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PLL クロックシンセサイザの電源ノイズ除去の 
特性評価 

要約

このアプリケーションノートでは、PLL ベースの
クロックジェネレータに対する電源ノイズ干渉の影響
について考察します。さらに、結果として生じる DJ 
(deterministic jitter：確定的ジッタ)を評価するための
いくつかの測定法について説明します。周波数領域の
スプリアスを測定することでタイミングジッタの挙動を
評価する方法について述べ、その関連性を導きます。
実験室でのベンチテスト結果を用いて手法を比較し、
実際にリファレンスクロックジェネレータの PSNR 
(power-supply noise rejection：電源ノイズ除去)
性能を正確に評価する方法について説明します。  

索引用語 

DJ (deterministic jitter：確定的ジッタ)、TIE (time 
interval error：時間間隔誤差)、PLL (phase locked 
loop：位相ロックループ )、PSNR (power-supply 
noise rejection ：電源ノイズ除去 )、PSI (power 
supply interference：電源干渉 )、SJ (sinusoidal 
jitter：正弦波ジッタ) 

1. はじめに 

低ジッタのクロック生成は、ネットワーク機器のコア

となるタイミング要素です。帯域幅に対する要求が

高まるにつれてシリアルリンクのレートが増大し続け

るため、タイミングジッタがデータビット期間のかなり

の割合を占めるようになっています。システム全体の

ジッタ量はランダムジッタと DJ の 2 つに分類すること

ができます。クロックジェネレータによるランダムジッタ

の寄与率は確定しており、所定のビットエラー率の

スレッショルドの場合のピークトゥピークの値に変換

することができます。しかし、周期的な PSI によって

生じる DJ は、オンボードのスイッチング電源や、さら

には ASIC 内部に高速ディジタルスイッチング回路が

存在するため、多くの場合、システム設計の重要な

問題になっています。  

一方でシステム設計の複雑さは劇的に増大しています。

物理層のトランシーバ、バックプレーントランシーバ、

ASIC、およびネットワークプロセッサを駆動するため、

ほとんどの場合、異なる周波数の低ノイズリファレンス

クロックソースが同じ基板上で必要になります。複数

の 3 次高調波水晶発振器とその後にクロック分配 IC
を使用するという典型的な設計はコストが高くつきます。

PLL ベースのクロックシンセサイザは、そのジッタ性能、

低コスト、高い柔軟性、およびネットワーク動作の

同期化機能によって魅力的なソリューションとなります。 

このアプリケーションノートでは、PLL クロックジェネ

レータの PSNR 特性を考察し、実際にクロックジェネ

レータの PSNR 性能の特性を評価するさまざまな方法

について説明します。結果として、位相ノイズアナライザ

を使用した位相スプリアス測定法を提案します。これは、

電力線干渉を周期的に挿入したときのクロックソース

の DJ を評価するための正確で便利な方法です。 

2. システム環境の電源ノイズ 

ほとんどのクロック発振器は、理想的でクリーンな

電源を使用して、ジッタと位相ノイズを規定しています。

ただし、実際のシステム環境では、以下の理由から、

電源は広帯域の干渉を受けます。 

• オンボードのスイッチング電源は、通常、

50kHz～5MHz の周波数範囲において、

スイッチング電源のリピートレートでトーンと

高調波が発生します。 

• ASIC 内部の高密度のディジタル回路は、高

スルーレートでダイナミックスイッチング電流を

消費します。この種の同時スイッチング電流は、

配電網の LP (parasitic inductance：寄生

インダクタンス)と相互に作用する可能性があり、

結果として、瞬間的な電源電圧の変動

tip ddLV /×=Δ が生じます。ディジタルス

イッチング回路で生じたノイズエネルギーは、

10MHz から最大 1GHz までの周波数範囲

を占める可能性があります。 
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図 1 は、電源電圧のリップルが、スイッチング電源

