
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１クロック信号及び第２クロック信号の間の位相差を補償するための遅延固定ループ
用の位相検出器において、
　第１リセット信号によりリセットされ、前記第１クロック信号を受け取り、第１出力信
号を発生する第１フリップフロップと、
　第２リセット信号によりリセットされ、前記第２クロック信号を受け取り、第２出力信
号を発生する第２フリップフロップと、
　前記第１及び第２出力信号と第１初期化信号の組み合わせに基づいて前記第１リセット
信号を発生するとともに、前記第１及び第２出力信号と第２初期化信号の組み合わせに基
づいて前記第２リセット信号を発生し、第１及び第２リセット信号は分離されたロジック
パスにより前記第１、第２フリップフロップに提供するリセット回路とを含
　
　
　

　前記第１初期化信号を発生するために前記第２中間信号と外部から供給されたマスタリ
セット信号とを論理演算する第４論理回路と、
　

ことを特徴とする位相検出器。
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み、
さらに前記第１及び第２初期化信号を発生する初期化回路を備え、
前記初期化回路は、
前記第１及び第２クロック信号を受け取り、第２中間信号を発生する第３フリップフロ

ップと、

前記第２初期化信号を発生するために前記第２中間信号と前記外部から供給されたマス
タリセット信号とを論理演算する第５論理回路とを含む



【請求項２】
　前記第１及び第２初期化信号は初期化過程の間に供給されることを特徴とする請求項１
に記載の位相検出器。
【請求項３】
　前記第１クロック信号は基準クロック信号であり、前記第２クロック信号はフィードバ
ッククロック信号であることを特徴とする請求項１に記載の位相検出器。
【請求項４】
　前記第１出力信号は、前記遅延固定ループで前記第１クロック信号の遅延を減少させる
ための第１位相差検出信号であり、前記第２出力信号は前記遅延固定ループで前記第１ク
ロック信号の遅延を増加させるための第２位相差検出信号であることを特徴とする請求項
１に記載の位相検出器。
【請求項５】
　前記リセット回路は、
　第１中間信号を提供するために前記第１及び第２出力信号を論理演算する第１論理回路
と、
　前記第１リセット信号を発生するために前記第１中間信号と前記第１初期化信号を論理
演算する第２論理回路と、
　前記第２リセット信号を発生するために前記第１中間信号と前記第２初期化信号を論理
演算する第３論理回路とを含むことを特徴とする請求項１に記載の位相検出器。
【請求項６】
　前記第３フリップフロップはＤフリップフロップであることを特徴とする請求項 に記
載の位相検出器。
【請求項７】
　前記第１クロック信号は前記第３Ｄフリップフロップの入力端子に連結され、前記第２
クロック信号は前記第３Ｄフリップフロップのクロック端子に連結されることを特徴とす
る請求項 に記載の位相検出器。
【請求項８】
　前記第２クロック信号は前記第３Ｄフリップフロップの入力端子に連結され、前記第１
クロック信号は前記第３Ｄフリップフロップのクロック端子に連結されることを特徴とす
る請求項 に記載の位相検出器。
【請求項９】
　前記第１及び第２フリップフロップはＤフリップフロップであることを特徴とする請求
項１に記載の位相検出器。
【請求項１０】
　前記第１クロック信号は前記第１Ｄフリップフロップのクロック端子に連結され、前記
第２クロック信号は前記第２Ｄフリップフロップのクロック端子に連結され、そして前記
第１及び第２Ｄフリップフロップの入力端子は２進数１で表現される電源ソースに各々連
結されることを特徴とする請求項 に記載の位相検出器。
【請求項１１】
　第１クロック信号及び第２クロック信号の間の位相差を補償するための遅延固定ループ
用の位相検出器において、
　第１リセット信号によりリセットされ、前記第１クロック信号を受け取り、第１出力信
号を発生する第１フリップフロップと、
　第２リセット信号によりリセットされ、前記第２クロック信号を受け取り、第２出力信
号を発生する第２フリップフロップと、
　前記第１及び第２出力信号と第１初期化信号の組み合わせに基づいて前記第１リセット
信号を発生するとともに、前記第１及び第２出力信号と第２初期化信号の組み合わせに基
づいて前記第２リセット信号を発生し、第１及び第２リセット信号は分離されたロジック
パスにより前記第１、第２フリップフロップに提供するリセット回路とを含み、
　前記リセット回路は、
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　第１中間信号を提供するために前記第１及び第２出力信号を論理演算する第１論理回路
と、
　前記第１リセット信号を発生するために前記第１中間信号と前記第１初期化信号を論理
演算する第２論理回路と、
　前記第２リセット信号を発生するために前記第１中間信号と前記第２初期化信号を論理
演算する第３論理回路とを含
　
　
　

　

　
ことを特徴とする位相検出器。

【請求項１２】
　前記第１及び第２初期化信号は初期化課程の間に供給されることを特徴とする請求項

に記載の位相検出器。
【請求項１３】
　前記第１クロック信号は基準クロック信号であり、前記第２クロック信号はフィードバ
ッククロック信号であることを特徴とする請求項 に記載の位相検出器。
【請求項１４】
　前記第１出力信号は、前記遅延固定ループで前記第１クロック信号の遅延を減少させる
ために用いられる第１位相差検出信号であり、前記第２出力信号は、前記遅延固定ループ
で前記第１クロック信号の遅延時間を増加させるために用いられる第２位相差検出信号で
あることを特徴とする請求項 に記載の位相検出器。
【請求項１５】
　前記第３フリップフロップはＤフリップフロップであることを特徴とする請求項 に
記載の位相検出器。
【請求項１６】
　前記第１クロック信号は前記第３Ｄフリップフロップの入力端子に連結され、前記第２
クロック信号は前記第３Ｄフリップフロップのクロック端子に連結されることを特徴とす
る請求項 に記載の位相検出器。
【請求項１７】
　前記第２クロック信号は前記第３Ｄフリップフロップの入力端子に連結され、前記第１
クロック信号は前記第３Ｄフリップフロップのクロック端子に連結されることを特徴とす
る請求項 に記載の位相検出器。
【請求項１８】
　前記第１及び第２フリップフロップはＤフリップフロップであることを特徴とする請求
項 に記載の位相検出器。
【請求項１９】
　前記第１クロック信号は前記第１Ｄフリップフロップのクロック端子に連結され、前記
第２クロック信号は前記第２Ｄフリップフロップのクロック端子に連結され、そして前記
第１及び第２Ｄフリップフロップの入力端子は２進数１で表現される電源ソースに各々連
結されることを特徴とする請求項 に記載の位相検出器。
【請求項２０】
　第１クロック信号と第２クロック信号との間の位相差を補償するための方法において、
　第１リセット信号によりリセットされる第１フリップフロップで前記第１クロック信号
を受け取り、第１出力信号を発生する段階と、
　第２リセット信号によりリセットされる第２フリップフロップで前記第２クロック信号
を受け取り、第２出力信号を発生する段階と、
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み、
さらに前記第１及び第２初期化信号を発生する初期化回路を備え、
前記初期化回路は、
前記第１及び第２クロック信号を受け取り、第２中間信号を発生する第３フリップフロ

