OSS モデルカリキュラムの学習ガイダンス

3. コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識I※
1. 科目の概要
OSS が動作する基盤となるコンピュータシステムやアーキテクチャについて、ハードウ
ェア、ソフトウェア、ミドルウェア等それぞれに関するアーキテクチャの種類、基本的な
構成、特徴、役割について解説する。

2. 習得ポイント
本科目の学習により習得することが期待されるポイントは以下の通り。
説 明

シラバスの対応コマ

I-3-1.システムの構成とは

システムとは何か、コンピュータシステムという考え方について基本的な
説明を行う。様々なシステムアーキテクチャが存在することを示し、システ
ムアーキテクチャとは何か、システムアーキテクチャ設計の概要について
の解説も行う。

1

I-3-2. コンピュータシステムの構成要素

コンピュータシステムの基本構成、構成する各部品の役割、特徴、発展
の歴史などについて説明する。さらにこれらの事項とOSSのかかわりに関
する話題(デバイスドライバのOSS対応、オープンBIOS、ハードウェア技
術情報の開示とOSS利用、等)を紹介する。

2

I-3-3. CPUの基本構成と役割

CPUの基本構成と役割、特徴、発展の歴史について解説する。代表的
なアーキテクチャとしてRISCやCISCがあることを紹介し、高速化の仕組
みとして各種のパイプライン処理やマルチプロセッサ構成についても触
れる。

3

習得ポイント

メモリの基本構成と役割、特徴、発展の歴史について解説する。主記憶
I-3-4. メモリの役割（メモリシステムの構成と記 装置として利用されるメモリや、１次、２次キャッシュといった階層的記憶
憶階層の概念）
装置の概念、CPUとの接続方法などを説明し、コンピュータにおける各メ
モリの役割を紹介する。

※

2, 4

I-3-5. 周辺機器の基本構成と役割

各種の周辺機器について、その基本構成と役割、特徴、発展の歴史に
ついて解説する。周辺機器としては、補助記憶装置としてFD、MO、CDRなど、入力装置としてキーボード、マウス、スキャナとタブレット、出力装
置としてディスプレイとプリンタを挙げる。

4

I-3-6. 様々なインタフェースの特徴

インタフェースの基本構成と役割、特徴、発展の歴史について解説す
る。USB、IEEE1394、eSATAなどホットプラグのインタフェースや、SCSI、
IDE、PCI、シリアルといったレガシーインタフェースなど、代表的なインタ
フェースを個別に取り上げる。

5

I-3-7. コンピュータシステムの評価指標

コンピュータハードウェアの評価指標として、接続性(プラグアンドプレイ
やデバイスドライバ)、信頼性(故障率、MTTRとMTBF)、効率性(パフォー
マンスとスループット、性能評価)、移植性(インタフェースの標準化、等)
があることを説明する。

2

I-3-8. コンピュータソフトウェアの構成要素

基本ソフトウェア(OS)、ミドルウェア、アプリケーションといった個別のソフ
トウェアについて、その機能と役割、構成、発展の歴史、OSSの実装状況
について解説する。またライセンス形態による分類についても触れる。

6

I-3-9. OSの基本的な構成と役割

OSの基本構成と役割、特徴、発展の歴史、OSSの実装状況について解
説する。OSの仕組みについて概説し、ファイルやネットワーク、入出力イ
ンタフェースといった資源管理について説明する。

7

I-3-10. ミドルウェアの種類と役割、その特徴

Webサーバ、アプリケーションサーバ、データベースといったミドルウェア
の基本構成と役割、特徴、OSSの実装状況について解説する。また、そ
れぞれに関して代表的なOSSを紹介する。

8

【学習ガイダンスの使い方】
1. 「習得ポイント」により、当該科目で習得することが期待される概念･知識の全体像を把握する。
2. 「シラバス」
、「IT 知識体系との対応関係」
、「OSS モデルカリキュラム固有知識」をもとに、必要に応じて、
従来の IT 教育プログラム等との相違を把握した上で、具体的な講義計画を考案する。
3. 習得ポイント毎の「学習の要点」と「解説」を参考にして、講義で使用する教材等を準備する。
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OSS モデルカリキュラムの学習ガイダンス

3. IT 知識体系との対応関係
「3. コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識Ⅰ」と IT 知識体系との対応関係
は以下の通り。
基本レベル（Ⅰ）

科目名

1

2

3

4

応用レベル（Ⅱ）
5

6

7

8

9

10

11

3. コンピューター
＜コンピュータ ＜コンピュータ ＜CPUアーキ ＜ディスクと周 ＜インタフェー ＜ソフトウェア
＜ミドルウェア ＜コンピュータ ＜システム
＜Webシステ
システムやアーキ
＜OSのアーキ
アーキテクチャ ハードウェア テクチャの基 辺機器の基本 ス技術の基本 アーキテクチャ
の種類と特徴 システムの構 アーキテクチャ ムのアーキテ
テクチャに関する
テクチャ＞
の基本＞
の基本＞
本＞
＞
＞
＞
＞
成＞
の活用事例＞ クチャ＞
知識

