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コンピュータの基礎 

（ハードウェアとソフトウェア，ネットワーク技術） 

 

概要 

コンピュータ機器の基本的な構造を理解しておくことは，今後の ICT 活用に役立つ．この回では，PC，スマートフ

ォンを含めた情報端末の基本構造と，OS 上で動作するソフトウェアについて講義を行い，ネットワーク技術の概要

について述べる． 

 

1. 情報とデジタルデータ 

コンピュータは，0/1 信号を利用した計算機械である．電気信号の OFF/ON を 0/1 に対応させる

ことで，数値処理を可能にしている．この仕組みを利用して，コンピュータは計算を行い，様々な情

報処理を実現している． 

1.1. 2 進数 

2 進数は，0/1 のみで表現された数値である．人が一般に利用する 10 進数は，9 の次に桁が繰り

上がり 10 となる．２進数は 1 の次に桁が繰り上がるため，１，１０，１１，１００，１０１…と

なる．この２進数で表現された数値は，電気信号の ON/OFF に対応させることができる．また，

２値であるため曖昧さがなく，ノイズなどの影響を受けにくい．コンピュータでは，あらゆる情報

を２進数に置き換えて，情報を記録，加工，表現している． 

1.2. 接頭辞 

距離の単位には，1000m⇔1Kmのように単位「m」と接頭辞「K」がある．２進数の単位は「bit

（ビット）」であり，bit が 8 つ集まると「Byte（バイト）」となる．これらは，データ転送では bit，

データ保存容量では Byte と使い分けられる．また，２進数の桁が 1000 になると，距離と同様に接

頭辞がつく．例えば，1000Byte は 1KByte（キ

ロバイト），1000KByte は，1 MByte（メガバ

イト）となり，その後 G（ギガ），T（テラ），

P（ペタ）と続く． 

また，ネットワークの速度は「bps（ビット

パーセカンド：1 秒間に何 bit）」で表現され，

この数値が高いほど通信速度は速くなる． 

 

 

表記 コンピュータ上 単純計算 

 1byte×1024 千（103） 

 1KB×1024 百万（106） 

 1MB×1024 十億（109） 

 1GB×1024 一兆（1012） 

 １TB×1024 千兆（1015） 
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2. ハードウェアの構成 

2.1. CPU 

CPU は，Central Processing Unit の略称である．コ

ンピュータが２進数を処理する能力は，この機器によ

って決まる．処理能力は，Hz（ヘルツ）という単位で

表され，一秒間に何回処理を行えるかを示す．例えば，

３GHz（ギガヘルツ）は，１秒回に 3G 回（30 億回）

計算できることを示している． 

また近年は，同時に複数の処理を行える CPU が一

般的である（並列処理）．例えば，Intel が販売してい

る Core シリーズには，８コア（同時に 8 処理）や４

コア（同時に４処理）などがある． 

 

2.2. メモリ 

メモリは，CPU が計算する際にデータを一時的に記憶し

ておく機器である．この容量が大きいと，コンピュータが処

理を実行する際に余裕ができる（大量に処理があっても動作

が軽くなる）． 

PC を例にするとメモリの容量は，4GB～16GB までさま

ざまである．一般的な PC では，メモリは追加搭載可能にな

っており，処理能力の必要に応じて増設することができる． 

2.3. 記憶装置 

メモリは，CPU の処理を補助する機器であり，電子回路であるため高速なデータ転送を実現す

る．しかし，電源が切れると情報も消えるようになっている．そこで，メモリより速度は劣るが，

磁性体や光ディスクを用いて長期的なデータ保存が行われる．このような機器を補助記憶装置とい

う． 

近年は高速なメモリの技術を用いて，フラッシュメモリを補助記憶装置として利用した SSD

（Solid State Drive）がノートパソコンや携帯情報端末（スマホ，タブレット）で利用されている．

SSD は，HDD や DVD のように機械駆動を有しないため，高速で故障しにくい． 

 

 

 

 

 

命 令 処理結果

制御装置 演算装置

制御コード

データ

データ

変 換
実 行

記憶装置

CPU

CPUの動作（概略図） 

0/1 を電気的に記

憶する ICチップ 
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✓ 【メモ】 

下のカッコ内に「コンピュータを構成する５大装置」の図を記入せよ．コンピュータは，制御，

演算，記憶（補助記憶装置），入力，出力の５大装置で構成される． 

 
 