ップと、
前記第１初期化信号を発生するために前記第２中間信号と外部から供給されたマスタリ

セット信号とを論理演算する第４論理回路と、
前記第２初期化信号を発生するために前記第２中間信号と前記外部から供給されたマス

タリセット信号とを論理演算する第５論理回路とを含む

１
１

１１
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　リセット回路で、前記第１及び第２出力信号と第１初期化信号の組み合わせに基づいて
前記第１リセット信号を発生するとともに、前記第１及び第２出力信号と第２初期化信号
の組み合わせに基づいて前記第２リセット信号を発生し、第１及び第２リセット信号を分
離されたロジックパスにより前記第１、第２フリップフロップに提供する段階とを含
　
　
　

　

　
ことを特徴とする第１及び第２クロック信

号の間の位相差補償方法。
【請求項２１】
　前記第１及び第２リセット信号を発生する段階は、
　第１中間信号を提供するために前記第１及び第２出力信号を論理演算する段階と、
　前記第１リセット信号を発生するために前記第１中間信号と前記第１初期化信号とを論
理演算する段階と、
　前記第２リセット信号を発生するために前記第１中間信号と前記第２初期化信号とを論
理演算する段階とを含むことを特徴とする請求項 に記載の位相差補償方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は入力基準クロック信号を予め設定された時間ほど遅延させる遅延固定ループに備
えられる位相検出器に関するものであり、さらに具体的には、遅延固定ループの動作がど
のような時点に開始されても常に正確に動作する位相検出器及び位相差補償方法に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
最近、高性能のコンピュータと通信システムでの正確なタイミングの要求が増大されるこ
とによって、遅延固定ループ（Ｄｅｌａｙ　ｌｏｃｋｅｄ　ｌｏｏｐ：以下ＤＬＬと言う
）はデジタルシステム（例えば、コンピュータマザーボード、高性能マルチメディアボー
ド、半導体メモリ装置など）でも広く用いられる。特に、ＤＤＲ　ＤＲＡＭのような半導
体メモリ装置では、入力基準クロック信号と内部クロック信号の位相を一致させるために
ＤＬＬを用いている。
【０００３】
図１は一般的なＤＬＬを示す図である。図１を参照すると、ＤＬＬ１は電圧制御遅延ライ
ン（ｖｏｌｔａｇｅ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｄｅｌａｙ　ｌｉｎｅ：以下ＶＣＤＬと言
う）１０と位相検出器（ｐｈａｓｅ　ｄｅｔｅｃｔｏｒ）２０、チャージポンプ（ｃｈａ
ｒｇｅ　ｐｕｍｐ）３０、フィルタとして動作するキャパシタＣ１、及び必要ならば使用
される遅延ユニット４０を含む。以下、遅延ユニット４０はＤＬＬ１に含まれることと仮
定する。
【０００４】
位相検出器２０は入力基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫと前記遅延ユニット４０から出力さ
れるフィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫとの間の位相の差を測定し、位相差の検出信
号ＵＰ，ＤＯＷＮを出力する。チャージポンプ３０は前記位相検出器２０からの位相差検
出信号ＵＰ，ＤＯＷＮに応答して出力電流Ｉｃの量を調節する。キャパシタＣ１は前記チ
ャージポンプ３０から出力される電流Ｉｃをローパス（ｌｏｗ　ｐａｓｓ）フィルタリン
グして制御電圧Ｖｃを前記ＶＣＤＬ１０に提供する。ＶＣＤＬ１０は制御電圧Ｖｃに対応
する時間の量ほど基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫを遅延させてクロック信号ＯＵＴＣＬＫ
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み、
さらに前記第１及び第２初期化信号を発生する段階を有し、
前記第１及び第２初期化信号を発生する段階は、
第３フリップフロップで前記第１及び第２クロック信号を受け取り、第２中間信号を発