12

＜OSSを活用
した基盤設計
ケースワーク
＞

13

＜オープン
ソースシステ
ムアーキテク
チャ構築＞

14

＜OSSの動作
環境としての
ハードウェア
＞

15

＜これからの
オープンソー
スアーキテク
チャの動向＞

[シラバス：http://www.ipa.go.jp/software/open/ossc/download/Model_Curriculum_05_03.pdf]

<IT 知識体系上の関連部分>
分野
組
織
報
関
シ
連
ス
事
テ
項
ム
と
情

科目名

1

2

3

4

IT-IAS 情報保証
IT-IAS2.情報セ
IT-IAS1.基礎的
IT-IAS3.運用上 IT-IAS4.ポリ
1 と情報セキュリ
キュリティの仕
な問題
の問題
シー
ティ
組み(対策)

2

IT-SP 社会的な
観点とプロ
フェッショナル
としての課題

IT-SP1.プロ
IT-SP2.コン
IT-SP3.コン
フェッショナル
IT-SP4.チーム
ピュータの歴史 ピュータを取り
としてのコミュ
ワーク
[3-Ⅰ-6] 巻く社会環境
ニケーション

6

7

8

9

10

11

12

13

IT-IAS7.フォレ
IT-IAS9.情報セ
IT-IAS6.情報セ
IT-IAS8.情報の
IT-IAS10.脅威分
ンジック(情報証
キュリティサー
IT-IAS11.脆弱性
キュリティ分野
状態
析モデル
拠)
ビス

IT-SP8.プロ
IT-SP6.コン
IT-SP9.プライバ
IT-SP5.知的財産
IT-SP7.組織の中 フェッショナル
ピュータの法的
シーと個人の自
権
のIT
としての倫理的
問題
由
な問題と責任

IT-IM1.情報管理 IT-IM2.データ
IT-IM4.データモ
IT-IM6.データ
IT-IM3.データ
IT-IM5.データと
3 IT-IM 情報管理 の概念と基礎
ベース問合わせ
デリングとデー
ベースの応用分
アーキテクチャ
情報の管理
[3-Ⅰ-8] 言語
タベース設計
野

応
用
技
術

ソ
フ
ト
ウ

4

IT-WS Webシステ
IT-WS2.情報アー IT-WS3.デジタル IT-WS4.Web開発
IT-WS1.Web技術
IT-WS5.脆弱性
ムとその技術
キテクチャ
メディア
[3-Ⅰ-8]

IT-WS6.ソーシャ
ルソフトウェア

5

IT-PF2.プログラ IT-PF3.オブジェ
IT-PF5.イベント
IT-PF プログラ IT-PF1.基本デー
IT-PF4.アルゴリ
ミングの基本的 クト指向プログ
駆動プログラミ IT-PF6.再帰
ミング基礎
タ構造
ズムと問題解決
構成要素
ラミング
ング

ェ

IT-IPT 技術を統
IT-IPT5.ソフト
IT-IPT7.プログ
IT-IPT1.システ IT-IPT2.データ IT-IPT3.統合的 IT-IPT4.スクリ
IT-IPT6.種々の
6 合するためのプ
ウェアセキュリ
ラミング言語の
ム間通信
割り当てと交換 コーディング
プティング手法
問題
ログラミング
ティの実現
概要

ア
の
方
法
と
技
術

7

CE-SWE ソフト
ウェア工学

CE-SWE2.ソフト
CE-SWE4.ソフト
CE-SWE6.ソフト CE-SWE7.ソフト CE-SWE8.言語翻 CE-SWE9.ソフト CE-SWE10.ソフト
CE-SWE0.歴史と CE-SWE1.ソフト
CE-SWE3.ソフト
CE-SWE5.ソフト
CE-SWE11.ソフ
ウェアの要求と
ウェアのテスト
ウェア開発・保 ウェアプロジェ 訳
ウェアのフォー ウェアの構成管
概要
ウェアプロセス
ウェアの設計
ウェアの保守
トェアの標準化
仕様
と検証
守ツールと環境 クト管理
[3-Ⅰ-6] ルトトレランス 理

IT-SIA システム
IT-SIA3.インテ
インテグレー
IT-SIA1.要求仕 IT-SIA2.調達/手
IT-SIA4.プロ
8
グレーション
ションとアーキ 様
配
ジェクト管理
[3-Ⅰ-6]
テクチャ
9

