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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＲｘＣのシンボルのブロックに属するシンボルをインターリーブ解除する方法であって
、Ｒ及びＣは整数であり、前記ブロックにおいて前記シンボルは対応する位置インデック
スｉに従い順序付けられており、該方法が、
－　前記シンボルを、各シンボルがｒ＝ｉDIVＣ及びｃ＝ｉMODＣとした場合にｊ＝ｃｘＲ
＋ｒとなる新たな位置インデックスｊを有するように再配列された順序に再順序付けする
ステップと、
－　前記シンボルをバッファメモリに前記再配列された順序で記憶するステップと、
を有する方法において、前記シンボルの前記再順序付けするステップ及び前記記憶するス
テップが、
－　Ｎ行及びＣ列のテーブルであって、ＮがＲより小さな整数であるテーブルを使用する
ステップと、
－　前記テーブルに、前記ブロックにおけるＮｘＣシンボルの第１副ブロックのシンボル
を行から行への順序で記憶するステップと、
－　前記テーブルの列からＮシンボルのグループを列から列への順序で取り出すステップ
と、
－　前記Ｎシンボルのグループを互いにＲシンボルの距離離れた位置において前記バッフ
ァメモリに記憶するステップと、
を有することを特徴とする方法。
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【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
－　前記シンボルを前記テーブルに行から行への順序で記憶するステップ、
－　前記Ｎシンボルのグループを列から列への順序で取り出すステップ、及び
－　前記Ｎシンボルのグループを前記バッファメモリに記憶するステップ、
が、ＮｘＣシンボルの後続する副ブロックに対して前記ブロックの網羅に要する回数だけ
適用され、各回において、各列に存在するＮシンボルのグループが、前回に記憶されたＮ
シンボルのグループに対して後続する位置において前記バッファメモリに記憶されること
を特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、前記ブロックが、シンボルの連続的に到来するストリ
ームの一部として入力される方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、Ｎ行及びＣ列の追加のテーブルが使用され、シンボル
が入力されて前記テーブルに記憶されている間に、前記追加のテーブルに存在するシンボ
ルが取り出されて前記バッファメモリに記憶される一方、前記テーブルに存在するシンボ
ルが取り出される間に、入力されているシンボルが前記追加のテーブルに記憶されること
を特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項３に記載の方法において、
－　前記テーブルのＮ行がＰＮグループに分割され、
－　前記テーブルのＣ列がＰＣグループに分割され、
－　前記テーブルにシンボルを行から行への順序で記憶するステップにおいて、到来する
前記シンボルが巡回バッファへのように前記テーブルに記憶され、
－　前記テーブルに記憶されたシンボルを列から列への順序で取り出すステップにおいて
、これら記憶されたシンボルが巡回バッファからのように前記テーブルから取り出され、
－　或るグループの行が満たされた後、対応するグループの列が読み出され、
－　各列から取り出されたＰＮグループのシンボルが、これらシンボルが前記バッファメ
モリにおいて前記再配列された順序で現れる位置に記憶される、
ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　ＲｘＣのシンボルのブロックに属するシンボルをインターリーブする方法であって、Ｒ
及びＣは整数であり、前記ブロックにおいて前記シンボルは対応する位置インデックスｊ
に従い順序付けられており、前記ブロックはバッファメモリに記憶されており、該方法が
、
－　前記シンボルを前記バッファメモリから取り出すステップと、
－　前記シンボルを、各シンボルがｃ＝ｊDIVＲ及びｒ＝ｊMODＲとした場合にｉ＝ｒｘＣ
＋ｃとなる新たな位置インデックスｉを有するように再配列された順序に再順序付けする
ステップと、
を有する方法において、前記シンボルの前記取り出すステップ及び前記再順序付けするス
テップが、
－　Ｎ行及びＣ列のテーブルであって、ＮがＲより小さな整数であるテーブルを使用する
ステップと、
－　ＮシンボルのＣグループを、互いにＲシンボルの距離離れた位置において前記バッフ
ァメモリから取り出すステップと、
－　前記テーブルに、前記ＮシンボルのＣグループのシンボルを列から列への順序で記憶
するステップと、
－　前記テーブルから前記シンボルを、前記再配列された順序に従い再順序付けされた前
記ブロックのうちのＮｘＣシンボルの第１副ブロックを得るように行から行への順序で取
り出すステップと、



(3) JP 4891927 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

を有することを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項６に記載の方法において、
－　前記Ｎシンボルのグループを前記バッファメモリから取り出すステップ、
－　前記Ｎシンボルのグループを列から列への順序で記憶するステップ、及び
－　前記テーブルから前記シンボルを行から行への順序で取り出すステップ、
が、ＮｘＣシンボルの後続する副ブロックを形成するために、前記ブロックを再順序付け
するのに要する回数だけ適用され、各回において、ＮシンボルのＣグループが、前回に取
り出されたＮシンボルのＣグループに対して後続する位置において前記バッファメモリか
ら取り出されることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の方法において、前記再配列された順序のブロックが、シンボルの連続
的に出力するストリームの一部として送出される方法。
【請求項９】
　請求項１又は６に記載の方法において、前記テーブルからシンボルを取り出すステップ
の前に、前記テーブルの列及び／又は行の置換を実行するステップを更に有する方法。
【請求項１０】
　ＲｘＣのシンボルのブロックに属するシンボルをインターリーブ解除するインターリー
ブ解除器であって、Ｒ及びＣは整数であり、前記ブロックにおいて前記シンボルは対応す
る位置インデックスｉに従い順序付けられており、該インターリーブ解除器が、バッファ
メモリに接続されると共に、前記シンボルを該バッファメモリに、各シンボルがｒ＝ｉDI
VＣ及びｃ＝ｉMODＣとした場合にｊ＝ｃｘＲ＋ｒとなる新たな位置インデックスｊを有す
るように再配列された順序で記憶することができるインターリーブ解除器において、
－　Ｎ行及びＣ列のテーブルであって、ＮがＲより小さな整数であるテーブルと、
－　前記テーブルに、前記ブロックのシンボルを行から行への順序で記憶するフロントエ
ンド論理ユニットと、
－　前記テーブルの列からＮシンボルのグループを列から列への順序で取り出すと共に、
これらを互いにＲシンボルの距離離れた位置において前記バッファメモリに記憶する再配
列論理ユニットと、
を有することを特徴とするインターリーブ解除器。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のインターリーブ解除器において、前記フロントエンド論理ユニット
