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ま え が き

大型計算機は亜かつては大企業や大学などで一部の人しか使うことができな

かった唖しかし亜今ではパソコンやスマートフォンなどに形を変えて亜誰でも

気軽に使うことができるようになった唖現在のスマートフォンは亜初期のスー

パーコンピュータをはるかに超える性能をもつようになり亜私たちの生活にな

くてはならない存在となっている唖一方亜自動車亜テレビ亜エアコン亜冷蔵

庫亜炊飯器亜洗濯機などの身近な製品や亜工作機械亜産業用ロボットなどにも

コンピュータが組み込まれ亜快適な使い勝手や複雑な制御を実現している唖最

近では亜これらのすべての機器がスマートフォンなどを介してインターネット

と接続され亜これまで以上に便利で快適な生活をサポートする IoT（Internet

of Things：モノのインターネット）にも注目が集まっている唖

このような時代においては亜コンピュータ技術者のみならず亜モノづくりに

携わる開発者にもコンピュータの素養が求められる唖ここで必要になるのは亜

コンピュータでワープロや表計算ソフトを使いこなすといった技能ではなく亜

コンピュータをモノに組み込んで使いこなす能力である唖そのためには亜まず

コンピュータや CPU（中央処理装置）のアーキテクチャ（基本設計概念）の

基礎を理解することが必要となる唖

本書は亜コンピュータの CPU の仕組みを中心にコンピュータ内部でのデー

タの表現亜コンピュータアーキテクチャの理解に欠かせない論理関数や論理回

路など亜学習項目を必要最小限に絞り亜初学者にも理解しやすいよう豊富な図

表を用いてそれらの基礎について丁寧に解説した唖

1 章では亜コンピュータ開発の歴史およびコンピュータシステムの概要につ

いて述べる唖また亜身近なコンピュータであるパソコンを例として亜その内部

構造と働きについても触れる唖

2 章では亜コンピュータ内部で扱われる 2進数などの数値や文字の表現につ

いて述べる唖また亜負の数を補数で表現する方法や亜2 進数の四則演算の手順



についても学ぶ唖

3 章では亜コンピュータのハードウェアを構成する論理回路を設計するため

に必要な亜論理演算に関する基礎知識について述べる唖

4 章では亜組合せ論理回路や順序回路などの機能と回路構成について学習

し亜3 章で学んだ論理演算の知識を用いて基本的な論理回路を設計する方法に

ついて学ぶ唖

5章では亜経済産業省が実施する情報処理技術者試験用の仮想のコンピュー

タシステム COMETⅡで用いられる仮想の CPU を取り上げて亜CPU のアー

キテクチャとその動作について見ていく唖

6章では亜COMETⅡに基づき命令の種類とプログラムについて述べる唖ま

た亜プログラムでは亜COMETⅡ用のアセンブリ言語である CASL Ⅱに基づ

いて説明する唖

最後に亜執筆に当たり多くの文献を参考にさせていただいた亜それらの著者

の方々に心から感謝申し上げる唖また亜本書の出版に当たって大変お世話にな

った共立出版（株）瀬水勝良氏をはじめとする関係各位に深く御礼を申し上げ

る唖

2015 年 11月

著 者

ま え が きiv

本書を教科書として採用頂いた場合亜図表についてマイクロソフト社のパワーポイント形式のスラ

イドを共立出版（株）のホームページの「アフターサービス」よりダウンロードできるようにした唖

本書の図表のスライドデータを講義や学生の予習復習等に活用頂ければ幸いである唖
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1 コンピュータシステムとは

