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1. はじめに
超音波 3 次元撮像システムにおいて、単位時間
あたりの画像再生数（スループット）を増やす
ことは演算システムにとって主要な課題である。
演算システムを専用ハードウェア化して FPGA
（Field Programmable Gate Array）上に実装するこ
とにより、同じ LSI 規模ならば CPU や GPU のよ
うなある程度の汎用性を持ったプロセッサより
高速化を見込める[1]。しかし、ハードウェアであ
る FPGA 上の演算システムの設計と実装には、
低水準のハードウェア記述言語 (HDL) のコー
ディングが必要であり、開発効率やソフトウェ
アとの連携の点で問題があった。
本研究では C 言語により記述したアルゴリズ
ムを HDL に変換することで FPGA 用の 3 次元撮
像演算専用回路を設計し、プログラムの実行速
度を評価した。演算回路の設計に際し、予め並
列化可能部分の把握が重要となる。そこで、C 言
語 コ ー ド を OpenMP に よ り 並 列 化 し 、 こ れ を
HDL に 変 換 し て FPGA に 実 装 す る 。 ま た 、
OpenCL を用いたコードを準備し、GPGPU との
実行時間の比較を行った。
2. 3 次元超音波撮像
今回使用する超音波 3 次元像再生システムのプ
ログラムは大きく分けて相互相関と遅延加算の 2
つのプロセスがある。センサアレイから全ての
超音波照射回数分のデータを受け取り、相互相
関関数の積算をした後に遅延加算を行って 1 つの
3 次元画像を得る。高速化を行うにあたって、並
列化されていない場合について 2 つのプロセスの
時間を測定し、どの部分を FPGA によるアクセ
ラレートを行うか決定した。時間測定を行った
結果、演算時間の 99.977%を相互相関の計算で費
やしていることが分かった。そこで、相互相関
のプロセスの高速化を試みた。
3. 3 次元像再生の原理
相互相関
撮像に用いる超音波の反射波を受信し、その
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データをフーリエ変換した値、サンプリング周
波数や物体までの距離などの情報から計算した
参照波形データをフーリエ変換した値を用いて、
相互相関の式は(1)のように表される。

Φ(ω) = H (ω)* R(ω)

(1)

(*は複素共役)
この式によって求められた実部値と虚部値に
逆フーリエ変換を行うことによって画像化の元
となるデータを生成する。
4. 撮像対象

図 1 アレイのシミュレーションの配置

図 1 のように座標系を設定し、アレイは平面上
に配置しているものとする。画像データは、立
方体の撮像領域内においてこの格子点上での画
素の配列となる。
シミュレーションは、以下のような設定で行
った。
・画像サイズ
・トランスミッタ数
・レシーバ数
・送信回数
・反射体
・データ長
・反射体までの距離
・送信波の中心周波数
・サンプリング周波数

64×64×256 ピクセル
32 個
32 個
1回
点物体１個
2048
150mm
2.0MHz
16.0MHz

今回の実験で使用した開発環境は以下である。
・高位合成ツール
Impulse C/CoDeveloper 3.7
・論理合成ツール
QuartusⅡ 13.1
・ FPGA ボード
DE2-115
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5. 実験
C 言語で書かれたプログラムを HDL に変換し
て FPGA に移植し実行時間の比較を行う。C 言語
によるプログラム記述と HDL 変換には Impulse
C/CoDeveloper[2]を使用した。これを用いて元の
プログラム及び CPU(シングルスレッド)、
OpenMP、OpenCL、FPGA について、相互相関プ
ロセスの実行時間の比較を行う。
CPU(シングルスレッド)、OpenMP、OpenCL、
FPGA それぞれの実行時間の比較が表 1 となる。
FPGA 化を行うことにより CPU の 2490 倍、
OpenMP の 260 倍の速度にすることが可能である。

6. 生成画像
図 4 は元のプログラムで生成した図であり、図
5 は FPGA で実行したプログラムの図である。同
等の結果を得られていることが確認できた。

図 4 元のプログラムでの生成画像
(-20[dB]以上を表示)

表 1 相互相関プロセスの実行時間

CPU
7.455(s)

OpenMP
0.779(s)

OpenCL
2.215(s)

FPGA
0.003(s)

FPGA を行う際は通信によるオーバーヘッドが
生じる。接続に USB を用いた場合通信時間 が
145[ms]程度必要となる。これは FPGA での処理
プロセスの約 50 倍の時間を消費しており、大き
なボトルネックとなっている。
レシーバの数を増やし相互相関プロセスの処
理時間を増加させると、レシーバ個数 8192 個ま
では転送の方が演算より時間を消費している。
しかし、レシーバ個数がそれ以上の数になると
相互相関プロセスの時間が転送時間を上回る。
また、並列化を行ったことにより相互相関とそ
れ以外の処理部分の実行時間の割合が逆転して
いる。転送時間の短縮は通信用回路の制約上困
難であるため、システム全体のさらなる高速化
には相互相関以外のプロセスの効率化が必要と
なる。

図 5 FPGA での生成画像
(-20[dB]以上を表示)

7. まとめ
3 次元超音波撮像の演算を C 言語記述から
HDL に変換して FPGA に実装した。シミュレー
ションと実測の結果、GPGPU 以上の速度が期待
できることを確認した。
Impulse C/CoDeveloper を使用して HDL コード
を生成したが、今回はハードウェア化で一般的
に行われる固定小数点化等の効率化を行ってい
ない[3]。このため、現在 FPGA 上に実装してある
相互相関プロセスより高速に動作する回路が作
成可能であると考えられる。
また、FPGA 上のメモリの制約からパイプライ
ンは構成していない。メモリを節約しながら深
いパイプラインを構成することが今後の課題と
なる。

図 2 元のプログラムの実行時間割合

図 3 FPGA 化後の実行時間の割合
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