)との間で直線的に変化する。最大値ｆＰＬＬＯＵＴ(ｍａｘ)と最小値ｆＰＬＬＯＵＴ(
ｍｉｎｉ)との間の変化量は、例えば最大値ｆＰＬＬＯＵＴ(ｍａｘ)の略０．５％～５％
となっている。
【０１２０】
　図９は、図７に示したスプレッドスペトクラムクロック発生器(ＳＳＣＧ)を構成するフ
ラクショナルＰＬＬ回路から生成されるＰＬＬ出力信号の周波数スペクトラムを示す図で
ある。
【０１２１】
　図９の特性ＳＳＣＧは、図７に示したスプレッドスペトクラムクロック発生器(ＳＳＣ
Ｇ)を構成するフラクショナルＰＬＬ回路からシステムクロック信号として生成されるＰ
ＬＬ出力信号の広い周波数帯域にわたり拡散され(spread)、ピークエネルギーを低減する
ことができることを示している。尚、図９の特性Ｎｏｎ－ＳＳＣＧは、極めて高いピーク
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エネルギーを持つ一般的なクロック発生器の周波数特性を示している。
【０１２２】
　また、図７に示すスプレッドスペトクラムクロック発生器(ＳＳＣＧ)は、コントローラ
(ＣＮＴ)７によって第２のチャージポンプ３の動作を制御するものである。それにより、
出力ジッタやＥＭＩ抑圧量等のスペクトラム拡散クロック発生器としての重要な性能を維
持しながら、セットリング時間を大幅に短縮でき、かつ、ループフィルタ(ＬＦ)４をオン
チップ化することができる。
【０１２３】
　《インターフェースユニット》
　図１０は、周辺装置とホストコンピュータとの間に接続される本発明の他の実施の形態
によるインターフェースユニットの構成を示す図である。
【０１２４】
　図１０のシリアルＡＴＡ型インターフェースユニットでは、第１のＰＬＬ回路(４１)、
第２のＰＬＬ回路(４０)として図７に示したフラクショナルＰＬＬ回路が採用されている
。
【０１２５】
　周辺装置としての光ディスクからのデータ読み出しの処理では、パラレル・シリアル変
換器としてのシリアライザ(ＳＥＲ)３９は、記録再生ユニット(３４)からのパラレル送信
データを第２のＰＬＬ回路(４０)から供給されるクロックに同期したシリアル送信信号に
変換してホストコンピュータ(３２)に出力する。
【０１２６】
　周辺装置としての光ディスクへのデータ書き込みの処理では、クロックデータ再生ユニ
ット(３８)は、ホストコンピュータ(３２)から受信信号を受信して第１のＰＬＬ回路(４
１)から供給されるクロックに応答してシリアル再生データと再生クロックを生成してデ
シリアライザ(ＤＥＳ)３７に出力する。シリアル・パラレル変換器としてのデシリアライ
ザ(ＤＥＳ)３７は、シリアル再生データと再生クロックとからパラレル受信データを生成
して、光ディスクへのデータ書き込みの処理が実行される。
【０１２７】
　以下に、図１０に示すシリアルＡＴＡ型インターフェースユニットを、詳細に説明する
。
【０１２８】
　一般に、光ディスク装置やハードディスク装置等の記憶メディア(周辺装置)をパーソナ
ルコンピュータ等のコンピュータに接続するためのインターフェースとして、例えば、標
準規格のシリアルＡＴＡ型インターフェースユニットがある。シリアルＡＴＡを使用する
ことにより、各種の記憶メディアが互換性を持つコマンドや制御ソフトウエアのもとで、
コンピュータに接続されることができる。図１０に示したインターフェースユニットでは
、記憶メディアとして光ディスク装置が採用され、この周辺装置がホストコンピュータと
シリアルＡＴＡＰＩで接続される。尚、ＡＴＡＰＩは、Advanced Technology Attachment
 Peripheral Interfaceの略である。
【０１２９】
　図１０において、光ディスク装置は、光ディスク２９、光ピックアップ３０、半導体集