章の要約

本章ではコンピュータ開発の歴史およびコンピュータシステムの概要

について学ぶ唖また亜身近なコンピュータであるパソコンを例として亜

その内部構造と働きについて学ぶ唖

1.1 コンピュータの歴史

1.1.1 計算する道具の歴史

現在亜コンピュータはさまざまな分野で使われているが亜もともとは計算す

るための道具として開発され発展してきた唖以下では亜その歴史を概観する唖

人類にとって計算するための最初の道具は亜石ころや人間の指などであった

と考えられる唖石による計算方法に規則性を持たせ亜持ち運びしやすいように

発展したものが亜算盤（そろばん）である（図 1.1）唖

一方亜機械を使って計算をする道具の開発も行われており亜フランスの哲学

者・数学者のパスカル（Pascal：1623〜1662）が 1642 年に考案したパスカリ

発展

小石を使った計算方法 そろばん

図 1.1 人類初期の頃の計算道具



ーヌや亜ドイツの哲学者ライプニッツ（Leibniz：1646-1716）による亜歯車式

計算機などがある（図 1.2）唖

これらの石やソロバン亜歯車式計算機による計算手法では亜記憶機能と計算

機能が分離されていない唖すなわち石や算盤では亜石や珠の位置で数字を記憶

し亜それを動かすことで計算を行っている唖歯車式計算機も亜歯車の位置で数

字を記憶し亜歯車の回転により計算している唖さらに亜計算を行うには人間が

頭の中で計算の手順を組み立てて亜その計算の順序どおりに数字を入力してい

く必要がある唖一方で亜コンピュータは記憶と計算機能が分離されており亜プ

ログラムに記された計算手順に従って亜計算が自動的に行われる点が異なって

いる唖このようなアイデアを初めて考案したのが亜産業革命時代のイギリスの

数学者亜チャールズ・バベッジ（Charles Babbage：1791〜1871）である唖

1.1.2 バベッジの解析機関

バベッジは亜解析機関（analytical engine）と呼ばれる歯車式計算機を考案

し亜その開発を行った（図 1.3）唖解析

機関では亜数値を記憶する部分と演算す

る部分に分離されており亜また亜条件分

岐やサブルーチンの考え方（6 章参照）

が採用されていた唖さらに亜パンチカー

ド（紙でできたカードに穴をあけ亜あけ

られた穴の位置によって計算の指示を与

えるもの）により計算手順（プログラ

ム）を与え亜それによりさまざまな計算

第 1章 コンピュータシステムとは2

（a） パスカリーヌ 1） （b） ライプニッツの計算機 2）

図 1.2 歯車式計算機

図 1.3 解析機関3)