が前記ブロックを連続的に到来するシンボルのストリームの一部として入力するように構
成されていることを特徴とするインターリーブ解除器。
【請求項１２】
　ＲｘＣのシンボルのブロックに属するシンボルをインターリーブするインターリーバで
あって、Ｒ及びＣは整数であり、前記ブロックにおいて前記シンボルは対応する位置イン
デックスｊに従い順序付けられており、前記ブロックは当該インターリーバに接続された
バッファメモリに記憶されており、該インターリーバが、前記シンボルを前記バッファメ
モリから取り出すと共に、これらシンボルを、各シンボルがｒ＝ｊDIVＣ及びｃ＝ｊMODＣ
とした場合にｉ＝ｃｘＲ＋ｒとなる新たな位置インデックスｉを有するように再配列され
た順序に再配列することができるインターリーバにおいて、
－　Ｎ行及びＣ列のテーブルであって、ＮがＲより小さな整数であるテーブルと、
－　Ｎシンボルのグループを、互いにＲシンボルの距離離れた位置において前記バッファ
メモリから取り出すと共に、これらを前記テーブルの列に列から列への順序で記憶する再
配列論理ユニットと、
－　前記テーブルからシンボルを行から行への順序で取り出すフロントエンド論理ユニッ
トと、
を有することを特徴とするインターリーバ。
【請求項１３】
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　請求項１２に記載のインターリーバにおいて、前記フロントエンド論理ユニットが前記
ブロックを連続的に出力するシンボルのストリームの一部として送出するように構成され
ていることを特徴とするインターリーバ。
【請求項１４】
　請求項１０に記載のインターリーブ解除器及び／又は請求項１２に記載のインターリー
バを有する集積回路。
【請求項１５】
　請求項１０に記載のインターリーブ解除器を有する受信器。
【請求項１６】
　請求項１２に記載のインターリーバを有する送信器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターリーブ解除する方法、及び対応するインターリーブする方法に関す
る。
【０００２】
　本発明は、更に、インターリーブ解除器（デインターリーバ）、及び対応するインター
リーバにも関する。
【背景技術】
【０００３】
　インターリーブは、幾つかのデジタル通信システムにおいて通信の強さを改善するため
に使用されている。インターリーブ及びインターリーブ解除（これは、インターリーブの
逆の処理である）の幾つかの方式が知られている。例えば所謂ブロックインターリーブで
あり、これによれば、送信されるべき一連のシンボルはブロックに分割され、各ブロック
に関して、当該ブロックに属するシンボルは送信に先立ち該ブロック内でシャッフルされ
る。例えば、特別なブロックインターリーブ方式によれば、Ｒ行及びＣ列のテーブルが使
用され、該テーブルの各要素（又はセル）は１つのシンボルを格納することができる。各
ブロック（ＲｘＣ個のシンボルのブロックである）のシンボルは、上記テーブルに行から
行への順序で記憶されると共に、列から列への順序で読み出される（又はその逆にする）
ことによりシャッフルされる。上記シンボルは、例えば、固定長のビット列であり得る。
【０００４】
　このような方式のブロックインターリーブは、形式的に下記のように表すことができる
。即ち、各シンボルが最初に位置インデックスｉを持つＲｘＣ個のシンボルのブロックを
、各シンボルが新たな位置インデックスｊをとるように再順序付けし、この場合にｊ＝ｃ
ｘＲ＋ｒとし、ここで、ｒ＝ｉDIVＣ及びｃ＝ｉMODＣである。
【０００５】
　この方式のブロックインターリーブの変形例は、例えばブルーレイディスク（ＢＤ）シ
ステムに使用され、該変形例によれば、ＥＣＣクラスタと呼ばれる２４８行及び３０４列
のブロックが使用される。上述した説明から明らかなように、インターリーブ／インター
リーブ解除の処理は２４８行及び３０４列のテーブルの形態のメモリを使用することによ
り実行することができる。
【０００６】
　特にインターリーブ解除の処理においては、ディスクから取り出されたＥＣＣブロック
のバイトは最初にテーブルに行から行への順序で記憶され、次いで、該テーブルに記憶さ
れたバイトは列から列への順序で読み出され、これらが読み出されたのと同じ順序で別の
メモリ（しばしば、バッファメモリと呼ばれる）に記憶される。このバッファメモリは、
典型的には、例えば数Ｍバイト程度のかなり大きなサイズを有し、通常はＳＤＲＡＭメモ
リ形式からなる。該バッファメモリは、ＢＤにアクセスする装置（しばしば、ドライブと
呼ばれる）と、パーソナルコンピュータ等のホスト装置との間のインターフェースとして
働く。
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【０００７】
　このＲ行及びＣ列バイトのテーブルは、完全なランダムアクセスに適したものである必
要がある。何故なら、上記テーブルの要素が書き込まれる順序は、該テーブルの斯かる要
素が読み出される順序とは異なる、例えば行から行対列から列、であるからである。この
考えは、各バイトを個別にアドレス指定することが可能なＳＲＡＭメモリの使用を指し示
している。
【０００８】
　しかしながら、斯かるテーブルのためのＳＲＡＭの使用の主たる欠点は、この形式のメ
モリが空間を占め、所要の量（即ち、２４８ｘ３０４バイト）のメモリに対して、該テー
ブルに割り当てられるだけでエンコーダ／デコーダＩＣにおいて大きな面積となってしま
うことである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、シンボルのブロックに属するシンボルをインターリーブ解除する方法
及び対応するインターリーブする方法であって、低減された容量空間のテーブルの使用を
可能にするような方法を提供することにある。
【００１０】
　また、本発明の他の目的は、低減された容量空間のテーブルが使用されるようなインタ
ーリーブ解除器（デインターリーバ）及び対応するインターリーバを提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、その第１の目的は、請求項１に記載のインターリーブ解除する方法に
より、及び請求項６に記載の対応するインターリーブする方法により達成される。
【００１２】
　ＲｘＣシンボルのブロックに属するシンボルのインターリーブ解除は、Ｒ行及びＣ列の
テーブルを使用するのではなく、代わりにＮ行及びＣ列の一層小さなテーブルを用いて実
行される。
【００１３】
　請求項１において、再配列された順序に従うシンボルの再配列は、バッファメモリにお
いて、上記テーブルの使用と該テーブルの各列から取り出されたシンボルが上記バッファ
メモリに記憶される順序との組み合わせにより達成される。
【００１４】
　同様に、請求項６においては、再配列された順序に従うシンボルの再配列は、上記テー
ブルの使用と、上記バッファメモリから取り出されたシンボルが上記テーブルの列に記憶
される順序との組み合わせにより達成される。
【００１５】
　インターリーブ及びインターリーブ解除の処理は、原理的に、如何なるテーブルも全く
使用せずに達成することができることが分かる。事実、例えばインターリーブ解除におい
ては、ブロックのシンボルはＳＤＲＡＭバッファメモリにインターリーブ解除された順序
に直接的に従って個々に配置することができる。如何なるテーブルも全く必要としない斯