積回路３１、基準信号を与える水晶発振子３３によって構成され、ホストコンピュータ(
ＨＯＳＴ)３２とシリアルＡＴＡＰＩ方式で接続されている。
【０１３０】
　光ピックアップ３０は、光ディスク２９に光ビームを照射してデータの読み出し、書き
込みを行なう。半導体集積回路３１は、光ピックアップ３０のデータ書き込みおよびデー
タ読み出しの処理を行なう記録再生ユニット(ＲＥＡＤ/ＷＲＩＴＥ)３４と、記録再生ユ
ニット３４のデータをホストコンピュータ(ＨＯＳＴ)３２へ入出力するためのインターフ
ェースユニット(ＡＴＡＰＩ)３６とを含んでいる。
【０１３１】
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　インターフェースユニット(ＡＴＡＰＩ)３６は、シリアライザ(ＳＥＲ)３９、第１のＰ
ＬＬ回路４１、第２のＰＬＬ回路４０、デシリアライザ(ＤＥＳ)３７、クロックデータ再
生ユニット(ＣＤＲ)３８から構成される。
【０１３２】
　光ディスク２９からのデータ読み出しの処理では、インターフェースユニット(ＡＴＡ
ＰＩ)３６のシリアライザ(ＳＥＲ)３９は、記録再生ユニット３４からパラレル送信デー
タを第２のＰＬＬ回路(４０)から供給されるクロック(ＣＬＫ)に同期したシリアル送信信
号(ＴＸ)に変換してホストコンピュータ３２に出力する。
【０１３３】
　光ディスク２９へのデータ書き込みの処理では、インターフェースユニット(ＡＴＡＰ
Ｉ)３６のクロックデータ再生ユニット(ＣＤＲ)３８は、ホストコンピュータ３２から受
信信号(ＲＸ)を受信して第１のＰＬＬ回路４１から供給されるクロック(ＣＬＫ)に応答し
てシリアル再生データ(ＤＡＴＡ)と再生クロック(ＣＬＫ)を生成してデシリアライザ(Ｄ
ＥＳ)３７に出力する。デシリアライザ(ＤＥＳ)３７はシリアル再生データ(ＤＡＴＡ)と
再生クロック(ＣＬＫ)とからパラレル受信データを生成して記録再生ユニット３４に出力
して、光ディスク２９へのデータ書き込みの処理が実行される。
【０１３４】
　図１０のシリアルＡＴＡ型インターフェースユニットでは、第１、第２のＰＬＬ回路４
１、４０には、図７に示したフラクショナルＰＬＬ回路が採用され、第１、第２のＰＬＬ
回路４１、４０に入力される基準信号(ＦＲＥＦ)８は発振周波数が安定に維持された水晶
発振子３３から供給される。
【０１３５】
　また、半導体集積回路３１は、電源スイッチのユーザーによる操作で生成される電源ス
イッチ信号４３によって、スタンバイ状態(スリープモード)かアクセス動作状態(アクテ
ィブモード)かのいずれか一方に制御される。半導体集積回路３１では、電源スイッチ信
号４３が制御レジスタ３５に供給されることにより、制御レジスタ３５からスタンバイ制
御信号(ＳＴ)４２が出力されインターフェースユニット(ＡＴＡＰＩ)３６に供給される。
インターフェースユニット(ＡＴＡＰＩ)３６は、スタンバイ制御信号(ＳＴ)４２のハイレ
ベルもしくはローレベルに応答してスタンバイ状態(スリープモード)かアクセス動作状態
(アクティブモード)かを判別する。
【０１３６】
　特に、インターフェースユニット(ＡＴＡＰＩ)３６の第１、第２のＰＬＬ回路４１、４
０として図７に示したフラクショナルＰＬＬ回路が採用されることにより、ループフィル
タ(ＬＦ)４のオンチップ化が可能となり、半導体集積回路３１を安価に提供することが可
能となる。
【０１３７】
　更に、第１、第２のＰＬＬ回路(４１、４０)はセットリング時間を短縮することが可能
であることから、スタンバイ状態(スリープモード)からアクセス動作状態(アクティブモ
ード)への動作遷移を高速化することが可能となる。
【０１３８】