3. ソフトウェアの基礎 

コンピュータハードウェアだけでシステムを構築すると，機能が固定されてしまう．ソフトウェア

は，ハードウェアの機能をプログラム（命令の集合）によって代替し，コンピュータハードウェアに

汎用性をもたらす． 

3.1. OS とアプリケーション 

OS（Operating System）は，ユーザがコンピュータハードウェアを利用する際に，共通的に利用

する機能（マウスの操作，画面表示，音の再生など）をシステムとしてまとめたものである．その OS

上で動作するように，機能毎に用意されたソフトウェアがアプリケーション（応用）ソフトウェアと

呼ばれる． 

ハードウェアは，必要となる共通的な機能を担い，用途に応じて変更が必要になる部分をソフトウ

ェアが担えば，コンピュータシステムに高い汎用性を持たせることができる． 

例えば，電卓（ハードウェア）を用いた計算において，繰り返し計算を行わなければならないとする．

ここで，繰り返し計算を行う回路を設計すれば作業を自動化できるが，機能は固定される．これを人

間の命令の集合として記述し，ハードウェアがそれ（ソフトウェア）を解釈できれば，修正・更新の

容易な計算機器となる． 
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図 ハードウェア・ソフトウェアの関係 

 

このような仕組で，コンピュータハードウェアの汎用性を高めるために，ソフトウェア技術が発展

してきた．その用途が拡大するとともに，ソフトウェアは，Operating System，アプリケーション，

ミドルウェアなどの様々な形で利用されるようになった． 

OS（Operating System）は，ユーザがコンピュータハードウェアを利用する際に，共通的に利用

する機能（マウスの操作，画面表示，音の再生など）をシステムとしてまとめたものである．その OS

上で動作するように，機能毎に用意されたソフトウェアがアプリケーション（応用）ソフトウェアと

呼ばれる． 

 

✓ 【メモ】 

カッコ内に「OS とアプリケーションの関係」を示す図を記入せよ． 

 

電卓 ユーザ

1+1=?23+110=?

電卓 ユーザ

1+2+3+4+…..+n=?

単一の計算ならば、問題なし 複数の計算は、作業が煩雑になる

１回の足し算のみ計算可能な電卓（≒CPU）

電卓 ユーザ

N

計算手順を示した命令書

翻訳回路

人の言語で記述された命令書
を翻訳する回路

n(n+1)/2で計算できるよ。

手順を考える人

記述

翻訳

ハードウェア ソフトウェア
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4. インターネットの構成 

コンピュータネットワークは，複数のコンピュータを接続し，情報や資源を共有する目的で利用さ

れている．近年は，コンピュータの処理そのものをネットワーク経由で実行するまでに発展している． 

インターネットは，複数の小規模ネットワーク，または単体のコンピュータが ISP（Internet Service 

Provider）と IXP（Internet Exchange Point）を介して相互接続され，世界的に広がる大規模なネッ

トワークである． 

  

図 インターネット網の形成 

インターネット上のコンピュータ資源は，クライアント・サーバシステムと呼ばれる関係で接続さ

れている．このシステムは，あるサービスを要求するクライアントと，サービスを提供するサーバが

相互作用して，Web ページ配信や電子メールなど，さまざまなサービスを実現する形態である． 

インターネットの語源は，ネットワークを拡大・活用する意味を持つ「inter-networking」である．

これは，組織レベルで利用される拡張可能なコンピュータネットワークが，世界規模で広がったもの

である．このネットワークは「TCP/IP というプロトコルによって相互接続されたネットワーク」と

定義される． 

インターネットは，軍事利用されていた ARPANET から始まった．戦後，研究者間で論文や研究

データの共有用としてネットワークが利用され，大学間，地域間へとその範囲を拡大していった． 

 

   
図 インターネットの発展過程（大まかなイメージ） 

ISPISP

ISPISP

ISPISP

IXP

IXP

IXP

ISPISP

ISPISP

ISPISP

ISPISP

ISPISP

IXP

IXP

IXP

ISPISP

ISPISP
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このネットワークの発展に伴い，情報を閲覧するためのソフトウェア（ブラウザ，サーバソフトウ

ェア），相互通信を実現するための規約（プロトコル）が開発されていった． 

 

✓ 【メモ】ブラウザとは何か 

 

 

✓ 【メモ】プロトコルとは何か 

 

 

5. ICT を理解するためのワード 

 

⚫ クラウド・コンピューティング 

ネット上に膨大な数のサーバを用意し，ユーザの情報

処理，データ保存をネット上で行う仕組み．手元の端末

に依存しない新しいコンピュータ利用の形を可能にし

た．また，仮想化技術により，フレキシブルなコンピュ

ータ資源の活用が可能となった．この技術により，多く

の新しいサービスが開発されている． 

クラウド・コンピューティングのメリットは，「柔軟な拡張性（スケーラビリティ）」，高度な「資

源（コンピュータリソース）の抽象化」と言われる．「柔軟な拡張性」とは，急激な処理単位の増加

に，迅速かつ柔軟に対応できるコンピュータインフラをいう．「資源の抽象化」とは，実際の処理が

どのコンピュータで行われているのか，ユーザ側からは知ることのできない（知る必要のない）状

態である． 

  