様なインターリーブ解除方法は、しかしながら、大きな欠点、即ち上記ＳＤＲＡＭバッフ
ァメモリに対するアクセスが非常に遅く且つ非効率にされるという欠点を含んでいる。
【００１６】
　事実、ＳＤＲＡＭメモリは、例えば８又は１６バイト等の幾つかのバイトからなる個々
にアドレス指定可能なエントリを有し、該ＳＤＲＡＭに対するアクセスは、エントリが一
度にアクセスされるならば最良の効率で行うことができる。このことは、ＳＤＲＡＭメモ
リが、比較的大きなパッケージのデータの転送が関わるようなアクセスに良く適している
ことを反映している。対照的に、単一のエントリより少ない量のバイトが書き込まれる場
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合、効率のロスが生じ、該効率のロスは時には帯域幅損又は帯域幅違反と呼ばれる。帯域
幅のロスに関して最悪の状況は、個々のバイトが非連続的順序でアクセスされる場合に生
じることは明らかである。
【００１７】
　本発明による方法においては、代わりに、バッファメモリに対するアクセスは既知の方
法と比較した場合相対的に効率的に維持される。何故なら、シンボルが個別にではなくＮ
個のグループでバッファメモリに書き込まれるからである。
【００１８】
　原理的にＮは任意に選択することができるが、Ｎが正確にＭに等しい（Ｍはバッファメ
モリの各エントリに記憶することができるシンボルの数であり、典型的には２の巾乗であ
る）場合に最良の効率が達成されることは明らかであろう。良好な効率は、Ｎが、Ｍが２
の巾乗である場合に例えばＭ／２又はＭ／４のようにＭの約数（sub-multiple）に選定さ
れた場合にも達成することができる。Ｍ又はその約数（divider）でないＮの選択は、実
用的でない。何故なら、低効率となるからである。
【００１９】
　好ましくは、Ｎも、ＲｘＣのシンボルのブロックがＮｘＣシンボルのＲ／Ｎの副ブロッ
クに分割されるように、Ｒの約数とする。この場合、バッファメモリに対するアクセスは
相対的に簡単な方法でアクセスを行うことができる。しかしながら、ＮがＲの約数になら
ないようにすることも可能で、その場合、最後の副ブロックはＮｘＣシンボルより少ない
（即ち、(ＲMODＮ)ｘＣの）シンボルを含むので、当該方法の最後の反復においてテーブ
ルは完全には充填されない。明らかに、この最後の場合においては、各列のうちの最初の
ＲMODＮシンボルのみを転送すればよい。それにも拘わらず、上記最後のＮ－(ＲMODＮ)が
、当該バッファメモリにおける前に記憶されたシンボルを書き換えないような位置（ロケ
ーション）で終わる限りにおいて、全列を転送することもできる。何故なら、例えば無意
味な又はダミーのシンボルのためのＮ－(ＲMODＮ)のロケーションの存在が予見されるか
らである。ＮがＲの約数ではなく、当該メモリにダミーシンボルのためのロケーション又
は孔（空）も予見されない場合、上記テーブルから取り出されたＮシンボルのグループは
、幾つかの場合においては、比較的低い効率で２つの隣接するエントリにまたがってバッ
ファメモリに記憶されるであろう。
【００２０】
　請求項１及び６の方法は、ブルーレイディスクに従うインターリーブ解除及びインター
リーブに各々適用することができる。この場合、前記ブロックはＥＣＣクラスタであり、
Ｒは２４８に等しく、Ｃは３０４に等しい。Ｎは、有利には、１６に等しいように選択す
ることができる。
【００２１】
　この場合、シャッフルに使用される上記テーブルは、２４８ｘ３０４の代わりに、１６
ｘ３０４バイトからなるので、メモリサイズの９０％より多い低減を可能にし、結果的に
所要の面積及び費用の低減となる。
【００２２】
　上記説明から明らかなように、前記他の目的は、請求項１０に記載のインターリーブ解
除のための装置、即ちインターリーブ解除器（デインターリーバ）により、及び請求項１
２に記載のインターリーブする対応する装置、即ちインターリーバにより達成される。
【００２３】
　本発明による方法及び装置の有利な実施例は、従属請求項に記載されている。
【００２４】
　本発明による方法及び装置の、これら及び他の態様は、図面を参照して更に解説及び記
載されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　図１は、送信器１１、受信器１２及びチャンネルを有するデジタル通信システムを示し
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、上記チャンネルを介してシンボルのシーケンスの形態のデータ１０が送信器１１から受
信器１２へ送信される。該チャンネルは、通信理論から知られているように、図に示すよ
うに情報担体１３により表すこともできる。送信器（又はレコーダ）１１は、データ１０
を雑音に対して感知性が低くなるような形態に符号化するエンコーダ１４と、該符号化さ
れたデータに対してアナログ信号１８を発生する変調器１５とを有し、該アナログ信号１
８は図示せぬ適切な記録手段により情報担体１３上に記録される。受信器（又は読取器）
１２は、図示せぬ適切な読出手段により上記情報担体１３から再生された再生アナログ信
号１８'を復調して、前記符号化されたデータを再構築する復調器１５'と、該再構築され
た符号化データを復号してデータの複製１０'を得るデコーダ１４'とを有している。詳細
には、エンコーダ１４はエラー訂正コード（ＥＣＣ）発生器１６と、インターリーバ１７
とを有し、同様にして、デコーダ１４'はデインターリーバ１７'と、上記ＥＣＣを使用す
ると共に最終的には該ＥＣＣを抑圧するエラー訂正ユニット１６'とを有している。イン
ターリーバ１７及びデインターリーバ１７'は逆の処理を実行する。
【００２６】
　上記ＥＣＣは、例えばパリティバイト等の何らかの冗長情報であり、該ＥＣＣは再構築
された符号化データの正しさを検証するためにエラー訂正ユニット１６'により使用する
ことができ、もし何れかのシンボルが壊れていたことが分かった場合、可能なら訂正を実
行するために使用することができる。壊れたシンボルの訂正は、互いに接近した過度に多
数のシンボルが壊れていないとの条件で可能となる。伝送チャンネルに存在するホワイト
ノイズ、即ち互いに無関係に、送信されるシーケンスの何れかのシンボルをランダム且つ
一様に壊しそうな雑音によるシンボルの崩壊は、ＥＣＣの使用により一般的に治癒するこ
とが可能であり、対照的に、ＥＣＣ単独では、バーストエラー、即ち送信されたシーケン
スにおける隣接した複数のシンボルの崩壊に対しては一般的に治癒策とはならない。
【００２７】
　例えば擦り傷又は他の欠陥等の影響を受け易い光ディスクのように、チャンネルノイズ
がバースト的振る舞いを有するようなシステムにおいては、エラー訂正は、インターリー
ブ／インターリーブ解除と組み合わせる必要がある。インターリーブ処理は、元の順序に
よる隣接するシンボルがチャンネルを介して伝送されるシーケンスにおいては十分に離れ
たものとなるように、又はその逆となるように、シンボルのシーケンスの元の順序を変更
する一方、受信器側で実行されるインターリーブ解除としての逆処理は、元の順序を再確
立する。この様にして、伝送の間においてバーストエラーにより壊され得るシンボルの副
シーケンスにおけるシンボルは上記インターリーブ解除により分散され（即ち、元の順序
を再確立し）、このような状況においても通常のエラー訂正手段を有効にする。
【００２８】