IT-NET ネット
ワーク

CE-NWK テレコ
10 ミュニケーショ
ン

シ
ス
テ
ム
基
盤

IT-NET1.ネット
IT-NET2.ルー
ワークの基礎
ティングとス
[3-Ⅰ-1]
イッチング

IT-NET3.物理層

ェ
ー

ュー
ー

ャ

コ
ウタ
ン
チ
ハ
キ
ピ
ア
テ
とド
ク

13

IT-PT5.ファーム IT-PT6.ハード
ウェア
ウェア
CE-OPS4.セキュ CE-OPS5.ファイ CE-OPS6.リアル CE-OPS7.OSの概 CE-OPS8.設計の CE-OPS9.デバイ CE-OPS10.システ
リティと保護
ル管理
タイムOS
要
原則
ス管理
ム性能評価

CE-CAO コン
CE-CAO1.コン
CE-CAO2.メモリ
CE-CAO0.歴史と
CE-CAO3.インタ
CE-CAO5.CPUアー
CE-CAO8.コン
ピュータのアー
ピュータアーキ システムの構成
CE-CAO4.デバイ
CE-CAO6.性能・ CE-CAO7.分散・
CE-CAO9.性能向
概要
フェースと通信
キテクチャ
ピュータによる
キテクチャと構
テクチャの基礎 とアーキテク
スサブシステム
コスト評価
並列処理
上
[3-Ⅰ-1,2]
[3-Ⅰ-5]
[3-Ⅰ-3]
計算
成
[3-Ⅰ-1,2,4] チャ

14 IT-ITF IT基礎

15

CE-NWK6.ワイヤ
CE-NWK4.クライ
CE-NWK5.データ レスコンピュー
CE-NWK8.組込み CE-NWK9.通信技
アントサーバコ
CE-NWK7.データ
CE-NWK10.性能評 CE-NWK11.ネット CE-NWK12.圧縮と
のセキュリティ ティングとモバ
機器向けネット 術とネットワー
ンピューティン
通信
価
ワーク管理
伸張
と整合性
イルコンピュー
ワーク
ク概要
グ
ティング

CE-NWK14.イン
CE-NWK13.クラス
CE-NWK15.次世代
ターネットアプ
CE-NWK16.放送
タシステム
インターネット
リケーション

IT-PT1.オペレー
IT-PT2.アーキテ IT-PT3.コン
IT-PT4.デプロイ
IT-PT プラット ティングシステ
クチャと機構
ピュータインフ メントソフト
フォーム技術
ム
[3-Ⅰ-5] ラストラクチャ ウェア
[3-Ⅰ-7]
CE-OPS2.スケ
CE-OPS オペレー CE-OPS0.歴史と
CE-OPS3.メモリ
ジューリングと
12 ティングシステ 概要
CE-OPS1.並行性
管理
ディスパッチ
ム
[3-Ⅰ-7]
[3-Ⅰ-7]
[3-Ⅰ-7]
ア

IT-SIA5.テスト IT-SIA6.組織の IT-SIA7.アーキ
と品質保証
特性
テクチャ

IT-NET5.アプリ
IT-NET4.セキュ
IT-NET6.ネット
ケーション分野
リティ
ワーク管理
[3-Ⅰ-8]

CE-NWK1. 通信
CE-NWK0.歴史と
CE-NWK2.通信
ネットワークの
CE-NWK3.LANと
概要
ネットワークの
アーキテクチャ
WAN
[3-Ⅰ-1]
プロトコル
[3-Ⅰ-1]

11

複
数
領
域
に
ま
た
が
る
も
の

5
IT-IAS5.攻撃

CE-ESY 組込みシ
ステム

IT-ITF4.IT分野
IT-ITF6.IT分野
IT-ITF1.ITの一 IT-ITF2.組織の IT-ITF3.ITの歴 (学科)とそれに IT-ITF5.応用領
における数学と
般的なテーマ
問題
史
関連のある分野 域
統計学の活用
(学科)
CE-ESY1.低電力 CE-ESY2.高信頼 CE-ESY3.組込み
CE-ESY0.歴史と
CE-ESY4.開発環 CE-ESY5.ライフ CE-ESY6.要件分 CE-ESY7.仕様定 CE-ESY8.構造設
CE-ESY10.プロ
コンピューティ 性システムの設 用アーキテク
CE-ESY9.テスト
概要
境
サイクル
析
義
計
ジェクト管理
ング
計
チャ

CE-ESY11.並行設
計(ハードウェ
CE-ESY12.実装
ア、ソフトウェ
ア

CE-ESY19.インタ
CE-ESY13.リアル CE-ESY14.組込み
CE-ESY18.ネット
CE-ESY24.信頼性
CE-ESY15.組込み CE-ESY16.設計手 CE-ESY17.ツール
フェースシステ CE-ESY20.センサ CE-ESY21.デバイ CE-ESY22.メンテ CE-ESY23.専門シ
タイムシステム マイクロコント
ワーク型組込み
とフォールトト
プログラム
法
によるサポート
ムと混合信号シ 技術
スドライバ
ナンス
ステム
設計
ローラ
システム
レランス
ステム

