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認識処理などにおいては、入力パターン(データ)とデータベースに保存された参照用パターンを比較
して最も似ているパターンを検索する処理は、基本的かつ重要な操作です。この操作は汎用プロセ
ッサ上でソフトウェアにより実現されることが一般的ですが、
ソフトウェア処理の場合には、パターンの
検索に時間がかかるため実時間での処理が難しい、ハードウェアの小型化・低消費電力化が難し
い、
という問題点があります。システムの小型化や携帯端末上での認識処理の実現等への応用に
は、小面積かつ低消費電力で類似するパターンを高速に検出するパターンマッチング処理技術が不
可欠です。本研究では、パターンマッチング処理の要素技術の一つである連想メモリに注目し、新し
いLSIアーキテクチャの開発とその集積回路化について研究を行いました。
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2．
研究の成果
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