　また、スタンバイ状態(スリープモード)において、第１、第２のＰＬＬ回路(４１、４
０)を低消費電力状態とすることが可能であるので、インターフェースユニット(ＡＴＡＰ
Ｉ)３６さらには半導体集積回路３１のスタンバイ状態の消費電流を大幅に低減すること
が可能となる。
【０１３９】
　《記録再生ユニット》
　図１１は、周辺装置とホストコンピュータとの間に接続される本発明の更に他の実施の
形態による記録再生ユニットの構成を示す図である。
【０１４０】
　図１１の記録再生ユニット(３４)では、データ書き込み処理のクロックを生成するＰＬ
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Ｌ回路(４６)として図１に示したオンチップ集積化されたフラクショナルＰＬＬ回路が採
用されている。
【０１４１】
　周辺装置としての光ディスクへのデータ書き込みの処理では、書き込み論理回路(４５)
は、ホスト３２からの書き込みデータとＰＬＬ回路４６からの書き込み処理クロック信号
とに応答して書き込み信号を生成して光ピックアップ３０に出力する。
【０１４２】
　以下に、図１１に示す記録再生ユニットを、詳細に説明する。
【０１４３】
　図１１において、光ディスク装置は、光ディスク２９、光ピックアップ３０、半導体集
積回路４９、基準信号を与える水晶発振子３３によって構成され、ホストコンピュータ(
ＨＯＳＴ)３２とシリアルＡＴＡＰＩ方式で接続されている。
【０１４４】
　光ピックアップ３０は、光ディスク２９に光ビームを照射してデータの読み出し、書き
込みを行なう。半導体集積回路４９は、光ピックアップ３０のデータ書き込みおよびデー
タ読み出しの処理を行なう記録再生ユニット(ＲＥＡＤ/ＷＲＩＴＥ)３４と、記録再生ユ
ニット３４のデータをホストコンピュータ(ＨＯＳＴ)３２へ入出力するためのインターフ
ェースユニット(ＡＴＡＰＩ)３６とを含んでいる。尚、図１１のシリアルＡＴＡ型インタ
ーフェースユニット(ＡＴＡＰＩ)３６は、図１０に示したインターフェースユニット(Ａ
ＴＡＰＩ)３６と全く同様に構成されることができる。
【０１４５】
　また、図１１の半導体集積回路４９の記録再生ユニット(ＲＥＡＤ/ＷＲＩＴＥ)３４は
、書き込み論理回路(ＬＯＧＩＣ)４５と、ＰＬＬ回路４６と、読み出し論理回路(ＬＯＧ
ＩＣ)４７と、ＰＲＭＬタイミング回路４８とで構成されている。特に、読み出し論理回
路(ＬＯＧＩＣ)４７とＰＲＭＬタイミング回路４８とは、読み出し用のＰＲＭＬデコーダ
を構成している。尚、ＰＲＭＬは、Partial Response Mostly Likelihoodと呼ばれる復号
技術の略である。
【０１４６】
　光ディスク２９へのデータ書き込みの処理では、書き込み論理回路４５は、ホストコン
ピュータ(ＨＯＳＴ)３２からインターフェースユニット(ＡＴＡＰＩ)３６を介して供給さ
れた書き込みデータを受信する。書き込み論理回路４５は、書き込みデータとＰＬＬ回路
４６から供給される書き込み処理クロック信号とに応答して書き込み信号を生成して光ピ
ックアップ３０に出力する。
【０１４７】
　特に、記録再生ユニット(ＲＥＡＤ/ＷＲＩＴＥ)３４のデータ書き込み処理のクロック
を生成するＰＬＬ回路(４６)として図１に示したオンチップ集積化されたフラクショナル
ＰＬＬ回路が採用されることにより、ループフィルタ(ＬＦ)４のオンチップ化が可能とな
り、半導体集積回路４９を安価に提供することが可能となる。更に、データ書き込み処理
のクロックを生成するＰＬＬ回路(４６)はセットリング時間を短縮することが可能である
ことから、スタンバイ状態(スリープモード)からアクセス動作状態(アクティブモード)へ
の動作遷移を高速化することが可能となる。
【０１４８】