生する段階と、
前記第１初期化信号を発生するために前記第２中間信号と外部から供給されたマスタリ

セット信号とを論理演算する段階と、
前記第２初期化信号を発生するために前記第２中間信号と前記外部から供給されたマス

タリセット信号とを論理演算する段階とを含む

２０



を出力する。遅延ユニット４０は前記ＶＣＤＬ１０から出力されるクロック信号ＯＵＴＣ
ＬＫと前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫとの間に必要とする位相差を任意に提供し、前
記ＶＣＤＬ１０から出力されるクロック信号ＯＵＴＣＬＫを所定の時間遅延させて出力す
る。
【０００５】
上述のように構成されるＤＬＬ１はマスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが活性化すると、次
のように動作する。先ず、前記位相検出器２０は入力基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫと前
記遅延ユニット４０から出力されるフィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫとの間の位相
差を検出する。検出の結果、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準ク
ロック信号ＲＥＦＣＬＫの位相よりオ遅れると（または、前記基準クロック信号ＲＥＦＣ
ＬＫの位相が前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相より先立つと）、前記位
相差検出信号ＵＰが活性化される。すると、前記チャージポンプ３０は前記位相差検出信
号ＵＰに対応する出力電流Ｉｃを発生し、これはＶＣＤＬ１０の遅延時間を短縮させる。
一方、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準クロック信号ＲＥＦＣＬ
Ｋの位相より先立つと（または、前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫの位相が前記フィー
ドバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相より遅れると）、前記位相差検出信号ＤＯＷＮが
活性化される。すると、前記チャージポンプ３０は前記位相差検出信号ＤＯＷＮに対応す
る出力電流Ｉｃを発生し、これはＶＣＤＬ１０の遅延時間を増加させる。これらの結果、
ＤＬＬ１は基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫを所望する時間ほど遅延させて出力クロック信
号ＯＵＴＣＬＫを出力できるようになる。
【０００６】
図２は図１に示した位相検出器２０の従来の技術による回路構成を示す図である。図２を
参照すると、前記位相検出器２０は二つのＤフリップフロップ２１，２２とリセット制御
回路２３とを含む。
【０００７】
Ｄフリップフロップ２１は電源電圧ＶＣＣと連結された入力端子Ｄ、位相差検出信号ＵＰ
を出力する出力端子Ｑ、基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫを受け取るクロック端子ＣＫ、そ
して前記リセット制御回路２３から出力される制御信号Ａ０を受け取るリセット端子ＲＳ
Ｔを含む。
【０００８】
Ｄフリップフロップ２２は前記電源電圧ＶＣＣと連結された入力端子Ｄ、位相差検出信号
ＤＯＷＮを出力する出力端子Ｑ、フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫを受け取るクロ
ック端子ＣＫ、及び前記リセット制御回路２３から出力される制御信号Ａ０を受け取るリ
セット端子ＲＳＴを含む。
【０００９】
前記リセット制御回路２３は前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮを受け取ってＮＡＮＤ演
算を実行するＮＡＮＤゲート２５とこのＮＡＮＤゲート２５の出力信号と外部から入力さ
れるマスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢとを受け取ってＮＡＮＤ演算を実行するＮＡＮＤゲ
ート２４とで構成される。
【００１０】
上述のように構成される従来の位相検出器２０の動作を添付した図３乃至図８に図示した
タイミング図を参照して説明する。
【００１１】
図３及び図４は図１に示したＤＬＬ１が安定した状態で動作している間の、図２に示した
位相検出器２０の動作状態を示すタイミング図である。特に、図３は前記フィードバック
クロック信号ＦＢＣＬＫの位相が前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫの位相より先立つ時
に、前記位相検出器２０から出力される位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮの状態を示すタイ
ミング図である。
【００１２】
図２及び図３を参照すると、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがハイレベルである状
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態で、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が前記基準クロック信号ＲＥＦ
ＣＬＫの位相より先立つ場合に、前記位相差検出信号ＤＯＷＮが前記フィードバッククロ
ック信号ＦＢＣＬＫに同期して先ず活性化される。次に、位相差検出信号ＵＰが前記基準
クロック信号ＲＥＦＣＬＫに同期して活性化される。位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが全
部活性化されれば、前記リセット制御回路２３内の前記ＮＡＮＤゲート２５はローレベル
の信号を出力し、それに従って、ＮＡＮＤゲート２４から出力される信号Ａ０はハイレベ
ルになる。したがって、前記Ｄフリップフロップ２１，２２は全部リセットされ、前記位
相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮは全部ローレベルになる。このように、位相検出器２０から
出力される前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮは同時に活性化される区間が存在する。し
かし、位相差検出信号ＤＯＷＮが活性化される区間が位相差検出信号ＵＰの活性化区間に
比べて長いので、チャージポンプ３０は前記ＶＣＤＬ１０の遅延時間が二つの信号ＵＰ，
ＤＯＷＮの差に対応する時間ほど増加するように出力電流Ｉｃを提供する。
【００１３】
図４は前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が前記基準クロック信号ＲＥＦ
ＣＬＫの位相より遅れる時に、前記位相検出器２０から出力される位相差検出信号ＵＰ，
ＤＯＷＮの状態を示すタイミング図である。図２及び図４を参照すると、前記マスタリセ
ット信号ＲＥＳＥＴＢがハイレベルである状態で、前記フィードバッククロック信号ＦＢ
ＣＬＫの位相が前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫの位相より遅れる場合に、前記位相差
検出信号ＵＰが前記基準クロック信号ＲＥＣＬＫに同期して先ず活性化される。次に、位
相差検出信号ＤＯＷＮが前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫに同期して活性化さ
れる。位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが全部活性化されれば、前記リセット制御回路２３
内の前記ＮＡＮＤゲート２５はローレベルの信号を出力する。それに従って、ＮＡＮＤゲ
ート２４から出力される信号Ａ０はハイレベルになる。ハイレベルの信号Ａ０に応答して
前記Ｄフリップフロップ２１，２２が全部リセットされることによって、前記位相差検出
信号ＵＰ，ＤＯＷＮは前記ローレベルになる。このように、位相検出器２０から出力され
る前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮは同時に活性化される区間が存在する。しかし、位
相差検出信号ＵＰが活性化される区間が位相差検出信号ＤＯＷＮの活性化区間に比べて長
いので、チャージポンプ３０は前記ＶＣＤＬ１０の遅延時間が二つの信号ＵＰ，ＤＯＷＮ
の差に対応する時間ほど短縮されるように、出力電流Ｉｃを提供する。
【００１４】
図に示していないが、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫと前記基準クロック信
号ＲＥＦＣＬＫの位相が完全に一致すれば、前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが活性化
される区間が同一になるので、ＶＣＤＬ１０の遅延時間は調節されない。
【００１５】
このように、前記位相検出器２０は前記ＶＣＤＬ１０の遅延時間を増加または減少もしく
は、そのままに維持させるための位相差検出信号ＤＯＷＮ，ＵＰを出力するので、三状態
位相検出器（ｔｈｒｅｅ－ｓｔａｔｅ　ｐｈａｓｅ　ｄｅｔｅｃｔｏｒ）と呼ばれる。
【００１６】
図５乃至図８は図１に示したＤＬＬ１が非動作状態から動作状態に変化する時（または、
初期化される時）の、図２に示した位相検出器２０の動作状態を示すタイミング図である
。
【００１７】
先ず、図５は前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準クロック信号ＲＥ
ＦＣＬＫより先立つ場合において、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫが活性化
される前に、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが活性化される場合の前記位相検出器
