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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象画像データの２次元離散フーリエ変換を行う方法であって、
　前記対象画像データの最外画素以外の画素が全てゼロに設定されている境界画像データ
を構築するステップ（ａ）と、
　前記対象画像データの各行に対し１次元高速フーリエ変換を行い、前記対象画像データ
の各列に対して１次元高速フーリエ変換を行うことによって、前記対象画像データの２次
元高速フーリエ変換を行うステップ（ｂ）と、
　構築された前記境界画像データにおいて第１列のみに対して１次元高速フーリエ変換を
行い、構築された前記境界画像データの残りの列について列単位１次元高速フーリエ変換
を行わず、前記第１列の１次元高速フーリエ変換の結果をスケーリングすることにより、
構築された前記境界画像データの残りの列の１次元高速フーリエ変換を導出し、構築され
た前記境界画像データの各行に対し１次元高速フーリエ変換を行うことにより、前記境界
画像データの２次元高速フーリエ変換を行うステップ（ｃ）と、
　前記ステップ（ｂ）によって実行された前記対象画像データの２次元高速フーリエ変換
から前記ステップ（ｃ）において導出された前記境界画像データの高速フーリエ変換を減
算することによって、前記対象画像データからエッジアーチファクトが除去された画像デ
ータの高速フーリエ変換を導出するステップ（ｄ）と、
を１以上のデジタル処理装置が実行する、方法。
【請求項２】
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　前記ステップ（ｂ）および（ｃ）は並行して処理される、
請求項１に記載の方法
【請求項３】
　前記１以上のデジタル処理装置は、ホストコンピュータと、前記ホストコンピュータと
接続された１以上のフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）と、を備
え、
　前記ステップ（ａ）および（ｄ）は、前記ホストコンピュータによって実行され、前記
ステップ（ｂ）および（ｃ）は、前記１以上のＦＰＧＡによって並行して実行される、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　対象画像データの２次元離散フーリエ変換を行うシステムであって、
　ホストコンピュータと、
　バスにより前記ホストコンピュータと接続された１以上のフィールド・プログラマブル
・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡｓ）と、を備え、
　前記ホストコンピュータは、前記対象画像データの最外画素以外の画素が全てゼロに設
定されている境界画像データを構築し、
　前記１以上のＦＰＧＡは、（ｉ）前記対象画像データの各行に対し１次元高速フーリエ
変換を行い、前記対象画像データの各列に対して１次元高速フーリエ変換を行うことによ
って、前記対象画像データの２次元高速フーリエ変換を行い、
　前記１以上のＦＰＧＡは、（ｉｉ）構築された前記境界画像データにおいて第１列のみ
に対して１次元高速フーリエ変換を行い、構築された前記境界画像データの残りの列につ
いて列単位１次元高速フーリエ変換を行わず、前記第１列の１次元高速フーリエ変換の結
果をスケーリングすることにより、構築された前記境界画像データの残りの列の１次元高
速フーリエ変換を導出し、構築された前記境界画像データの各行に対し１次元高速フーリ
エ変換を行うことにより、前記境界画像データの２次元高速フーリエ変換を行い、
　前記ホストコンピュータは、前記対象画像データの２次元高速フーリエ変換から前記境
界画像データの高速フーリエ変換を減算することによって、前記対象画像データからエッ
ジアーチファクトが除去された画像データの高速フーリエ変換を導出する、
システム。
【請求項５】
　前記ホストコンピュータは、（ｉ）および（ｉｉ）が並行して処理されるように前記１
以上のＦＰＧＡを制御する、
請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　Ｎ（Ｎは２より大きい整数）次元画像データのＮ次元高速フーリエ変換を行う方法であ
って、
　前記Ｎ次元画像データを、複数の２次元画像データにスライスし、
　請求項１記載の対象画像データの２次元離散フーリエ変換の実行方法を前記複数の２次
元画像データのそれぞれに対し実行し、
　請求項１記載の前記方法を前記複数の２次元画像データのそれぞれに対し実行した結果
からＮ次元高速フーリエ変換を導出する、
処理を１以上のデジタル処理装置が実行する、
方法。
【請求項７】
　前記ホストコンピュータは、さらに、Ｎ（Ｎは２より大きい整数）次元画像データを受
け取り、受け取った前記Ｎ次元画像データを複数の２次元画像データにスライスするよう
構成され、
　前記１以上のＦＰＧＡは、前記複数の２次元画像データのそれぞれに対して（ｉ）およ
び（ｉｉ）を実行し、
　前記ホストコンピュータは、前記１以上のＦＰＧＡが前記複数の２次元画像データのそ
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れぞれに対し実行した（ｉ）および（ｉｉ）の結果から前記Ｎ次元画像データのＮ次元フ
ーリエ変換を導出する、
請求項５に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は２次元離散フーリエ変換（２次元ＤＦＴ）におけるエッジ効果または級数終端
誤差を除去するようフィールド・プログラマブル・ハードウェアを構成する方法およびシ
ステムに関する。本出願は、ここに、２０１５年７月２０日に出願された米国仮出願６２
／１９４，６８９を全体として参照により引用する。
【背景技術】
【０００２】
　離散フーリエ変換（ＤＦＴ）は、デジタル通信システム、画像処理、コンピュータビジ
ョン、生物医学的画像化、および２次元データからの３次元（例えば、トモグラフィー）
密度の再構築を含むが、これに限定されない広範囲の用途を有する、最も一般的に使用さ
れ極めて重要な関数の１つである。フーリエ画像解析は、空間領域における複雑な畳み込
み演算を周波数領域における単純な掛け算に変換することにより、計算を単純化する。そ
の計算の複雑性に起因して、ＤＦＴは、しばしば、高いスループットおよびリアルタイム
に近い動作を必要とするアプリケーションの計算上の制約となる。１９６５年に最初に提
