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背景：発振器における干渉ノイズ

• 発振器出力におけるノイズの影響
“干渉ノイズ”の実例

同じ発振回路でも，少しでも条件が変わると著しい性能劣化が起こる場合がある。
上に示すように，あるPLL回路において参照クロック周波数が1％でもずれると
ジッタ値が全く変わってしまう場合がある。

→ 従来のPLL回路のモデルでは、このような現象を説明できない
→ アナログ回路は難しい・つくりこみが必須

★経験則(実績のある回路は変えない) ★安全策（とにかく分離す
るetc.)

REFCLK=74MHz REFCLK=75MHz

メカニズムを明らかにし、適切・的確な対処法・改善法
を見出す
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• 発振器の干渉ノイズで引き起こされる現象
–大規模LSIノイズ回り込み (O. E. Eliezer, et al., J. S. S. C. 2009)

• 出力 アンプの回り込みノイズ → ジッタ増加

• 入力‐出力位相調整により緩和

– レーン間干渉によるジッタ耐性劣化
(T. Shibasaki, et al., ISSCC2015)

• 隣接レーンの電磁ノイズ → 干渉ノイズの影響

• PLLループ帯域の最適化により解消

–入力回路のノイズ注入 (T. Yoshimura, et al., TCAS-I. 2006)

• 入力回路からPLL LPFへのカップリング → ジッタ増加

従来の事例：干渉ノイズによる不具合

干渉ノイズ： 発振器と相関のあるノイズ(cf. ランダムノイズ)

(チップ内いたるところ、様々な経路で生じうる)
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従来の事例：電源・基板ノイズの特徴
• 電源・基板を介したノイズの伝搬
デジタル回路の動作に伴う充放電で電源・基板ノイズ発生

→ オンチップ測定結果により、高周波成分を含むことが分かる

(M. Nagata, et al. J. S. S. C. 2001, M. Nagata, et al. J. S. S. C. 2005)

• 電源ライン・基板モデルによる信号伝搬解析

電源ライン・基板の分割モデルによるノイズ伝達特性

(隣接する電源間カップリングモデル) (電源間カップリング伝達特性)

ノイズの性質&電源カップリングの性質により
高周波ノイズも重要
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術の問題点であった干渉ノイズによる
発振器の不具合の原因を解明することに成功
した。(今までは有効な解析手法がなかった)

• 発振器のノイズに対する応答を簡単な回路シ
ミュレーションから導出することを可能とした。

• 本技術を応用して，
①干渉ノイズを抑える回路手法の提案

②干渉ノイズ解析を使った高性能PLL回路の提案
が可能となった。
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新提案の発振器ノイズ応答解析手法
• ノイズ応答関数の定義と導出
シミュレーションによるノイズ感度関数の導出

一般的なシミュレーションツールで導出可能

SPICEベース回路シミュレータによりノイズ応答特性を導出

(導出手順)
発振回路に周波数(f0)整数倍＋オ
フセット(Df)のノイズ印加
発振出力の位相誤差をサイクル
ごとにプロット

位相誤差を印加ノイズの位相差を
軸としてプロット

位相誤差振幅およびシフト値から
パラメータ計算

(T. Yoshimura and T. Kihara, AICSP, 2015)
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発振器ノイズ応答解析の実証
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• 発振器の位相ノイズ応答測定
LC-tank VCO内蔵PLL回路への高調波電源ノイズ印加

◆テストチップ構成
0.18µm CMOS Logicプロセス
100MHz LC-tank PLL

◆実験内容
高調波ノイズを電源に印加
(PLL帯域内のオフセット周波数)