または ASIC 内部の高スルーレートのスイッチング

電流のいずれかによって、配電網を通じてどのように

生成されるのかを示しています。 
 

 

 

 

 

図 1. 電源と IC 間の接続 

システム基板上の電源ノイズをより良く把握するため、

Enterprise スイッチカード上の 125MHz 3 次高調波

水晶発振器の出力端をじかに測定しました。測定した

位相ノイズスペクトルおよび TIE をそれぞれ図 2 と

図 3 に示します。 
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図 2. 3 次高調波水晶発振器の出力端での位相ノイズ 
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図 3. 3 次高調波水晶発振器の出力端で測定した TIE 

 

以下の第 3 項で、PLL ベースのクロックジェネレータ

の基本的な PSNR 特性を考察します。第 4 項および

5 項では、周波数領域で取得した測定値からタイミング

ジッタを抽出する方法について説明します。第 6 項で

はこれらの手法を適用します。第 6 項では、実験室

のベンチテストを使用して数種類の測定手順を比較

します。第 7 項ではテスト結果を集計し、最後に好ま

しい手法の利点を述べます。 
 

3. PLL クロックジェネレータの PSNR 特性 

一般的な PLL クロックジェネレータを図 4 に示します。  
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図 4. PLL クロックジェネレータ 

 
図 4 では、電力線に現れる信号またはノイズが、

浮遊容量またはバイアス回路を介して、誤って能動

回路に結合される可能性があります。ただし、一部の

機能ブロックは、電源ノイズ/位相ジッタ間の変換に

対してより脆弱です。出力周波数は制御電圧 VC、 

VCOCVCO KVf =∂∂ / 、およびその電源電圧の変動、

VN、 NNVCO KVf =∂∂ / の 1 次関数であるため、

VCO (voltage-controlled oscillator：電圧制御発振器)
は最も重要な構成要素の 1 つになります。ここで KN

は通常、LDO (low-dropout linear regulator：低

ドロップアウトリニアレギュレータ)を内蔵することで

最小化されます。LDO は、オンチップ VCO 用の電源

電圧に安定性と個別性をもたせることができます。 

さらに、出力ドライバもクロックジェネレータの PSNR
性能に影響を与える可能性があります。通常、

LVPECL、LVDS、CML、または HCSL などの差動

出力は、よく知られた高いコモンモード除去という

特性によって、本質的に電源変動に影響されません。

しかし、シングルエンドの LVCMOS/LVTTL 出力は、

閾値判定において振幅/位相間の変換による PSNR
の品質の低下が起こる可能性があります。さらに、

シングルエンド出力の高速スイッチングによって電源

レールからの電流をシンク/ソースするさまざまな必要性

が生じる可能性があります。この動作が、パッケージ

内の寄生インダクタンスと相互に作用すると、さらに

電源の過渡応答を引き起こします。 
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PLL の PSNR 特性を解析するためには、出力ドライバ

に対する PSI の影響を無視します。図 5 は PLL の

位相モデルを示しています。電源ノイズの VN は

PLL/VCO に注入されるものと想定し、分周比の M と

N は 1 に設定しています。 
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図 5. PLL の位相モデル 
 
VN(s)からφo(s)への PLL 閉ループ伝達関数は、次

式で与えられます。 
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一般的な 2 次 PLL については、以下のとおりです。 
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ここで、ω3dB は PLL の 3dB の帯域幅で、ωz は PLL
のゼロ周波数、および ωz << ω3dBとなります。 
 
式(3)は、PLL クロックジェネレータにおいて電源の

周期的な干渉は、干渉周波数が PLL の 3dB の帯域

幅よりも大きいときに 20dB/decade だけ除去される

ことを示しています。電源の干渉周波数が ωzと ω3dB

の間の場合、出力クロック位相は、以下に示すとおり、

電源干渉の振幅に伴って変化します。 
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例として、図 6 は、PLL の 3dB の帯域幅をそれぞれ