案されたクーリー－テューキー型高速フーリエ変換（ＦＦＴ）アルゴリズム（非特許文献
１）は、１次元ＤＦＴについて、ＤＦＴの複雑さをＯ（Ｎ２）からＯ（ＮｌｏｇＮ）に低
減する。しかしながら、２次元ＤＦＴの場合、１次元ＦＦＴを２次元で計算しなければな
らないので、その複雑性はＯ（Ｎ２ｌｏｇＮ）に増加し、２次元ＤＦＴはリアルタイムマ
シンビジョンアプリケーションにとって重大なボトルネックになってしまう（非特許文献
２）。
【０００３】
　資源効率がよく高スループットな２次元ＤＦＴの実装がいくつか存在する。これらの実
装の多くは、ソフトウェアベースであり、例えば、Ｉｎｔｅｌ　ＭＫＬ（非特許文献３）
、ＦＦＴＷ（非特許文献４）およびＳｐｉｒａｌ（非特許文献５）等の汎用プロセッサ（
ＧＰＰ）の効率的なパフォーマンスのために最適化されている。ＧＰＰ上の実装は、様々
なシナリオに容易に適用できる。しかしながら、ＧＰＰはより多くの電力を消費し、リア
ルタイム組み込みアプリケーションにとって理想的ではない。特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）ベースの実装もいくつか提案されているが（非特許文献６）、ＡＳＩＣ実装を変
更するのは容易ではないため、画像処理システムの迅速な試作に対して費用効率の高い解
決策ではない。その固有の並列性およびリコンフィギュラビリティにより、フィールド・
プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）は、ＦＦＴアルゴリズム自体の並列性を完
全に利用するため、ＦＦＴ計算を加速する魅力的なターゲットである。過去数年間で、高
スループットのＦＰＧＡベースの実装がいくつかあった。これらの実装のほとんどは、外
部メモリを効率的に使用して行および列の分解（ＲＣＤ）により１次元ＦＦＴを繰り返し
起動することに依存している（非特許文献２、７および８）。それらの多くは、リアルタ
イムまたはリアルタイムに近い性能（すなわち、標準５１２×５１２画像に対し１秒あた
り２３フレーム以上）を達成している。
【０００４】
　２次元ＤＦＴを計算している間、画像は周期的であると仮定されるが、通常はそうでは
ない。この画像の非周期性は、エッジアーチファクトまたは級数終端誤差として知られる
、フーリエ変換におけるアーチファクトの原因となる。これらのアーチファクトは、非特
許文献９および１０に見られるように、周波数領域における高振幅係数のいくつかのクロ
スとして現れる。このようなエッジアーチファクトは、後続の処理段階に渡されることが
でき、生物医学的用途において結果の重大な誤解につながるおそれがある。現在の２次元
ＦＦＴ　ＦＰＧＡ実装のいずれも、この問題に直接取り組んでいない。これらのアーチフ
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ァクトは、たいてい、ミラーリング、ウィンドウイング、ゼロ詰め、または後処理（例え
ば、フィルタリング技術）を用いて前処理中に除去される。これらの技術は、通常、計算
集約的であり、画像サイズの増加を伴い、しばしば変換を変更する傾向もある。最も一般
的な手法は、エッジをゆっくり減衰させるために、コーナーピクセルにおいて画像をラン
ピングすることである。ランピングは通常、テューキー（テーパーコサイン）またはハミ
ング窓などのアポディゼイション関数により行われ、強度をなめらかにゼロに低減する。
このような手法は、ＦＦＴを計算する前に、窓関数をルックアップテーブル（ＬＵＴ）に
格納し、それに画像ストリームを乗算することによって、前処理動作としてＦＰＧＡに実
装することができる（非特許文献１０）。この手法は、小さな画像の場合、極端に計算集
約的というわけではないが、画像から不注意に必要な情報を取り除いてしまうため、画像
をさらに他の画像と共に処理して、診断や他の意思決定に重要なアプリケーションに使用
される最終的な画像を再構築する場合、深刻な結果をもたらす可能性がある。他の一般的
な方法は、画像をＮ×Ｎから２Ｎ×２Ｎへミラーリングする方法である。このようにする
ことで、画像は周期的になり、エッジアーチファクトが除去される。しかしながら、この
方法は、画像のサイズを４倍に増加させるだけでなく、変換を対称にするため、不正確な
位相成分を生成してしまう。
【０００５】
　これまでのＲＣＤベースの２次元ＦＦＴ　ＦＰＧＡ実装のほとんどは、２つの大きな設
計上の課題を有している。（１）１次元ＦＦＴ実装は、かなり高いスループットおよび資
源効率性を有している必要がある。（２）画像は通常大きく、行および列の１次元ＦＦＴ
演算の間に中間のストレージが必要となるため、外部ＤＲＡＭは、高帯域幅を有し、効率
的にアドレス指定される必要がある。
【０００６】
　１次元、２次元、または多次元ＦＦＴを計算している間に同時にエッジアーチファクト
を取り除くことは、使用される方法に関わらず、追加の設計上の課題をもたらす。しかし
ながら、これらのアーチファクトは、次の処理レベルに伝播するおそれがあるため、アプ
リケーション内で除去されなければならない。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述したように、エッジアーチファクトを除去するための既存技術は、メモリをたくさ
ん使用し１次元ＤＦＴルーティンを何回も起動する等、大きな計算資源を必要とする、ま
たは、使いやすい実装可能な方法でエッジアーチファクトを効果的かつ十分に除去しない
。今日まで、リアルタイムアプリケーションのための２次元離散フーリエ変換についてエ
ッジアーチファクトを除去するのに利用できる効率的かつ効果的な技術は存在しない。
【０００９】
　本発明の目的は、リアルタイムでの２次元離散フーリエ変換においてエッジアーチファ
クトを除去するための効率的かつ効果的なスキームおよびシステムを提供することである
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【００１０】
　本発明のもう１つの目的は、２次元ＦＦＴ　ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍ
ａｂｌｅ　ＧａｔｅＡｒｒａｙ）に容易に実装可能であって、リアルタイムでの２次元離
散フーリエ変換においてエッジアーチファクトを除去するための効率的かつ効果的なスキ
ームおよびシステムを提供することである。
【００１１】
　本発明のもう１つの目的は、リアルタイムでの２次元離散フーリエ変換においてエッジ