　説明のために、以下においては焦点をインターリーブ解除の処理に絞る。しかしながら
、インターリーブ解除の処理を参照する如何なる説明も適当な変更によりインターリーブ
の処理に適用することができることが理解されるであろう。更に、当業者であれば、明示
的に言及されていなくても、ＥＣＣの発生及びエラー検出／訂正がどのように行われるか
は明らかであろう。
【００２９】
　図２は、相互にバス２３により接続されたアクセスユニット２０及びホスト装置２４を
有するような情報担体の読み出しのためのシステムを示している。時には"ドライブ"とも
呼ばれるアクセスユニット２０は、情報担体１３上に記録されたデータを取り出すと共に
バッファメモリ２２に記憶することができ、該バッファメモリにおいて上記データはホス
ト装置２４にとりレンダリングのために利用可能となる。バッファメモリ２２及び受信器
１２は、アクセスユニット２０の一部である。ホスト装置２４はＰＣとすることができる
。代替例として、アクセスユニット２０及びホスト装置２４は、ディスクプレーヤ等の消
費者用電子装置に組み込むこともできる。バッファメモリ２２の存在は、情報担体１３上
に記録されたデータの取り込みをレンダリングから分離するのを可能にする。事実、上記
取り込みは典型的には相対的に遅いが一定の率で行われるのに対し、上記レンダリングは
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、有利には、バス２３がアイドル状態である期間によりインターリーブされた"伝送パケ
ット"（即ち、相対的に高いデータ伝送の期間）により行うことができる。
【００３０】
　アクセスユニット２０において、読出信号１８'は、読出手段（図示略）により情報担
体１３から発生される。この読出信号１８'は復調器１５'によりシンボルのシーケンス（
又はストリーム）２１に変換され、該シンボルのストリーム２１がデインターリーバ１７
'に供給される。インターリーブ／インターリーブ解除の方式は、伝送の間におけるシン
ボルの順序で、即ち同じシンボルの元の順序に対する再配列された順序で定義される。イ
ンターリーブ／インターリーブ解除の可能な方式、及び斯かる方式のための既知のインタ
ーリーブ解除の方法によれば、デインターリーバ１７'において、シンボルのストリーム
２１におけるＲｘＣシンボルのブロックが、Ｒ行及びＣ列のメモリテーブルを用いること
により再配列される。上記シンボルは、復調器１５'により生成されたシンボルのストリ
ーム２１で供給されたのと同一の順序で該テーブルに行から行への順序で一時的に記憶さ
れ、全ブロックが記憶され且つ該テーブルが満杯になると、該テーブルに記憶されたシン
ボルは列から列への順序で取り込まれ（又は読み出され）、列で取り込まれたシンボルの
グループはバッファメモリ２２に上記テーブルから読み出されたのと同一の順序で記憶さ
れる。
【００３１】
　このタイプのブロックインターリーブは形式的に下記のように表すことができる。即ち
、各シンボルが最初に位置インデックスｉを有するようなＲｘＣシンボルのブロックを、
各シンボルが新たな位置インデックスｊをとるように再順序付けし、その場合においてｊ
＝ｃｘＲ＋ｒとし、ここでｒ＝ｉDIVＣ及びｃ＝ｉMODＣである。
【００３２】
　従って、インターリーブ解除が行われた後、シンボルはバッファメモリ２２内にインタ
ーリーブ解除された順序（即ち、元の順序）で存在する。
【００３３】
　幾つかの状況においては前記復調器からのシンボルの流れを中断することは実際的でな
いので、インターリーブ解除の斯様な処理は、実際には、一方のテーブルが満たされる際
に他方が取り出されるか、又はその逆の場合のように、Ｒ行及びＣ列の２つのテーブルを
交互に使用することが必要となる。
【００３４】
　従来知られているように、同一のテーブル又は２つのテーブルをインターリーブ処理及
びインターリーブ解除処理の両方に使用することができることに注意すべきである。
【００３５】
　図３は、本発明によるインターリーブ解除する方法において、ブロックのシンボルがど
のようにしてインターリーブ解除されるかを示している。この例においては、本発明によ
る方法の解説を容易にするために、Ｒ、Ｃ及びＮの値として小さな数、即ちＲ＝１６、Ｃ
＝３及びＮ＝４が選択されている。
【００３６】
　ＲｘＣシンボル（即ち、４８シンボル）からなるシンボルブロック３０がテーブル３１
に供給される。シンボルブロック３０の拡大図において、これらシンボルは、例えば復調
器１５'から入力される順序に従って０～４７に番号が付されている。即ち、各シンボル
に関連づけられた番号は位置インデックスｉである。
【００３７】
　使用されるインターリーブの方式によれば、シンボルブロック３０のシンボルはバッフ
ァメモリ２２に、再配列された順序（即ち、インターリーブ前の元の順序）に従い、各シ
ンボルがｒ＝ｊDIVＣ及びｃ＝ｊMODＣとした場合にｉ＝ｃｘＲ＋ｒとなるような新たな位
置インデックスｉを有するように記憶されることを要する。図には、初期位置インデック
スｊにより識別されるシンボルブロック３０のシンボルが、どの様にして、バッファメモ
リ２２に再配列された順序に従って現れるかが示されている。バッファメモリ２２は、各
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々がＭ＝４個のシンボルを収容することができるエントリのアレイからなり、これらエン
トリは最も高い効率でアドレス指定することが可能な該バッファメモリの最小単位であり
、該バッファメモリは典型的にはＳＤＲＡＭタイプのものからなる。
【００３８】
　従来技術によれば、所要の再配列を達成するために１６行ｘ３列のテーブルが使用され
るであろうところ、本発明によれば、Ｎ行ｘ３列（Ｎは１６より小さい）が使用される。
この例では、Ｎは４に等しい。これは、Ｎに対する自然な選択は４である。何故なら、Ｍ
＝４であるからである。
【００３９】
　該再配列は、下記のようにして達成される。
【００４０】
　第１ステップにおいて、シンボルブロック３０におけるＮｘＣ個のシンボル（即ち、１
２個のシンボル）の第１副ブロック３２が、テーブル３１に行から行への順序で、即ち最
初に０番目の行、続いて１番目の行、２番目の行及び３番目の行の順に記憶される。完全
に満たされた後、該テーブル３１は列から列への順序で、即ち最初に０番目の列、続いて
１番目の列及び２番目の列の順に読み取られる。各列から読み取られるＮ個（この場合は
４個）のシンボルのグループはバッファメモリ２２に、互いにＲ個のシンボルの距離だけ
離れた位置において記憶され、かくして、或るグループと他のグループとの間にはＲ－Ｎ
個（この場合は１２個）のシンボルのギャップが残される。従って、各列から読み取られ
た４個のシンボルのグループは、例えばエントリｎ、ｎ＋４及びｎ＋８においてバッファ
メモリ２２に記憶される。
【００４１】
　第２ステップにおいては、ＮｘＣシンボルの第２副ブロック３３がテーブル３１に行か
ら行への順序で記憶され、次いで、該テーブル３１は列から列への順序で読み取られ、各
列から読み取られたＮシンボルのグループはバッファメモリ２２に、前記第１副ブロック
のＮシンボルのグループに対して後続する位置において（即ち、エントリｎ＋１、ｎ＋５
及びｎ＋９において）記憶される。
【００４２】
　続くステップにおいても、第３副ブロック３４及び第４の最後の副ブロック３５が同様
に処理されて、全シンボルブロック３０がバッファメモリ２２に記録されるようにする。
【００４３】
