JP 3821316 B2 2006.9.13

(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
演算されるべきデータが低速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的
に記憶された演算されるべきデータが高速のクロックで読み出される第１の記憶手段であ
って、所定の順番で入力され記憶されたデータが、前記所定の順番に対するディジット逆
順に出力される第１の記憶手段と、
前記第１の記憶手段からのディジット逆順に出力されたデータまたは演算途中のデータ
が記憶される第２の記憶手段と、
前記第２の記憶手段から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読み出し、
それらのデータに対してバタフライ演算を行い、前記第２の記憶手段の前記Ｎ個のデータ
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を読み出したアドレスに前記Ｎ個の演算結果をそれぞれ記憶させる演算手段と、
前記演算手段により演算されたデータが高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶さ
れ、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出される第３の記憶手段と
を備えることを特徴とする演算装置。
【請求項２】
演算されるべきデータが低速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的
に記憶された演算されるべきデータが高速のクロックで読み出される第１の記憶手段であ
って、所定の順番で入力され記憶されたデータが、前記所定の順番に対するディジット逆
順に出力される第１の記憶手段と、
演算途中のデータが記憶される第２の記憶手段と、
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前記第１の記憶手段または前記第２の記憶手段から、所定の基数に対応するＮ個の演算
されるデータを読み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、前記第２の記
憶手段の前記Ｎ個のデータを読み出したアドレスに前記Ｎ個の演算結果をそれぞれ記憶さ
せる演算手段と、
前記演算手段により演算されたデータが高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶さ
れ、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出される第３の記憶手段と
を備えることを特徴とする演算装置。
【請求項３】
前記演算手段は、時間間引き型アルゴリズムで、バタフライ演算を行う
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の演算装置。

10

【請求項４】
前記第１の記憶手段は、演算される所定の数の前記Ｎ個のデータの組を、前記所定の順
番における順番の小さいデータを含む前記Ｎ個のデータの組から順次、前記演算手段に対
して出力する
ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の演算装置。
【請求項５】
第１の記憶部において、演算されるべきデータが低速のクロックで書き込まれて一時的
に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロックで読み出さ
れ、所定の順番で入力され記憶されたデータが、前記所定の順番に対するディジット逆順
に出力され、
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第２の記憶部において、前記第１の記憶部からのディジット逆順に出力されたデータま
たは演算途中のデータが記憶され、
演算部において、前記第２の記憶部から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデー
タを読み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、前記第２の記憶部の前記
Ｎ個のデータを読み出したアドレスに前記Ｎ個の演算結果をそれぞれ記憶させ、
第３の記憶部において、前記演算部により演算されたデータが高速のクロックで書き込
まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出され
る
ステップを含むことを特徴とする演算方法。
【請求項６】
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第１の記憶部において、演算されるべきデータが低速のクロックで書き込まれて一時的
に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロックで読み出さ
れ、所定の順番で入力され記憶されたデータが、前記所定の順番に対するディジット逆順
に出力され、
第２の記憶部において、演算途中のデータが記憶され、
演算部において、前記第１の記憶部または前記第２の記憶部から、所定の基数に対応す
るＮ個の演算されるデータを読み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、
前記第２の記憶部の前記Ｎ個のデータを読み出したアドレスに前記Ｎ個の演算結果をそれ
ぞれ記憶させ、
第３の記憶部において、前記演算部により演算されたデータが高速のクロックで書き込
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まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出され
る
をステップを含むことを特徴とする演算方法。
【請求項７】
演算されるべきデータが低速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的
に記憶された演算されるべきデータが高速のクロックで読み出される第１の記憶手段と、
前記第１の記憶手段から出力されたデータまたは演算途中のデータが記憶される第２の
記憶手段と、
前記第２の記憶手段から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読み出し、
それらのデータに対してバタフライ演算を行い、前記第２の記憶手段の前記Ｎ個のデータ

50

(3)