アーチファクトを除去するための効率的かつ効果的なスキームが実装されたＦＰＧＡを備
える２次元ＦＦＴシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　これらの利点およびその他の利点を達成するために、本発明の目的に従って、具現化さ
れ広範に記載されているように、１つの側面では、本発明は、１以上のデジタル処理装置
において実行される、対象画像データの２次元離散フーリエ変換を行う方法であって、前
記対象画像データから境界画像データを抽出するステップ（ａ）と、前記対象画像データ
の各行に対し１次元高速フーリエ変換を行い、前記対象画像データの各列に対して１次元
高速フーリエ変換を行うことによって、前記対象画像データの２次元高速フーリエ変換を
行うステップ（ｂ）と、スムース成分の高速フーリエ変換を導出するように、列単位１次
元高速フーリエ変換を行うことなく前記境界画像データに対し簡易２次元高速フーリエ変
換処理を行うステップ（ｃ）と、前記ステップ（ｂ）によって実行された前記対象画像デ
ータの２次元高速フーリエ変換から前記ステップ（ｃ）において導出された前記スムース
成分の高速フーリエ変換を減算することによって、エッジアーチファクトが除去された前
記対象画像データのピリオディック成分の高速フーリエ変換を導出するステップ（ｄ）と
、を含み、前記ステップ（ｃ）は、抽出された前記境界画像データにおいて第１列ベクト
ルのみに対して１次元高速フーリエ変換を行い、拡大縮小された列ベクトルを使用して抽
出された前記境界画像データの残りの列の１次元高速フーリエ変換を導出し、抽出された
前記境界画像データの各行に対し１次元高速フーリエ変換を行うことを含む、方法を提供
する。この方法において、前記ステップ（ｂ）および（ｃ）は並行して処理されてもよい
。
【００１３】
　この方法において、前記１以上のプロセッサは、ホストコンピュータと、前記ホストコ
ンピュータと接続された１以上のフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧ
Ａ）と、を備え、前記ステップ（ａ）および（ｄ）は、前記ホストコンピュータによって
実行され、前記ステップ（ｂ）および（ｃ）は、前記１以上のＦＰＧＡによって並行して
実行されてもよい。
【００１４】
　他の側面では、本発明は、対象画像データの２次元離散フーリエ変換を行うシステムで
あって、ホストコンピュータと、バスにより前記ホストコンピュータと接続された１以上
のフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡｓ）と、を備え、前記ホスト
コンピュータは、前記対象画像データから境界画像データを抽出し、前記１以上のＦＰＧ
Ａは、（ｉ）前記対象画像データの各行に対し１次元高速フーリエ変換を行い、前記対象
画像データの各列に対して１次元高速フーリエ変換を行うことによって、前記対象画像デ
ータの２次元高速フーリエ変換を行い、前記１以上のＦＰＧＡは、（ｉｉ）スムース成分
の高速フーリエ変換を導出するように、列単位１次元高速フーリエ変換を行わずに、抽出
された前記境界画像データに対し簡易２次元高速フーリエ変換処理を行い、前記ホストコ
ンピュータは、前記スムース成分の前記高速フーリエ変換を前記対象画像データの前記２
次元高速フーリエ変換から減算することによって、エッジアーチファクトが除去された前
記対象画像データのピリオディック成分の高速フーリエ変換を導出し、前記簡易２次元高
速フーリエ変換処理は、前記境界画像データにおいて第１列ベクトルのみに対して１次元
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高速フーリエ変換を行い、拡大縮小された列ベクトルを使用して抽出された前記境界画像
データの残りの列の１次元高速フーリエ変換を導出し、抽出された前記境界画像データの
各行に対し１次元高速フーリエ変換を行うことを含む、システムを提供する。このシステ
ムにおいて、前記ホストコンピュータは、（ｉ）および（ｉｉ）が並行して処理されるよ
うに前記１以上のＦＰＧＡを制御してもよい。
【００１５】
　他の側面では、本発明は、Ｎ（Ｎは２より大きい整数）次元画像データのＮ次元高速フ
ーリエ変換を行う方法であって、前記Ｎ次元画像データを、複数の２次元画像データにス
ライスし、上記の対象画像データの２次元離散フーリエ変換の実行方法を前記複数の２次
元画像データのそれぞれに対し実行し、上記の方法を前記複数の２次元画像データのそれ
ぞれに対し実行した結果からＮ次元高速フーリエ変換を導出する、方法を提供する。同様
に、上記のシステムは、前記ホストコンピュータは、さらに、Ｎ（Ｎは２より大きい整数
）次元画像データを受け取り、受け取った前記Ｎ次元画像データを複数の２次元画像デー
タにスライスし、前記１以上のＦＰＧＡは、前記複数の２次元画像データのそれぞれに対
して（ｉ）および（ｉｉ）を実行し、前記ホストコンピュータは、前記１以上のＦＰＧＡ
が前記複数の２次元画像データのそれぞれに対し実行した（ｉ）および（ｉｉ）の結果か
ら前記Ｎ次元画像データのＮ次元フーリエ変換を導出するように構成されていてもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の１以上の側面によれば、２次元ＦＦＴにおいてとにかく生成されるエッジアー
チファクトが効率的におよび効果的に除去される。特に、いくつかの実施形態では、効果
的にエッジアーチファクトを除去しつつ、２次元ＤＦＴのための外部へのアクセスおよび
１次元ＤＦＴ処理がこれまでの技術と比較して大幅に削減される。例えば、本発明の実施
例において、１次元ＦＦＴの必要な起動回数は低減され、外部ＤＲＡＭの利用は大幅に低
減され、これにより計算資源を大幅に節約する。
【００１７】
　本発明の追加のまたは個々の特徴と利点は、以下の記載において説明され、一部はその
記載から明らかであり、あるいは、本発明の実施により習得することができる。本発明の
目的と他の利点は添付図面だけでなくその明細書および特許請求の範囲において特に指摘
される構成によって実現され、達成されるだろう。
【００１８】
　上述の一般的な説明と、以下に述べる詳細な説明は、例示的かつ説明的なものであって
、特許請求されている本発明の詳しい説明を提供することが意図されていることを理解さ
れたい。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、非周期的な境界を有する例示画像に適用された、本発明の実施形態に係