　前記復調器からのシンボルの連続する流れを処理するために、Ｎ行及びＣ列の２つのテ
ーブルを交互に（一方のテーブルが満たされたら、他方が取り出され、又はその逆に）使
用することも予見することができる。
【００４４】
　図４は、本発明によるインターリーブ解除する装置、即ちデインターリーバの概要図を
示す。
【００４５】
　デインターリーバ１７'はバッファメモリ２２に接続されると共に、
－　Ｎ行及びＣ列のテーブル３１と、
－　当該ブロックにおけるＮｘＣシンボルの副ブロックをテーブル３１に行から行への順
序で記憶するフロントエンド論理ユニット４０と、
－　テーブル３１の列からＮシンボルのグループを列から列への順序で取り出すと共に、
これらグループをバッファメモリ２２に、これらがバッファメモリ２２に再配列された順
序に従って現れるように記憶する再配列論理ユニット４１と、
を有している。
【００４６】
　この様な装置は、好ましくは、集積回路として、又は全復号の責任を負う（即ち、復調
及びエラー訂正部も有する）集積回路の一部として実施化される。
【００４７】
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　この様な装置は、情報担体３１にアクセスする装置に含めることができる。
【００４８】
　更に、この様なデインターリーバ及び対応するインターリーバは統合的であると共に、
同じ資源を（特に同じテーブル又は複数のテーブルを）共有するように実施化することが
できる。上記再配列論理ユニットは、配線論理回路並びにＩＣファームウエア及び／又は
ソフトウェアの組み合わせとして実施化することができる。また、上記フロントエンド論
理ユニットは、好ましくは、配線論理回路のみにより実施化されるものとする。
【００４９】
　以上、テーブル３１として、当該テーブルの各要素が２つのインデックスにより識別さ
れるような二次元メモリ構造を目的とすることが必須であることが、概説されねばならな
い。しかしながら、斯かる２つのインデックスのうちのどちらが行に関連し、どちらが列
に関連するかは全く無関係であり、従って、本発明による方法及び装置は、行及び列に対
する参照を入れ替えることにより説明することもできる。
【００５０】
　同様に、行の要素が書き込まれる順序、及び列の要素が読み取られる順序も無関係であ
る。言い換えると、当該インターリーブ方式は、常に、行及び／又は列の置換（permutat
ion）を含むように変更することもできる。
【００５１】
　図５は、ＢＤ規格に従うＥＣＣクラスタを示している。該ＥＣＣクラスタは２４８ｘ３
０４バイトからなり、２４８行ｘ３０４列のテーブルとして表すことができる。最初の２
１６行はデータバイトを含む一方、残りの３２行はパリティバイトを含む。該ＥＣＣクラ
スタは、各々が２０５２バイトの（即ち各々が９.５列の）３２個のデータフレーム５０
を有する。データフレーム５０は、ホスト装置２４上で動作するアプリケーションにより
使用されるデータ構造である。
【００５２】
　連続的に到来するバイトのストリームの一部として入力される斯様なバイトブロックに
対して、従来技術によるインターリーブ解除法は２４８ｘ３０４バイトの２つのテーブル
を必要とした。
【００５３】
　本発明による方法の実施例においては、Ｎは１６に等しいように選択される。このこと
は、代わりに１６ｘ３０４バイトの２つのテーブルが使用されることを意味し、約１５倍
のメモリサイズの低減を可能にする。Ｎに対する１６なる値は、バッファメモリ２２が、
各々がＭ＝１６バイトのエントリを有する場合に最も自然な選択である。
【００５４】
　これは、図において連続する１６個の行のグループ５１として視覚化することができる
１６行ｘ３０４列の副ブロックを処理することに相当する。
【００５５】
　既に予測されているように、Ｎに対して８又は４等の一層小さな値を使用することも可
能であり、メモリサイズの更なる低減を可能にするが、前記再配列論理ユニットに対する
負荷が増加するか又は帯域幅の損失につながる結果となる。Ｍの約数（divider）でない
ようなＮの値の使用は、現実的でないと考えられる。
【００５６】
　この場合、１６なるＮは、２４８なるＲの約数でないので、最後の副ブロックは該テー
ブルを不完全に（即ち、８行だけを）満たすことになる。従って、行の内容をバッファメ
モリ２２に転送する場合に注意しなければならない。好ましくは、この様な状況は全行を
バッファメモリ２２の適切なエントリにコピーし、意味のない又はダミーバイトの存在が
該バッファメモリ２２にコピーされるのを許容することにより処理することができる。こ
の場合、ホスト装置２４に存在するアプリケーションは、当該バッファメモ内のインター
リーブ解除されたバイトにアクセスする場合に上記ダミーバイトを無視するように構成さ
れる必要がある。
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【００５７】
　更に、本発明による方法は、２１６行のデータバイトのみをバッファメモリに記憶する
ためにも適用することができ、その際、３２行のパリティバイトは別のメモリに記憶し、
又は前記エラー訂正のために直接処理することができる。
【００５８】
　本発明によるインターリーブ解除する方法の他の実施例においては、連続的に到来する
シンボルストリームの一部として入力されるシンボルのインターリーブ解除は、単一のテ
ーブルを用いて達成される。通常、本発明による方法の該他の実施例では、
－　当該テーブルのＮ行はＰＮグループに分割され、
－　該テーブルのＣ列はＰＣグループに割り当てられ、
－　シンボルを該テーブルに行から行への順序で記憶するステップにおいて、到来するシ
ンボルは該テーブルに巡回バッファにおけるように（即ち、最後の行が充填された後、最
初の行が充填されるように）記憶され、
－　該テーブルに記憶されたシンボルを列から列への順序で取り出すステップにおいて、
これら記憶されたシンボルは該テーブルから巡回バッファからのように（即ち、最後の列
を読み取った後に、最初の行が再び読み取られるように）取り出され、
－　或るグループの行が充填された後、対応するグループの列、及び恐らくは該対応する
グループの列における列に続く列が、全体的に又は部分的に読み取られ、
－　取り出されたシンボルは、これらシンボルがバッファメモリにおいて再配列された順
序で現れるような位置に記憶される、
ことが予想される。
【００５９】
　この他の実施例を、図６ａ、６ｂ及び６ｃを参照して説明する。この特定の例において
は、
  Ｒ＝１６であり、
  Ｎ＝８であり、
  Ｃ＝６であり、
  バッファメモリ２２の各エントリ当たりのシンボル数Ｍも８であり、
  ＰＮ及びＰＣ＝２であり、
  第１グループの列は、列０、１及び２であり、
  第２グループの列は、列３、４及び５であり、
  第１グループの行は、行０、１、２及び３であり、
  第２グループの行は、行４、５、６及び７である。
【００６０】
　第１ステップにおいて、最初のグループの行が書き込まれ、次いで最初のグループの列
が読み取られ、その内容がバッファメモリ２２に転送される。該最初のステップの完了の
後の状況が、図６ａに示されている。テーブル３１において、縞の入ったシンボルは、該
第１ステップが完了した際にバッファメモリ２２にコピーされていたシンボルを示すもの
である。
【００６１】
　第２ステップにおいて、第２グループの行が書き込まれ、次いで第２グループの列が読
み取られると共に、その内容がバッファメモリ２２に転送される。該第２ステップの完了