２０から出力される信号のタイミング図である。
【００１８】
図５を参照すると、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがローレベルである間（すなわ
ち、前記ＤＬＬ１が非動作状態である間）、前記リセット制御回路２３内のＮＡＮＤゲー
ト２４から出力される信号Ａ０はハイレベルになり、前記Ｄフリップフロップ２１，２２
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から出力される位相差検出信号ＤＯＷＮ，ＵＰは全部ローレベルに維持される。前記マス
タリセット信号ＲＥＳＥＴＢがローレベルからハイレベルに変化すれば（すなわち、ＤＬ
Ｌ１が動作状態に変化すれば）、前記リセット制御回路２３内のＮＡＮＤゲート２４がロ
ーレベルの信号Ａ０を出力するので、前記Ｄフリップフロップ２１，２２は各々フィード
バッククロック信号ＦＢＣＬＫと基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫに同期化される。
【００１９】
図５に示したように、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがハイレベルに遷移された以
後に、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫが前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫ
より先に先ずハイレベルに遷移するので、前記Ｄフリップフロップ２２から出力される位
相差検出信号ＤＯＷＮがハイレベルに活性化される。次に、前記基準クロック信号ＲＥＦ
ＣＬＫがハイレベルに遷移する時に、前記Ｄフリップフロップ２１から出力される前記位
相差検出信号ＵＰがハイレベルに活性化される。位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが全部活
性化されれば、前記リセット制御回路２３内のＮＡＮＤゲート２４から出力される信号Ａ
０はハイレベルになる。
【００２０】
図７はフィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫよ
り遅れる場合において、前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫが活性化される前に、前記マ
スタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが活性化される場合の前記位相検出器２０で用いられる信
号のタイミング図である。
【００２１】
図７を参照すると、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがローレベルである間、前記Ｎ
ＡＮＤゲート２４から出力される信号Ａ０はハイレベルであるので、前記Ｄフリップフロ
ップ２１，２２から出力される位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮは全部ローレベルに維持さ
れる。前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがローレベルからハイレベルに遷移すれば、
前記ＮＡＮＤゲート２４から出力される信号はハイレベルからローレベルに遷移する。前
記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがハイレベルに遷移した後に、前記基準クロック信号
ＲＥＦＣＬＫがフィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫより先に先ずハイレベルに遷移す
るので、前記Ｄフリップフロップ２１から出力される位相差検出信号ＵＰが先ずハイレベ
ルに活性化される。次に、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫが活性化されれば
、位相差検出信号ＤＯＷＮが活性化される。二つの位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが全部
活性化されれば、前記ＮＡＮＤゲート２４から出力される信号Ａ０はハイレベルになる。
【００２２】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが活性化される時点が、二つのクロック
信号ＲＥＦＣＬＫ，ＦＢＣＬＫのうち位相が先立つクロック信号が活性化される以前であ
れば、前記位相検出器２０は正常に動作する。しかし、マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢ
が、位相が先立つ信号の活性化時点と位相が遅れるクロック信号の活性化時点との間にイ
ネーブルされれば、位相検出器２０は下記のように誤動作し、その結果、出力は間違う値
になる。
【００２３】
図６はフィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫよ
り先立つ場合において、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが活性化される時に、図２
に示した従来の位相検出器２０が誤動作する場合を示すためのタイミング図である。図２
及び図６を参照すると、フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準クロック信
号ＲＥＦＣＬＫより先立つ場合において、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが前記二
つのクロック信号ＦＢＣＬＫ，ＲＥＦＣＬＫ各々の上昇エッジ（ｒｉｓｉｎｇ　ｅｄｇｅ
ｓ）の間に活性化されれば、前記Ｄフリップフロップ２１から出力される位相差検出信号
ＵＰが前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫに同期して活性化される。次に、前記フィード
バッククロック信号ＦＢＣＬＫが活性化される時に、前記Ｄフリップフロップ２２から出
力される位相差検出信号ＤＯＷＮが活性化される。
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【００２４】
このように、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準クロック信号ＲＥ
ＦＣＬＫより先立つ場合には、前記位相差検出信号ＤＯＷＮが先ず活性化されなければな
らないにもかかわらず、従来の位相検出器２０では、位相差検出信号ＵＰが先ず活性化さ
れ、位相検出器２０は遅延時間を増加させるに代えて減少させる誤動作を実行するように
なる。
【００２５】
図８は図２に示した位相検出器２０が誤動作する場合を示すためのタイミング図である。
フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫより遅れ
る場合において、前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫが活性化された後から前記フィード
バッククロック信号ＦＢＣＬＫが活性化される前の間に前記マスタリセット信号ＲＥＳＥ
ＴＢが活性化されれば、前記Ｄフリップフロップ２２から出力される位相差検出信号ＤＯ
ＷＮは前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫに同期して活性化される。次に、前記
基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫが活性化される時に、前記Ｄフリップフロップ２１から出
力される位相差検出信号ＵＰが活性化される。
【００２６】
このように、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準クロック信号ＲＥ
ＦＣＬＫより遅れる場合には、前記位相差検出信号ＵＰが先ず活性化されなければならな
いにもかかわらず、従来の位相検出器２０では、位相差検出信号ＤＯＷＮが先ず活性化さ
れ、ＤＬＬ１は誤動作を実行する。図２に示した従来の位相検出器２０で、位相差検出信
号ＤＯＷＮが先ず活性化されれば、位相検出器２０は遅延時間を減少させるに代えて増加
させる誤動作を実行する。
【００２７】
本発明は上述のような問題点を解決するためになされたもので、その目的は、マスタリセ
ット信号が活性化される前に、基準クロック信号とフィードバッククロック信号との位相
関係に従って位相差検出信号の各々の状態を予め設定する（延いては遅延固定ループの動
作を初期化する）ことにより、マスタリセット信号がいつ活性化されても（すなわち、遅
延固定ループがどのような時点で動作しても）常に正確に動作する位相検出器及び位相差
補償方法を提供することにある。
【００２８】
【課題を解決するための手段】
本発明の特徴によると、本発明の位相検出器は、第１クロック信号と第２クロック信号と
の間の位相差を補償するための遅延固定ループ用の位相検出器において、第１フリップフ
ロップ、第２フリップフロップおよびリセット回路を含む。前記第１フリップフロップは
、第１リセット信号によりリセットされ、前記第１クロック信号を受け取り、第１出力信
号を発生する。第２フリップフロップは、第２リセット信号によりリセットされ、前記第
２クロック信号を受け取り、第２出力信号を発生する。リセット回路は、前記第１及び第
２出力信号と第１初期化信号の組み合わせに基づいて前記第１リセット信号を発生すると
ともに、前記第１及び第２出力信号と第２初期化信号の組み合わせに基づいて前記第２リ
セット信号を発生し、第１及び第２リセット信号は分離されたロジックパスにより前記第
１、第２フリップフロップに提供される。
【００２９】
好ましい形態において、前記第１及び第２初期化信号は初期化過程の間に供給される。前
記第１クロック信号は基準クロック信号であり、前記第２クロック信号はフィードバック
クロック信号である。前記第１出力信号は、前記遅延固定ループで前記第１クロック信号
の遅延を減少させるための第１位相差検出信号であり、前記第２出力信号は前記遅延固定