4. OSS モデルカリキュラム固有の知識
OSS モデルカリキュラム固有の知識として、コンピュータアーキテクチャの各構成要素
とオープンソース化との関わりが挙げられる。構成要素として、CPU、ハードディスク、
インターフェイス、OS などが含まれる。
科目名

第1回
(1)コンピュータアーキテ
クチャとは
(2)システム

3.コンピュータシステムや
アーキテクチャに関する
(3)ネットワークアーキテ
知識Ⅰ
クチャ

第2回
第3回
第4回
(1)コンピュータハードウェ (1)CPU の仕組み
(1)ハードディスク
アの基本構成
(2)コンピュータハードウェ (2)CPU 高速化の仕組み (2)周辺機器の種類と特
アの必要要件
性
(3)オープンソース化との (3)オープンソース化との
かかわり
かかわり

第5回
第6回
(1)インタフェースとは何 (1)基本ソフトウェア
か
(2)オープンソース化との (2)ミドルウェア
かかわり
(3)応用ソフトウェア

第7回
(1)OS の仕組み

第8回
(1)ミドルウェアのカテゴリ

(2)OS の管理対象
(3)OS の分類

(4)ライセンス形態による (4)オープンソースとのか
分類
かわり

（網掛け部分は IT 知識体系で学習できる知識を示し、それ以外は OSS モデルカリキュラム固有の知識を示している）
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スキル区分

OSS モデルカリキュラムの科目

基礎分野

3

習得ポイント

レベル

コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識 I

基本

I-3-1. システムの構成とは

対応する

第１回 (コンピュータアーキテクチャの基本)

コースウェア

I-3-1. システムの構成とは
システムとは何か、コンピュータシステムという考え方について基本的な説明を行う。様々なシステム
アーキテクチャが存在することを示し、システムアーキテクチャとは何か、システムアーキテクチャ設
計の概要についての解説も行う。
【学習の要点】
* コンピュータシステムとは、コンピュータを中心にして情報処理を行うための仕組みのことであ
る。
* オープンなシステムとは、システムの外側との入出力が可能なシステムのことである。
* システムアーキテクチャとは、システムを構成する要素間の関係全体を指す用語である。

コンピュータシステム
情報出力

コンピュータ
情報発生

分析
情報入力
解析

情報保存

図 I-3-1. コンピュータ・システム
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【解説】
1) システムとは何か
様々な機能やサービスを提供する様々な項目が集まり、お互いに相手に対して何らかの影響を与
え合いながら、全体としての目標を達成するものを「システム」という。
またそのシステムの中でのみにおいて処理が完結し、外部とは一切情報共有のないものを閉じた
システム(クローズドシステム)といい、外部から与えられた情報を分析・処理し、再び外部に出力す
るものを開かれたシステム(オープンシステム)という。
情報分野におけるシステムとは、外部から何らかの情報を得て、その情報の分析・処理を行い、外
部に対してその処理結果を出力する仕組みを指す。
2) コンピュータシステムとは何か
コンピュータを利用して何らかの処理を行い目的を達成するシステムをコンピュータシステムという。
コンピュータシステムの基本はオープンシステムであり、外部から得た情報を分析して何らかの処
理を行い、その結果を出力（必要に応じて保存）する。コンピュータシステムは、ハードウェアやソフ
トウェア、そして通信機器などにより構成される。
* オンラインリアルタイム（即時）システムとは
通信網で接続され、外部から入力されたデータを処理、結果の出力までを即時(リアルタイム)に
実行することが求められているシステムをオンラインリアルタイムシステムという。
* バッチ（一括処理）型システム
リアルタイムシステムと異なり、決められた時間に一括してデータを処理(バッチ処理)し、結果を
出力するシステムをバッチ型システムという。データの即時処理を必要としない場合にはバッチ
型のシステムとすることでコストを下げることができる。
3) システムアーキテクチャとは何か
システムアーキテクチャとは、コンピュータシステムを構成するハードウェア・ソフトウェア、そして通
信機器などの機能構成を示す言葉である。システムアーキテクチャを明確にすることにより、効率よ
く動作するコンピュータシステムを設計することができる。
システムアーキテクチャを検討する際のポイントを以下に示す。
* コンピュータシステムを構成する各機器の、動作原理を明確にする。
* コンピュータシステムを構成する各機器の、必要性と実装方法を記述する。
* 外部の環境と、入力される情報および結果として求められている情報を明確にする。
* 長期的な改善計画を明確にする。

独立行政法人 情報処理推進機構

3-2

スキル区分
基礎分野

OSS モデルカリキュラムの科目
3

レベル

コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識 I

習得ポイント

I-3-2. コンピュータシステムの構成要素

対応する

第２回 (コンピュータハードウェアの基本)