JP 3821316 B2 2006.9.13

を読み出したアドレスに前記Ｎ個の演算結果をそれぞれ記憶させる演算手段と、
前記演算手段により演算されたデータが高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶さ
れ、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出される第３の記憶手段であ
って、前記第２の記憶手段から入力された前記演算結果がディジット逆順に記憶される第
３の記憶手段と
を備えることを特徴とする演算装置。
【請求項８】
演算されるべきデータが低速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的
に記憶された演算されるべきデータが高速のクロックで読み出される第１の記憶手段と、
演算途中のデータが記憶される第２の記憶手段と、
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前記第１の記憶手段または前記第２の記憶手段から、所定の基数に対応するＮ個の演算
されるデータを読み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、前記第２の記
憶手段の前記Ｎ個のデータを読み出したアドレスに前記Ｎ個の演算結果をそれぞれ記憶さ
せる演算手段と、
前記演算手段により演算されたデータが高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶さ
れ、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出される第３の記憶手段であ
って、前記演算手段から入力された前記演算結果がディジット逆順に記憶される第３の記
憶手段と
を備えることを特徴とする演算装置。
【請求項９】
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前記演算手段は、周波数間引き型アルゴリズムで、バタフライ演算を行う
ことを特徴とする請求項７または請求項８に記載の演算装置。
【請求項１０】
前記第３の記憶手段は、所定の数の前記Ｎ個の演算結果の組を、前記ディジット逆順に
おける順番の小さいデータを含む前記Ｎ個の演算結果の組から順次記憶する
ことを特徴とする請求項７または請求項８に記載の演算装置。
【請求項１１】
第１の記憶部において、演算されるべきデータが低速のクロックで書き込まれて一時的
に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロックで読み出さ
れ、
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第２の記憶部において、前記第１の記憶部から出力されたデータまたは演算途中のデー
タが記憶され、
演算部において、前記第２の記憶部から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデー
タを読み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、前記第２の記憶部の前記
Ｎ個のデータを読み出したアドレスに前記Ｎ個の演算結果をそれぞれ記憶させ、
第３の記憶部において、前記演算部により演算されたデータが高速のクロックで書き込
まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出され
、前記第２の記憶部から入力された前記演算結果がディジット逆順に記憶される
ステップを含むことを特徴とする演算方法。
【請求項１２】
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第１の記憶部において、演算されるべきデータが低速のクロックで書き込まれて一時的
に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロックで読み出さ
れ、
第２の記憶部において、演算途中のデータが記憶され、
演算部において、前記第１の記憶部または前記第２の記憶部から、所定の基数に対応す
るＮ個の演算されるデータを読み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、
前記第２の記憶部の前記Ｎ個のデータを読み出したアドレスに前記Ｎ個の演算結果をそれ
ぞれ記憶させ、
第３の記憶部において、前記演算部により演算されたデータが高速のクロックで書き込
まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出され
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、前記演算部から入力された前記演算結果がディジット逆順に記憶される
ステップを含むことを特徴とする演算方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、演算装置および方法に関し、特に、所定の順番で入力されたデータを、所定の
順番に対するディジット逆順に並べ換えた後、バタフライ演算を行う、あるいは、バタフ
ライ演算を行った後に、演算結果をディジット逆順に並べ換える演算装置および方法に関
する。
【０００２】
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【従来の技術】
最近、放送技術においてもデジタル化が普及しつつある。図１８は、オーディオ信号をデ
ジ タ ル 化 し て 放 送 す る デ ジ タ ル ラ ジ オ 放 送 の １ つ で あ る Ｄ Ａ Ｂ （ Digital Audio Broadcas
ting） の 受 信 装 置 の 構 成 例 を 示 し て い る 。
【０００３】
チューナ９２は、アンテナ９１を介して受信した信号から、所定の放送局（チャンネル）
の信号を選択し、その信号をＡ／Ｄ変換器９３に出力する。Ａ／Ｄ変換器９３は、供給さ
れた信号をＡ／Ｄ変換し、変換後のデジタルデータをメモリ１００に記憶させる。
【０００４】
メ モ リ １ ０ ０ は 、 そ の デ ー タ を 、 デ ィ ジ ッ ト 逆 順 に 並 べ 換 え た 後 、 Ｆ Ｆ Ｔ （ Fast Fourier
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Transform） 回 路 ９ ４ に 出 力 す る 。 な お 、 デ ィ ジ ッ ト 逆 順 と は 、 所 定 の 順 番 の 第 Ｎ 番 目 の
データを、Ｎを所定の基数ｒに対応するｒ進数で表現した角ディジットの上位と下位の関
係を反転させた番号に並べ換えたときの順番である。
【０００５】
例えば、８個のデータを処理する場合（即ち、８点のＦＦＴ演算を行う場合）、８個のデ
ータの順番（０乃至７）は３ビットの２進数（ｒ＝２）で表すことできる。従って、第３
（０１１Ｂ）番目のデータは、ディジット逆順においては、第６（１１０Ｂ）番目のデー
タとなる（Ｂは２進数を表している）。同様にして、８個のデータｆ（０）乃至ｆ（７）
は、ｆ（０），ｆ（４），ｆ（２），ｆ（６），ｆ（１），ｆ（５），ｆ（３），ｆ（７
）という順番（ディジット逆順）に並べ換えられる。
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【０００６】
ＦＦＴ回路９４は、ＦＦＴ演算を行い、供給された時間軸上のデータを、複数の副搬送波
の 周 波 数 軸 上 の デ ー タ に 変 換 す る こ と に よ り 、 例 え ば Ｏ Ｆ Ｄ Ｍ （ Orthogonal Frequency D
ivision Multiplexing） 方 式 で 送 信 さ れ た デ ー タ を 復 調 す る 。 な お 、 こ の Ｆ Ｆ Ｔ 回 路 ９ ４
には、時間軸上において隣接するシンボル（所定の量のデータを含む所定の期間の変調信
号）との間に設けられているガード・インタバル成分が除去された後のシンボル成分が供
給される。
【０００７】
デインタリーブ回路および誤り訂正回路９５は、ＦＦＴ回路９４より供給されたデータに
対してデインタリーブ処理を行うとともに、誤り訂正処理を実行する。デインタリーブ回
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路および誤り訂正回路９５により処理された信号は、その一部が復号化回路９６に供給さ
れ る 。 復 号 化 回 路 ９ ６ は 、 供 給 さ れ た 信 号 を 、 Ｄ Ｑ Ｐ Ｓ Ｋ （ Differential Quadrature Ph
ase Shift Keying） 復 調 し 、 復 調 し た デ ー タ を 、 ア ナ ロ グ の オ ー デ ィ オ 信 号 に 変 換 し た 後
、左チャンネルのオーディオ信号と、右チャンネルのオーディオ信号を、スピーカ９７，
９８にそれぞれ出力し、それらの信号に対応する音声を出力させる。
【０００８】
また、付加データ出力回路９９は、デインタリーブ回路および誤り訂正回路９５より供給
された信号から、番組内容、交通情報などの付加データを分離して出力する。
【０００９】
図１９は、ＦＦＴ回路９４の一構成例を示している。入力バッファ１０２は、低速のクロ
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ック（この受信装置のシステムクロック）で、図２０に示すように、メモリ１００におい
てディジット逆順に並び換えられたデータｆ（０），ｆ（４），ｆ（２），ｆ（６），ｆ
（１），ｆ（５），ｆ（３），ｆ（７）を記憶する。そして、入力バッファ１０２は、供
給されたデータを、そのままの順番で、ＦＦＴ回路９４の高速な内部クロックに同期して
セレクタ１０３に出力するようになされている。即ち、入力バッファ１０２は、受信装置
の低速なシステムクロックとＦＦＴ回路９４の高速な内部クロックとの間の速度の調節を
行っている。
【００１０】
そして、セレクタ１０３は、入力バッファ１０２からのデータを、図２０のメモリ１０４
の最も左側に示すように記憶させる。