ができるようにした唖

解析機関は残念ながら亜バベッジの存命中には完成しなかった唖バベッジの

時代の製造技術に対して機構が複雑すぎたことと亜理想を追って途中で設計変

更を繰り返したことによるといわれる唖理想どおりの設計を実現しようとする

と亜ハードウェアの実現可能性が遠のき亜たとえうまくいっても製造コストが

高くなってしまう唖そこで実用的に使えるシステムを設計しようとすれば亜あ

る程度性能を犠牲にする必要があるだろう唖このように亜複数の条件を同時に

満たすことのできないような関係をトレードオフ（tradeoff）という唖計算機

システムは亜設計目標とその時点で使えるシステムとのトレードオフを考慮し

ながら設計する必要がある唖コンピュータの設計におけるトレードオフの重要

性は現在においても変わらない唖

1.1.3 電子式計算機へ

第 2次世界大戦中（1940年代）は亜各国で計算機の開発が活発に行われた唖

プログラムに基づく計算を歯車による機械で実現するには機構が複雑になりす

ぎる唖このため電子式による計算機の開発が主流となっていく唖

たとえば亜米国のハーバード大学のエイケン（H. H. Aiken）らによるリレ

ー（電磁式スイッチ）を用いたハーバード・マークⅠ（1944 年亜Harvard

Mark Ⅰ）亜米国アイオワ州立大学でのアタナソフ（J. V. Atanasoff）らによる

真空管を用いた ABC（1939 年）などがある唖ABC は米国内では最初の電子

式計算機とされているが亜研究用の試作機であり実用的なものではなかった唖

真空管を使った本格的な電子計算機として有名なのが亜米国ペンシルベニア

大学のモークリー（J. Mauchly）とエッカート（J. P. Eckert）が 1946 年に開

発した ENIAC（エニアック）である唖ENIAC は亜戦争に使われる大砲の弾

の落下位置を計算するための弾道表を作成するために米国陸軍からの予算によ

り開発された唖ENIAC には 18000本近くの真空管が使われ亜重量 30トンも

ある巨大な計算機だったが亜計算速度はそれまでに開発された計算機よりも圧

倒的に速かった唖

なお亜当時は米国だけではなく亜各国で計算機の開発が行われていたが亜第

2次世界大戦中ということもあり亜情報の交換は互いにほとんどされず亜独立

1.1 コンピュータの歴史 3



に開発が行われた唖たとえばドイツでは 1938 年ツーゼによる Z1亜イギリスで

は 1943 年 COLOSSUS（コロッサス）という真空管を使った電子計算機など

が開発された唖

1.1.4 フォン・ノイマン型コンピュータの誕生

ENIAC は亜プログラム線と呼ばれる信号線の電気配線を変えることでプロ

グラムを行っていた唖このため亜プログラムの作成・変更には大変な手間がか

かり亜プログラムミスも発生しやすかった唖そこで亜ENIAC の次に開発され

ることになった EDVAC（エドバック）では亜図 1.4 のようにプログラム自体

を記憶装置の中に入れ（プログラム内蔵方式）亜命令を順番に実行する（逐次

実行）方法が採用される案が出された唖図中の CPU（Central Processing

Unit：中央演算処理装置）は亜プログラムによってさまざまな演算や情報処

理亜機器制御などを行う装置である唖

当時有名な数学者であり亜ENIAC のプロジェクトにも参加していたフォ

ン・ノイマン（John von Neumann）は亜この方式の重要性に気づき亜論文に

まとめて発表した唖このため亜プログラム内蔵・逐次処理方式を採用するコン

ピュータは一般にフォン・ノイマン型コンピュータと呼ばれる唖（実際はノイ

マンが一人でプログラム内蔵方式のアイデアを思いついたわけではなく亜

第 1章 コンピュータシステムとは4

CPU

プログラム内蔵方式

プログラムが記憶装置に
内蔵されている

逐次処理

命令を順番に読み取って
実行する

記憶装置

命令 1

プログラム

命令 2

命令 3

データ

…

図 1.4 フォン・ノイマン型コンピュータ



EDVACの開発について議論する中で亜こういったアイデアが出され亜それを

ノイマンが明確な形でまとめたといわれている唖）

この方式は亜記憶装置（memory亜メモリ）に命令を格納するので亜命令を

実行するにはアクセス速度の遅いメモリとのデータのやり取りで全体の速度が

決まってしまう唖これをフォンノイマン・ボトルネック（Von Neumann bot-

tleneck）という唖

現在も新しい CPUやコンピュータが数ヶ月ごとに開発され亜日々性能が向

上している唖しかし亜これらのコンピュータの基本的な構造は EDVAC から

変わっておらず亜主に計算速度の向上亜記憶容量の増大亜低価格亜小型化など

の改良が進められている唖

「フォン・ノイマン」

フォン・ノイマンは亜米国の科学者・

数学者であり亜上記のようなコンピュー

タの仕組みにすると亜計算処理が効率よ

くできるということを最初に明らかにし

た唖現在亜世の中で使われているコンピ

ュータのほとんどが亜このフォン・ノイ

マン型コンピュータである唖

1.1.5 コンピュータで使われる素子

フォン・ノイマン型コンピュータが確立されて以降のコンピュータの発展

は亜高速化亜大容量化亜小型化亜低価格化の歴史だったといえる唖コンピュー

タは亜1 と 0の 2つの値を使うことで計算しており亜この 1と 0をオンとオフ

（あるいは電圧の高・低）により表現している唖そして亜その切り換えには電

気的なスイッチを用いている唖現在のコンピュータは多くのスイッチによりつ

くられているといってもよい（スイッチにより論理回路（3章参照）がつくら

れ亜論理回路によりコンピュータがつくられている）唖

初期のコンピュータで使われたスイッチはリレー（relay）だった唖リレー

1.1 コンピュータの歴史 5
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は亜電磁石を使ってスイッチを入れたり切ったりする単純な装置である唖リレ