る、処理前後の画像およびそれぞれのフーリエ成分分布を示す。図１（ａ）は、非周期的
な境界を有する例示画像である。図１（ｂ）は、図１（ａ）の画像の２次元ＤＦＴを示す
図である。図１（ｃ）は、スムース成分のＤＦＴ、すなわち、図１（ａ）の画像から除去
されたアーチファクトである。図１（ｄ）は、ピリオディック成分、すなわち、エッジア
ーチファクトが除去された図１（ａ）の画像のＤＦＴである。図１（ｅ）は、スムース成
分から再構築した画像を示す図である。図１（ｆ）は、ピリオディック成分から再構築さ
れた画像を示す図である。
【図２】図２は、ミラーリング、ピリオディックプラススムースデコンポジション（ＰＳ
Ｄ）、および本発明の実施形態に係る改良ピリオディックプラススムースデコンポジショ
ン（ＯＰＳＤ）について、画像サイズの増加に伴うＤＲＡＭアクセス回数と計算対象のＤ
ＦＴポイント数とをそれぞれ示すグラフである。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係る、ＰＸＩｅ筐体上の高速バスを介して接続され
たホストＰＣコントローラを備えるＰＸＩｅベースのマルチＦＰＧＡシステムのブロック
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図である。
【図４】図４は、ＩＬＵＴを伴う２次元ＦＦＴのブロック図であり、本発明の実施形態に
係る、制御部（ＣＵ）を介してスケジュールされた外部メモリとローカルメモリとの間の
データ転送を示している。
【図５】図５は、本発明の実施形態に係る、改良ピリオディックプラススムースデコンポ
ジションを使用した同時エッジアーチファクト除去を伴うＰＸＩｅベースの２次元ＦＦＴ
実装の機能ブロック図である。
【図６】図６は、本発明の実施形態に係る全体的なハードウェア設計の流れを示す図であ
る。ＤＦＴは標準ＶＨＤＬブロック、Ｆｌｉｐ関数、およびＭａｔｈ関数を用いて実装さ
れる。Ｆｌｉｐ関数およびＭａｔｈ関数は、図７および図８において詳細に描かれており
、ディスプレイＡおよびディスプレイＢは、それぞれ、オリジナルのＤＦＴおよび改良Ｄ
ＦＴを示す図であり、１つまたは２つの表示装置上に表示されてもよい。
【図７】図７はＦｌｉｐ関数を示す図である。画像のエッジは、ベクトルに格納され、減
算され、対応して入れ替えられる。
【図８】図８はＭａｔｈ関数を示す図である。標準ＣＯＲＤＩＣを使用してコサインが実
装されている。
【図９】図９は、画像について、原画像、そのＤＦＴ、計算された除去成分（ＲＣ）、お
よびＤＦＴ－Ｒをそれぞれ示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　上述したこれらのアーチファクトを除去する理想的な方法は、画像から最小限の情報を
除去しつつ、画像を周期的にすることを含むべきである。本開示は、この目的のために、
効率的なピリオディックプラススムース（“Ｐ＋Ｓ”）デコンポジション（ＰＳＤ）ベー
スの手法を使用する。Ｍｏｉｓａｎ（非特許文献１１）によって最初に提示され非特許文
献１２、１３および１４において使用されたＰＳＤは、境界のピクセルを除いてピクセル
に直接介入せず、画像サイズの増加を伴わないため、エッジアーチファクトを除去するた
めの理想的な方法である。さらに、ＰＳＤは本来、本質的に並列であるため、高スループ
ットのＦＰＧＡベースの実装に対して理想的なものとなる。本発明者らは、オリジナルの
Ｐ＋Ｓデコンポジションアルゴリズムを大幅に改良し、全体的な実装をより効率的にした
。特に、１次元ＦＦＴの必要起動回数および外部ＤＲＡＭの利用を大幅に削減する。
【００２１】
　本開示において、アルゴリズムを迅速に試作するために、本発明者らは、ロバストなデ
ータフローベースのグラフィカルデザイン環境（非特許文献１６）であるＮａｔｉｏｎａ
ｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社のＬａｂＶｉｅｗ　ＦＰＧＡ　２０１４（非特許文献１５
）を使用した。ＬａｂＶｉｅｗ　ＦＰＧＡは、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ
ｓ（ＮＩ）社のＸｉｌｉｎｘベースのリコンフィギュラブルハードウェアとの統合を提供
し、ホストＰＣとの効率的な通信およびＰＸＩｅ（ＰＣＩ　ｅＸｔｅｎｔｉｏｎｓ　ｆｏ
ｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　Ｅｘｐｒｅｓｓ）バス（非特許文献１７）を介した複数のＦＰＧ
Ａ間の高スループット通信を可能にする。ＬａｂＶｉｅｗ　ＦＰＧＡにより、外部のハー
ドウェア記述言語（ＨＤＬ）コードを統合することができ、将来の処理段階に対し開示さ
れた設計を柔軟に拡張できる。本発明者らは、Ｘｉｌｉｎｘ　Ｋｉｎｔｅｘ　７ＦＰＧＡ
および２ＧＢ高帯域幅外部メモリを有するＮＩ社のＰＸＩｅ７９７６Ｒ（非特許文献１８
）ボードを用いた。しかしながら、本開示で提示される改良および設計は、リコンフィギ
ュラブルコンピュータベースのシステムに拡張可能である。
【００２２】
　本開示は以下のように構成されている。次のセクションＩでは、ピリオディックプラス
スムースデコンポジションを用いたエッジアーチファクトの除去について説明する。次に
、セクションＩＩでは、ＦＦＴ起動回数を減少させ、外部メモリへのアクセスを減少させ
る、本発明の実施形態に係るＰ＋Ｓデコンポジションの改良について説明する。セクショ
ンＩＩＩＡでは、ハードウェア構成について説明し、セクションＩＩＩＢでは、使用され
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施形態、さらなる処理段階のために一般化する方法、および様々なアプリケーションなら
びに実験結果について説明する。
【００２３】
＜Ｉ．エッジアーチファクト除去のためのピリオディックプラススムースデコンポジショ
ン＞
　ピリオディックプラススムースデコンポジション（ＰＳＤ）は、画像をピリオディック
成分およびスムース成分に分解することを含み、スムース成分は、画像の境界から計算さ
れ、その後、ピリオディック成分を得るために、画像から減算される。有限領域Ω＝｛０
，１，・・・，ｎ－１｝×｛０，１，・・・，ｍ－１｝上で離散ｎ×ｍグレースケール画
像Ｉを持つものとする。Ｉの離散フーリエ変換（ＤＦＴ）は、以下のように定義される。
【数１】

