
コンピュータシステム アーキ期末まとめ演習（有村） 
 
提出は不要です．授業スライドを見ながら勉強してください．ほとんど問題の回答はスライド中に見つかります。

（情報理工学演習 I（アーキ）からの問が多いですが、新しい問もあります） 
番号【】の後ろに星印(*)が付いた問題は発展問題です． 
 

第１回 計算機アーキテクチャとは 

【１】 以下の文章それぞれについて，正しいと思うものに○，誤りと思うものに×をつけよ．×には簡潔に理由を述べよ． 

(ア) デスクトップコンピュータは、多数の人が同時に利用することが主目的で、高い信頼性が要求される。 

(イ) 組み込みコンピュータは、生産台数では、デスクトップコンピュータよりも圧倒的に多く使われている。 

(ウ) 計算機のクロック周波数と計算速度はトレードオフの関係にある。 

(エ) 計算機の信頼度は、記憶領域のサイズで数値化して評価できる。 

(オ) MFLOPS とは、浮動小数点演算を 1秒間に何百万回実行できるかを表す単位である。 

(カ) プログラムカウンタは、多くの場合 CPU の外部に設置されている。 

(キ) 算術演算装置（ALU）は、2進数の加減乗除などの算術演算を行う論理回路で構成されている。 

(ク) クロック周波数を高くすると消費電力が下がるので、冷却が容易になる。 

(ケ) 一般的な計算機では、主記憶の読み書きは、レジスタの読み書きよりも時間がかかる。 

(コ) ハードディスク（HDD）は主記憶より低速だが、ランダムアクセスに適している。 

(サ) バス配線方式は配線本数を節約できるが、複数の構成部品が同時に出力しないよう制御する必要がある。 

(シ) ゲートは、信号を伝えるときに「閉じる」と呼び、切り離すときに「開く」と呼ぶ。 

(ス) ALU は、ハードウェアの構成要素で、レジスタや演算器を正しく動作させるための制御信号を発生する。 

(セ) 通常は、1ワード=レジスタのビット長であり、多くの場合 32 ビットまたは 64 ビットである。 

 

【２】 20 世紀後半～21世紀初頭にかけて、コンピュータシステムは演算性能で 10桁から 12 桁のすさまじい技術革新を遂げた．

これは，歩行から，自転車，自動車，飛行機，ロケットにいたる物理的な移動手段と比べて，桁違いに大きな性能向上であ

る．その理由は何か？ 意見を述べよ．（ヒント：スライドには答えはありません．授業中に話していますが，自由に考えて書

いてかまいません．） 

第２回 機械語命令と内部動作 

【３】 以下の文章それぞれについて，正しいと思うものに○，誤りと思うものに×をつけよ．×には簡潔に理由を述べよ． 

(ア) フェッチ動作は、機械語を１命令実行するたびに必ず行われる。 

(イ) 停止(HALT)命令を実行すると、その場で計算機が停止するので電源を切ったのと同じ状態となる。 

(ウ) 1 ビット左シフトすることは、2進数ではちょうど 2倍することに相当する。 

(エ) 8 ビットの 2進数は、8の 2乗、すなわち 0から 63までの 64通りの数値を表現できる。 

(オ) ジャンプ命令を用いれば、繰り返し処理を行うプログラムを作ることができる。 

 

 

【４】 機械語について、次の質問に答えよ。 

(1) 典型的な機械語はオペコードとオペランドからなるが、これらはそれぞれ何を表すか？ 

(2) フェッチ命令は、何をする命令か？ 

(3) ロード命令は、何をする命令か？ 

(4) 分岐命令は、何をする命令か？ 

 

【５】 下の図で示されたアーキテクチャの計算機を想定して、(1)(2)(3)の命令の内部動作を、順を追って説明せよ。（ヒント：この



問題は大事です。一度解いておいてください） 

(1) Accumulator の内容に、オペランドで指定した番地のメモリ内容を加算し、結果を Accumulator に保持する。 

(2) Accumulator の内容から、オペランドで指定した番地のメモリ内容を減算し、結果を Accumulator に保持する。 

(3) * オペランドで指定した番地にプログラムの実行を移す。（ジャンプ命令） 

 

 

ヒント）例えば加算の場合は，次のように Step にしたがって説明してみてください．細かな違いは気にせずに，ゲ
ートの開け閉めとレジスタのデータの流れがわかれば良いです．一度書いてみて下さい． 
 