　また、スタンバイ状態(スリープモード)において、データ書き込み処理のクロックを生
成するＰＬＬ回路(４６)を低消費電力状態とすることが可能であるので、記録再生ユニッ
ト(ＲＥＡＤ/ＷＲＩＴＥ)３４さらには半導体集積回路４９のスタンバイ状態の消費電流
を大幅に低減することが可能となる。
【０１４９】
　以上本発明者によってなされた発明を実施形態に基づいて具体的に説明したが、本発明
はそれに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能であ
ることは言うまでもない。
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【０１５０】
　例えば、上述した実施の形態では、ＰＬＬ回路のスタンバイ状態から高速ロック状態へ
の動作モードの切り換え制御はスタンバイ制御信号(ＳＴ)１０のハイレベルからローレベ
ルへの変化によって実行している。また、ＰＬＬ回路の高速ロック状態から低雑音定常ロ
ック状態への動作モードの切り換え制御は、スタンバイ制御信号(ＳＴ)１０の遅延によっ
て形成した制御出力信号(ＯＵＴｃｎｔ)１７のハイレベルからローレベルへの変化によっ
て実行している。
【０１５１】
　本発明はこのような実施の形態に限定されるものではなく、所定の基準レベルより大き
な振幅を有する基準信号(ＦＲＥＦ)８が位相周波数比較器(ＰＦＤ)１の一方の入力端子に
供給されると、ＰＬＬ回路の動作モードをスタンバイ状態から高速ロック状態へ切り換え
ることもできる。この切り換えのための制御信号は、位相周波数比較器(ＰＦＤ)１の一方
の入力端子の基準信号(ＦＲＥＦ)８が供給される検出回路の出力から形成されることがで
きる。また、ＰＬＬ回路の高速ロック状態から低雑音定常ロック状態への動作モードの切
り換え制御は、検出回路の出力信号の遅延により形成される制御出力信号によって実行す
ることもできる。
【０１５２】
　また、上述した実施の形態によるＰＬＬ回路では、時刻Ｔ１から時刻Ｔ２の高速ロック
応答動作の間でハイレベルの制御出力信号(ＯＵＴｃｎｔ)１７により第２のチャージポン
プ(ＣＰＳ)３が動作禁止の状態に制御され、第２のチャージポンプ(ＣＰＳ)３によるルー
プフィルタ(ＬＦ)４の微弱な放電動作は停止している。
【０１５３】
　本発明はこの実施の形態に限定されるものではなく、時刻Ｔ１から時刻Ｔ２の高速ロッ
ク応答動作の間に、位相周波数比較器(ＰＦＤ)１の出力に応答して第１と第２のチャージ
ポンプ(ＣＰＭ、ＣＰＳ)２、３でループフィルタ(ＬＦ)４の同相充放電動作を行わせるこ
ともできる。この際に、時刻Ｔ２以降の低雑音定常ロック動作での第１と第２のチャージ
ポンプ２、３の異なる電流値の逆相充放電動作と異なり、時刻Ｔ１から時刻Ｔ２の高速ロ
ック応答動作で第１と第２のチャージポンプ２、３の同一電流値の同相充放電動作を行わ
せることもできる。その結果、時刻Ｔ１から時刻Ｔ２の高速ロック応答動作を、更に高速
化することが可能となる。
【０１５４】
　更に、上述した実施の形態では、記録メディア側が光ディスク装置でホスト側がホスト
コンピュータと言う組み合わせであった。しかし、本発明はこの組み合わせに限定される
ものではなく、例えば、記憶メディア側がハードディスク装置(ＨＤＤ)、ホスト側がネッ
トワークサーバの組み合わせも可能である。また更に他の記憶メディアとしては、ＤＶＤ
(Digital Versatile Disk)、ＢＤ(Blue-ray Disk)等の大記憶容量ディスクを使用するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５５】
【図１】図１は、本発明の１つの実施の形態による半導体集積回路にオンチップ集積化さ