【００２４】
　これは、行列の乗算ＷＩＶと同等であり、ここで、
【数２】

かつ、
【数３】

である。
【００２５】
　Ｖは、Ｗと同一の構造を有するが、ｍ次元である。ｗｋは周期ｎを有するので、ｗｋ＝
ｗｋ＋ｌｎ、∀ｋ，ｌ∈Ｎであり、したがって、
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である。
【００２６】
　一般的に、Ｉは（ｎ，ｍ）ピリオディックではないため、図１（ｂ）に示すように、Ｄ
ＦＴ内には、画像の対向するエッジ間の鋭い不連続から生じる高振幅エッジアーチファク
トが存在する。Ｍｏｉｓａｎ（非特許文献１１）は、Ｉを、全ての高周波の細部を伴う画
像のエッセンスをとらえるピリオディック成分Ｐと、境界での不連続を再作成する、なめ
らかに変化する背景Ｓとに分解することを提案した。すなわち、Ｉ＝Ｐ＋Ｓである。ピリ
オディックプラススムースデコンポジションは、境界画像Ｂ＝Ｒ＋Ｃを最初に構築するこ
とによって計算することができる。ここで、Ｒは、行方向に遷移するときの境界不連続を
表し、Ｃは、列方向に進むときの境界不連続を表す。

【数５】

【００２７】
　境界画像Ｂの構造は、以下に示すように、エッジにのみ非ゼロ値が存在する簡易な構造
であるとわかる。

【数６】

　スムース成分ＳのＤＦＴは、以下の式によって求めることができる。
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【００２８】
　エッジアーチファクトが除去された画像ＩのＤＦＴは、
【数８】

である。図１は、非周期境界を有する例示画像に適用された、本発明の実施形態に係る、
処理前後の画像Ｉとそれぞれのフーリエ成分分布とを示す図である。具体的には、図１（
ａ）は、非周期境界を有する画像Ｉである。図１（ｂ）は、図１（ａ）の画像の２次元Ｄ
ＦＴを示す図である。図１（ｃ）は、スムース成分のＤＦＴ、すなわち、図１（ａ）の画
像から除去されたアーチファクトである。図１（ｄ）は、ピリオディック成分、すなわち
、エッジアーチファクトが除去された図１（ａ）の画像のＤＦＴである。図１（ｅ）は、
スムース成分から再構築された画像を示す図である。図１（ｆ）は、ピリオディック成分
から再構築された画像を示す図である。
【００２９】
　図に示されるように、再構築の際、図１（ａ）の実画像と、図１（ｆ）の周期的な再構
築画像との間に無視できる視覚的差異があるのは、明らかである。以下のアルゴリズム１
は、全体的なＰ＋Ｓ実装を要約している。アルゴリズムの構成方法はいくつか存在する。
本開示では、ピリオディック成分およびスムース成分のＤＦＴがさらなる処理段階で容易
に利用できるように構成されている。最良の結果を得るには、ピリオディック成分および
スムース成分の両方が、同様の処理段階を経て、結果を表示する前に、一緒に組み入れな
ければならない。しかしながら、アプリケーションによっては、スムース成分は完全に破
棄されてしまう場合がある。
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【数９】

【００３０】
＜ＩＩ．ＦＰＧＡ実装のためのＰＳＤ改善＞
　本開示は、ＦＰＧＡ上で効果的に構成されることができるよう、オリジナルのＰ＋Ｓア
ルゴリズムの大幅な改善を提供する。以下に説明するように、本開示におけるこの独自の
改良の結果として、１次元ＦＦＴ起動回数および外部ＤＲＡＭの利用が大幅に削減される
。上記のアルゴリズム１は、２つの２次元ＦＦＴが各画像フレーム（すなわち、原画像Ｉ
および境界画像Ｂ）に対し計算される必要があることを示している。これらのＦＦＴは並
行して計算することができるが、それには、１次元ＦＦＴを多量に起動し、外部メモリに
繰り返しアクセスすることが必要となる。
【００３１】
　上記式（６）を調べると、本発明者らは、境界画像Ｂが、境界行と境界列とが互いの代
数的否定であるという意味で対称であることに気づいた。全体で、Ｂはｎ＋ｍ－１個の固
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【数１０】

【００３２】
　ＢのＦＦＴを計算するには、通常、最初に１次元ＦＦＴを列単位で実行し、その後１次
元ＦＦＴ’を行単位で実行する、または、その逆を行う。長さｎの列ベクトルｖのＦＦＴ
は、Ｗｖであり、Ｗは式（４）で与えられる。行列Ｂの列方向のＦＦＴは、以下のように
与えられる。
【数１１】

【００３３】
　Ｂ.１で示される第１列に対し、このベクトルの１次元ＦＦＴは以下のとおりである。
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【数１２】

【００３４】
　列ｊ∈｛２，３，・・・，ｎ－１｝の１次元ＦＦＴは以下のようになることがわかる。
【数１３】
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【００３５】
　最終列Ｂ.ｍの１次元ＦＦＴは以下のとおりである。
【数１４】

　したがって、行列Ｂの列方向ＦＦＴは以下のとおりである。
【数１５】

【００３６】
　行列Ｂの列単位の１次元ＦＦＴを計算するには、第１ベクトルのＦＦＴを計算し、次に
、適切にスケーリングされたベクトルνを使用して残りの列のＦＦＴを導出すれば十分で
ある。行単位ＦＦＴは通常計算されなければならない。アルゴリズム２は、
【数１６】

を計算するためのショートカットの要約を提示する。アルゴリズム２で提示されたステッ
プは、アルゴリズム１のステップ１３を置換する。境界画像の列単位１次元ＦＦＴの計算
を減らすことにより、本方法は、ＦＰＧＡベースの実装について、１次元ＦＦＴの起動回
数を大幅に削減し、ＤＲＡＭアクセスを削減する。これは、初期ベクトル
【数１７】

および縮尺係数ｂ１ｊをブロックＲＡＭ／レジスタメモリに一時的に格納することにより
実装でき、ＤＲＡＭアクセスを劇的に削減し、１次元ＦＦＴの必要な起動回数を低減する
。
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【数１８】