Step1: ゲート（ア）（イ）を開き、命令デコーダのオペランドが指す番地のメモリ内容をデータレジスタに読み出す。 
Step2: ゲート（ウ）（エ）（オ）を開き、アキュームレータの内容とデータレジスタの内容をALUに入力し、ALUに加算動作

をさせ、結果をシフトレジスタに代入する。 
Step3: ゲート（カ）（キ）を開き、シフトレジスタの内容をアキュームレータに代入する。 
Step4: ゲート（ク）（ケ）（エ）を開き、プログラムカウンタの内容に１を加算した結果をシフトレジスタに代入する。 
Step5: ゲート（カ）（コ）を開き、シフトレジスタの内容（＝次の命令の番地）をプログラムカウンタに代入する。 
Step6: ゲート（ク）（イ）を開き、プログラムカウンタが指す番地のメモリ内容（機械語命令）をデータレジスタに読み出す． 
Step7: ゲート（サ）（オ）を開き、データレジスタの内容を命令デコーダに代入し、次の命令の実行準備が完了する。 

 

【６】 *10 進数の-12 を 5 ビットの 2 進数で表す場合に、絶対値表現、1 の補数表現、2 の補数表現で表すと、それぞれどうなる

かを示せ。次に+12 から-12 を作る場合に 2 進数の各ビットに対してどのような変換を行えば良いか、3 通りの表現それぞれ

の場合について説明せよ。 

 

第３回 アーキテクチャの基本知識（１）分類と概観・初期のメインフレーム 

【７】 以下の文章それぞれについて，正しいと思うものに○，誤りと思うものに×をつけよ．×には簡潔に理由を述べよ． 

(カ) リレー素子を用いた計算機は、真空管を用いた計算機よりも高速に動作した。 

(ア) 初期の電子計算機は、計算手順をハードウェアで直接表現していたため、プログラムの変更が容易であった。 

(イ) ノイマン型計算機では、計算手順を符号化してプログラムとして、データと同様に主記憶に格納する。 

(ウ) 初期の電子計算機は、国家的なプロジェクトとして開発されたので、製造コストを下げることが最優先課題であった。 

(エ) 昔は電子回路が高価で不安定だったので、複雑な回路が作れず、単純な命令セットしか提供できなかった。 

(オ) 間接アドレス方式では、オペランドで指定したアドレスの値に、ある定数を加算したアドレスを使用する。 

(カ) バッチ処理やタイムシェアリングなどにより計算機の利便性を向上するためには、余分な主記憶領域が必要となる。 

(キ) マルチプログラミングとは、複数のプロセッサで分担して１つの計算を実行する方式を指す。 
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(ク) IO プロセッサとは、複雑な算術演算を CPU の代わりに高速に実行するための補助的なプロセッサである。 

(ケ) グレードが上位の機種が下位機種用の機械語をそのまま実行できることを、プロセッサの上位互換性と呼ぶ。 

 

【８】  汎用計算機に関する以下の設問について答えよ。 

(1) 価格・時代・用途による汎用計算機の分類について、下記の計算機を一台あたりの金額（性能でも同じ）が高

い順に並べよ：  

(a) パソコン、(b) ミニコン・ワークステーション、(c) メインフレーム。 

(2) タイムシェアリングシステム(TSS)とはどのような方式か？ どのような利点があるか？ 

 

【９】 * （10 進数で）1000 番地から 1999 番地までの連続する主記憶領域に格納された 1000 ワード分の数値データの合計値を

計算したいとする。直接アドレス方式の機械語命令しか使えないプロセッサでプログラムを書こうとすると、どのような不都合

が生じるかを説明せよ。もしも間接アドレス方式やインデクスアドレス方式が許されると、そのプログラムがどのように改善で

きるかを述べよ。 

 

第４回 アーキテクチャの基本知識（２）メインフレームの発展 

【１０】 以下の文章それぞれについて，正しいと思うものに○，誤りと思うものに×をつけよ．×には簡潔に理由を述べよ． 

(ア) スタックでは、先に保存したデータから順に取り出すことができる。 

(イ) CPU がまるごと 1 個の LSI として部品になったものをマイクロプログラムと呼ぶ。 

(ウ) マイクロプログラム方式のプロセッサでは、１つの機械語命令は、複数のマイクロ命令の系列として構成されている。 

(エ) マイクロプログラム方式のプロセッサを一度設計しておくと、多様な命令セットのプロセッサを容易に設計できる。 

(オ) 計算機が他の機種を模倣し、他機種用の機械語を実行することをシミュレーションと呼ぶ。 

(カ) ファームウェアにバグがあると、最悪の場合、計算機が壊れたり焼損したりする恐れがある。 

(キ) IBM System/360 シリーズは代表的なメインフレームのファミリーとしてアーキテクチャ技術の標準的な基盤となった。 

(ク) 仮想メモリとは、電源を切っても内容が失われないメモリのことを指す。 

(ケ) その当時の最高級の性能を持つ（またはそれを目指した）コンピュータをスーパーコンピュータと呼ぶ。 

 