れたＰＬＬ回路の構成を説明するための図である。
【図２】図２は、図１のオンチップ集積化ＰＬＬ回路のスタンバイ状態と高速ロック応答
動作と低雑音定常ロック動作の動作シーケンスを示す図である。
【図３】図３は、図１のオンチップ集積化ＰＬＬ回路に使用される第１のチャージポンプ
の回路構成を示す図である。
【図４】図４は、図１のオンチップ集積化ＰＬＬ回路に使用される第２のチャージポンプ
の回路構成を示す図である。
【図５】図５は、図１のオンチップ集積化ＰＬＬ回路に使用可能な他のループフィルタの
回路構成を示す図である。
【図６】図６は、図１のオンチップ集積化ＰＬＬ回路でスタンバイ制御信号のハイレベル
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からローレベルへの変化に遅延応答することによりハイレベルからローレベルに変化する
制御出力信号を生成するコントローラの構成を示す図である。
【図７】図７は、シリアルＡＴＡインターフェースユニットに使用されるスプレッドスペ
トクラムクロック発生器を構成するフラクショナルＰＬＬ回路の構成を示す図である。
【図８】図８は、図７に示したスプレッドスペトクラムクロック発生器を構成するフラク
ショナルＰＬＬ回路から生成されるＰＬＬ出力信号の周波数が時間とともにどのように変
化するかを示す図である。
【図９】図９は、図７に示したスプレッドスペトクラムクロック発生器を構成するフラク
ショナルＰＬＬ回路から生成されるＰＬＬ出力信号ＰＬＬＯＵＴの周波数スペクトラムを
示す図である。
【図１０】図１０は、周辺装置とホストコンピュータとの間に接続される本発明の他の実
施の形態によるインターフェースユニットの構成を示す図である。
【図１１】図１１は、周辺装置とホストコンピュータとの間に接続される本発明の更に他
の実施の形態による記録再生ユニットの構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１５６】
　１…位相周波数比較器、
　２…第１のチャージポンプ
　３…第２のチャージポンプ
　４…ループフィルタ
　５…電圧制御発振器
　６…分周器
　７…コントローラ
　８…基準信号
　９…帰還信号
　１０、４２…スタンバイ制御信号
　１１…第１出力信号
　１２…第２出力信号
　１３…第１のチャージポンプの出力ノード
　１４…第２のチャージポンプの出力ノード
　１５…ループフィルタの出力ノード
　１６…ＰＬＬの出力信号
　１７…制御出力信号
　１８…第１の抵抗
　１９…第１の容量
　２０…第２の抵抗
　２１…第２の容量
　２２…第３の容量
　２３…変調器
　２４…信号波形生成部
　２５…充電側電流源
　２６…充電側スイッチ
　２７…放電側スイッチ
　２８…放電側電流源
　２９…光ディスク
　３０…光ピックアップ
　３１、４９…半導体集積回路
　３２…ホスト
　３３…水晶発振子
　３４…記録再生ユニット



(24) JP 2009-152910 A 2009.7.9

10

　３５…制御レジスタ
　３６…インターフェースユニット
　３７…デシリアライザ
　３８…クロックデータ再生ユニット
　３９…シリアライザ
　４０、４１、４６…ＰＬＬ回路
　４３…電源スイッチ信号
　４４…フリップフロップ
　４５…書き込み論理回路
　４７…読み出し論理回路
　４８…ＰＲＭＬタイミング回路
　５０…セレクタ
　５１…OR回路

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】



(25) JP 2009-152910 A 2009.7.9

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