10

【００１１】
次に、セレクタ１０５は、まず、メモリ１０４の第０番目のデータｆ（０）と第１番目の
データｆ（４）をバタフライ演算器１０６に出力する。バタフライ演算器１０６は、それ
らのデータに対して第１段目のバタフライ演算を行い、演算結果をセレクタ１０３を介し
て、メモリ１０４に第０番目のデータＲ１（０）および第１番目のデータＲ１（１）とし
て記憶させる。
【００１２】
なお、これらの動作は、高速な内部クロックに同期して行われる。
【００１３】
同様にして、メモリ１０４の第２番目のデータｆ（２）と第３番目のデータｆ（６）、第
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４番目のデータｆ（１）と第５番目のデータｆ（５）、並びに、第６番目のデータｆ（３
）と第７番目のデータｆ（７）に対してバタフライ演算を行い、それらの演算結果をメモ
リ１０４の第２番目のデータＲ１（２）乃至第７番目のデータＲ１（７）としてそれぞれ
記憶させる。
【００１４】
次に、セレクタ１０５は、メモリ１０４の第０番目のデータＲ１（０）および第２番目の
データＲ１（２）を読み出し、バタフライ演算器１０６に出力する。バタフライ演算器１
０６は、それらのデータに対して第２段目のバタフライ演算を行い、演算結果をセレクタ
１０３を介して、メモリ１０４に第０番目のデータＲ２（０）および第２番目のデータＲ
２（２）として記憶させる。
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【００１５】
さらに、セレクタ１０５は、メモリ１０４の第１番目のデータＲ１（１）および第３番目
のデータＲ１（３）を読み出し、バタフライ演算器１０６に出力する。バタフライ演算器
１０６は、それらのデータに対して第２段目のバタフライ演算を行い、演算結果をセレク
タ１０３を介して、メモリ１０４に第１番目のデータＲ２（１）および第３番目のデータ
Ｒ２（３）として記憶させる。
【００１６】
同様にして、メモリ１０４の第４番目のデータＲ１（４）および第６番目のデータＲ１（
６）に対してバタフライ演算を行い、演算結果をメモリ１０４の第４番目のデータＲ２（
４）および第６番目のデータＲ２（６）として記憶させ、メモリ１０４の第５番目のデー
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タＲ１（５）および第７番目のデータＲ１（７）に対してバタフライ演算を行い、演算結
果をメモリ１０４の第５番目のデータＲ２（５）および第７番目のデータＲ２（７）とし
て記憶させる。
【００１７】
次に、セレクタ１０５は、メモリ１０４の第０番目のデータＲ２（０）および第４番目の
データＲ２（４）を読み出し、バタフライ演算器１０６に出力する。バタフライ演算器１
０６は、それらのデータに対して第３段目のバタフライ演算を行い、演算結果をセレクタ
１０３を介して、メモリ１０４に第０番目のデータＦ（０）および第４番目のデータＦ（
４）として記憶させる。
【００１８】
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同様にして、メモリ１０４の第１番目のデータＲ２（１）および第５番目のデータＲ２（
５）に対して第３段目のバタフライ演算を行い、演算結果をメモリ１０４の第１番目のデ
ータＦ（１）および第５番目のデータＦ（５）として記憶させる。さらに、メモリ１０４
の第２番目のデータＲ２（２）および第６番目のデータＲ２（６）に対してバタフライ演
算を行い、演算結果をメモリ１０４の第２番目のデータＦ（２）および第６番目のデータ
Ｆ（６）として記憶させ、メモリ１０４の第３番目のデータＲ２（３）および第７番目の
データＲ２（７）に対してバタフライ演算を行い、演算結果をメモリ１０４の第３番目の
データＦ（３）および第７番目のデータＦ（７）として記憶させる。
【００１９】
次に、セレクタ１０５は、メモリ１０４に記憶されているデータＦ（０）乃至Ｆ（７）を
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高速な内部クロックに同期して出力バッファ１０７に出力する。
【００２０】
そして、出力バッファ１０７は、ＦＦＴ演算されたデータＦ（０）乃至Ｆ（７）を、低速
なシステムクロックに同期してデインタリーブ回路および誤り訂正回路９５に出力する。
即ち、出力バッファ１０７は、ＦＦＴ回路９４の高速な内部クロックと受信装置の低速な
システムクロックとの間の速度の調節を行っている。
【００２１】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述の装置においては、メモリ１００を利用して、データをディジット逆
順に並べ換えた後、ＦＦＴ回路９４でＦＦＴ演算を行うので、メモリ１００が必要となり
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、装置のコストが高くなるという問題を有している。
【００２２】
本発明は、このような状況に鑑みてなされたもので、所定の順番で入力されたデータを、
所定の順番に対するディジット逆順に並べ換えた後、バタフライ演算を行うことで、予め
データの順番をディジット逆順に並べ換えるための回路を不要とし、コストを低減するこ
とができる。
【００２３】
【課題を解決するための手段】
請求項１に記載の演算装置は、演算されるべきデータが低速のクロックで書き込まれて
一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロックで読
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み出される第１の記憶手段であって、所定の順番で入力され記憶されたデータが、所定の
順番に対するディジット逆順に出力される第１の記憶手段と、第１の記憶手段からのディ
ジット逆順に出力されたデータまたは演算途中のデータが記憶される第２の記憶手段と、
第２の記憶手段から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読み出し、それ
らのデータに対してバタフライ演算を行い、第２の記憶手段のＮ個のデータを読み出した
アドレスにＮ個の演算結果をそれぞれ記憶させる演算手段と、演算手段により演算された
データが高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデー
タが低速のクロックで読み出される第３の記憶手段を備えることを特徴とする。
請求項２に記載の演算装置は、演算されるべきデータが低速のクロックで書き込まれ
て一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロックで
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読み出される第１の記憶手段であって、所定の順番で入力され記憶されたデータが、所定
の順番に対するディジット逆順に出力される第１の記憶手段と、演算途中のデータが記憶
される第２の記憶手段と、第１の記憶手段または第２の記憶手段から、所定の基数に対応
するＮ個の演算されるデータを読み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い
、第２の記憶手段のＮ個のデータを読み出したアドレスにＮ個の演算結果をそれぞれ記憶
させる演算手段と、演算手段により演算されたデータが高速のクロックで書き込まれて一
時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出される第３の
記憶手段を備えることを特徴とする。
【００２４】
請求項５に記載の演算方法は、第１の記憶部において、演算されるべきデータが低速の
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クロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデー
タが高速のクロックで読み出され、所定の順番で入力され記憶されたデータが、所定の順
番に対するディジット逆順に出力され、第２の記憶部において、第１の記憶部からのディ
ジット逆順に出力されたデータまたは演算途中のデータが記憶され、演算部において、第
２の記憶部から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読み出し、それらのデ
ータに対してバタフライ演算を行い、第２の記憶部のＮ個のデータを読み出したアドレス
にＮ個の演算結果をそれぞれ記憶させ、第３の記憶部において、演算部により演算された
データが高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデー
タが低速のクロックで読み出されるステップを含むことを特徴とする。
請求項６に記載の演算方法は、第１の記憶部において、演算されるべきデータが低速の
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クロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデー
タが高速のクロックで読み出され、所定の順番で入力され記憶されたデータが、所定の順
番に対するディジット逆順に出力され、第２の記憶部において、演算途中のデータが記憶
され、演算部において、第１の記憶部または第２の記憶部から、所定の基数に対応するＮ
個の演算されるデータを読み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、第２
の記憶部のＮ個のデータを読み出したアドレスにＮ個の演算結果をそれぞれ記憶させ、第
３の記憶部において、演算部により演算されたデータが高速のクロックで書き込まれて一
時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出されるステッ
プを含むことを特徴とする。
【００２５】
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請求項７に記載の演算装置は、演算されるべきデータが低速のクロックで書き込まれて
一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロックで読
み出される第１の記憶手段と、第１の記憶手段から出力されたデータまたは演算途中のデ
ータが記憶される第２の記憶手段と、第２の記憶手段から、所定の基数に対応するＮ個の
演算されるデータを読み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、第２の記
憶手段のＮ個のデータを読み出したアドレスにＮ個の演算結果をそれぞれ記憶させる演算
手段と、演算手段により演算されたデータが高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶
され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出される第３の記憶手段で