基本

コースウェア

I-3-2. コンピュータシステムの構成要素
コンピュータシステムの基本構成、構成する各部品の役割、特徴、発展の歴史などについて説明す
る。さらにこれらの事項と OSS のかかわりに関する話題（デバイスドライバの Linux 対応、オープン
BIOS、ハードウェア技術情報の開示と OSS 利用、等）を紹介する。
【学習の要点】
* 周辺機器も含めたコンピュータハードウェアの機能は、常に向上している。
* 目的に応じたハードウェアと、機能に対応したＯＳやデバイスドライバを選択しないと、その機能
が有効的に活用されることはない。
* OSS として公開され自由な開発、改良ができるデバイスドライバも多い。

コンピュータの構成
OSSドライバ
主記憶装置

補助記憶装置

表示装置

中央演算処理装置

OSSドライバ

通信装置
OSSドライバ

図 I-3-2. コンピュータの構成
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【解説】
1) コンピュータハードウェアの基本構成
一般的に周辺機器なども含んだコンピュータハードウェアの機能は、日々向上している。しかしな
がら、目的に応じたハードウェアを正しく選択しない限り、その機能を有効的に利用することは不可
能である。
* コンピュータの構成
コンピュータシステムを構成するハードウェアは、以下のような装置である。
-

中央演算処理装置（ CPU、MPU ）

-

主記憶装置（ メモリ、RAM、ROM、DRAM ）

-

補助記憶装置（ HDD、CD-ROM、DVD、磁気テープ ）

-

表示装置（ モニタ、液晶ディスプレイ ）

-

通信装置（ ネットワークカード ）

* コンピュータ構成に求められること
補助記憶装置などの機器類は、準備されていればよいというわけではない。
-

補助記憶装置の容量：発生が予測されるデータ量を保存することが可能であるか。

-

通信装置：通信速度やトラフィックで問題となることはないか。

2) コンピュータハードウェアの必要要件
ベンダが OSS の動作を保証しているコンピュータの数はあまり多くはない。
* 接続性
OSS の動作確認が取れているものが望ましい。
-

プラグアンドプレイ：対応しているものであれば、OSS のドライバが使用可能である。

-

デバイスドライバ：ベンダの Web サイトより、デバイスドライバが入手可能である。

* 信頼性
ドライバが準備されていても、信頼性の高いハードウェアであるとは限らない。
* 移植性
3) OSS との関わりに関して
Linux 対応のデバイスドライバは、OSS として開発・公開されているものも多い。各ベンダより提供さ
れるハードウェア情報も多いが、各ベンダも積極的に開発を進めている。
* デバイスドライバの OSS 対応
様々なデバイスドライバが、OSS として公開されている。
* オープン BIOS
BIOS は OS の処理とも重複するような処理を多く残している。マザーボードベンダが提供する
BIOS プログラムよりも、高速で本当に必要な機能を提供する OSS の BIOS プログラムが公開さ
れている。
-

Open Firmware：主に SUN と Apple で使用されている。

-

Linux BIOS：主に Linux を対象としているが、他の OS でも使用することが可能。
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スキル区分
基礎分野
習得ポイント
対応する

OSS モデルカリキュラムの科目
3

レベル

コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識 I

基本

I-3-3. CPU の基本構成と役割
第３回 (CPU アーキテクチャの基本)

コースウェア

I-3-3. CPU の基本構成と役割
CPU の基本構成と役割、特徴、発展の歴史について解説する。代表的なアーキテクチャとして
RISC や CISC があることを紹介し、高速化の仕組みとして各種のパイプライン処理やマルチプロセッ
サ構成についても触れる。
【学習の要点】
* CPU は、各種プログラムによって数量計算やデータ処理、機器制御などを行う中心的な回路で
ある。
* CPU を構成する各要素の処理は、クロック信号によって動作するように設計されている。
* 現在は、１クロックで同時に多数の処理が行われるようになっており、ＯＳや一部のアプリケーシ
ョンでは、ＣＰＵの動作や制限を意識したプログラムであることが必要とされる。

取り出した命
令をCPUに
とって意味の
ある形式に
分割する

実行すべき
命令を
メモリから取
り出す

デコード

意味のある 形式

命令

メ モリ

フェッチ

CPUの多く
の部分が接
続され、指定
された操作
を実行する

CPU
ALU

実行

レジスタ

バスインタフェース

制御部

FPU

キャッシュメモリ

DMAコントローラ

シリアルインタフェース

図 I-3-3. CPU の基本構成
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【解説】
1) CPU の仕組み
CPU とは、各種プログラムによって様々な数量計算やデータ処理、および機器制御などを行う中
心的な回路である。
* CPU の構造
CPU は以下の要素により構成されている。
-