【００３７】
　Ｎ×Ｍ画像の場合、上述した技術によれば、２次元ＦＦＴの列単位成分を計算しつつ、
ＤＲＡＭアクセスを４ＮＭポイントから３ＮＭ＋Ｎ＋Ｍ－１ポイントに減らすことができ
、１次元ＦＦＴの起動回数をＭ列ベクトルよりも１列ベクトルに減らすことができる。換
言すると、計算対象となるＤＦＴポイントの数は４ＮＭから３ＮＭ＋Ｍに削減される。表
１は、ＤＲＡＭアクセスポイント（読み出し）およびＤＦＴポイントについて、ミラーリ
ングと、Ｐ＋Ｓデコンポジション（ＰＳＤ）と、改良Ｐ＋Ｓデコンポジション（ＯＰＳＤ
）の本実施形態との比較を示している。ミラーリングは、最大振幅情報を維持しながらエ
ッジアーチファクトを除去する代替技術の１つであるため、比較目的で使用されている。
しかしながら、画像の複製に起因して、位相情報のほとんどが失われる。
【００３８】
　図２は、ミラーリング、ピリオディックプラススムースデコンポジション（ＰＳＤ）、
および本発明の実施形態に係る改良ピリオディックプラススムースデコンポジション（Ｏ
ＰＳＤ）について、画像サイズの増加に伴うＤＲＡＭアクセス回数と計算対象となるＤＦ
Ｔポイントの数をそれぞれ示すグラフである。図２に示すように、本発明の実施形態に係
る改良ＰＳＤ法は、従来のミラーリングおよびＰＤＳと比較して、外部メモリからの読み
出しを大幅に削減することができるとともに、必要なＤＦＴ計算の総数を削減することが
できる。
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【表１】

【００３９】
＜ＩＩＩ．改良ＰＳＤのＦＰＧＡ実装＞
＜Ａ．ハードウェア構成＞
　２次元ＤＦＴは、通常、複雑な画像処理およびマシンビジョンシステムにおいて畳み込
み演算を単純化するために使用されるので、本発明者らは、本発明の実施例として、次の
処理レベルのために拡張可能なシステムの設計を試作した。図３は、本発明の実施形態に
係る、ＰＸＩｅ筐体上の高速バスを介して接続されたホストＰＣコントローラを備えるＰ
ＸＩｅベースのマルチＦＰＧＡシステムのブロック図である。本発明の実施形態に係る改
良ピリオディックプラススムースデコンポジションアルゴリズム案を迅速に試作するため
、ＰＸＩｅ（ＰＣＩ　ｅＸｔｅｎｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ　ｅｘｐｒｅｓ
ｓ）ベースのリコンフィギュラブルシステムを使用した。ＰＸＩｅは、バス構造が強化さ
れたＰＣＩシステムの工業用拡張であり、各接続デバイスに最大４ＧＢ／ｓのスループッ
トでバスへの専用アクセスを提供する。これにより、ホストＰＣと複数のＦＰＧＡとの間
の高速専用リンクが可能となる。ＬａｂＶｉｅｗ　ＦＰＧＡグラフィカルデザイン環境を
複雑な信号および画像処理システムの迅速な試作に使用することができる。これにより、
効果的に外部ＨＤＬコードとＬａｂＶｉｅｗグラフィカルデザインを１つのプラットフォ
ーム上で効果的に統合することができる。実施例を作成するのに、本発明者らは、Ｆｌｅ
ｘＲＩＯ（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｂｌｅ　Ｉ／Ｏ）ＦＰＧＡボード
を使用し、ＰＸＩｅ筐体に接続した。ＰＸＩｅ　ＦｌｅｘＲＩＯ　ＦＰＧＡボードは柔軟
性があり、複数のＦＰＧＡ間において１．５ＧＢ／ｓの高速で直接データ転送ができるた
め、高スループットを達成するために使用できる。これにより、通常ホストＰＣを介して
通信するマルチＦＰＧＡシステムを大幅に単純化することができる。この特徴により、さ
らなる処理段階に対して我々のシステムを拡張することが可能となり、様々なアプリケー
ションに対して柔軟に対応できる。図３は、ＰＸＩｅ筐体上の高速バスを介して接続され
たホストＰＣコントローラを有するＰＸＩｅベースのマルチＦＰＧＡシステムの基本概要
を示す図である。Ｋｉｎｔｅｘ　７　ＦＰＧＡと最大１０ＧＢ／ｓのデータ帯域幅を有す
る２ＧＢ外部ＤＲＡＭとを有するＮＩ社ＰＸＩｅ－７９７６Ｒ　ＦｌｅｘＲＩＯボードを
使用した。このＦＰＧＡボードは、ＰＸＩｅ－８１３５コアｉ７ＰＣコントローラと共に
ＰＸＩｅ－１０８２筐体に接続された。
【００４０】
＜Ｂ．基本アーキテクチャ＞
　上記したアルゴリズム１および２のように、本実施形態の実装は、４つの段階に分解で