ーだけでもコンピュータをつくることができるが亜リレーはスイッチ動作が遅

いため亜より高速な真空管が使われるようになった唖しかし亜真空管は消費電

力や発熱が大きく亜素子を小さくできないという欠点があった唖この欠点を克

服したのが亜1948 年に米国のベル研究所のショックレーらによって発明され

たトランジスタ（transistor）である唖（図 1.6）

トランジスタは真空管式よりも小型亜少電力で寿命も長い唖初期のトランジ

スタは真空管のように独立した 1個の部品だったが亜複数のトランジスタを 1

つの部品の中に組み込む IC（Integrated Circuit亜集積回路）が開発されるこ

とで亜コンピュータの劇的な小型化が可能になった唖

1.1.6 ムーアの法則

IC の誕生により亜複数のトランジスタを高密度に集積することが可能にな

った唖IC の集積密度の上昇スピードには半導体の集積度は 18ヶ月で約 2倍に

なるという経験則があり亜ムーアの法則（Mooreʼs law）と呼ばれる唖トラン

ジスタを小型化すればスイッチとしての動作スピードも向上するため亜集積度

の高い CPUは高いクロック周波数（70 頁参照）で駆動することができる唖ま

た亜トランジスタの数とコンピュータの性能はほぼ比例関係にあるため亜短期

間での性能向上が可能になる唖すなわちムーアの法則により亜コンピュータの

コストが一定であればその性能は指数関数的に向上し亜性能が一定であればコ

ストを指数関数的に下げることができることになる唖パーソナルユースであれ
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（a） リレー （b） 真空管 （c） トランジスタ （d） IC

図 1.6 コンピュータのスイッチ素子の移り変わり



ば近年のコンピュータの性能は必要十分な域に達しつつあるため亜今後はさら

なる小型化亜低価格化が進み亜我々の社会のあらゆるところにコンピュータが

使われるユビキタスコンピューティング（ubiquitous computing）社会の到来

が予想されている唖

1.1.7 コンピュータの種類

現在使われている主なコンピュータには性能の高い順に亜①スーパーコンピ

ュータ亜②汎用大型コンピュータ亜③ワークステーション亜④パソコン亜⑤組み

込みコンピュータがある唖表 1.1 に亜これらのコンピュータの特徴をまとめる唖

［例題 1.1］ 表 1.1 の分類は時代とともに変わっていくものである唖これらについ

て亜歴史と現状を調べよ唖

（解答） かつては亜ミニコンピュータと呼ばれるカテゴリがあったが亜現在はワ
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表 1.1 コンピュータの種類と特徴