ALU：演算を行う。

-

レジスタ：データを一時記憶する。

-

バスインタフェース：周辺機器との入出力を行う。

-

制御部：CPU 全体を制御する。

-

FPU：浮動小数点演算を行う。

-

キャッシュメモリ：レジスタよりも多くの情報を一時的に記憶する。

-

その他：DMA コントローラ、タイマー、シリアルインタフェース。

* ソフトウェア処理の流れ
CPU を構成する各要素は、クロック信号によって規則正しく処理が実行されるように決められて
いる。そのため、同じ CPU であればクロック周波数の高い CPU の方が、一定の時間内に数多く
の処理を行うことが可能である。大まかには、フェッチ、デコード、実行の順となる。
-

フェッチ：これから実行すべき命令をメモリから取り出す。

-

デコード：取り出した命令を CPU にとって意味のある形式に分割する。

-

実行：CPU の多くの部分が接続され、指定された操作を実行する。

* CPU デザイン
-

RISC アーキテクチャ
命令そのものの数を減らして、単純な組み合わせのみとし、演算速度の向上を図っている。

-

CISC アーキテクチャ
複雑で高度な命令とデータの組合せを処理することが可能である。従来型のアーキテクチャ
である。

* ビット幅の意味
CPU が数値として扱うビット数を「ビット幅」という。32 ビットの CPU がアドレス指定できるメモリ量
は、４ギガバイトとなる。
2) CPU 高速化の仕組み
CPU はクロック信号によって動作するように設計されているが、そのための問題点なども存在する。
その問題点に対処するためにパイプライン処理・マルチプロセッサなどの手法が採られてきた。
* パイプライン処理
パイプライン処理とは、CPU 内部処理の高速化技術である。これは、１回のクロック信号でデコ
ード処理を行いながら、次の命令のフェッチも行う機能である。
* マルチプロセッサ
複数の処理・プロセスを、同一システム内で並行的に実行させる機能。１つのシステム内にある
複数の CPU が、複数の処理・プロセスを並行して動作させる。
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スキル区分
基礎分野
習得ポイント
対応する
コースウェア

OSS モデルカリキュラムの科目
3

レベル

コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識 I

基本

I-3-4. メモリの役割（メモリシステムの構成と記憶階層の概念）
第２回 (コンピュータハードウェアの基本)
第４回 (ディスクと周辺機器の基本)

I-3-4. メモリの役割（メモリシステムの構成と記憶階層の概念）
メモリの基本構成と役割、特徴、発展の歴史について解説する。主記憶装置として利用されるメモリ
や、１次、２次キャッシュといった階層的記憶装置の概念、CPU との接続方法などを説明し、コンピュ
ータにおける各メモリの役割を紹介する。
【学習の要点】
* メモリとは、コンピュータにおいて情報の記憶を行う記憶装置のことである。
* CPU は、メモリに記憶されているプログラムの命令を読み込んで実行する。
* キャッシュメモリは、CPU などの処理装置と主記憶装置との性能差を埋めるために用いる。

レジスタ
・ 計算結果を一時的に保存
・ アドレスの保持
・ 動作状態の保持

キャッシュメモリ
CPUなどの処理装置と主記憶装置との
性能差を埋めるためのメモリ

メインメモリ
CPUが直接アクセスできる記憶装置

図 I-3-4. 主なメモリ
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【解説】
1) メモリの役割
メモリは、コンピュータにおいて情報の記憶を行う装置のことであり、主記憶装置と補助記憶装置の
２つに分類される。主記憶装置は半導体によるものが多く、一方、補助記憶装置には磁気式、光学
式など様々な形態の記憶装置が利用されている。
* プログラムの格納
起動されたプログラムは、数値列として何らかのメモリに格納されている。CPU はこのメモリに記
憶されている命令を読み込み、該当する処理（演算処理など）を実行する。
* CPU 演算結果の格納
演算結果はメモリに格納される。ただし、その結果が一時的なものか即時利用される場合には、
レジスタと呼ばれる高速なメモリ領域に格納される。
2) 主なメモリ（記憶装置）
補助記憶装置を除いた主なメモリは、以下の通り。
* レジスタ
フリップフロップなどの回路素子を用いてデータを保持する回路のこと。主な役割は以下の通
り。
-

計算結果を一時的に保持する。

-

RAM や ROM などのメモリを、読み書きする際のアドレスを保持する。

-

周辺機器の動作状態を保持・変更する。

* キャッシュメモリ
CPU などの処理装置と、バスも含めた主記憶装置との性能差を埋めるために用いる高速小容
量メモリのこと。さらに、１次キャッシュ・２次キャッシュと呼ばれる階層的なメモリも用意されている。
以前の CPU では、CPU と別の SRAM をキャッシュとして使っていたが、近年では CPU の内部
に演算回路と一緒に組み込まれることが多い。
-