ω3dB_1と ω3dB_2に設定したときの PLL の PSNR 特性

を示しています。 
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図 6. 一般的な PLL の PSNR 特性 

 
4. 電力スペクトルのスプリアスから DJ への変換 
 
シングルトーンの正弦波信号 fM を PLL の電源に

加えると、狭帯域の位相変調がクロック出力端に

生成されます。これは一般的に、フーリエ級数を使用

して次のように表されます。 
 

])cos[()()( ∑
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n

n
mono tnJvtv ωωβ  (5) 

 
ここで、β は最大位相偏移を表す変調指数です。

変調指数が小さい場合(β << 1)、ベッセル関数は、

次のように近似することができます。 
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ここで、n = 0 は搬送波そのものを表します。n = ±1
のとき、位相変調信号は、次式で与えられます。 
 

])(2cos[
2

)( tffvtv moo ⋅±⋅⋅⋅= πβ
  (7) 

 
式(8)は、両側波帯の電力スペクトル Sv(f)を測定する

とき、変数 x が fO での搬送波と fM での基本的な

側波帯のトーンとの間のレベルの違いを表すとすると、

次のようになることを示しています。 
 

)2/log(20 β⋅=x    [dBc]  (8) 
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β がラジアン単位の最大位相偏移であるため、この

小さな指数 PM によって生じるピークトゥピークの DJ は、

次式で導くことができます。 
 

12
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⋅

⋅
⋅
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o

x

π
 [psP-P]            (9) 

 
上記の解析は、fM におけるトーンに貢献する振幅変調

がないことを前提にしています。実際には、振幅変調

と位相変調の両方が生成されるため、この手法の

精度は低下します。 
 
5. 位相ノイズスペクトルのスプリアスから DJへの変換 
 
電力スペクトル SV(f)の測定時に振幅変調の影響を

避けるため、シングルトーンの正弦波干渉を電源に

加えると同時に位相ノイズスペクトルのスプリアスを

測定することで代わりに DJ を計算することができます。

変数 y (dBc)が周波数オフセット fMにて測定した単側

波帯の位相スプリアス電力を表すとすると、結果とし

て生じる位相偏移 Δφ (radRMS)は、次式で導くことが

できます。 
  

3)log(10 2 −Δ⋅= φy      [dBc]            (10) 
 

20102
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上記の解析の単側波帯の位相スペクトルは、両側

波帯スペクトルを折り返したものではないことに留意する

必要があります。これが式(10)の成分 3dB の理由です。

図 7 は、式(13)で与えられる DJ と位相スプリアス

電力の間の関係を示しています。 
 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

-80-75-70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20

 Phase Spurious Power (dBc)

D
et

er
m

in
ist

ic
 J

itt
er

 (m
U

Ip
-p

)

図 7. DJ 対 位相スプリアス電力 

例として図 8 は、50mVP-P の正弦波信号をじかに

VCC ピンに加えて変調周波数を 20kHz～5MHz に

掃引したときに、156.25MHz の出力端にて測定した

MAX3624 低ジッタクロックジェネレータの位相スプリ

アス電力を示しています。式(13)を使用して対応する

DJ を計算し、図 9 に示します。 
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6. PSNR の測定手法 
 
PLL の PSNR 特性を基本的に理解した上で、PSI を
挿入したときのクロックソースの DJ を測定する方法

を考察します。再び MAX3624 をデバイスの例として

使用します。図 10 で示す測定のセットアップは、関数

発生器を使用して正弦波信号を MAX3624 の

EV(評価)ボードの電源に挿入します。シングルトーン

干渉の振幅は、IC に近接する VCC ピンでじかに測定

します。リミティングアンプ MAX3272 を使用して振幅

変調を取り除き、その後のバランで、差動出力をシン

グルエンド信号に変換し、別のテスト機器を駆動する

ことができるようにします。 
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図 10. PSNR 測定のセットアップ 
 