【１１】  *計算機の機械語命令におけるマイクロプログラム方式について、それはどのような技術か、その利点について答えよ。

（ヒント：利点については、なぜ発明されたのか、登場以前は何に困っていたか、どのように解決されるかなど答えると良

い。） 

 

【１２】  *以下の図に基づいて、「スタック」の機構を計算機の主記憶上に実現した場合の Push 命令と Pop 命令の動作手順（主記

憶のどの番地をどのように読み書きするのか、次に参照すべき番地はどこを見て決めるのか）を説明せよ。特に、スタックの

容量が限界を超えそうなときや空になった状態を自動的に検出して誤動作を防ぐには何に気を付けなければいけないか

を述べよ。 

 
 

 



第５回 アーキテクチャの基本知識（３）マイクロプロセッサ以降 

【１３】 以下の文章それぞれについて，正しいと思うものに○，誤りと思うものに×をつけよ．×には簡潔に理由を述べよ． 

(ア) トランジスタは真空管より圧倒的に省電力だが、寿命は短いという欠点がある。 

(イ) インテルの最初のマイクロプロセッサ 4004 は、電卓の心臓部として開発された。 

(ウ) DRAM（Dynamic RAM）は、時間が経過すると記憶内容が失われるので、一定周期で書き直さなければならない。 

(エ) DRAM は SRAM よりも集積度を上げにくい。 

(オ) 集積回路の集積度が一定期間ごとに 2 倍になっていくという経験則は、ハの法則と呼ばれている。 

(カ) 光の波長より細い線を鮮明に描くことはできないため、集積回路の集積度は限界に近づいている。 

(キ) CPU がまるごと 1 個の LSI として部品になったものをマイクロプロセッサと呼ぶ。 

(ク) 16 ビットのマイクロプロセッサでは、１バイトが 16 ビットとして設計されている。 

(ケ) インテルの x86 系アーキテクチャは IBM PC 互換機のマイクロプロセッサとして広く使われている。 

(コ) マイクロプロセッサは 1985 年頃から約 20 年に渡って 16 ビット機が主流だったが、最近 32 ビット機が増えてきた。 

(サ) ペンティアムは x86 系列の CPU の中の 1 つである。 

(シ) Apple 社の Macintosh は伝統的にモトローラ系のプロセッサを使用していたが、現在では x86 系を使用している。 

(ス) 日本では、「IBM PC 互換機」「PC/AT 互換機」「DOS/V マシン」は、すべて同じ意味で用いられた。 

(セ) Web ブラウザが発明されたのは、マイクロソフトの Windows95 が発売された直後のことである。 

(ソ) 2000 年頃は、x86 系 CPU を搭載した IBM PC 互換機に、Windows OS を載せて使うというのが圧倒的に多かった。 

(タ) Android OS は、Linux OS がベースになっている。 

(チ) インターネットが普及して、Yahoo や google などの検索サービスを提供する企業が急成長した。 

(ツ) Amazon, Facebook, Twitter などの有名 IT 企業は、ハードウェアの製造販売が主な収益源である。 

(テ) 64 ビット PC は、32 ビット PC に比べてクロック速度が 2 倍速い。 

(ト) IBM メインフレーム互換機の機械語プログラムは IBM PC 互換機でもそのまま動作する。 

 

【１４】  64 ビットのアドレスバスを使うと、最大何通りのメモリ番地を識別できるかを答えよ。 

【１５】  集積回路技術の物理的限界について、微細加工技術、クロック速度、発熱の３つの観点から説明せよ。 

【１６】  *2000 年以降、マイクロプロセッサ技術の限界（上の問題 17 参照）から、単体のプロセッサでは、「ムーアの法則」のような

性能向上は難しくなっている。今後も、コンピュータの性能向上を維持するには、どのような方法をとれば良いか？ 自由

に答えよ。 

【１７】  *Apple は 1990 年代後半に経営不振に陥っていたが、その後、復活した要因をいくつか挙げよ。 

 