あって、第２の記憶手段から入力された演算結果がディジット逆順に記憶される第３の記
憶手段を備えることを特徴とする。
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請求項８に記載の演算装置は、演算されるべきデータが低速のクロックで書き込まれて
一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロックで読
み出される第１の記憶手段と、演算途中のデータが記憶される第２の記憶手段と、第１の
記憶手段または第２の記憶手段から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読
み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、第２の記憶手段のＮ個のデータ
を読み出したアドレスにＮ個の演算結果をそれぞれ記憶させる演算手段と、演算手段によ
り演算されたデータが高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記
憶されたデータが低速のクロックで読み出される第３の記憶手段であって、演算手段から
入力された演算結果がディジット逆順に記憶される第３の記憶手段を備えることを特徴と
する。
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【００２６】
請求項１１に記載の演算方法は、第１の記憶部において、演算されるべきデータが低速
のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデ
ータが高速のクロックで読み出され、第２の記憶部において、第１の記憶部から出力され
たデータまたは演算途中のデータが記憶され、演算部において、第２の記憶部から、所定
の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読み出し、それらのデータに対してバタフラ
イ演算を行い、第２の記憶部のＮ個のデータを読み出したアドレスにＮ個の演算結果をそ
れぞれ記憶させ、第３の記憶部において、演算部により演算されたデータが高速のクロッ
クで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで
読み出され、第２の記憶部から入力された演算結果がディジット逆順に記憶されるステッ
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プを含むことを特徴とする。
請求項１２に記載の演算方法は、第１の記憶部において、演算されるべきデータが低速
のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデ
ータが高速のクロックで読み出され、第２の記憶部において、演算途中のデータが記憶さ
れ、演算部において、第１の記憶部または第２の記憶部から、所定の基数に対応するＮ個
の演算されるデータを読み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、第２の
記憶部のＮ個のデータを読み出したアドレスにＮ個の演算結果をそれぞれ記憶させ、第３
の記憶部において、演算部により演算されたデータが高速のクロックで書き込まれて一時
的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出され、演算部か
ら入力された演算結果がディジット逆順に記憶されるステップを含むことを特徴とする。
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【００２７】
請求項１に記載の演算装置においては、演算されるべきデータが低速のクロックで書き
込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロ
ックで読み出され、所定の順番で入力され記憶されたデータが、所定の順番に対するディ
ジット逆順に出力され、第１の記憶手段からのディジット逆順に出力されたデータまたは
演算途中のデータが記憶され、第２の記憶手段から、所定の基数に対応するＮ個の演算さ
れるデータを読み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、第２の記憶手段
のＮ個のデータを読み出したアドレスにＮ個の演算結果をそれぞれ記憶させ、演算手段に
より演算されたデータが高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に
記憶されたデータが低速のクロックで読み出される。
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請求項２に記載の演算装置においては、演算されるべきデータが低速のクロックで書き
込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロ
ックで読み出され、所定の順番で入力され記憶されたデータが、所定の順番に対するディ
ジット逆順に出力され、演算途中のデータが記憶され、第１の記憶手段または第２の記憶
手段から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読み出し、それらのデータに
対してバタフライ演算を行い、第２の記憶手段のＮ個のデータを読み出したアドレスにＮ
個の演算結果をそれぞれ記憶させ、演算手段により演算されたデータが高速のクロックで
書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み
出される。
【００２８】
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請求項５に記載の演算方法においては、演算されるべきデータが低速のクロックで書き
込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロ
ックで読み出され、所定の順番で入力され記憶されたデータが、所定の順番に対するディ
ジット逆順に出力され、第１の記憶部からのディジット逆順に出力されたデータまたは演
算途中のデータが記憶され、第２の記憶部から、所定の基数に対応するＮ個の演算される
データを読み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、第２の記憶部のＮ個
のデータを読み出したアドレスにＮ個の演算結果をそれぞれ記憶させ、演算部により演算
されたデータが高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶され
たデータが低速のクロックで読み出される。
請求項６に記載の演算方法おいては、演算されるべきデータが低速のクロックで書き込
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まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロッ
クで読み出され、所定の順番で入力され記憶されたデータが、所定の順番に対するディジ
ット逆順に出力され、演算途中のデータが記憶され、第１の記憶部または第２の記憶部か
ら、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読み出し、それらのデータに対して
バタフライ演算を行い、第２の記憶部のＮ個のデータを読み出したアドレスにＮ個の演算
結果をそれぞれ記憶させ、演算部により演算されたデータが高速のクロックで書き込まれ
て一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出される。
【００２９】
請求項７に記載の演算装置においては、演算されるべきデータが低速のクロックで書き
込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロ
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ックで読み出され、第１の記憶手段から出力されたデータまたは演算途中のデータが記憶
され、第２の記憶手段から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読み出し、
それらのデータに対してバタフライ演算を行い、第２の記憶手段のＮ個のデータを読み出
したアドレスにＮ個の演算結果をそれぞれ記憶させ、演算手段により演算されたデータが
高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速
のクロックで読み出され、第２の記憶手段から入力された演算結果がディジット逆順に記
憶される。
請求項８に記載の演算装置においては、演算されるべきデータが低速のクロックで書き
込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のクロ
ックで読み出され、演算途中のデータが記憶され、第１の記憶手段または第２の記憶手段
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から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読み出し、それらのデータに対し
てバタフライ演算を行い、第２の記憶手段のＮ個のデータを読み出したアドレスにＮ個の
演算結果をそれぞれ記憶させ、演算手段により演算されたデータが高速のクロックで書き
込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出さ
れ、演算部から入力された演算結果がディジット逆順に記憶される。
【００３０】
請求項１１に記載の演算方法においては、演算されるべきデータが低速のクロックで書
き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のク
ロックで読み出され、第１の記憶部から出力されたデータまたは演算途中のデータが記憶
され、第２の記憶部から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読み出し、そ
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れらのデータに対してバタフライ演算を行い、第２の記憶部のＮ個のデータを読み出した
アドレスにＮ個の演算結果をそれぞれ記憶させ、演算部により演算されたデータが高速の
クロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロ
ックで読み出され、第２の記憶部から入力された演算結果がディジット逆順に記憶される
。
請求項１２に記載の演算方法においては、演算されるべきデータが低速のクロックで書
き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算されるべきデータが高速のク
ロックで読み出され、演算途中のデータが記憶され、第１の記憶部または第２の記憶部か
ら、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読み出し、それらのデータに対して