さまざまなテストの結果を比較するために、測定は

すべて以下の条件で実施しました。 
• クロック出力周波数：fO = 125MHz 
• 正弦波の変調周波数：fM = 100kHz 
• 正弦波信号の振幅：80mVP-P 

 
6.1. 電力スペクトルの測定 
 
電力スペクトルアナライザで観測すると、狭帯域の

位相変調が搬送波の周りの 2 つの側波帯として現れ

ます。図 11 は、Agilent® E5052 のスペクトル監視

機能を使用して見た場合です。搬送波の振幅を基準

としたとき、測定した最初の側波帯の振幅は 53.1dBc
であり、図 11 に従えば、11.2psP-P の DJ になります。 
 

 

図 11. 測定した電力スペクトル 

6.2. SSB の位相スプリアスの測定 
 
位相ノイズアナライザ上では、PSI は搬送波に対する

スプリアス位相として現れます。測定した位相ノイズ

スペクトルを図 12 にプロットしています。位相スプリ

アス電力は 100kHz で-53.9dBc であり、これは、

式(13)を使用すると、10.2psP-Pの DJ になります。  
 

 

図 12. 測定した SSB (単側波帯)の位相ノイズとスプ
リアス 
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6.3. 位相復調の測定 
 
Agilent E5052 の信号アナライザを使用して、

100kHz にて位相復調した正弦波信号をじかに測定

します。これは、図 13 に示すとおり、理想の位置から

の最大位相偏移を示します。ピークトゥピークの位相

偏移は 0.47 度であり、125MHz 出力において

10.5psP-Pになります。 

 

図 13. MAX3624 の位相分解信号 

 
6.4. リアルタイムスコープの測定 
 
時間領域の測定で、PSI によって生じた DJ は、TIE
ヒストグラムを測定することによって得ることができます。

シングルトーンの干渉を PLL に挿入すると、リアル

タイムスコープにクロック出力の TIE 分布が正弦波の

確率密度関数 (PDF)として現れます。dual-Dirac
モデル 1を使用し、TIE ヒストグラムの 2つのガウス分布

の平均値間のピーク距離を測定することで、DJ を

概算することができます。図 14 は、リアルタイムス

コープの Agilent Infiniium DSO81304A (40Gsps)
を使用して測定した TIE ヒストグラムを示しています。

測定したピーク分離は、上記のテスト条件で 9.4ps です。 
 

 

図 14. 測定した TIE ヒストグラム  

リアルタイムスコープのメモリ深度が、PLL 電源に

加えることのできる正弦波の低変調周波数を制限する

場合があることに留意する必要があります。たとえば、

テスト機器が 2.0Mpts のメモリ深度である場合に

サンプルレートを 40Gsps に設定すると、ジッタ周波数

の成分は最小 20kHz までしか取り込むことができま

せん。 
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6.5. サンプリングスコープの測定 
 
サンプリングスコープを使用するときは、テスト中に

クロックジッタを解析するために同期トリガ信号が

必要になります。TIE の測定では、2 つのトリガ方法

を使用することができます。  
 
1 つ目は、低ジッタのリファレンスクロックを PLL クロック

ジェネレータの入力に加えて、サンプリングスコープ

のトリガと同じクロックソースを使用することです。

図 15 は、測定した TIE ヒストグラムであり、9.2ps の

ピーク間隔を示しています。 

 