きる。（１）画像フレームの２次元ＦＦＴを計算する。（２）境界画像を計算する。（３
）境界画像の２次元ＦＦＴを計算し、スムース成分を算出する。（４）原画像の２次元Ｆ
ＦＴからスムース成分を減算して、ピリオディック成分を導出する。全てのステップのう
ち、ボトルネックは、２次元ＦＦＴ計算に存在するだろう。
【００４１】
　ＦＰＧＡ上の２次元ＦＦＴの実装のほとんどは、中間外部ＤＲＡＭ記憶装置を用いて行
および列の分解（ＲＣＤ）を使用する。ＲＣＤベースの２次元ＦＦＴの高速化は、通常、
列単位および行単位の１次元ＦＦＴ計算に使用される１次元ＦＦＴのスループットに依存
する。Ｎ×Ｍ画像のＲＣＤは、Ｎ行方向の１次元ＦＦＴおよびＭ列方向の１次元ＦＦＴの
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計算を必要とする。これは、最初の（行また列）方向の計算の後、Ｍ×Ｎ（もしくは、Ｍ
＝ＮならばＮ２）個の値が記憶されなければならないことを意味する。２次元ＦＦＴは通
常、大きな画像に対し計算されるので、限られた組み込みブロックＲＡＭには格納できず
、外部メモリを使用しなければならない。したがって、高速化は、外部メモリの帯域幅お
よび効率的なアドレッシングにも依存する。小さなサイズの画像の場合、外部メモリとは
対照的に、レジスタを介して実装されたブロックＲＡＭまたはメモリを使用できる（非特
許文献１９）。外部メモリと異なり、使用可能なチャネル数および帯域幅という点で制限
がないため、レジスタメモリは、通常、より高速でより使いやすい。しかしながら、この
ような手法は、リソースが高価であり、画像が大きい場合にはかなりの量のＦＰＧＡリソ
ースが消費される。Ｕｚｕｎ（非特許文献７）は、共用外部ＲＡＭを備えるいくつかの１
次元ＦＦＴプロセッサを用いるリアルタイム２次元ＦＦＴ計算のためのアーキテクチャを
提示した。
【００４２】
　本発明の実施形態に係る２次元ＦＦＴ実装の場合、本発明者らは、マルチコア１次元Ｆ
ＦＴを伴うＲＣＤに基づく手法も使用した。１次元ＦＦＴ実装の場合、本発明者らは、Ｈ
ｏｊｉｎ（非特許文献２０）によって最初に示されたＩｎｎｅｒ　Ｌｏｏｐ　Ｕｎｒｏｌ
ｌｉｎｇ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ（ＩＬＵＴ）を使用し、２次元ＦＦＴ設定（非特許文献２
）においても使用した。長さＮの１次元ＦＦＴは、ｌｏｇＮのＦＦＴステージを有し、各
ステージは、Ｎ／２個のバタフライユニットを有する。ＩＬＵＴは、いくつかのバタフラ
イユニットを並行して実行することによって単一のＦＦＴステージを展開することを含む
（非特許文献２）。図４は、ＩＬＵＴを伴う２次元ＤＦＴのブロック図を示し、本発明の
実施形態に係る、制御部（ＣＵ）を介してスケジューリングされた外部メモリとローカル
メモリとの間のデータ転送を示す。カメラとＦＰＧＡとの間のデータは、ＤＭＡ（Ｄｉｒ
ｅｃｔ　ＭｅｍｏｒｙＡｃｃｅｓｓ）ＦＩＦＯを使用することによりＰＣコントローラを
介して転送される。しかしながら、カメラリンクフロントエンドを使用することにより、
データをＦＰＧＡに直接転送することも可能である。図４に示すローカルメモリは、外部
メモリと１次元ＦＦＴコアとの間でデータをバッファするのに使用される。このローカル
メモリは、リード／ライト成分に分割され、ＦＰＧＡスライスを使用して実装される。こ
れにより、境界画像の２次元ＦＦＴを計算するのに必要なベクトルを一時的に保存するた
めのブロックＲＡＭ（ＢＲＡＭ）を節約できる。制御部（ＣＵ）は、ローカルメモリと外
部メモリとの間でのデータの転送のスケジューリングを編成する。
【００４３】
　境界画像の２次元ＦＦＴは、行および列の分解によって算出される必要もある。しかし
ながら、数学的に上記に示したとおり、初期の行方向ＦＦＴは、第１（境界）ベクトルの
１次元ＦＦＴを計算することにより算出でき、残りのベクトルのＦＦＴは、適切にこのベ
クトルをスケーリングすることによって計算することができる。境界画像はＰＣコントロ
ーラで算出される。しかし、画像全体がＦＰＧＡに転送される必要はない。第１列および
最終列の１次元ＦＦＴを計算するための境界列ベクトルが必要である。第１列と最終列と
の間の各列の１次元ＦＦＴについて、
【数１９】