バタフライ演算を行い、第２の記憶部のＮ個のデータを読み出したアドレスにＮ個の演算
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結果をそれぞれ記憶させ、演算部により演算されたデータが高速のクロックで書き込まれ
て一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出され、演
算部から入力された演算結果がディジット逆順に記憶される。
【００３１】
【発明の実施の形態】
図１は、本発明の演算装置の第１の実施例の構成を示している。本実施例は、例えば、図
１８の受信装置におけるメモリ１００およびＦＦＴ回路９４の代わりに利用されるＦＦＴ
演算装置である。
【００３２】
入力バッファ１（第１の記憶手段、第１の記憶部）は、所定の回路（例えば、図１８のＡ
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／Ｄ変換器９３）より、低速のクロック（例えば、図１８の受信装置のシステムクロック
）で供給されたデータ（ディジット逆順に並べ換えられていないデータ）を一時的に記憶
し、本実施例の装置における高速な内部クロックに同期して、そのデータをディジット逆
順にセレクタ２に出力するようになされている。即ち、入力バッファ１は、外部装置（例
えば、図１８の受信装置）の低速なシステムクロックと、本装置の高速な内部クロックと
の間の速度の調節を行うようになされている。
【００３３】
セレクタ２は、入力バッファ１より供給されたデータをメモリ４（第２の記憶手段、第２
の記憶部）に記憶させるようになされている。
【００３４】
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また、セレクタ２は、バタフライ演算器３（演算手段）によりバタフライ演算された２つ
のデータ（演算結果）を、メモリ４における、演算前のデータが格納されていたアドレス
にそれぞれ記憶させるようになされている。
【００３５】
バタフライ演算器３は、高速な内部クロックで動作し、内蔵するＲＯＭに記憶されている
回転演算子データを適宜読み出し、そのデータを利用して、セレクタ５より供給された２
つのデータに対してバタフライ演算を行い、２つの演算結果をセレクタ２に出力するよう
になされている。
【００３６】
メモリ４は、処理途中のデータを記憶するようになされている。
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【００３７】
セレクタ５は、メモリ４より２つのデータを読み出し、それらのデータをバタフライ演算
器３に供給するようになされている。
【００３８】
また、セレクタ５は、メモリ４よりデータを読み出し、そのデータを（並べ換えないで）
、高速な内部クロックに同期して出力バッファ６（第３の記憶手段、第３の記憶部）に出
力するようになされている。
【００３９】
出力バッファ６は、高速な内部クロックに同期してセレクタ５より供給されたデータを一
時的に記憶し、所定の回路（例えば、図１８のデインタリーブ回路および誤り訂正回路９
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５）に、低速のクロックに同期して出力するようになされている。即ち、出力バッファ６
は、本装置の高速な内部クロックと、外部装置（例えば、図１８の受信装置）の低速なシ
ステムクロックとの間の速度の調節を行うようになされている。
【００４０】
次に、図２のフローチャートおよび図３を参照して、第１の実施例の動作について説明す
る。
【００４１】
最初に、ステップＳ１において、入力バッファ１は、低速のクロックで供給されたデータ
（図３の最も左側に示すように、ディジット逆順に並べ換えられていないもの）を記憶し
、そのデータを、ディジット逆順に、高速な内部クロックに同期してセレクタ２に出力す
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る。
【００４２】
次に、ステップＳ２において、セレクタ２は、図４に示すように、入力バッファ１より供
給されたディジット逆順のデータを、メモリ４に記憶させる。
【００４３】
そして、ステップＳ３においては、バタフライ演算器３は、メモリ４に記憶されているデ
ータに対して、図３に示すように３段のバタフライ演算を、高速な内部クロックに同期し
て順次行っていく。
【００４４】
図５は、バタフライ演算におけるデータの流れの一例を示している。セレクタ５は、メモ
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リ４からデータを２つずつ順次読み出し、それらのデータをバタフライ演算器３に出力す
る。
【００４５】
バタフライ演算器３は、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、演算結果をセレ
クタ２に出力する。そして、セレクタ２は、セレクタ５により読み出されたデータが格納
されていたメモリ４のアドレスに、演算結果を記憶させる。即ち、本実施例においては、
インプレイス方式（データが格納されていたアドレスに、そのデータに対応する演算結果
を上書きする方式）で、メモリ４に対してデータ（演算結果）の読み出しおよび書き込み
が行われる。
【００４６】
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このようなバタフライ演算を、図３に示すように、３段に渡って順次行っていく。第１段
目のバタフライ演算においては、第０番目のデータｆ（０）と第１番目のデータｆ（４）
、第２番目のデータｆ（２）と第３番目のデータｆ（６）、第４番目のデータｆ（１）と
第５番目のデータｆ（５）、並びに、第６番目のデータｆ（３）と第７番目のデータｆ（
７）に対して、バタフライ演算が行われる。
【００４７】
第２段目のバタフライ演算においては、第０番目のデータＲ１（０）と第２番目のデータ
Ｒ１（２）、第１番目のデータＲ１（１）と第３番目のデータＲ１（３）、第４番目のデ
ータＲ１（４）と第６番目のデータＲ１（６）、並びに、第５番目のデータＲ１（５）と
第７番目のデータＲ１（７）に対して、バタフライ演算が行われる。
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【００４８】
第３段目のバタフライ演算においては、第０番目のデータＲ２（０）と第４番目のデータ
Ｒ２（４）、第１番目のデータＲ２（１）と第５番目のデータＲ２（５）、第２番目のデ
ータＲ２（２）と第６番目のデータＲ２（６）、並びに、第３番目のデータＲ２（３）と
第７番目のデータＲ２（７）に対して、バタフライ演算が行われる。
【００４９】
次に、ステップＳ４において、セレクタ５は、メモリ４より、第３段目のバタフライ演算
の演算結果であるデータＦ（０）乃至Ｆ（７）を読み出し、そのデータを同じ順番で出力
バッファ６に高速のクロックに同期して記憶させる。
【００５０】
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そして、ステップＳ５において、出力バッファ６は、そのデータを所定の回路に低速のク
ロックに同期して出力する。
【００５１】
このようにして、速度緩衝用の入力バッファ１からメモリ４にデータを移動するときに、
データをディジット逆順に並べ換え、そのデータに対してバタフライ演算を行うことによ
りＦＦＴの処理を行う。なお、上述の実施例のおいては、入力バッファ１からメモリ４に
データを移動させるときに、データをディジット逆順に並べ換えるようにしているが、メ
モリ４から出力バッファ６にデータを移動させるときに、データをディジット逆順に並べ
換えるようにしてもよい。
【００５２】
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なお、上述の動作は、時間間引き型のアルゴリズムに従った場合のものであり、次に、周
波数間引き型のアルゴリズムに従った場合の動作について、図６を参照して説明する。
【００５３】
セレクタ２は、入力バッファ１からデータを読み出し、ディジット逆順にせずに、そのま
まの順番でメモリ４に記憶させる。
【００５４】
そして、３段のバタフライ演算のうちの第１段目のバタフライ演算においては、第０番目
のデータｆ（０）と第４番目のデータｆ（４）、第１番目のデータｆ（１）と第５番目の
データｆ（５）、第２番目のデータｆ（２）と第６番目のデータｆ（６）、並びに、第３
番目のデータｆ（３）と第７番目のデータｆ（７）に対して、バタフライ演算が行われる
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。
【００５５】
第２段目のバタフライ演算においては、第０番目のデータＲ１（０）と第２番目のデータ
Ｒ１（２）、第１番目のデータＲ１（１）と第３番目のデータＲ１（３）、第４番目のデ
ータＲ１（４）と第６番目のデータＲ１（６）、並びに、第５番目のデータＲ１（５）と
第７番目のデータＲ１（７）に対して、バタフライ演算が行われる。
【００５６】
第３段目のバタフライ演算においては、第０番目のデータＲ２（０）と第１番目のデータ
Ｒ２（１）、第２番目のデータＲ２（２）と第３番目のデータＲ２（３）、第４番目のデ
ータＲ２（４）と第５番目のデータＲ２（５）、並びに、第６番目のデータＲ２（６）と
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第７番目のデータＲ２（７）に対して、バタフライ演算が行われる。
【００５７】
３段のバタフライ演算が終了した後、セレクタ５は、図７に示すように、メモリ４より、
第３段目のバタフライ演算の演算結果であるデータＦ（０），Ｆ（４），Ｆ（２），Ｆ（
６），Ｆ（１），Ｆ（５），Ｆ（３），Ｆ（７）を読み出し、そのデータをディジット逆
順で（即ち、Ｆ（０），Ｆ（１），・・・，Ｆ（７）の順番で）出力バッファ６に記憶さ
せる。
【００５８】
以上のように、３段のバタフライ演算の終了した後、メモリ４から出力バッファ６にデー
タを移動させるとき、データをディジット逆順に並べ換える。なお、上述の実施例のおい
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ては、メモリ４から出力バッファ６にデータを移動させるとき、データをディジット逆順
に並べ換えるようにしているが、入力バッファ１からメモリ４にデータを移動させるとき
に、データをディジット逆順に並べ換えるようにしてもよい。
【００５９】
図８は、本発明の演算装置の第２の実施例の構成を示している。本実施例は、第１の実施
例と同様に、例えば、図１８の受信装置におけるメモリ１００およびＦＦＴ回路９４の代
わりに利用されるＦＦＴ演算装置である。
【００６０】
入力バッファ２１（第１の記憶手段、第１の記憶部）は、所定の回路（例えば、図１８の
Ａ／Ｄ変換器９３）より、低速のクロック（例えば、図１８の受信装置のシステムクロッ
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ク）で供給されたデータ（ディジット逆順に並べ換えられていないデータ）を一時的に記