の後の状況が図６ｂに示されている。テーブル３１において、縞の入ったシンボルは、該
第２ステップが完了した際にバッファメモリ２２にコピーされていたシンボルを示すもの
である。
【００６２】
　第３ステップにおいて、当該テーブルは前のステップにおいて完全に充填されているの
で、前記第１グループの行は重ね書きされ（書き換えられ）、次いで、第１グループの列
が読み取られると共に、その内容がバッファメモリ２２に転送される。該第３ステップの
完了後の状況が図６ｃに示されている。
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【００６３】
　或るブロック及び種々の後続ブロックのインターリーブ解除を達成するために当該方法
がどの様に継続されるかは明らかである。上記第３ステップにおいては、バッファメモリ
２２に対するアクセスは余り効率的ではなかった。何故なら、バッファメモリのエントリ
が部分的にのみ書き込まれ、Ｎシンボルのグループが幾つかの場合には２つのエントリに
またがって書き込まれたからである。しかしながら、この効率のロスは、メモリサイズの
更なる削減の利益と較べれば、特定の状況では許容されるものである。
【００６４】
　図６ａ、６ｂ及び６ｃを参照して説明した本発明によるインターリーブ解除する方法の
実施例は、図７ａ～７ｋを参照して説明するように、ＮがＲの約数でない場合にも有利に
適用及び適合化することができる。この例においては、
  Ｒ＝１０であり、
  Ｃ＝４であり、
  バッファメモリ２２の各エントリ当たりのシンボル数Ｍも４であり、
  Ｎ＝４であり、
  ＮｘＣのテーブルに加えて、ＳｘＣの拡張テーブルが使用され、ここで、ＳはＮより小
さく、該拡張テーブルは上記テーブルに対して、この場合はＳ＝２で併置され、
  ＰＮ＝２であり、
　ＰＣ＝２であり、
  第１グループの列は、列１及び３であり、
  第２グループの列は、列０及び２であり、
  第１グループの行は、行０及び１であり、
  第２グループの行は、行２及び３であり、
  拡張テーブルの行は、第３グループの行を形成すると共に、行４及び５として示される
。
【００６５】
　所望されるものは、ＲｘＣ（即ち４０個の）シンボルのシーケンスのインターリーブ解
除を、Ｒ行ｘＣ列の"完全なスケールの"テーブルが使用されたかのようにして達成するこ
とである。図７ａは、４０個のシンボルのシーケンス７０と、インターリーブ解除に使用
されるべき１０行ｘ４列の完全なスケールのテーブル７１と、シンボルがインターリーブ
解除された順序で記憶されるバッファメモリ２２とを示している。
【００６６】
　この実施例においては、代わりに、(Ｎ＋Ｓ)ｘＣの、即ち６行ｘ４列のテーブル７２が
使用される。
【００６７】
　第１ステップにおいて、第１グループの行が書き込まれ、テーブル７２を図７ｂに示さ
れるような状態にする。次いで、第１グループの列のうちの行０及び１に存在するシンボ
ルが読み取られ、バッファメモリ２２に転送される。該第１ステップの完了後の状況が図
７ｃに示され、この場合において、テーブル７２における縞の入ったシンボルはバッファ
メモリ２２にコピーされたシンボルを示すものである。
【００６８】
　第２ステップにおいて、第２グループの行が書き込まれ、テーブル７２を図７ｄに示さ
れるような状態にする。次いで、第２グループの列のうちの行０～３に存在するシンボル
が読み取られ、バッファメモリ２２に転送される。該第２ステップの完了後の状況が図７
ｅに示されている。
【００６９】
　第３ステップにおいて、行４及び５が書き込まれ、テーブル７２を図７ｆに示されるよ
うな状態にする。次いで、第１グループの列のうちの行２～５に存在するシンボルが読み
取られ、バッファメモリ２２に転送される。該第３ステップの完了後の状況が図７ｇに示
されている。
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【００７０】
　第４ステップにおいて、テーブル７２は前のステップにおいて完全に充填されているの
で、第１グループの行は重ね書きされ、テーブル７２を図７ｈに示されるような状態にす
る。次いで、第２グループの列のうちの行４、５、０及び１に存在するシンボルが読み取
られ、バッファメモリ２２に転送される。該第４ステップの完了後の状況が図７ｉに示さ
れている。
【００７１】
　第５ステップにおいて、第２グループの行が書き込まれ、テーブル７２を図７ｊに示さ
れるような状態にする。次いで、第１グループの列のうちの行０～３に存在するシンボル
が読み取られ、バッファメモリ２２に転送される。該第５ステップの完了後の状況が図７
ｋに示されている。
【００７２】
　第６の最終ステップにおいて、第２グループの列のうちの行２及び３に存在するシンボ
ルが読み取られてバッファメモリ２２に転送され、これにより、図７ａに示されたような
所望のインターリーブ解除を達成する。
【００７３】
　この実施例においては、４シンボルのグループの取り込みを容易にするために拡張テー
ブルが使用されたが、拡張テーブルの使用は不要にすることができることを述べなければ
ならない。
【００７４】
　拡張テーブルが使用される場合、ＳはＮ／ＰＮに、又はその倍数に選定される。
【００７５】
　この実施例の利点は、
－　当該シーケンスの始め及び終わりを除いて、バッファメモリ２２のエントリは一度に
、従って最良の効率で書き込まれ、
－　バッファメモリ２２にダミーバイトを見越す必要がない、
－　２つのテーブルの代わりに、拡張テーブルとの組み合わせで単一のテーブルが使用さ
れる、
点である。
【００７６】
　これは、Ｎシンボルのグループがメモリバッファの単一のエントリに転送されるように
、拡張テーブルを使用すると共に、列のグループの定義を、各ステップにおいて列のグル
ープから転送されるＮ個のシンボルのグループの選択を適切に行うことにより可能にされ
た。
【００７７】
　図７ａ～７ｋを参照して説明した上記インターリーブ解除する方法の実施例（以下、"
改善された構成"と称する）は、図７ａ～７ｋの特定の例におけるものとは異なるパラメ
ータＲ、Ｃ、Ｍ及びＮの値に対しても容易に適用することができる。特に、バッファメモ
リ２２が、各々がＭ＝１６バイトのエントリを有し、Ｒ＝２１６（別途処理されるパリテ
ィバイトは別として）及びＣ＝３０４であるような図５に示すＥＣＣクラスタをインター
リーブ解除するために適用することができる。
【００７８】
　上述したように、Ｎに対する賢明な選択はＮ＝Ｍ＝１６であり、これは２１６の約数で
はない。
【００７９】
　このインターリーブ解除する方法の改善された構成を適用する場合、下記のような選択
がなされる。
【００８０】
　ＮｘＣのテーブルに加えて、ＳｘＣの拡張テーブルが使用され、その場合において、Ｓ
＝４とする、
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  ＰＮ＝４であり、
　ＰＣ＝４であり、
  第１グループの行は、行０～３であり、
  第２グループの行は、行４～７であり、
  第３グループの行は、行８～１１であり、
  第４グループの行は、行１２～１５であり、
  拡張テーブルの行は、第５グループの行を形成すると共に、行１６～１９として示され
、
  第１グループ（グループＡと称す）の列は、column_nr MOD 19が１０、１２、１４、１
６、１８に等しいような全ての列であり（column_nrは０と３０３との間で変化する列イ
ンデックスである）、