出力のスプリアスノイズを測定
ノイズ感度を高調波次数で比較

LC-tank VCOの偶数次高調波ノイズ感度：Simと実測で確認

偶数次数が比較大きい
Simと実測の傾向一致



8

干渉ノイズ解析の応用(1)：動作モデル
• 2つの発振器(PLL回路)間の同期の種類

メソ同期(メソクロナス)
２つの発振器(もしくは各々個別のクロックを用いた同期
システム)の周波数が同じで、位相差が任意である関係

プレシオ同期(プレシオクロナス)
２つの同期システムの周波数がほぼ同じで、位相差が
時間に伴って変動する関係

メソ同期とプレシオ同期で、干渉による位相ノイズ増大の
現象に違いあり

今回，より重要なメソ同期のモデル化を検討



9

干渉ノイズ解析の応用(1)：動作モデル
• メソ同期における発振器干渉ノイズモデル

(S. Shimizu, et al., ICECS, 2014)

発振器ノイズモデル：比較的単純な線形モデルで構築可能

外部環境(VGライン)モデル

発振器ノイズ感度関数モデル

位相シフト(印加タイミング)の
正弦関数が重要
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干渉ノイズ解析の応用(1)：動作モデル
• PLL回路の回り込みノイズモデル

– 自己位相出力による干渉ノイズによる影響

• 自己干渉ノイズ応答： PLLループ帯域内ピークゲイン
‒ 印加する位相(タイミング)によって特性が著しく変化
‒ 正帰還・負帰還によって伝達特性が質的に異なる

(モデル図) (伝達特性)

PLL回路の回り込みノイズの影響を初めて解明
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干渉ノイズ解析の応用(1)：動作モデル
• なぜ回り込みノイズでこんなことが起こるのか？

– ポイント：回り込みノイズ(自己干渉)の“正帰還”・“負帰還”

(発振器の干渉モデル)

(概念図)

out

n_Vc

Ck_VcHn_Vc_k

Phase shiftNoise sensitivity

自己干渉ノイズ

1/ssin( nk_Vc- k)

KVCO/s

Integrator
2

PLLフィードバック制御

REFCLK
(参照クロック)

FBCLK
(フィードバッククロック)

チップ内の干渉ノイズ経路

PLL

or

位相シフトの正弦関数の符号によって,印加
ノイズが正帰還もしくは負帰還の働きをする

自己干渉ノイズとPLL制御の正・負帰還
‒ ノイズ印加タイミングにより相殺 or 強めあう場合あり
‒ 印加タイミング：発振周期の半周期で正・負帰還の切替え

高調波ノイズの場合：Tcyc/Nの半周期 (N：高調波次数)
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干渉ノイズ解析の応用(1)：モデル検証
• 自己干渉ノイズモデルの検証

– テストチップによる自己干渉ノイズ測定

• 発振器出力をMiM容量を介して発振器のアナログ端子に印加
→ 人工的に干渉ノイズの環境をつくりだし，モデル検証

(ブロック図) (チップレイアウト図)
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干渉ノイズ解析の応用(1)：モデル検証
• 自己干渉ノイズモデルの検証

– 自己干渉ノイズによるジッタ・位相ノイズ測定

• PLLループ帯域内での位相ノイズ増加
• ノイズ印加タイミングの1サイクル変化でジッタ増減

(ジッタ値：最小) (ジッタ値：最大)

ノイズ印加タイミング変更時の発振周波数
近傍のスペクトル変化

(印加ノイズ遅延とジッタ生成)
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• 自己インジェクションVCO搭載PLL回路
– 提案回路概要

干渉ノイズ解析の応用(2)：新回路提案

• インジェクションと出力波形の
位相差を検出し，最適に調整

• サブハーモニックにも対応可能

• (サブハーモニックの時)適切な
パルス幅に調整可能

• インジェクション強度を調整

※自己注入のタイミング・調
整のアイデアは提案の干
渉ノイズ解析手法を反映

(特願2015-178499 2015年9月10日)
干渉ノイズ低減用新規回路
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干渉ノイズ解析の応用(2)：新回路提案
• 自己インジェクションVCO搭載PLL回路

– 自己インジェクション線形モデルと動作シミュレーション

(動作モデルブロック図) (入出力伝達特性)