スーパーコンピュータ 大規模な科学技術の計算に使われる超高性能コンピュータ唖

その時点での最先端の技術を結集して開発され亜きわめて高い

性能を持つ唖計算量が多い気象予報亜自動車や航空機亜高層ビ

ルなどの設計等に使われる唖

汎用大型コンピュータ 事務処理や科学技術計算に使われる大型のコンピュータ唖メ

インフレームとも呼ばれる唖企業が活動を続けていく上で必要

な業務や事務処理を行うための基幹業務システムに用いられて

いる唖

ワークステーション パソコンより高性能なコンピュータで亜科学技術計算や事務

処理などに使われる唖常時稼働させてネットワークサーバとし

てメールやWeb の処理などに使われることも多い唖

パーソナルコンピュータ

（パソコン）

個人用の低価格のコンピュータ唖一般にパソコンと呼ばれ

る唖初期の頃はマニアのための趣味のコンピュータであった

が亜現在は最も普及している汎用型コンピュータである唖

組み込みコンピュータ 1 つの半導体チップにコンピュータシステム全体を集積した

LSI製品で亜家電製品や携帯電話亜産業機械亜自動車などに組

込まれて使われる唖パソコンなどに内蔵されるマイクロプロセ

ッサよりも性能を抑えて低コスト化している唖組み込みコンピ

ュータを含む制御システムを組み込みシステム（エンベッドシ

ステム：embedded system）という唖



ークステーションに吸収されている唖さらに亜ワークステーションもパソコンのカ

テゴリに吸収されつつある唖また亜指先によるタッチ操作が可能なタブレット PCや

スマートフォンを新たなカテゴリとして加えてもよいだろう唖

1.2 コンピュータの内部構造と動作

1.2.1 コンピュータの 5大装置とその動作

コンピュータには亜前節で述べたようにさまざまな種類があるが亜いずれも

図 1.7 に示すように亜①制御装置亜②演算装置亜③主記憶装置亜④入力装置亜

⑤出力装置の亜5つの装置から成り立っている唖これをコンピュータの 5大装

置という唖5大装置のそれぞれの役割を図 1.8 に示す唖

CPUの基本的な動作は亜主記憶装置上の命令やデータを一つずつ読み込み亜

演算を行い亜その結果を主記憶装置に書き込む亜というものである唖また亜

CPU内部の制御装置は亜命令を読み込んで解読し亜具体的な処理内容を指示

する唖演算装置は制御装置が解読した処理内容に従って実際に演算を行う唖

CPUが読み込む命令は亜機械語（machine language）と呼ばれる 0と 1 が

並んだ数字である（コンピュータの内部ではすべての命令やデータを 0と 1の

数字で表現する）唖CPUは亜上記のうち①制御装置と②演算装置から構成され
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制御装置

制御信号の流れ
データの流れ

①

演算装置

演算結果プログラム，データ

②

主記憶装置

主記憶装置
（メインメモリ）
DRAM

③ 出力装置

ディスプレイ
プリンタ
スピーカ
etc.

⑤入力装置

キーボード
マウス
マイク
etc.

④

CPU

図 1.7 コンピュータの 5大装置



る唖

「CPUとマイクロプロセッサ」

初期のコンピュータでは亜CPUは多くの電子部品から構成されていた

が亜現在では 1 つの IC で構成されるようになっている唖このような IC

を亜マイクロプロセッサ（Microprocessor）（もしくは MPU（Micro

Processing Unit））という唖

図 1.9 にパソコンを例にしたコンピュータの内部構成を示す唖右側の図がパ

ソコンの内部であり亜特に重要な装置として亜パソコンの心臓部であるCPU亜

主記憶装置である DRAM（Dynamic Random AccessMemory亜メモリの一種

で電源を切ると内容も消える）および補助記憶装置であるハードディスクの 3

つがある唖図 1.9 の左側の図に亜これらの装置がどのように接続されているか

を示す唖

図よりパソコンの内部も亜①制御装置と②演算装置からなる CPU亜③主記

憶装置（DRAM）亜④入力装置（キーボードやマウスなど）亜⑤出力装置（デ

ィスプレイやプリンタ）から構成されていることがわかる唖また亜これらの装

1.2 コンピュータの内部構造と動作 9

①　制御装置（conrol unit）  
　　主記憶装置からプログラムの命令を取り出し,解読して各装置に指示を出す．

②　演算装置（arithmetic unit）
　　制御装置からの指示で主記憶装置と演算データのやり取りをしながら，各
　　種の演算を行う．

③　主記憶装置（main memory unit）
　　プログラムとデータを記憶する装置で，メインメモリともいう．

④　入力装置（input unit）
      プログラムやデータをコンピュータに入力する装置
 　　　　　例）　キーボード，マウスなど

⑤　出力装置（output unit）
　　処理結果等を出力する装置
 　　　　　例）　ディスプレイ，プリンタなど 

図 1.8 5大装置の説明



置はバス（Bus）で結ばれている唖バスは亜複数の装置が共通に利用する通信

路であり亜データが流れる線や制御用の信号線などがある唖

「バスについて」

一般に複数のビットを同時に送れるように亜データが流れる線は複数本

が平行に接続されている唖データが流れる線の本数を亜そのバスのバス幅

（bus width）と呼ぶ唖バス幅が広いほど亜一度に多くのデータのやり取り

ができる唖たとえば亜バスの信号線が 8 本なら亜バス幅は 8ビットとな

り亜8ビットバスなどと呼ばれる唖パソコンでは亜32ビットバスもしくは

64ビットバスが使われている唖

1.2.2 プログラムの実際の動作イメージ

コンピュータがどのような動作をするのかは亜CPUへの命令によって決ま

る唖CPUへの命令が並んだものをプログラム（program）といい亜プログラ
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パソコン本体

CPU
制御装置①

DRAM
主記憶装置

ハードディスク

③

演算装置②

入力装置④ 出力装置

プリンタ

ディスプレイ

⑤

バス
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マウス

パソコン本体

DRAM（主記憶装置）ハードディスク（補助記憶装置）

CPU

図 1.9 パソコンを例にしたコンピュータの内部構成