図 15. REF_IN によってトリガされた TIE ヒストグラム 

 
リファレンスクロックを用いたトリガには、次の利点が

あります。すなわち、測定した TIE ヒストグラムのピーク

分離は、トリガ位置からの水平時間遅延に依存しま

せん。ただし、測定した TIE ヒストグラムは、クロック

ジッタをトリガすることによって影響を受けます。この

ため、テスト中のクロックジェネレータデバイスよりも

はるかに少ないジッタでクロックソースを使用すること

が重要です。 
 
別の手法として、自己トリガを使用してクロックジッタ

のトリガによる影響をなくす方法があります。このケース

では、電力分配器を使用してテスト中のクロックジェネ

レータの出力を 2 つの同じ信号に分けています。

一方の信号はサンプリングスコープのデータ入力に

加え、他方の信号はトリガ入力に加えます。トリガ

信号には、テスト信号と同じ DJ が含まれるため、ヒスト

グラムのピーク分離は、スコープのメインタイムベース

の水平位置を正弦波の変調周波数の 1 周期全体に

わたって掃引したときに変動します。変調信号の 1/2
周期の水平位置における TIE ヒストグラムのピーク

分離は、テスト信号の DJ の 2 倍になります。図 16 は、

水平時間遅延を 5μs に設定したときに測定した

MAX3624 の TIE ヒストグラムを示しています。概算

の TIE ピーク分離は 19ps であり、9.5psP-Pの確定的

ジッタと良い一致となります。 
 

 
図 16. TIE ヒストグラム(自己トリガ、Td = 5μs) 

 
図 17 は、トリガポイントからの異なる水平時間遅延

にて測定した TIE ヒストグラムのピーク間隔を示して

います。比較のため、リファレンスクロック入力でサンプ

リングスコープをトリガしたときの TIE の結果も示して

います。 
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図 17. TIE ヒストグラムのピーク間隔 対 トリガポイント
からの時間遅延 
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7. まとめ 
 
表 I は、MAX3624 の 125MHz クロック出力において

測定した DJ を一覧で示しています。データは考察

したさまざまな方法を反映しています。  
表 I. DJ の比較 
(電源に対して 80mVP-P、100kHz の正弦波信号) 

Measurement Methods DJ(psP-P) 

Power-spectrum measurement 11.2 

SSB phase spurious measurement 10.3 

Phase decomposition measurement 10.5 

Agilent 40Gsps real-time scope 9.4 

Tektronix® CSA8000 (reference 
triggered) 

9.2 

Tektronix CSA8000 (self-triggered) 9.5 

 
TIE ヒストグラムから dual-Dirac モデルの外挿を

使用して測定した DJは、周波数領域のスペクトル解析

で得られる DJ よりもわずかに小さいことに留意する

必要があります。この違いは、ガウス分布のランダム

ジッタ成分を持つ SJ PDF の畳み込みによって生じ

ます 1｡このため、dual-Dirac モデルから抽出した DJ
は単なる概算になります。この DJ は、ランダムジッタ

の標準偏差がジッタヒストグラムの 2 つのピーク分離

間の距離よりもはるかに小さいときにのみ利用して

ください。 

8. 結論 

例で使用した比較的大きな干渉については、十分に

相関性のある結果が得られます。干渉レベルがラン

ダムジッタに対して低下した場合は、時間領域の方法は

正確性を欠くようになります。さらに、クロック信号が

振幅変調によって損なわれた場合、電力スペクトル

アナライザを使用する測定は信頼性のないものに

なります。このため、ここに示したすべての方法の中

でも、位相ノイズアナライザを使用する位相スプリアス

の電力測定がクロックジェネレータの PSNR の特性を

評価する最も正確で便利な方法といえます。位相ノイズ

スペクトルに現れる他のスプリアス出力によって生じ

た DJ の評価においても同じ方法を拡張して使用する

ことが適切といえます。  

9. 参考文献 

1 Agilent のホワイトペーパー｢Jitter Analysis: the 
dual-Dirac Model, RJ/DJ, and Q-Scale｣ 

Agilent は Agilent Technologies, Inc.の登録商標です。 
Tektronix は Tektronix, Inc.の登録商標です。 
このアプリケーションノートは、｢Electronic Design｣誌
によって 2009 年 3 月 27 日付けのウェブサイトに

掲載された記事の詳細版です。 
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