  第２グループ（グループＢと称す）の列は、column_nr MOD 19が１、３、５、７、９＊
に等しいような全ての列であり、
  第３グループ（グループＣと称す）の列は、column_nr MOD 19が９＊、１１、１３、１
５、１７に等しいような全ての列であり、
  第４グループ（グループＤと称す）の列は、column_nr MOD 19が０、２、４、６、８に
等しいような全ての列である。
【００８１】
　column_nr MOD 19＝９となる列は、グループＢ及びＣの両方の一部であることがわかる
。これらの列は、１０８までの行に対しては列Ｂとして扱われ、その後のものに対しては
列Ｃとして扱われる。
【００８２】
　図８には、ＥＣＣクラスタが示され、該図において列は、属するグループに従ってＡ、
Ｂ、Ｃ又はＤと印されている。
【００８３】
　図７ａから７ｋを参照して既述したように、同一のグループの列から取り込まれたバイ
トのグループは整列されている（即ち、同一の行からとられている）が、異なるグループ
の列から取り込まれたバイトのグループは互いにずらされている。このずれが、使用され
るＳＲＡＭメモリを更に低減すると共にダミーバイトの使用を不要にし、且つ、バッファ
メモリにおける孔の発生を防止するのを実際に可能にするものである。Ｎ／ＰＮ＝４であ
るので、このずれは、４行に対応する。
【００８４】
　ＥＣＣクラスタの最初及び最後を処理する際に、取り込まれるバイトのグループは１６
より小さい、即ち４、８及び１２になるであろう。それでも、これは当該バッファメモリ
に孔を生じることはない。何故なら、ＥＣＣクラスタの始めにおける４、８及び１２バイ
トのグループは該データクラスタの終わりにおける１２、８及び４バイトのグループに対
して相補的であるからである。
【００８５】
　バイトはディスクから流れ出ると共に、上記テーブルに行から行へと記憶され、該テー
ブルから読み取られると共に、後続のグループの行が満たされるやいなや、バッファメモ
リに送られる。ＥＣＣクラスタのインターリーブ解除は以下に説明するように行われる。
【００８６】
　クラスタの始めにおいて最初の４行（行０～３）が、テーブルの行０～３に記憶される
。次いで、このテーブルにおけるこれら４行において列の部分集合Ａに属するバイトが該
テーブルから列から列へと読み取られ、メモリバッファに送られる。該メモリバッファに
おいて、これらバイトは適切な位置に、即ち達成されるべきインターリーブ解除の順序に
従って記憶される。これらのグループは、１６の代わりに４バイトしか有していないから
、１６バイトより小さなグループがメモリバッファに転送される如何なる他の場合とも同
様に、幾つかの余分のダミーバイトが追加される。しかしながら、これらのダミーバイト
はバッファには実効的には書き込まれない。即ち、これらがバッファに書き込まれるのを
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防止するためにマスクを使用することができる。
【００８７】
　次いで、当該ＥＣＣクラスタの次の４行（行４～７）が上記テーブルの行４～７に記憶
され、次いで、該テーブルの行０～８のうちの列部分集合Ｂに属するバイトがメモリバッ
ファに転送される。
【００８８】
　次いで、当該ＥＣＣクラスタの次の４行（行８～１１）が上記テーブルの行８～１１に
記憶され、次いで、該テーブルの行０～１１のうちの列部分集合Ｃに属するバイトがメモ
リバッファに転送される。
【００８９】
　次いで、当該ＥＣＣクラスタの次の４行（行１２～１５）が上記テーブルの行１２～１
５に記憶され、次いで、該テーブルの行０～１５のうちの列部分集合Ｄに属するバイトが
メモリバッファに転送される。これらのグループは、正確に１６バイトを有し、バッファ
メモリの１つのエントリに効果的に投入される。
【００９０】
　次いで、当該ＥＣＣクラスタの次の４行（行１６～１９）が上記テーブルの行１６～１
９に記憶され、次いで、該テーブルの行４～１９のうちの列部分集合Ａに属するバイトが
メモリバッファに転送される。これらのグループは、正確に１６バイトを有し、バッファ
メモリの１つのエントリに効果的に投入される。
【００９１】
　到来するシンボルのストリームを処理するために、既に書き込まれた行のグループに対
応する列のグループからのシンボルの取り込みは、後続する行のグループが書き込まれる
のと同時に行われる。例えば、当該テーブルの行０～１５における列部分集合Ｄに属する
バイトが該テーブルから取り込まれている間に、該テーブルの行１６～１９は充填されつ
つある。
【００９２】
　次いで、当該ＥＣＣクラスタの次の４行（行２０～２３）が上記テーブルの行０～３に
記憶され、次いで、該テーブルの行８～１９及び０～３における列部分集合Ｂに属するバ
イトがメモリバッファに転送される。これらのグループは、正確に１６バイトを有し、バ
ッファメモリの１つのエントリに効果的に投入される。
【００９３】
　次いで、当該ＥＣＣクラスタの次の４行（行２４～２７）が上記テーブルの行４～７に
記憶され、次いで、該テーブルの行１２～１９及び０～７のうちの列部分集合Ｃに属する
バイトがメモリバッファに転送される。これらのグループは、正確に１６バイトを有し、
バッファメモリの１つのエントリに効果的に投入される。
【００９４】
　この様な処理が、同様にして継続される。
【００９５】
　当該ＥＣＣクラスタの行１０４～１０７がテーブルに記憶される場合、１６の偶数デー
タフレームにおける４つのＥＤＣバイトを、バッファメモリに、又は代わりに何らかの中
間メモリに、転送することができる。これは、当該バッファにおけるデータフレームの終
わりに１２個のダミーバイトの孔を生じさせ、これらは当該データフレームのステータス
情報に使用することができる。
【００９６】
　当該ＥＣＣクラスタの行１１６～１１９がテーブルに記憶され、且つ、該ＥＣＣクラス
タの行１０４～１１９に対応する、列部分集合Ｂに属する関連するバイトがバッファメモ
リに転送された後、column_nr MOD 19＝９の列は、グループＣの列とみなされる。
【００９７】
　当該ＥＣＣクラスタの行１２０～１２３がテーブルに記憶されると、該ＥＣＣクラスタ
の行１０８～１２３行に対応する前記列部分集合Ｃに属する関連バイトが、メモリバッフ
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ァに転送される。
【００９８】
　当該ＥＣＣクラスタの行１２４～１２７がテーブルに記憶されると、該ＥＣＣクラスタ
の行１１２～１２７行に対応する前記列部分集合Ｄに属する関連バイトが、メモリバッフ
ァに転送される。
【００９９】
　この様な処理は、当該ＥＣＣクラスタの行２００～２１５に対応する列部分集合Ｂのバ
イトがバッファメモリに転送されるような行２１５まで繰り返される。
【０１００】
　この処理は、シンドローム計算又は何らかの他の理由のために前記パリティバイトの３
２行まで容易に拡張することができる。
【０１０１】
　この時点で、当該ＥＣＣクラスタの全ての残りのバイトはテーブル内にあり、バッファ
メモリに転送することができる。即ち、先ずグループＣの列における１２バイトのグルー
プが、次いでグループＤの列における８バイトのグループが、最後にグループＡの列にお
ける４バイトのグループが転送される。
【０１０２】
　これら最後のグループのうち、column_nr MOD 19＝１８の列に位置するデータバイトは
奇数データフレームのＥＤＣバイトである。これらは、ＳＤＲＡＭバッファに転送するこ
