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研究成果
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能・低消費電力VLSIプロセッサに関する

いて、演算器割り当ての最適化を行うこと

消費エネルギーの削減が可能となった。進

技術は、デジタル情報家電、携帯情報端

により、処理の画像から物体の3次元情報

化的計算手法の1つである遺伝的アルゴ
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