このＰＤＦは，ＣＱ出版社発売の「改訂版 FPGAボードで学ぶ論理回路設計」の一部分の見本です．
内容・購入方法などにつきましては以下のホームページをご覧下さい．
<http://shop.cqpub.co.jp/hanbai/books/31/31501.htm>
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