とができるか、又は代わりに何らかの中間メモリに転送することができる。
【０１０３】
　ＢＤに従うＥＣＣクラスタは、サブ構造として、Ｍ＝１６の倍数ではない２０５２バイ
トの３２のデータフレームを含むことに注意することができる。上述した方法は、奇数デ
ータフレームのバイト０が、転送されるＮバイトのグループにおける最初のものとなるよ
うになるので、エントリにうまく整列し、かくして、バッファにおけるデータフレームの
始めにダミーバイト又は孔が発生されることがない。
【０１０４】
　この方法の変形例において、前記拡張テーブルは、テーブルからのバイトの取り込み及
びテーブルへのバイトの記憶の同期を容易にするために４行の代わりに５行を含むことが
できる。この追加の行は、到来するバイトが記憶されるべき位置が未だ解放されていない
場合に、幾つかの到来バイトを記憶するために使用することができる。この追加の行を使
用するための可能性のある方法は、行に関する限りにおいて、全テーブルを巡回バッファ
として使用するということである。この場合、固定されたグループの行は、最早、存在せ
ず、言い換えると、行は種々のグループの行に動的に割り当てられる。即ち、後続のグル
ープの行は、常に、現在のグループの行より先の４（＝Ｎ／ＰＮ）行からなるので、最初
のグループの行０～３、次のグループの行４～７、次のグループの行８～１１、次のグル
ープの行１２～１５、次のグループの行１６～１９、次のグループの行２０～２、次のグ
ループの行３～６、等々となる。
【０１０５】
　明らかなように、この改善された方法の基礎となる思想は、インターリーブなる逆の処
理にも同様に適用することができる。
【０１０６】
　請求項を含み、この明細書で使用される"有する"なる用語は記載されたフィーチャ、完
全体、ステップ又は構成要素の存在を示すものとされるが、１以上の他のフィーチャ、完
全体、ステップ、構成要素若しくはこれらのグループの存在又は追加を排除するものでは
ないことに注意すべきである。また、請求項における単数形の要素は、複数の斯様な要素
の存在を排除するものではないことに注意すべきである。更に、如何なる参照番号も請求
項の範囲を限定するものではない。即ち、本発明はハードウェア及びソフトウェアの両方
により実施化することができ、幾つかの"手段"は同一の品目のハードウェアにより表すこ
ともできる。更に、本発明は各々の又は全ての新規なフィーチャ又はフィーチャの組み合
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わせに存するものである。
【０１０７】
　本発明は、以下のように要約することができる。インターリーブは、デジタル通信及び
記憶システムにおいて雑音阻止を改善する。既知の方法によれば、インターリーブ／イン
ターリーブ解除は、シンボルをＲ行ｘＣ列の一時メモリテーブルに行から行への順序で記
憶し、これらを列から列への順序で読み出す（又はその逆にする）ことにより、再配列さ
れた順序を得る。同様のインターリーブ／インターリーブ解除処理を低減されたサイズの
一時メモリテーブルにより達成するようなインターリーブ及びインターリーブ解除する方
法並びに装置が提案される。
【０１０８】
　上記の再配列された順序に従うシンボルの再配列は、シンボルが他のメモリから取り込
まれ又は他のメモリに記憶される順序との組み合わせで、低減されたメモリサイズのテー
ブルを用いて達成される。本発明は、更に、インターリーブ及び／又はインターリーブ解
除するＩＣ並びに装置にも関するものである。
【図面の簡単な説明】
【０１０９】
【図１】図１は、デジタル通信システムを示す。
【図２】図２は、情報担体を読み出すシステムを示す。
【図３】図３は、本発明によるインターリーブ解除する方法において、ブロックのシンボ
ルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図４】図４は、本発明によるブロックのシンボルをインターリーブ解除する装置を示す
。
【図５】図５は、ＥＣＣクラスタを示す。
【図６ａ】図６ａは、本発明によるインターリーブ解除する方法の他の実施例において、
ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図６ｂ】図６ｂは、本発明によるインターリーブ解除する方法の他の実施例において、
ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図６ｃ】図６ｃは、本発明によるインターリーブ解除する方法の他の実施例において、
ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図７ａ】図７ａは、本発明によるインターリーブ解除する方法の更に他の実施例におい
て、ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図７ｂ】図７ｂは、本発明によるインターリーブ解除する方法の更に他の実施例におい
て、ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図７ｃ】図７ｃは、本発明によるインターリーブ解除する方法の更に他の実施例におい
て、ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図７ｄ】図７ｄは、本発明によるインターリーブ解除する方法の更に他の実施例におい
て、ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図７ｅ】図７ｅは、本発明によるインターリーブ解除する方法の更に他の実施例におい
て、ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図７ｆ】図７ｆは、本発明によるインターリーブ解除する方法の更に他の実施例におい
て、ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図７ｇ】図７ｇは、本発明によるインターリーブ解除する方法の更に他の実施例におい
て、ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図７ｈ】図７ｈは、本発明によるインターリーブ解除する方法の更に他の実施例におい
て、ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図７ｉ】図７ｉは、本発明によるインターリーブ解除する方法の更に他の実施例におい
て、ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図７ｊ】図７ｊは、本発明によるインターリーブ解除する方法の更に他の実施例におい
て、ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図７ｋ】図７ｋは、本発明によるインターリーブ解除する方法の更に他の実施例におい
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て、ブロックのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
【図８】図８は、図７ａ～７ｋを参照して説明したインターリーブ解除する方法の実施例
により、ＥＣＣクラスタのシンボルがどの様にしてインターリーブ解除されるかを示す。
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