ループで前記第１クロック信号の遅延を増加させるための第２位相差検出信号である。
【００３０】
さらに好ましい形態において、前記リセット回路は第１ないし第３論理回路を含む。第１
論理回路は、第１中間信号を提供するために前記第１及び第２出力信号を論理演算する。
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第２論理回路は前記第１リセット信号を発生するために前記第１中間信号と前記第１初期
化信号とを論理演算する。第３論理回路は、前記第２リセット信号を発生するために前記
第１中間信号と前記第２初期化信号とを論理演算する。
【００３１】
さらに好ましい形態において、前記位相検出器は、前記第１及び第２初期化信号を発生す
る初期化回路をさらに含む。初期化回路は、第３フリップフロップ、第４および第５論理
回路を含む。第３フリップフロップは前記第１及び第２クロック信号を受け取り、第２中
間信号を発生する。第４論理回路は前記第１初期化信号を発生するために前記第２中間信
号と外部から供給されたマスタリセット信号とを論理演算する。第５論理回路は前記第２
初期化信号を発生するために前記第２中間信号と前記外部から供給されたマスタリセット
信号とを論理演算する。
【００３２】
さらに好ましい形態において、前記第１、第２及び第３フリップフロップはＤフリップフ
ロップである。前記第１クロック信号は前記第３Ｄフリップフロップの入力端子に連結さ
れることができ、前記第２クロック信号は前記第３Ｄフリップフロップのクロック端子に
連結されることができる。他の方式として、前記第２クロック信号は前記第３Ｄフリップ
フロップの入力端子に連結され、前記第１クロック信号は前記第３Ｄフリップフロップの
クロック端子に連結されることができる。前記第１クロック信号は前記第１Ｄフリップフ
ロップのクロック端子に連結されることができ、前記第２クロック信号は前記第２Ｄフリ
ップフロップのクロック端子に連結されることができる。前記第１及び第２Ｄフリップフ
ロップの入力端子は２進数１で表現される電源ソースに各々連結される。
【００３３】
本発明の特徴によると、本発明の位相差補償方法は、第１クロック信号と第２クロック信
号との間の位相差を補償するための方法において、第１ないし第３段階を含む。第１段階
は、第１リセット信号によりリセットされる第１フリップフロップで前記第１クロック信
号を受け取り、第１出力信号を発生する。第２段階は、第２リセット信号によりリセット
される第２フリップフロップで前記第２クロック信号を受け取り、第２出力信号を発生す
る。第３段階は、リセット回路で、前記第１及び第２出力信号と第１初期化信号の組み合
わせに基づいて前記第１リセット信号を発生するとともに、前記第１及び第２出力信号と
第２初期化信号の組み合わせに基づいて前記第２リセット信号を発生し、第１及び第２リ
セット信号を分離されたロジックパスにより前記第１、第２フリップフロップに提供する
。
【００３４】
好ましい形態において、前記第１及び第２リセット信号を発生する段階は、第１中間信号
を提供するために前記第１及び第２出力信号を論理演算する段階と、前記第１リセット信
号を発生するために前記第１中間信号と前記第１初期化信号とを論理演算する段階と、前
記第２リセット信号を発生するために前記第１中間信号と前記第２初期化信号とを論理演
算する段階とを含む。
【００３５】
さらに好ましい形態において、前記位相差補償方法は、第１及び第２初期化信号を発生す
る段階をさらに含む。第１及び第２初期化信号を発生する段階は、第３フリップフロップ
で前記第１及び第２クロック信号を受け取り、第２中間信号を発生する段階と、前記第１
初期化信号を発生するために前記第２中間信号と外部から供給されたマスタリセット信号
とを論理演算する段階と、前記第２初期化信号を発生するために前記第２中間信号と前記
外部から供給されたマスタリセット信号とを論理演算する段階とを含む。
【００３６】
【発明の実施の形態】
以下、添付した図を参照して、本発明の望ましい実施形態を詳細に説明する。
【００３７】
図９は本発明の望ましい実施形態による位相検出器の構成を示す図である。図９を参照す
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ると、前記位相検出器１００は位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮを各々出力するＤフリップ
フロップ１１０，１２０、このＤフリップフロップ１１０，１２０のリセットを制御する
ための信号として、互いに独立的であり、分離されたリセット信号Ａ２，Ａ３を出力する
リセット制御ロジック１３０、及び前記Ｄフリップフロップ１１０，１２０から出力され
る位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮの初期状態を設定するための初期状態設定信号ＩＮＴＬ
１，ＩＮＴＬ２を出力する初期状態設定ロジック１４０を含む。特に、前記リセット制御
ロジック１３０はＮＡＮＤゲート１３１，１３２，１３３で構成され、前記初期状態設定
ロジック１４０はＤフリップフロップ１４１とＮＡＮＤゲート１４３，１４５とインバー
タ１４２，１４４とを含む。
【００３８】
各Ｄフリップフロップ１１０，１２０は図２に示した従来の位相検出器２０に備えられる
Ｄフリップフロップ２１，２２と同一の構成を各々有する。すなわち、前記Ｄフリップフ
ロップ１１０は電源電圧ＶＣＣと連結された入力端子Ｄ、位相差検出信号ＵＰを出力する
出力端子Ｑ、前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫを受け取るクロック端子ＣＫ、及び前記
リセット制御ロジック１３０から出力される信号Ａ２を受け取るリセット端子ＲＳＴを含
む。
【００３９】
Ｄフリップフロップ１２０は前記電源電圧ＶＣＣと連結された入力端子Ｄ、位相差検出信
号ＤＯＷＮを出力する出力端子Ｑ、フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫを受け取るク
ロック端子ＣＫ、及び前記リセット制御ロジック１３０から出力される信号Ａ３を受け取
るリセット端子ＲＳＴを含む。
【００４０】
Ｄフリップフロップ１４１は前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫを受け取る入力端子Ｄ、
出力端子Ｑ、及び前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫを受け取るクロック端子Ｃ
Ｋを含む。このＤフリップフロップ１４１の出力端子Ｑから出力される信号Ａ１はインバ
ータ１４２を通じて反転される。図１のＤＬＬ１をリセットさせるために外部から提供さ
れるマスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢはインバータ１４４を通じて反転される。ＮＡＮＤ
ゲート１４３は前記インバータ１４２，１４４から出力される信号を受け取ってＮＡＮＤ
演算を実行して第１初期状態設定信号ＩＮＴＬ１を出力する。ＮＡＮＤゲート１４５は前
記Ｄフリップフロップ１４１の出力端子Ｑから出力される信号Ａ１と前記インバータ１４
４から出力される信号を受け取り、ＮＡＮＤ演算を実行して第２初期状態設定信号ＩＮＴ
Ｌ２を出力する。
【００４１】
ＮＡＮＤゲート１３２は前記Ｄフリップフロップ１１０，１２０から出力される位相差検
出信号ＵＰ，ＤＯＷＮを受け取ってＮＡＮＤ演算を実行する。ＮＡＮＤゲート１３１は前
記ＮＡＮＤゲート１３２，１４３から出力される信号を受け取ってＮＡＮＤ演算を実行し
、信号Ａ２を出力する。ＮＡＮＤゲート１３３は前記ＮＡＮＤゲート１３２，１４５から
出力される信号を受け取ってＮＡＮＤ演算を実行して信号Ａ３を出力する。前記ＮＡＮＤ
ゲート１３１から出力される信号Ａ２は前記Ｄフリップフロップ１１０のリセット端子Ｒ
ＳＴに印加され、前記ＮＡＮＤゲート１３３から出力される信号Ａ３は前記Ｄフリップフ
ロップ１２０のリセット端子ＲＳＴに印加される。上述のように構成される本発明の一実
施形態による位相検出器１００の動作を添付した図１０乃至図１３を参照して詳細に説明
する。
【００４２】
図１０乃至図１３は図９に示した本発明の一実施形態による位相検出器１００で用いられ
る信号の状態を示すためのタイミング図である。先ず、図１０は前記フィードバッククロ
ック信号ＦＢＣＬＫの位相が前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫより先立つ時に、前記フ
ィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫが活性化される前に、前記マスタリセット信号ＲＥ
ＳＥＴＢが活性化される場合の前記位相検出器１００から出力される信号のタイミング図
である。
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【００４３】
図９及び図１０を参照すると、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが非活性化状態（す
なわち、ローレベルまたは論理‘０’）であれば、前記インバータ１４４から出力される
信号はハイレベル（論理‘１’）である。前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの
位相が前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫより先立つ時に、前記フィードバッククロック
信号ＦＢＣＬのライジングエッジで、前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫがローレベルで
あるので、前記Ｄフリップフロップ１４１から出力される信号Ａ１はローレベルであり、
インバータ１４２から出力される信号はハイレベルになる。前記インバータ１４２，１４
４から出力される信号が各々ハイレベルであるので、前記ＮＡＮＤゲート１４３はローレ
ベルの第１初期状態設定信号ＩＮＴＬ１を出力する。したがって、前記ＮＡＮＤゲート１