憶し、本実施例の装置における高速な内部クロックに同期して、そのデータをセレクタ２
２に出力するようになされている。即ち、入力バッファ２１は、外部装置（例えば、図１
８の受信装置）の低速なシステムクロックと、本装置の高速な内部クロックとの間の速度
の調節を行うようになされている。
【００６１】
セレクタ２２は、バタフライ演算を行うデータとして、そのデータの順番に対応するディ
ジット逆順における順番のデータを入力バッファ２１から読み出し、バタフライ演算器２
４（演算手段）に出力するようになされている。
【００６２】
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また、セレクタ２２は、メモリ２３（第２の記憶手段）より２つのデータを読み出し、そ
れらのデータをバタフライ演算器２４に供給するようになされている。
【００６３】
メモリ２３は、処理途中のデータを記憶するようになされている。
【００６４】
バタフライ演算器２４は、高速な内部クロックで動作し、内蔵するＲＯＭに記憶されてい
る回転演算子データを適宜読み出し、そのデータを利用して、供給された２つのデータに
対してバタフライ演算を行うようになされている。
【００６５】
セレクタ２５は、バタフライ演算器２４により演算された２つのデータ（演算結果）を、
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演算前の２つのデータが格納されていたメモリ２３のアドレスにそれぞれ記憶させるよう
になされている。
【００６６】
また、セレクタ２５は、バタフライ演算器２４により演算されたデータを（並べ換えない
で）、高速な内部クロックに同期して出力バッファ２６（第３の記憶手段、第２の記憶部
）に出力するようになされている。
【００６７】
出力バッファ２６は、セレクタ２５より高速な内部クロックに同期して供給されたデータ
を一時的に記憶し、所定の回路（例えば、図１８のデインタリーブ回路および誤り訂正回
路９５）に、低速のクロックに同期して出力するようになされている。即ち、出力バッフ
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ァ２６は、本装置の高速な内部クロックと、外部装置（例えば、図１８の受信装置）の低
速なシステムクロックとの間の速度の調節を行うようになされている。
【００６８】
次に、図９のフローチャートおよび図１０を参照して、第２の実施例の動作について説明
する。
【００６９】
最初に、ステップＳ２１において、入力バッファ２１は、図１０の最も左側に示すように
、低速のクロックで供給されたデータ（ディジット逆順に並べ換えられていないもの）を
記憶し、バタフライ演算を行う２つのデータとして、そのデータの順番に対応するディジ
ット逆順における順番のデータを、高速な内部クロックに同期してセレクタ２２に出力す
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る。例えば、第０番目のデータと第１番目のデータに対してバタフライ演算を行う場合、
入力バッファ２１は、第０番目のデータｆ（０）と第４番目のデータｆ（４）を出力する
。
【００７０】
次に、ステップＳ２２においては、供給されたデータに対して第１段目のバタフライ演算
が行われる。セレクタ２２は、図１０および図１１に示すように、入力バッファ２１より
供給されたデータを、バタフライ演算器２４に出力する。そして、バタフライ演算器２４
により処理されたデータ（演算結果）は、セレクタ２５を介してメモリ２３に記憶される
。
【００７１】
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即ち、図１０に示すように、入力バッファ２１の第０番目のデータｆ（０）と第４番目の
データｆ（４）が読み出され、バタフライ演算が行われ、演算結果がメモリ２３の第０番
目のデータＲ１（０）と第１番目のデータＲ１（１）として記憶される。
【００７２】
なお、これらの動作は、高速な内部クロックに同期して行われる。
【００７３】
次に、図１０および図１１に示すように、入力バッファ２１の第２番目のデータｆ（２）
と第６番目のデータｆ（６）が読み出され、バタフライ演算が行われ、演算結果がメモリ
２３の第２番目のデータＲ１（２）と第３番目のデータＲ１（３）として記憶される。
【００７４】
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そして、入力バッファ２１の第１番目のデータｆ（１）と第５番目のデータｆ（５）が読
み出され、バタフライ演算が行われ、演算結果がメモリ２３の第４番目のデータＲ１（４
）と第５番目のデータＲ１（５）として記憶される。
【００７５】
最後に、入力バッファ２１の第３番目のデータｆ（３）と第７番目のデータｆ（７）が読
み出され、バタフライ演算が行われ、演算結果がメモリ２３の第６番目のデータＲ１（６
）と第７番目のデータＲ１（７）として記憶される。
【００７６】
次に、ステップＳ２３においては、第２段目のバタフライ演算が行われる。セレクタ２２
は、メモリ２３の２つのデータを読み出し、それらのデータをバタフライ演算器２４に供
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給する。そして、バタフライ演算器２４は、それらのデータに対してバタフライ演算を行
い、演算結果をセレクタ２５に出力する。セレクタ２５は、演算結果を、演算前のデータ
が記憶されていたメモリ２３のアドレスに記憶させる。
【００７７】
第２段目のバタフライ演算においては、第０番目のデータＲ１（０）と第２番目のデータ
Ｒ１（２）、第１番目のデータＲ１（１）と第３番目のデータＲ１（３）、第４番目のデ
ータＲ１（４）と第６番目のデータＲ１（６）、並びに、第５番目のデータＲ１（５）と
第７番目のデータＲ１（７）に対して、バタフライ演算が行われる。
【００７８】
そして、ステップＳ２４においては、第３段目のバタフライ演算が行われる。セレクタ２
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２は、メモリ２３の２つのデータを読み出し、それらのデータをバタフライ演算器２４に
供給する。そして、バタフライ演算器２４は、それらのデータに対してバタフライ演算を
行い、演算結果をセレクタ２５に出力する。セレクタ２５は、演算結果を、演算前のデー
タと同じ順番で、出力バッファ２６に記憶させる。
【００７９】
第３段目のバタフライ演算においては、第０番目のデータＲ２（０）と第４番目のデータ
Ｒ２（４）に対してバタフライ演算を行い、演算結果Ｆ（０），Ｆ（４）を出力バッファ
２６に記憶させ、第１番目のデータＲ２（１）と第５番目のデータＲ２（５）に対してバ
タフライ演算を行い、演算結果Ｆ（１），Ｆ（５）を出力バッファ２６に記憶させる。さ
らに、第２番目のデータＲ２（２）と第６番目のデータＲ２（６）に対してバタフライ演
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算を行い、演算結果Ｆ（２），Ｆ（６）を出力バッファ２６に記憶させ、第３番目のデー
タＲ２（３）と第７番目のデータＲ２（７）に対してバタフライ演算を行い、演算結果Ｆ
（３），Ｆ（７）を出力バッファ２６に記憶させる。
【００８０】
そして、ステップＳ２５において、出力バッファ２６は、そのデータを所定の回路に低速
のクロックに同期して出力する。
【００８１】
このようにして、入力バッファ２１が、バタフライ演算を行うデータとして、そのデータ
の順番に対応するディジット逆順における順番のデータを、セレクタ２２を介してバタフ
ライ演算器２４に出力し、そのデータに対してＦＦＴの処理を行う。なお、上述の実施例
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のおいては、入力バッファ２１がディジット逆順における順番のデータをバタフライ演算
器２４に出力するようにしているが、その代わりに、バタフライ演算器２４が、出力バッ
ファ２６にデータを出力するときに、データをディジット逆順に並べ換えるようにしても
よい。
【００８２】
なお、上述の動作は、時間間引き型のアルゴリズムに従った場合のものであり、次に、周
波数間引き型のアルゴリズムに従った場合の動作について、図１２を参照して説明する。
【００８３】
セレクタ２２は、入力バッファ２１から、第１段目のバタフライ演算を行う２つのデータ
を（ディジット逆順ではなく、そのままの順番で）読み出し、バタフライ演算器２４に出
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力する。
【００８４】
周波数間引き型のアルゴリズムにおける、第１段目のバタフライ演算においては、第０番
目のデータｆ（０）と第４番目のデータｆ（４）、第１番目のデータｆ（１）と第５番目
のデータｆ（５）、第２番目のデータｆ（２）と第６番目のデータｆ（６）、並びに、第
３番目のデータｆ（３）と第７番目のデータｆ（７）に対して、バタフライ演算が行われ
る。
【００８５】
第２段目のバタフライ演算においては、第０番目のデータＲ１（０）と第２番目のデータ
Ｒ１（２）、第１番目のデータＲ１（１）と第３番目のデータＲ１（３）、第４番目のデ
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ータＲ１（４）と第６番目のデータＲ１（６）、並びに、第５番目のデータＲ１（５）と
第７番目のデータＲ１（７）に対して、バタフライ演算が行われる。
【００８６】
第３段目のバタフライ演算においては、図１３に示すように、第０番目のデータＲ２（０
）と第１番目のデータＲ２（１）に対してバタフライ演算を行い、演算結果を、ディジッ
ト逆順にして出力バッファ２６に第０番目のデータＦ（０）と第４番目のデータＦ（４）
として記憶させ、第２番目のデータＲ２（２）と第３番目のデータＲ２（３）に対してバ
タフライ演算を行い、演算結果を、ディジット逆順にして出力バッファ２６に第２番目の
データＦ（２）と第６番目のデータＦ（６）として出力バッファ２６に記憶させる。
【００８７】
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さらに、第４番目のデータＲ２（４）と第５番目のデータＲ２（５）に対してバタフライ
演算を行い、演算結果を、ディジット逆順にして出力バッファ２６に第１番目のデータＦ
（１）と第５番目のデータＦ（５）として出力バッファ２６に記憶させ、第６番目のデー
タＲ２（６）と第７番目のデータＲ２（７）に対してバタフライ演算を行い、演算結果を
、ディジット逆順にして出力バッファ２６に第３番目のデータＦ（３）と第７番目のデー
タＦ（７）として出力バッファ２６に記憶させる。
【００８８】
このように、第３段目のバタフライ演算が終了し、出力バッファ２６に演算結果を記憶さ
せるとき、データをディジット逆順に並べ換える。なお、上述の実施例のおいては、出力
バッファ２６に演算結果を記憶させるとき、データをディジット逆順に並べ換えるように