第６回 並列処理アーキテクチャ 

【１８】  以下の文章それぞれについて，正しいと思うものに○，誤りと思うものに×をつけよ．×には簡潔に理由を述べよ． 

(ア) 計算機の処理速度を測る尺度として、スループットとモーメントの２つの尺度がある。 

(イ) パイプライン型のアーキテクチャの技法は、主としてスループットの改善を目的としたものである。 

(ウ) 処理すべき作業量を n 個に分割する場合、並列化による速度向上の効果は最大でも n 倍を超えることはできない。 

(エ) あるプログラムの全体の作業量の中で並列化できない部分が約25％あったが、残りの75％の部分について100台のPC

で並列処理を行うことができた。この場合、全体でのスループットの改善効果は最大で約 25 倍まで期待できる。 

(オ) 最近の高性能マイクロプロセッサでは、マルチコアなどの並列化技法が広く用いられている。 

(カ) 命令パイプラインとは、多数のマイクロプロセッサを１列に並べて、流れ作業的に演算を行う方式である。 

(キ) 演算パイプラインは、ベクトルや行列などを多用する科学技術計算で特に威力を発揮する。 

(ク) 並列処理では、粒度が小さいほどスループットが大きくなる傾向がある。 

(ケ) 並列処理では、待たされて遊んでいるプロセッサが多くなるほど性能が低下する。 



(コ) メモリ共有型のマルチプロセッサでは、プログラムは常に共有されるので、SIMD 型の計算機に分類される。 

 

【１９】  パイプライン型の高速化とマルチプロセッシング型の高速化の違いを簡単に説明せよ。 

【２０】  命令列とデータの並列化の観点から、「フリン（Flynn）の分類」はノイマン型計算機を「SISD, SIMD, MISD, MIMD」の 4 種

類にわけるものである。次のような計算機は、上記の 4 つの分類のどれに当たるか？ 答えよ。 

(1) 科学技術計算に用いられるような多数の異なるプログラムを同時に実行できる並列計算機。 

(2) 高性能なゲーム用計算機に用いられるグラフィックアクセラレータ（GPU）。 

 

【２１】  並列計算の粒度による分類において、次の並列計算方式を計算の粒度が小さい方から大きな方へ並べよ。ここに、一度

に計算するデータ量や仕事量が大きいほど、「計算の粒度」が大きいというものとする： 

(a) 命令並列、(b) プログラム並列、(c) ビット並列、(d) 演算並列。 

【２２】  *命令パイプラインは条件分岐命令があると乱れるが、それを回避する工夫を２つ以上挙げて説明せよ。 

 

第７回 メモリアーキテクチャ 

【２３】  以下の文章それぞれについて，正しいと思うものに○，誤りと思うものに×をつけよ．×には簡潔に理由を述べよ． 

(サ) ノイマン型計算機では、主記憶のアクセス速度が全体の処理速度に支配的な影響を与える。 

(シ) 記憶装置は、容量が大きくなるほどレイテンシが小さくなる傾向がある。 

(ス)  大容量の記憶装置は多くの場合、ランダムアクセスは苦手だが、ブロック転送は比較的高速に実行できる。 

(セ) ノイマン型計算機の主記憶アクセスには、空間的局所性と連続的局所性の２つの局所性がある。 

(ソ)  メモリインターリーブは同じワードを何度もアクセスする場合に高速化の効果を発揮する。 

(タ)  キャッシュメモリは、主記憶よりも高速で小容量のメモリを用いて構成されている。 

(チ) キャッシュメモリの配置法として完全連想配置法が最も性能が良いため、多くの市販プロセッサで採用されている。 

(ツ) キャッシュ上の内容を更新した場合、適当なタイミングで主記憶にも反映させる必要がある。 

(テ) ディスクキャッシュは、2 次記憶を仮想化して主記憶のように見せる技法である。 

(ト) 仮想メモリは、物理的には飛び飛びに存在するメモリ領域を、論理的には連続領域として見せることができる。 

 

【２４】  フォンノイマンボトルネックとは何かを説明せよ。またそれを改善するため工夫の例を挙げよ。 

【２５】  ノイマン型計算機の主記憶アクセスの 2 種類の局所性について、それぞれ例を挙げて説明せよ。 

【２６】 * 仮想メモリ方式を用いることの利点を２つ以上挙げよ。 

【２７】 * メモリインターリーブで一括アクセスを行う場合に、最大の効果が得られるのはどのようなアクセスパターンのときかを述

べよ。また、ほとんど効果が得られないアクセスパターンを挙げ、その理由を述べよ。 

【２８】 * キャッシュメモリにデータを書き込む方法として、write-through 法と write-back 法の違いを述べ、それぞれの利点欠点

を説明せよ。 

 

以上です． 

 

有村博紀, 2019.11.16 