３１を通じて出力される信号Ａ２は前記ＮＡＮＤゲート１３２の出力信号と関係なしに、
ハイレベルになる。だから、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が前記基
準クロック信号ＲＥＦＣＬＫより先立ち、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがローレ
ベルである間、前記Ｄフリップフロップ１１０はローレベルの位相差検出信号ＵＰを出力
する。
【００４４】
一方、ＮＡＮＤゲート１４５は前記Ｄフリップフロップ１４１から出力されるローレベル
の信号Ａ１とインバータ１４４から出力されるハイレベルの信号を受け取り、ハイレベル
の第２初期状態設定信号ＩＮＴＬ２を出力する。上述した動作によって前記位相差検出信
号ＵＰがローレベルであるので、ＮＡＮＤゲート１３２はハイレベルの信号を出力する。
このＮＡＮＤゲート１３２から出力される信号とＮＡＮＤゲート１４５から出力される信
号ＩＮＴＬ２が全部ハイレベルであるので、ＮＡＮＤゲート１３３はローレベルの信号Ａ
３を出力する。だから、Ｄフリップフロップ１２０は前記フィードバッククロック信号Ｆ
ＢＣＬＫに同期してハイレベルの位相差検出信号ＤＯＷＮを出力する。このように、本発
明の位相検出器１００はフィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準クロック信
号ＲＥＦＣＬＫより先立つ場合において、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがローレ
ベルである間、前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮを各々ローレベルとハイレベルに設定
する。
【００４５】
続いて、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがハイレベルに活性化されれば、前記イン
バータ１４４の出力はローレベルになり、前記ＮＡＮＤゲート１４３，１４５は各々ハイ
レベルの第１及び第２初期状態設定信号ＩＮＴＬ１，ＩＮＴＬ２を出力する。それによっ
て、前記ＮＡＮＤゲート１３１，１３３は前記ＮＡＮＤゲート１３２の出力信号に依存し
て動作する。初期に、前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが各々ローレベル及びハイレベ
ルに設定されるので、ＮＡＮＤゲート１３２から出力される信号はハイレベルである。し
たがって、ＮＡＮＤゲート１３１から出力される信号Ａ２はハイレベルからローレベルに
変化し、ＮＡＮＤゲート１３３から出力される信号Ａ３はローレベルを維持する。それに
よって、前記Ｄフリップフロップ１１０，１２０は全部動作する。
【００４６】
初期に、前記位相差検出信号ＤＯＷＮはハイレベルに設定されているので、前記マスタリ
セット信号ＲＥＳＥＴＢが活性化されてから、最初に接するフィードバッククロック信号
ＦＢＣＬＫのライジングエッジで前記位相差検出信号ＤＯＷＮはハイレベルに維持される
。次に、基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫのライジングエッジで前記位相差検出信号ＵＰは
ハイレベルに活性化される。そして、位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが全部ハイレベルで
あれば、前記ＮＡＮＤゲート１３２から出力される信号はローレベルになり、前記ＮＡＮ
Ｄゲート１３１，１３３は各々ハイレベルの信号Ａ２，Ａ３を出力する。したがって、前
記Ｄフリップフロップ１１０，１２０は各々リセットされ、それらから出力される位相差
検出信号ＤＯＷＮ，ＵＰは全部ローレベルに変換される。前記マスタリセット信号ＲＥＳ
ＥＴＢが活性化されでから、二番目に接するフィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫのラ
イジングエッジで、前記位相差検出信号ＤＯＷＮはハイレベルに活性化され、基準クロッ
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ク信号ＲＥＦＣＬＫのライジングエッジで前記位相差検出信号ＵＰがハイレベルに活性化
される。そして、二つの位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが全部活性化されることによって
、前記ＮＡＮＤゲート１３１，１３３から出力される信号Ａ２，Ａ３が全部ハイレベルに
なる。それにより、前記Ｄフリップフロップ１１０，１２０はリセットされ、それらから
出力される位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮは全部ローレベルに非活性化される。
【００４７】
その結果、前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮの位相差に対応する制御電圧Ｖｃが図１の
ＶＣＤＬ１０に印加され、ＶＣＤＬ１０は前記制御電圧Ｖｃに対応する時間ほど基準クロ
ック信号ＲＥＦＣＬＫをさらに遅延させて出力するようになる。
【００４８】
図１１は前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が前記基準クロック信号ＲＥ
ＦＣＬＫより先立つ場合において、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫが活性化
された後から、基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫが活性化される前に前記マスタリセット信
号ＲＥＳＥＴＢが活性化される場合の前記位相検出器１００から出力される信号のタイミ
ング図である。
【００４９】
図９及び図１１を参照すると、図１０を参照して説明したように、前記マスタリセット信
号ＲＥＳＥＴＢが非活性状態（すなわち、ローレベル）である間、前記ＮＡＮＤゲート１
３１，１３３から出力される信号Ａ２，Ａ３は各々ハイ及びローレベルに設定される。し
たがって、前記Ｄフリップフロップ１１０はリセットされ、ローレベルの位相差検出信号
ＵＰを出力し、前記Ｄフリップフロップ１２０はフィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫ
に同期してハイレベルの位相差検出信号ＤＯＷＮを出力する。
【００５０】
前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがハイレベルに活性化されれば、前記インバータ１
４４の出力はローレベルになる。それによって、前記ＮＡＮＤゲート１４３，１４５は各
々ハイレベルの第１及び第２初期状態設定信号ＩＮＴＬ１，ＩＮＴＬ２を出力する。それ
によって、前記ＮＡＮＤゲート１３１，１３３は前記ＮＡＮＤゲート１３２の出力信号に
依存して動作する。初期に、前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが各々ローレベル及びハ
イレベルに設定されるので、ＮＡＮＤゲート１３２から出力される信号はハイレベルであ
る。したがって、ＮＡＮＤゲート１３１から出力される信号Ａ２はハイレベルからローレ
ベルに変化し、ＮＡＮＤゲート１３３から出力される信号Ａ３はローレベルを維持する。
それによって、前記Ｄフリップフロップ１１０，１２０は非リセット状態（ｎｏｎ－ｒｅ
ｓｅｔ　ｓｔａｔｅ）で動作する。
【００５１】
初期に、前記位相差検出信号ＤＯＷＮはハイレベルに設定されているので、前記マスタリ
セット信号ＲＥＳＥＴＢが活性化された以後、位相差検出信号ＤＯＷＮはハイレベルを維
持する。前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが活性化された以後、基準クロック信号Ｒ
ＥＦＣＬＫの第１ライジングエッジで前記位相差検出信号ＵＰはハイレベルに活性化され
る。すると、二つの位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが全部活性化されることによって、前
記ＮＡＮＤゲート１３１，１３３から出力される信号Ａ２，Ａ３が全部ハイレベルになり
、前記Ｄフリップフロップ１１０，１２０は各々リセットされ、それらから出力される位
相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮは全部ローレベルに非活性化される。
【００５２】
前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが活性化された以後に、フィードバッククロック信
号ＦＢＣＬＫの第１ライジングエッジで前記位相差検出信号ＤＯＷＮはハイレベルに活性
化され、基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫのライジングエッジで前記位相差検出信号ＵＰが
ハイレベルに活性化される。そして、二つの位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが全部活性化
されることによって、前記ＮＡＮＤゲート１３１，１３３から出力される信号Ａ２，Ａ３
が全部ハイレベルになり、前記Ｄフリップフロップ１１０，１２０はリセットされ、それ
らから出力される位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮは全部ローレベルに非活性化される。
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【００５３】
したがって、前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮの位相差に対応する制御電圧Ｖｃが図１
のＶＣＤＬ１０に印加され、ＶＣＤＬ１０は前記制御電圧Ｖｃに対応する時間ほど基準ク
ロック信号ＲＥＦＣＬＫをさらに遅延して出力するようになる。
【００５４】