自己インジェクション部

PLL制御部

入力位相 出力位相

新規回路導入により干渉ノイズの影響を抑制

→damping-factorが小さく（～1未満）ピークゲインが
生じる場合，自己インジェクション追加で抑制される
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干渉ノイズ解析の応用(2)：新回路提案
• テストチップによる自己インジェクション評価

– 自己インジェクションの有無によるジッタ比較

RMSジッタは通常PLL(インジェクション無)に対して約66%
自己インジェクションがPLLによる抑制効果を強化

・通常PLLモード
(f=2.8GHz)

・Self-injection PLLモード
(f=2.8GHz DELAY:負帰還, PULSE幅：1.5Tcyc)

RMS jitter
= 11.28ps

RMS jitter
= 7.389ps
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干渉ノイズ解析の応用(3)：PLL高性能化
• PLL回路の高性能化の提案

– 干渉ノイズのモデルをインジェクションPLL回路の動作
解析に応用 (N. Fujii, et al., NEWCAS, 2016)

通常のPLL回路に対して，参照クロック・インジェクションに
よりPLL帯域改善・ノイズ耐性強化を確認

in KPD

PFD+CP Loop Filter

KLF(s) KVCO/s
VCO

+
- out

n

1/N

wL 1/scos(b - Na)

Injection-locked VCO model

+

+
-

(動作モデルブロック図)
(入出力伝達特性)

参照クロックのインジェクションの効果を提案の
干渉ノイズモデルを用いてモデル化
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干渉ノイズ解析の応用(3)：PLL高性能化
• PLL回路の高性能化検証

– インジェクションPLL回路ジッタ評価
◆テストチップ構成

16逓倍PLL回路＋サブハーモニックインジェクション
出力クロック周波数: 2.4GHz ～ 3.0GHz

(テストチップ写真)

インジェクション無し インジェクションあり

RMS [ps] 4.32 3.28

Pk-Pk [ps] 25 19

◆出力クロックジッタ測定結果

(LC-tank発振器)

インジェクション無し インジェクションあり

RMS [ps] 4.04 3.53

Pk-Pk [ps] 23 22

(リング型発振器)

通常のPLL回路に対してインジェクション印加によるジッタ
改善を確認
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干渉ノイズ解析の応用(3)：PLL高性能化
• PLL回路の高性能化検証

– インジェクションPLL回路帯域改善

(LC-tank発振器PLL伝達特性)

通常のPLL回路に対してインジェクション印加による帯域
の増加(最大60％)を確認

(リング型発振器PLL伝達特性)

モデルを実証
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想定される用途

• 発振器や帰還回路の発振が問題となるすべての電子
機器の検証に，本提案の解析手法が適用可能。

– 携帯端末などの電子デバイスのノイズ解析
– 大規模集積回路のPLL回路のノイズ解析
– RF回路やセンサー回路のノイズ回り込みの影響解析

• 提案手法を適用した高性能PLL回路による高速イン
ターフェースの実現。

– 高速シリアルインターフェースへの適用

• その他，基板の干渉ノイズ解析およびノイズ耐力強化
に対する提案。
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実用化に向けた課題

• 現在，干渉ノイズ検証については，人工的なノイズ環
境のテストチップによる測定および理論との比較まで
開発済み。ただし，①実使用環境での干渉ノイズへ
の対応②ノイズ伝達特性も含めた定量的な理論と測
定との比較③より複雑なノイズ環境(例えば相互干
渉)への適用，について更に知見を深める必要あり。

• 干渉ノイズ解析を応用した新規回路については，あ
る程度の効果は確認しているものの，実用的なター
ゲットをより明確にした回路の設計・開発を進めてい
く必要あり。
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企業への期待

• 本提案のノイズ解析手法の有効性を，実際の
事例に適用することで示したいと考えている。

• 本提案でテーマとしている干渉ノイズ解析に
興味のある企業との共同研究を希望。

• 特に電子回路基板のノイズ解析を行っている
企業，高速インターフェースを設計・開発して
いる企業については，本提案手法・回路が有
用だと考えられる。
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