１次キャッシュ
CPU のアーキテクチャと密接に連動して動くキャッシュ。高速だが容量を増やすことが難し
い。

-

２次キャッシュ
メインメモリよりは高速で、１次キャッシュよりも容量を増やすことが容易なキャッシュ。

* メインメモリ
メインメモリとは、CPU が直接アクセスすることのできる記憶装置のことである。書き込みも読み
込みも可能な RAM と読み取り専用の ROM とがあるが、ともに現在は半導体メモリが主流となっ
ている。RAM は、高速ではあるものの容量が限られており、さらに電源の供給がなくなるとデー
タが消滅してしまうといった注意点もある。
-

RAM（SRAM と DRAM）
RAM には、一定時間経過するとデータが消失する DRAM と、電気が供給されていれば内容
を保持が可能な SRAM の 2 種類がある。 SRAM は DRAM より高速であるが、DRAM の方が
集積度を高めることができる。

-

ROM ： ROM とは、読み取り専用のメモリである。
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スキル区分
基礎分野

OSS モデルカリキュラムの科目
3

レベル

コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識 I

習得ポイント

I-3-5. 周辺機器の基本構成と役割

対応する

第４回 (ディスクと周辺機器の基本)

基本

コースウェア

I-3-5. 周辺機器の基本構成と役割
各種の周辺機器について、その基本構成と役割、特徴、発展の歴史について解説する。周辺機器
としては、補助記憶装置として FD、MO、CD-R など、入力装置としてキーボード、マウス、スキャナと
タブレット、出力装置としてディスプレイとプリンタを挙げる。
【学習の要点】
* 補助記憶装置とは、情報を永続的に保存しておくために使用される。
* 利用者がデータ・情報などを伝えたい場合に、利用する装置が入力装置である。
* 出力装置とは、実行プログラムからの実行結果の報告、および実行結果が表示される装置であ
る。

入力装置

補助記憶装置

出力装置

キーボード

フロッピーディスクドライブ

ディスプレイ

・文字の入力
・項目の移動

・フローピーディスク用読

・映像信号を表示する機器

み取り書き込み装置
プリンタ

マウス
・２次元の移動距離を
伝える
スキャナ
・画像や文章などを
デジタル化する

・印刷用の機器

MOドライブ
・MOディスク用読み取り
書き込み装置
CD-ROM／DVD-ROMド
ライブ
・CD／DVD用データ読み
取り装置

図 I-3-5. 周辺機器の基本構成
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【解説】
1) 補助記憶装置の種類と特徴
補助記憶装置とは、データを永続的に保存しておくための装置である。データを保存する電子媒
体と読み書きを行う駆動装置とで構成されている。
* フロッピーディスクドライブ
フロッピーディスクの読み取りと書き込みを行なう装置。磁気ヘッドを接触させて、データの読み
書きを行なう。
* MO ドライブ
MO ディスクにデータの読み込みと書き込みを行う装置。メディアの大きさによって数種類に分
けられる。メディアの大きさには 3.5 インチと 5 インチのものがある。
* CD-ROM／DVD-ROM ドライブ
CD や DVD に記録されたデータを読み込むための装置。書き込み可能な CD-R は、CD-ROM
ドライブで読み込み可能である。DVD-ROM ドライブは CD-ROM の上位機種に相当する。
2) 入力装置の種類と特徴
コンピュータに対して、利用者がデータ・情報などを伝えたい場合に、利用する装置が入力装置。
* キーボード
キーボードは、コンピュータへの入力装置の１つ。コンピュータ全般の操作に利用する。文字の
入力・項目の移動・特定の操作の実行など。
* マウス
本体を手に持って水平に移動させ、ボールや赤外線などを利用したセンサで移動を検知し、移
動距離をコンピュータへ伝える。
* イメージスキャナ
画像や文書などをデジタル静止画像に情報化するための機器である。
* タブレット
板状のボードにＸ軸とＹ軸方向にセンサとなる線を埋め込んだ板と、コイル状の線を埋め込んだ
カーソルからなる。電磁誘導にて、Ｘ軸、Ｙ軸の位置をコンピュータに入力する。
3) 出力装置の種類と特徴
オペレーティングシステムからの実行結果、もしくは実行プログラムからの実行結果の報告が表示
される装置である。
* ディスプレイ
コンピュータから出力される静止画、または動画の映像信号を表示する機器。以前は CRT（ブ
ラウン管）が主流であったが、現在では液晶を用いたディスプレイ装置が主流となっている。
* プリンタ
プリンタとは、印刷用の機器の総称である。
-

印字方式による区分け。
熱転写方式・感熱式・インクジェット方式・ドットインパクト方式

-

印字動作による区分け。
シリアルプリンタ・ラインプリンタ・ページプリンタ・フィルムプリンタ。
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スキル区分
基礎分野