の適切なスケーリングのために境界行ベクトルも必要である。ホストとＦＰＧＡとの間の
データ転送を最小限にするために、本実施形態は、ＤＭＡ　ＦＩＦＯを介して転送されて
いる各画像フレームの終わりに余分の行および列ベクトルを関連付ける。したがって、Ｎ
×Ｍ画像フレームを転送する場合、ＰＣコントローラから送信されるデータポイントの量
は、ＮＭ＋Ｎ＋Ｍとなる。
【００４４】
　画像フレームが外部ＤＲＡＭに直接格納されている間、境界画像の行ベクトルおよび列
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ベクトルはブロックＲＡＭ（ＢＲＡＭ）に格納される。これにより、実画像のＦＦＴ計算
と並列して処理される境界画像の列単位１次元ＦＦＴを計算することができる。制御部は
、外部メモリとローカルメモリとの間の全てのリード／ライト動作の予定を決定する。図
５は、上述した本発明の実施形態に係る改良ＰＳＤ処理を伴う全体の２次元ＦＦＴの機能
ブロック図である。具体的には、上述した本発明の実施形態に係る改良ピリオディックプ
ラススムースデコンポジションを使用した同時エッジアーチファクト除去を伴うＰＸＩｅ
ベースの２次元ＦＦＴ実装の機能ブロック図である。２つの画像の減算はホストＰＣで行
われ、メモリのクラッシュを最小限に抑え、かつ、それが利用可能になるにつれて、各フ
レームのピリオディック成分およびスムース成分にアクセスできるようになる。
【００４５】
　従来のＲＣＤベースの２次元ＦＦＴハードウェア実装は、エッジアーチファクを同時に
除去するのにピリオディックプラススムースデコンポジションを使用していない。本発明
の実施形態は、各画像フレームに対する１次元ＦＦＴの計算量（原画像および境界画像）
を効果的に２倍にするが、同時エッジアーチファクト除去を行わない従来の実装と比較し
て、実行時間がほんの少し長くなるだけである。上述したように、この高速化は、原画像
および境界画像についての２次元ＦＦＴ計算の並列化と、オリジナルのピリオディックプ
ラススムースデコンポジションアルゴリズムを改良することによる外部ＤＲＡＭアクセス
の削減によって達成された。
【００４６】
　上述したように、本開示は、同時エッジアーチファクト除去を伴う高スループット２次
元ＤＦＴを計算するための、改良されたＦＰＧＡベースのスキームを提供する。これは、
ピリオディックプラススムースデコンポジションアルゴリズムに基づいており、２次元画
像の周波数領域を、高周波の十字形アーチファクトを有し、原画像の２次元ＤＦＴから減
算されることができるスムース成分に分割し、アーチファクトのないピリオディック成分
を取得する。この手法は、２つの２次元ＤＦＴを同時に計算することを含むため、外部メ
モリアドレッシングおよび１次元ＦＦＴが繰り返し起動されることが問題となりうる。こ
の問題を解決するため、上述したように、本開示は、オリジナルのＰＳＤアルゴリズムを
改良するためのスキームを提供し、当該スキームは、計算対象となるＤＦＴサンプルの数
およびＤＲＡＭアクセスを２４％も削減することができる。本発明の実施形態に係る技術
を、高速ＰＸＩバス上のホストＰＣと通信するＸｉｌｉｎｘ　Ｋｉｎｔｅｘ　７　ＦＰＧ
Ａを使用した広範な合成およびベンチマークを用いてテストした。開示システムは、いく
つかのＦＰＧＡが高速バスを介し通信することをサポートするように拡張可能であり、大
規模コンピュータビジョンおよび生物医学的応用に理想的でありうる。画像をピリオディ
ック周波数成分とスムース周波数成分とに分解するにも関わらず、本発明の実施形態に係
る設計は、従来のＦＰＧＡベースの２次元ＤＦＴ実装と比較して、少しだけ長いランタイ
ムを必要とするのみであり、様々なリアルタイムアプリケーションに使用できる。
【００４７】
＜本発明の実施形態の追加の詳細および他の変形例＞
　幾つかは既に説明済みではあるが、本発明の実施形態の追加の詳細および他の考えられ
る変形例を以下に示す。
【００４８】
　本発明のいくつかの実施形態は、ＬａｂＶｉｅｗ　２０１４を用いて作成し、ＬａｂＶ
ｉｅｗ　ＦＰＧＡモジュール　２０１４を用いてテストした。使用したＦＰＧＡデバイス
はＸｉｌｉｎｘ　Ｖｅｒｔｉｘ　５であったが、設計は、どのようなＦＰＧＡモジュール
にも拡張可能である。
【００４９】
　画像取得は、Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ（ＮＩ）社の画像入力ソフト
ウェアＩＭＡＱ　Ｖｉｓｉｏｎを使って行った。画像はファイルからロードしたが、ＩＭ
ＡＱプロトコルをサポートしていれば、カメラや他の画像入力装置からロードしてもよい
。
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【００５０】
　代替の画像取得ソフトウェアであるパワーオーバーカメラリンク（ＰｏＣＬ）を画像取
得プロトコルとして使ってもよい。
【００５１】
　本発明の実施形態において使用する離散フーリエ変換（ＤＦＴ）機能は、Ｎａｔｉｏｎ
ａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社のものであり、ＬａｂＶｉｅｗ　２０１４において提供
されている。しかしながら、全体的な設計を迅速化するために、他のＤＦＴ　Ｉｎｔｅｌ
ｌｅｃｔｕａｌＰｒｏｐｅｒｔｙ（ＩＰ）ブロックに置き換えてもよい。
【００５２】
　図６は、本発明の実施形態に係る全体的なハードウェア設計フローを示す図である。Ｄ
ＦＴは、標準ＶＨＤＬブロック、Ｆｌｉｐ関数およびＭａｔｈ関数を用いて実装される。
ディスプレイＡおよびディスプレイＢは、オリジナルのＤＦＴおよび改良ＤＦＴをそれぞ
れ示し、単一のまたは２つのディスプレイ上に表示されてもよい。
【００５３】
　Ｆｌｉｐ関数のフロー図を図７に示す。メモリ交換に必要な全体の時間を減らすために
、指標配列関数、差関数および部分配列置換関数を、非特許文献１１で述べられているよ
うに、キャッシュメモリ内で位置を直接入れ替えるのに使用する。
【００５４】
　図８に示すＭａｔｈ関数は、必要な数学関数（除算、乗算、減算、および余弦を含む）
を計算し、フーリエ変換されたｆｌｉｐ関数の出力を入力として必要とする。
【００５５】
　Ｍａｔｈ関数における余弦は、ＣＯＲＤＩＣ（Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ　Ｒｏｔａｔｉｏ
ｎ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）アルゴリズムを使用して、または、ＬＵＴ（ル
ックアップテーブル）に基づいて計算してもよい。
【００５６】
　図６の点線の領域は並列処理を表すことに留意されたい。ＤＦＴは、ｆｌｉｐ関数のＤ
ＦＴとその後のｍａｔｈ関数の計算に並行して計算される。
【００５７】
　図９は、本実施形態に係る画像について、原画像、そのＤＦＴ、算出された除去成分（
ＲＣ）、およびＤＦＴ－ＲＣをそれぞれ示す図である。
【００５８】
　本発明の本実施形態は、画像サイズ５１２×５１２に対するものであったが、任意の矩
形サイズに拡大縮小できる。ＩＭＡＱディスプレイを用いて、結果をスクリーン上に表示
する。
【００５９】
　３ＧＨｚの汎用プロセッサ（ＧＰＰ）と比較して、開示のスキームは、１．５クロック
サイクル未満で改良ＦＦＴを潜在的に計算できる。しかしながら、この数値は、使用され
るＦＰＧＡのタイプおよび選択されるクロックサイクルに依存する。
【００６０】
　本開示は、同時エッジアーチファクト除去を伴う高スループット２次元ＤＦＴを計算す
るための新規なＦＰＧＡベースの設計を提供した。アポディゼイション関数またはミラー
関数を使用してこれらのアーチファクトを除去する標準的な手法は、重要な周波数を除去
すること、または画像サイズを増加させることによって計算を急増させることを伴う。本
開示は、５１２×５１２サイズの画像ストリームに対しリアルタイム性能（すなわち、１
秒あたり２３フレーム以上）を達成しつつ、ＦＰＧＡ実装用に改良されたアーチファクト
除去アルゴリズムに基づくピリオディックプラススムースデコンポジションを使用する。
ここに開示される手法は、外部メモリ利用を大幅に削減し、メモリが衝突するのを防止し
、設計を単純化する。本発明の実施形態は、ホストＰＣと通信するＰＸＩｅベースのＸｉ
ｌｉｎｘ　Ｋｉｎｔｅｘ　７　ＦＰＧＡシステムを使用して実証され、さらに様々な工業
用途に開示されたスキームを拡張できる利点を与える。
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【００６１】
　本発明の趣旨及び範囲から逸脱することなく本発明に対して様々な修正及び変形を行え
ることは当業者には自明であろう。すなわち、本発明は添付の特許請求の範囲とその均等
物の範囲内で生じるさまざまな修正及び変形を包含することが意図されている。特に、上
述したいずれか２以上の実施形態及びその修正のいずれかの一部又は全体が結合されて本
発明の範囲内でみなされることは明示的に熟慮される。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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