図 クラウドの利点 

クラウド上に分散されたCPUが分割されたタスクを処

理する。処理が膨大であっても、分散処理を担うコン
ピュータ数を増加させれば対応できる。

タスク
（仕事）

タスクは分割され、クラウド上
のコンピュータに分散される。

結果はまとめられ、ユーザに
返される。

仮想的なストレージ

クラウド上に分散されたストレージに分散してデータ
が保持される。
必要に応じ、ユーザに認識させず、利用ストレージ数
を増加させ、仮想ストレージを増強する。
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⚫ IoT 

モノのインターネットとして知られる IoT（Internet of Things）は，IC チップ（RFID タグ）や

センサネットワークを利用して，あらゆるモノの情報をインターネットに参加させ，その情報から

あらたな活用を試みるアイデアである． 

    

IoT とセンサ 

技術基盤として IoT が実現できれば，そこには多くのビジネスアイデアが生まれることになる．

例えば「豪雨地点特定システム」が挙げられる． 

 

例：豪雨地点特定システム 

IoT は，まだ新しい考え方であるため，これから多くのモデルが出現することになる．今後の ICT

サービスの発展に大きく寄与する技術であるため，動向に注視する必要がある． 

 

⚫ AI（Artificial Intelligence） 

話題となっている AI であるが，目立つものは囲碁，将棋の勝敗，Siri や Deep Dream などの試

験的なモノが多いが，AI を利用した具体的なビジネスモデルも多数提案されている．例えば，コー

ルセンターシステム，FX や株取引に利用され始めている． 

AI は今後新しいビジネスモデルを生み出す技術要素として注目されている．AI の学習には「教

師あり学習」「教師なし学習」「強化学習」がある．教師あり学習は，人間が提示する「正解」また

は「手本」にたどり着けるように訓練させる手法である．教師なし学習は，正解のない状態で，入
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力データや結果から，コンピュータ自身がパターンを形成し，推論をするものである． 

これら学習アルゴリズムを利用して，様々な入力データに対して最適解を提示することが，AI の

基本的な機能である． 

   

AI の学習 

⚫ 集合知 

Wikipedia に代表されるデータベースサービス（Wiki）

は，不特定多数の編集者によって記事が作成され，新しい

知識集約の形として広がっている． 

これは，インターネット後に注目された概念で，信頼性

の問題はあるが，グローバルネットワークを基盤とした知

識の在り方を考えるうえで重要な要素となっている．SNS

のある意味集合知であり，適切な利用によって高い学習効

果を期待することもできる．投稿型の掲示板や Q&A サイ

トも，第三者にも有用な知識の集合となっている． 

 

⚫ オープンデータ，オープンソース 

今日のインターネット上には，多くのオープンデータが公開されている．これは，いわゆるフリー

のデータであり，万人が利用できるよう配布されているモノである．例えば，自治体が提供する人口

データ，気候データなどである．また AI 関連のソフトウェア技術をオープン化する動きもある．

Google が進める「TensorFlow」では，AI を実現するためのソフトウェアコードライブラリが公開さ

れており，ソニーも「Neural Network Libraries」としてディープラーニングの技術（開発フレームワ

ーク）をオープンソース化した． 

これらは，技術を普及させたいという慈善的活動なのか，または自社技術の標準化を狙ったものな

のかは定かではないが，少なくとも一般ユーザや企業がコードをダウンロードして，そのうえでビジ

ネスアイデアを実現することが可能となっている． 
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データカタログサイト ：https://www.data.go.jp/ 

Google の TensorFlow ：https://www.tensorflow.org/ 

ソニーの OSS  ：https://nnabla.org/ 

 

Google の A.I. Experiments 

6. 情報収集の大切さ 

情報技術に限らず，日々新しい技術やアイデアが生まれている．これらをとらえるためには，自発

的に情報へアクセスしなければならない． 

今日は，ほぼすべての人が情報端末を持っており，スマートフォンでニュースを閲覧している人も

多い．IT や知的財産関連の情報は，過去には専門の情報サイトで公開されていることが多かったが，

現在は SNS や RSS データで配信されていることも増えた． 

これら情報資源へ積極的にアクセスすることが，これからの人材には求められると考えられ，早い

うちに自身にあった方策を見つけておくことが大事である． 

    

パテサロ（Twitter）とギズモード（Blog） 