10

しているが、その代わりに、入力バッファ２１がディジット逆順における順番のデータを
バタフライ演算器２４に出力するようにしてもよい。
【００８９】
以上のように、第２の実施例においては、入力バッファ２１からバタフライ演算器２４に
データが供給されるとき、または、第３段目のバタフライ演算が終了し、バタフライ演算
器２４から出力バッファ２６に演算結果が出力されるときに、データがディジット逆順に
変換されるので、ＦＦＴの処理を、より速く行うことができる。
【００９０】
次に、本発明の第３の実施例について説明する。第３の実施例の構成は、第２の実施例の
構成と同一であるので、その説明を省略する。
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【００９１】
次に、図１４を参照して、第３の実施例の動作について説明する。
【００９２】
入力バッファ２１は、全データの半分より多くのデータ（今の場合、ｆ（０）乃至ｆ（４
））が供給されると、バタフライ演算を行う２つのデータの出力を開始する（今の場合、
最初に、ｆ（０）とｆ（４）が出力される）。
【００９３】
セレクタ２２は、入力バッファ２１より供給された２つのデータをバタフライ演算器２４
に出力する。
【００９４】
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そして、バタフライ演算器２４は、供給されたデータに対して第１段目のバタフライ演算
を行う。入力バッファ２１は、図１５に示すように、バタフライ演算を行う２つのデータ
として、そのデータの順番に対応するディジット逆順における順番のデータを、セレクタ
２２を介してバタフライ演算器２４に出力する。このとき、入力バッファ２１は、バタフ
ライ演算を行う２つのデータとして、より小さい順番のデータを含む２つのデータから順
次出力していく。即ち、本実施例においては、入力バッファ２１は、ｆ（０）とｆ（４）
，ｆ（１）とｆ（５），ｆ（２）とｆ（６），ｆ（３）とｆ（７）の順番で、データｆ（
０）乃至ｆ（７）を出力する。
【００９５】
そして、バタフライ演算器２４により処理されたデータは、セレクタ２５を介してメモリ
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２３に記憶される。
【００９６】
最初に、入力バッファ２１の第０番目のデータｆ（０）と第４番目のデータｆ（４）が読
み出され、バタフライ演算が行われ、演算結果がメモリ２３の第０番目のデータＲ１（０
）と第１番目のデータＲ１（１）として記憶される。
【００９７】
次に、第３の実施例においては、図１４に示すように、入力バッファ２１の第１番目のデ
ータｆ（１）と第５番目のデータｆ（５）が読み出され、バタフライ演算が行われ、演算
結果がメモリ２３の第４番目のデータＲ１（４）と第５番目のデータＲ１（５）として記
憶される。
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【００９８】
そして、入力バッファ２１の第２番目のデータｆ（２）と第６番目のデータｆ（６）が読
み出され、バタフライ演算が行われ、演算結果がメモリ２３の第２番目のデータＲ１（２
）と第３番目のデータＲ１（３）として記憶される。
【００９９】
最後に、入力バッファ２１の第３番目のデータｆ（３）と第７番目のデータｆ（７）が読
み出され、バタフライ演算が行われ、演算結果がメモリ２３の第６番目のデータＲ１（６
）と第７番目のデータＲ１（７）として記憶される。
【０１００】
第２段目のバタフライ演算、第３段目のバタフライ演算、および、出力バッファ２６への
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データの出力は、第２の実施例と同様であるので、その説明を省略する。
【０１０１】
このようにすることにより、入力バッファ２１に全データの半分より多くのデータが供給
されたとき処理を開始し、処理を順次進めることができるので、データの入力時の待ち時
間（システムディレイ）を減少させることができ、ＦＦＴの処理を高速に行うことができ
る。なお、第２の実施例と同様に、入力バッファ２１がディジット逆順における順番のデ
ータをバタフライ演算器２４に出力する代わりに、バタフライ演算器２４が、出力バッフ
ァ２６にデータを出力するときに、データをディジット逆順に並べ換えるようにしてもよ
い。
【０１０２】
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なお、上述の動作は、時間間引き型のアルゴリズムに従った場合のものであり、次に、周
波数間引き型のアルゴリズムに従った場合の動作について、図１６を参照して説明する。
【０１０３】
入力バッファ２１からバタフライ演算器２４へのデータの入力、第１段目のバタフライ演
算、および、第２段目のバタフライ演算は、第２の実施例と同様であるので、その説明を
省略する。
【０１０４】
そして、第３段目のバタフライ演算においては、図１７に示すように、最初に、第０番目
のデータＲ２（０）と第１番目のデータＲ２（１）に対してバタフライ演算を行い、演算
結果を、ディジット逆順にして出力バッファ２６に第０番目のデータＦ（０）と第４番目
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のデータＦ（４）として記憶させ、次に、第４番目のデータＲ２（４）と第５番目のデー
タＲ２（５）に対してバタフライ演算を行い、演算結果を、ディジット逆順にして出力バ
ッファ２６に第１番目のデータＦ（１）と第５番目のデータＦ（５）として出力バッファ
２６に記憶させる。
【０１０５】
そして、第２番目のデータＲ２（２）と第３番目のデータＲ２（３）に対してバタフライ
演算を行い、演算結果を、ディジット逆順にして出力バッファ２６に第２番目のデータＦ
（２）と第６番目のデータＦ（６）として出力バッファ２６に記憶させ、最後に、第３番
目のデータＲ２（３）と第７番目のデータＲ２（７）に対してバタフライ演算を行い、演
算結果を、ディジット逆順にして出力バッファ２６に第３番目のデータＦ（３）と第７番
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目のデータＦ（７）として出力バッファ２６に記憶させる。
【０１０６】
このように、第３段目のバタフライ演算が終了し、出力バッファ２６に演算結果を記憶さ
せるとき、データをディジット逆順に並べ換える。
【０１０７】
以上のようにすることにより、演算結果Ｆ（０）乃至Ｆ（３）が、出力バッファ２６に順
次記憶され、同時に、演算結果Ｆ（４）乃至Ｆ（７）が、出力バッファ２６に順次記憶さ
れるので、第０番目の演算結果Ｆ（０）が記憶されたとき、出力バッファ２６からのデー
タの出力を開始し、データの出力を順次行うことができ、データ（演算結果）の出力時に
おける待ち時間を減少させることができ、ＦＦＴの処理を速く行うことができる。なお、
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第２の実施例と同様に、バタフライ演算器２４が、出力バッファ２６にデータを出力する
ときにデータをディジット逆順に並べ換える代わりに、入力バッファ２１がディジット逆
順における順番のデータをバタフライ演算器２４に出力するようにしてもよい。
【０１０８】
なお、上記実施例においては、８個のデータ（ｆ（０）乃至ｆ（７））に対してＦＦＴを
行っているが、勿論、他の数のデータに対してＦＦＴを行うようにすることもできる。
【０１０９】
また、上記実施例においては、基数Ｎ（即ち、バタフライ演算器３，２４が１回の演算で
処理するデータの数）を２（Ｎ＝２）としているが、基数Ｎを２に限定するものではない
。
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【０１１０】
【発明の効果】
以上のごとく、請求項１に記載の演算装置および請求項５に記載の演算方法によれば、
演算されるべきデータが低速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に
記憶された演算されるべきデータが高速のクロックで読み出され、所定の順番で入力され
記憶されたデータが、所定の順番に対するディジット逆順に出力され、第１の記憶部から
のディジット逆順に出力されたデータまたは演算途中のデータが記憶され、第２の記憶部
から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読み出し、それらのデータに対し
てバタフライ演算を行い、第２の記憶部のＮ個のデータを読み出したアドレスにＮ個の演
算結果をそれぞれ記憶させ、演算部により演算されたデータが高速のクロックで書き込ま
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れて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低速のクロックで読み出される
ようにしたので、データを入力する前に、そのデータをディジット逆順に並べ換える必要
がなく、ディジット逆順に並べ換えるためのメモリなどが不要となり、装置のコストを低
減することができる。
請求項２に記載の演算装置および請求項６に記載の演算方法によれば、演算されるべき
データが低速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演算
されるべきデータが高速のクロックで読み出され、所定の順番で入力され記憶されたデー
タが、所定の順番に対するディジット逆順に出力され、演算途中のデータが記憶され、第
１の記憶部または第２の記憶部から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読
み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、第２の記憶部のＮ個のデータを
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読み出したアドレスにＮ個の演算結果をそれぞれ記憶させ、演算部により演算されたデー
タが高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが
低速のクロックで読み出されるようにしたので、データを入力する前に、そのデータをデ
ィジット逆順に並べ換える必要がなく、ディジット逆順に並べ換えるためのメモリなどが
不要となり、装置のコストを低減することができる。
【０１１１】
請求項７に記載の演算装置および請求項１１に記載の演算方法によれば、演算されるべ
きデータが低速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演
算されるべきデータが高速のクロックで読み出され、第１の記憶部から出力されたデータ
または演算途中のデータが記憶され、第２の記憶部から、所定の基数に対応するＮ個の演
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算されるデータを読み出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、第２の記憶
部のＮ個のデータを読み出したアドレスにＮ個の演算結果をそれぞれ記憶させ、演算部に
より演算されたデータが高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に
記憶されたデータが低速のクロックで読み出され、第２の記憶部から入力された演算結果
がディジット逆順に記憶されるようにしたので、データを出力した後に、そのデータをデ
ィジット逆順に並べ換えるためのメモリなどが不要となり、装置のコストを低減すること
ができる。
請求項８に記載の演算装置および請求項１２に記載の演算方法によれば、演算されるべ
きデータが低速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶された演
算されるべきデータが高速のクロックで読み出され、演算途中のデータが記憶され、第１