上述のように、本発明の位相検出器１００は、フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫが
基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫより先立つ時に、二つのクロック信号ＲＥＦＣＬＫ，ＦＢ
ＣＬＫの位相関係により前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮを発生する。したがって、図
１０及び図１１で明らかなように、本発明の位相検出器１００はマスタリセット信号ＲＥ
ＳＥＴＢがどのような時点で活性されても、正しく動作する。
【００５５】
次に、図１２は前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が前記基準クロック信
号ＲＥＦＣＬＫより遅れる場合において、前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫが活性化さ
れる前に、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが活性化される場合の前記位相検出器１
００から出力される信号のタイミング図である。
【００５６】
図９及び図１２を参照すると、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが非活性状態（すな
わち、ローレベル）であれば、前記インバータ１４４から出力される信号はハイレベルで
ある。前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が前記基準クロック信号ＲＥＦ
ＣＬＫより遅れる間、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫのライジングエッジで
、前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫはハイレベルである。だから、前記Ｄフリップフロ
ップ１４１から出力される信号Ａ１はハイレベルであり、インバータ１４２から出力され
る信号はローレベルになる。したがって、前記ＮＡＮＤゲート１４３から出力される第１
初期状態設定信号ＩＮＴＬ１はハイレベル、そして前記ＮＡＮＤゲート１４５から出力さ
れる第２初期状態設定信号ＩＮＴＬ２はローレベルになる。だから、前記ＮＡＮＤゲート
１３３を通じて出力される信号Ａ３は前記ＮＡＮＤゲート１３２の出力信号と関係なしに
、ハイレベルになり、前記Ｄフリップフロップ１２０はリセットされる。そして、Ｄフリ
ップフロップ１２０から出力される位相差検出信号ＤＯＷＮがローレベルになることによ
って、前記ＮＡＮＤゲート１３２から出力される信号はハイレベルになり、前記ＮＡＮＤ
ゲート１３１はローレベルの信号を出力する。このように、前記フィードバッククロック
信号ＦＢＣＬＫの位相が前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫより遅れ、前記マスタリセッ
ト信号ＲＥＳＥＴＢがローレベルである間、前記位相差検出信号ＵＰはハイレベルに設定
され、位相差検出信号ＤＯＷＮはローレベルに設定される。
【００５７】
続いて、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがハイレベルに活性化されれば、前記イン
バータ１４４の出力はローレベルになり、前記ＮＡＮＤゲート１４３，１４５は各々ハイ
レベルの第１及び第２初期状態設定信号ＩＮＴＬ１，ＩＮＴＬ２を出力する。それによっ
て、前記ＮＡＮＤゲート１３１，１３３は前記ＮＡＮＤゲート１３２の出力信号に依存し
て動作する。初期に、前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが各々ハイレベル及びローレベ
ルに設定されるので、ＮＡＮＤゲート１３２から出力される信号はハイレベルである。し
たがって、ＮＡＮＤゲート１３３から出力される信号Ａ３はハイレベルからローレベルに
変化し、ＮＡＮＤゲート１３１から出力される信号Ａ２はローレベルを維持する。これは
Ｄフリップフロップ１１０，１２０が非リセット状態に動作するようにする。
【００５８】
初期に、前記位相差検出信号ＵＰはハイレベルに設定されているので、前記マスタリセッ
ト信号ＲＥＳＥＴＢが活性化されてから、最初に接する基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫの
ライジングエッジで、前記位相差検出信号ＵＰはハイレベルに維持される。次に、フィー
ドバッククロック信号ＦＢＣＬＫのライジングエッジで前記位相差検出信号ＤＯＷＮはハ
イレベルに活性化される。そして、前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが全部ハイレベル
であれば、前記ＮＡＮＤゲート１３２から出力される信号はローレベルになる。だから、
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ＮＡＮＤゲート１３１はハイレベルの信号Ａ２を出力し、ＮＡＮＤゲート１３２はハイレ
ベルの信号Ａ３を出力する。したがって、前記Ｄフリップフロップ１１０，１２０は各々
リセットされ、それらから出力される位相差検出信号ＤＯＷＮ，ＵＰは全部ローレベルに
変換される。前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが活性化された以後に、基準クロック
信号ＲＥＦＣＬＫの第２ライジングエッジで、前記位相差検出信号ＵＰはハイレベルに活
性化され、フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫのライジングエッジで前記位相差検出
信号ＤＯＷＮがハイレベルに活性化される。そして、二つの位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷ
Ｎが全部活性化されることによって、前記ＮＡＮＤゲート１３１，１３３から出力される
信号Ａ２，Ａ３が全部ハイレベルになり、前記Ｄフリップフロップ１１０，１２０はリセ
ットされ、それらから出力される位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮは全部ローレベルに非活
性化される。
【００５９】
したがって、前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮの位相差に対応する制御電圧Ｖｃが図１
のＶＣＤＬ１０に印加され、ＶＣＤＬ１０は前記制御電圧Ｖｃに対応する時間ほど遅延時
間を短縮する。
【００６０】
図１３は前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が前記基準クロック信号ＲＥ
ＦＣＬＫより遅れる場合において、前記基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫが活性化された後
から、フィードバッククロック信号ＦＢＣＬが活性化される前に前記マスタリセット信号
ＲＥＳＥＴＢが活性化される場合の前記位相検出器１００から出力される信号のタイミン
グ図である。
【００６１】
図９及び図１３を参照すると、先の図１２を参照して説明したように、前記マスタリセッ
ト信号ＲＥＳＥＴＢが非活性状態（すなわち、ローレベル）である間、前記ＮＡＮＤゲー
ト１３１，１３３から出力される信号Ａ２，Ａ３は各々ローレベルとハイレベルに設定さ
れる。したがって、前記Ｄフリップフロップ１２０はリセットされ、ローレベルの位相差
検出信号ＤＯＷＮを出力し、前記Ｄフリップフロップ１１０は基準クロック信号ＲＥＦＣ
ＬＫに同期してハイレベルの位相差検出信号ＵＰを出力する。
【００６２】
前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがハイレベルに活性化されれば、前記インバータ１
４４の出力はローレベルになり、前記ＮＡＮＤゲート１４３，１４５は各々ハイレベルの
第１及び第２初期状態設定信号ＩＮＴＬ１，ＩＮＴＬ２を出力する。それによって、前記
ＮＡＮＤゲート１３１，１３３は前記ＮＡＮＤゲート１３２の出力信号に依存して動作す
る。初期に、前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが各々ハイレベル及びローレベルに設定
されるので、ＮＡＮＤゲート１３２から出力される信号はハイレベルである。したがって
、ＮＡＮＤゲート１３１から出力される信号Ａ２はローレベルを維持し、ＮＡＮＤゲート
１３３から出力される信号Ａ３はローレベルに変化する。それによって、前記Ｄフリップ
フロップ１１０，１２０は全部非リセット状態で動作する。
【００６３】
初期に、前記位相差検出信号ＵＰがハイレベルに設定されているので、前記マスタリセッ
ト信号ＲＥＳＥＴＢが活性化された以後、位相差検出信号ＵＰはハイレベルを維持する。
前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが活性化された以後、フィードバッククロック信号
ＦＢＣＬＫの第１ライジングエッジで前記位相差検出信号ＤＯＷＮはハイレベルに活性化
される。すると、二つの位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが全部活性化されることによって
、前記ＮＡＮＤゲート１３１，１３３から出力される信号Ａ２，Ａ３が全部ハイレベルに
なり、前記Ｄフリップフロップ１１０，１２０は各々リセットされ、それらから出力され
る位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮは全部ローレベルに非活性化される。
【００６４】
続いて、基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫのライジングエッジで、前記位相差検出信号ＵＰ
はハイレベルに活性化され、フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫのライジングエッジ

10

20

30

40

50

(14) JP 3940917 B2 2007.7.4



で、前記位相差検出信号ＤＯＷＮがハイレベルに活性化される。そして、二つの位相差検
出信号ＵＰ，ＤＯＷＮが全部活性化されることによって、前記ＮＡＮＤゲート１３１，１
３３から出力される信号Ａ２，Ａ３が全部ハイレベルになり、前記Ｄフリップフロップ１
１０，１２０はリセットされ、それらから出力される位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮは全
部ローレベルに非活性化される。
【００６５】
したがって、前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮの位相差に対応する制御電圧Ｖｃが図１
のＶＣＤＬ１０に印加され、ＶＣＤＬ１０は前記制御電圧Ｖｃに対応する時間ほど遅延時
間を短縮させる。
【００６６】
上述のように、本発明の位相検出器１００は、基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫがフィード
バッククロック信号ＦＢＣＬＫより先立つ時に、二つのクロック信号ＲＥＦＣＬＫ，ＦＢ
ＣＬＫの位相関係に従って前記位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮを予め設定することによっ
て、マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫとフィードバック
クロック信号ＦＢＣＬＫの周期のうちどのような時点で活性化されても、正しく動作する
。
【００６７】
図１４は本発明の他の実施形態による位相検出器の回路構成を示す図である。図１４を参
照すると、前記位相検出器２００はＤフリップフロップ２１０，２２０とリセット制御ロ
ジック２３０と初期状態設定ロジック２４０とを含む。前記Ｄフリップフロップ２１０，
２２０とリセット制御ロジック２３０は図９に示したＤフリップフロップ１１０，１２０
及びリセット制御ロジック１３０と同一の回路構成を有し、同一に動作する。初期状態設
定ロジック２４０は図９に示した初期状態設定ロジック１４０と同一にＤフリップフロッ
プ２４１、ＮＡＮＤゲート２４３，２４５、及びインバータ２４２，２４４を含む。しか
し、初期状態設定ロジック１４０と異なり、フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫがＤ
フリップフロップ２４１の入力端子Ｄに印加され、基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫがＤフ
リップフロップ２４１のクロック端子ＣＫに印加される。また、ＮＡＮＤゲート２４３か
ら出力される信号は第２初期状態設定信号ＩＮＴＬ２として、ＮＡＮＤゲート２３３の入
力に提供され、ＮＡＮＤゲート２４５から出力される信号は第１初期状態設定信号ＩＮＴ
Ｌ１として、ＮＡＮＤゲート２３１の入力に提供される。重複される説明を避けるために
、図９に示した位相検出器１００と同一に動作する回路構成に対する詳細な説明は省略す
る。
【００６８】
図１４を参照すると、フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準クロック信号
ＲＥＦＣＬＫより先立つ時に、Ｄフリップフロップ２４１から出力される信号Ａ１はハイ
レベルになる。だから、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがローレベルである間、前
記ＮＡＮＤゲート２４３から出力される第２初期状態設定信号ＩＮＴＬ２はハイレベルで
あり、ＮＡＮＤゲート２４５から出力される第１初期状態設定信号ＩＮＴＬ１はローレベ
ルである。したがって、ＮＡＮＤゲート２３１から出力される信号Ａ２はハイレベルにな
り、Ｄフリップフロップ２１０がリセットされ、位相差検出信号ＵＰはローレベルに設定
される。そして、前記位相差検出信号ＵＰがローレベルに設定されることによって、ＮＡ
ＮＤゲート２３２から出力される信号はハイレベルになり、ＮＡＮＤゲート２３３から出
力される信号Ａ３はローレベルになる。したがって、Ｄフリップフロップ２２０はフィー
ドバッククロック信号ＦＢＣＬＫに同期したハイレベルの位相差検出信号ＤＯＷＮを出力
する。
【００６９】
すなわち、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準クロック信号ＦＥＦ
ＣＬＫより先立つ時に、マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがローレベルである間、前記位
相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮは各々ロー及びハイレベルに設定される。したがって、前記
マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがどのような時点で、ハイレベルに活性化されても、前
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記位相検出器２００は正しく動作する。
【００７０】
一方、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準クロック信号ＲＥＦＣＬ
Ｋより遅れる時に、Ｄフリップフロップ２４１から出力される信号Ａ１はローレベルにな
る。だから、前記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがローレベルである間、前記ＮＡＮＤ
ゲート２４３から出力される信号ＩＮＴＬ２はローレベルであり、前記ＮＡＮＤゲート２
４５から出力される信号ＩＮＴＬ１はハイレベルである。したがって、ＮＡＮＤゲート２
３３から出力される信号Ａ３はハイレベルになり、Ｄフリップフロップ２２０がリセット
され、位相差検出信号ＤＯＷＮはローレベルに設定される。そして、位相差検出信号ＤＯ
ＷＮがローレベルに設定されることによって、ＮＡＮＤゲート２３２から出力される信号
はハイレベルになり、ＮＡＮＤゲート２３１はローレベルの信号Ａ２を出力する。したが
って、Ｄフリップフロップ２１０は基準クロック信号ＲＥＦＣＬＫに同期したハイレベル
の位相差検出信号ＵＰを出力する。
【００７１】
したがって、前記フィードバッククロック信号ＦＢＣＬＫの位相が基準クロック信号ＲＥ
ＦＣＬＫより遅れる時に、マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢが非活性状態である間、前記
位相差検出信号ＵＰ，ＤＯＷＮは各々ハイ及びローレベルに設定される。したがって、前
記マスタリセット信号ＲＥＳＥＴＢがどのような時点で、ハイレベルに活性化されても、
前記位相検出器２００は正しく動作する。
【００７２】
例示的な望ましい実施形態を用いて本発明を説明したが、本発明の範囲は、開示された実
施形態に限定されない。むしろ、本発明の範囲には、多様な変形例及びそれと類似な構成
を全部含む。したがって、特許請求の範囲はそのような変形例及びそれと類似な構成を全
部含むものと広く解釈すべきである。
【００７３】
【発明の効果】
以上のように、本発明による位相検出器及び位相差補償方法は、マスタリセット信号が活
性化される前に、基準クロック信号とフィードバッククロック信号との位相関係に従って
位相差検出信号各々の状態を予め設定する（そのために、独立的であり、分離されたリセ
ット信号がフリップフロップ１１０，１２０またはフリップフロップ２１０，２２０に提
供される）。だから、マスタリセット信号がいつ活性化されても、位相検出器は正確に動
作でき、その結果、正確な位相固定動作を実行できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】一般的な遅延固定ループを示す図。
【図２】図１に示した位相検出器の従来の技術による回路構成を示す図。
【図３】図１に示したＤＬＬが安定した状態で動作している間の、図２に示した位相検出
器の動作状態を示すタイミング図。
【図４】図１に示したＤＬＬが安定した状態で動作している間の、図２に示した位相検出
器の動作状態を示すタイミング図。
【図５】図１に示したＤＬＬが非動作状態から動作状態に変化する時の、図２に示した位
相検出器の動作状態を示すタイミング図。
【図６】図１に示したＤＬＬが非動作状態から動作状態に変化する時の、図２に示した位
相検出器の動作状態を示すタイミング図。
【図７】図１に示したＤＬＬが非動作状態から動作状態に変化する時の、図２に示した位
相検出器の動作状態を示すタイミング図。
【図８】図１に示したＤＬＬが非動作状態から動作状態に変化する時の、図２に示した位
相検出器の動作状態を示すタイミング図。
【図９】本発明の望ましい実施形態による位相検出器の構成を示す図。
【図１０】図９に示した本発明の一実施形態による位相検出器が動作する時の、前記位相
検出器の動作状態を示すためのタイミング図。
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【図１１】図９に示した本発明の一実施形態による位相検出器が動作する時の、前記位相
検出器の動作状態を示すためのタイミング図。
【図１２】図９に示した本発明の一実施形態による位相検出器が動作する時の、前記位相
検出器の動作状態を示すためのタイミング図。
【図１３】図９に示した本発明の一実施形態による位相検出器が動作する時の、前記位相
検出器の動作状態を示すためのタイミング図。
【図１４】本発明の他の実施形態による位相検出器の回路構成を示す図。
【符号の説明】
１００，２００　位相検出器
１１０，１２０，２１０，２２０　Ｄフリップフロップ
１３０，２３０　リセット制御ロジック
１３１～１３３，２３１～２３３　ＮＡＮＤゲート
１４０，２４０　初期状態設定ロジック
１４１，２４１　Ｄフリップフロップ
１４２，１４４，２４２，２４４　インバータ
１４３，１４５，２４３，２４５　ＮＡＮＤゲート
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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