50

(18)

JP 3821316 B2 2006.9.13

の記憶部または第２の記憶部から、所定の基数に対応するＮ個の演算されるデータを読み
出し、それらのデータに対してバタフライ演算を行い、第２の記憶部のＮ個のデータを読
み出したアドレスにＮ個の演算結果をそれぞれ記憶させ、演算部により演算されたデータ
が高速のクロックで書き込まれて一時的に記憶され、この一時的に記憶されたデータが低
速のクロックで読み出され、演算部から入力された演算結果がディジット逆順に記憶され
るようにしたので、データを出力した後に、そのデータをディジット逆順に並べ換えるた
めのメモリなどが不要となり、装置のコストを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の演算装置の第１の実施例の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示す第１の実施例の動作を説明するフローチャートである。
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【図３】時間間引き型のアルゴリズムを利用した場合の、第１の実施例におけるシグナル
フローを説明する図である。
【図４】図１のセレクタ２の動作を説明する図である。
【図５】バタフライ演算におけるデータの流れの一例を示す図である。
【図６】周波数間引き型のアルゴリズムを利用した場合の、第１の実施例におけるシグナ
ルフローを説明する図である。
【図７】図１のセレクタ５の動作を説明する図である。
【図８】本発明の演算装置の第２の実施例の構成を示すブロック図である。
【図９】図８に示す第２の実施例の動作を説明するフローチャートである。
【図１０】時間間引き型のアルゴリズムを利用した場合の、第２の実施例におけるシグナ
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ルフローを説明する図である。
【図１１】時間間引き型のアルゴリズムを利用した場合の、図８のセレクタ２２およびセ
レクタ２５の動作を説明する図である。
【図１２】周波数間引き型のアルゴリズムを利用した場合の、第２の実施例におけるシグ
ナルフローを説明する図である。
【図１３】周波数間引き型のアルゴリズムを利用した場合の、図８のセレクタ２２および
セレクタ２５の動作を説明する図である。
【図１４】時間間引き型のアルゴリズムを利用した場合の、第３の実施例におけるシグナ
ルフローを説明する図である。
【図１５】時間間引き型のアルゴリズムを利用した場合の、セレクタ２２およびセレクタ
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２５の動作を説明する図である。
【図１６】周波数間引き型のアルゴリズムを利用した場合の、第３の実施例におけるシグ
ナルフローを説明する図である。
【図１７】周波数間引き型のアルゴリズムを利用した場合の、セレクタ２２およびセレク
タ２５の動作を説明する図である。
【図１８】ＤＡＢの受信装置の一構成例を示すブロック図である。
【図１９】従来の演算装置である図１８のＦＦＴ回路９４の一構成例を示すブロック図で
ある。
【図２０】図１９のＦＦＴ回路９４におけるシグナルフローを説明する図である。
【符号の説明】
１
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入力バッファ，

レクタ，
リ，

６

２４

テナ，

９２

２

セレクタ，

出力バッファ，
バタフライ演算器，
チューナ，

９３

タリーブ回路および誤り訂正回路

２１

３

バタフライ演算器，

入力バッファ，

２５

セレクタ，

Ａ／Ｄ変換器，
９６復号化回路，

付加データ出力回路，

１００

メモリ，

，

１０５

セレクタ，

１０４

力バッファ

メモリ，

１０２
１０６

２２

４

メモリ，

５

セ

セレクタ，
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