OSS モデルカリキュラムの科目
3

レベル

コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識 I

習得ポイント

I-3-6. 様々なインタフェースの特徴

対応する

第５回 (インタフェース技術の基本)

基本

コースウェア

I-3-6. 様々なインタフェースの特徴
インタフェースの基本構成と役割、特徴、発展の歴史について解説する。USB、IEEE1394、eSATA
などホットプラグのインタフェースや、SCSI、IDE、PCI、シリアルといったレガシーインタフェースな
ど、代表的なインタフェースを個別に取り上げる。
【学習の要点】
* インタフェースとは、２つのものの間に立って、対話・情報交換などのやり取りを仲介するもので
ある。
* ハードウェアインタフェースとは、複数個の装置と装置を接続して、通信する際の規約のことで
ある。
* ユーザインタフェースとは、OS とユーザ間での情報表示と入力の方式を定めたものである。

ハードウェアインタフェース
・USB

・PCI

・IEEE１３９４

・AGP

・ExpressCard

・シリアル

・eSATA

・シリアルATA

ユーザインタフェース

・SCSI

・PS/２

・ユーザに対する情報出力と情報

・IDE

・RS-232C

・装置と装置とを接続して通信する
規約
ソフトウェアインタフェース
・プログラム間でのデータ送受信を
行う手順

入力方式を決めたもの

図 I-3-6.

インタフェースの特徴
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【解説】
1) インタフェースとは何か
インタフェースとは、２つのものの間に立って、対話・情報交換などのやり取りを仲介するもの。また
は、その規格のこと。以下の３つに分類することができる。
* ハードウェアインタフェース
複数個の装置と装置を接続して、通信する際の規約のこと。コネクタの形状などを定めている。
* ソフトウェアインタフェース
プログラム間で通信を行い、データの送受信を行う手順や形式を定めたもの。
* ユーザインタフェース
OS がユーザに対して情報を表示する方式や、ユーザの情報入力方式を定めたもの。
2) ホットプラグのインタフェース
ホットプラグとは、コンピュータの電源を投入したまま、装置の装着を可能にするものである。
* USB
周辺機器とパソコンを接続するデータ伝送路の規格。
* IEEE1394
コンピュータと周辺機器を接続する、次世代の高速な SCSI 規格。
* ExpressCard
規格策定団体にて策定されたパソコン用カード型インタフェース、および拡張カード。
* eSATA
パソコンに外付け HDD などを接続するための、シリアル ATA インタフェースの一種。
3) その他のインタフェース
* SCSI
コンピュータと周辺機器間のデータの送受信を行うインタフェースであり、各機器が対等の動作
をすることを基本として設計されている規格である。
* IDE
パソコンにハードディスクを接続するための規格。
* PCI
パソコン内部の個々の装置間を結ぶデータ伝送路の規格。
* AGP
ビデオカードとメインメモリ間の専用データ伝送路の規格。
* シリアル
本体と周辺機器との間で、１本の信号線を使って１ビットずつデータを転送する方式。
* シリアル ATA
パソコンに HDD や光学ドライブを接続する為の規格。
* PS/2
キーボードとマウスを接続するためのコネクタの規格。
* RS-232C
標準化されたシリアル通信の規格。

独立行政法人 情報処理推進機構

3 - 12

スキル区分
基礎分野

OSS モデルカリキュラムの科目
3

レベル

コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識 I

習得ポイント

I-3-7. コンピュータシステムの評価指標

対応する

第２回 (コンピュータハードウェアの基本)

基本

コースウェア

I-3-7. コンピュータシステムの評価指標
コンピュータハードウェアの評価指標として、接続性（プラグアンドプレイやデバイスドライバ）、信頼
性（故障率、MTTR と MTBF）、効率性（パフォーマンスとスループット、性能評価）、移植性（インタフ
ェースの標準化、等）があることを説明する。
【学習の要点】
* システムが優れていると評価するための指標として、接続性・信頼性・効率性・移植性などがあ
る。
* プラグアンドプレイに対応していることで、接続性は高いと思われる。
* 故障率が低く、MTTR が小さくて MTBF が大きいコンピュータは、信頼性も高い。

システムを評価するための指標

接続性

効率性

・プラグアンドプレイ対応か

・パフォーマンスとスルートップが

デバイスドライバが入手可能か

高い評価を得られること
・性能評価

信頼性

移植性

・故障率が低いこと

・インターフェイスが標準化されている

・平均復旧時間が小さいこと

こと

・平均故障間隔が大きいこと

図 I-3-7. コンピュータシステムの評価指標
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【解説】
1) 接続性
コンピュータのハードウェア評価の指標のひとつとして、接続性がある。接続性を高めるためには、
プラグアンドプレイに対応したハードウェアが用意されていることや、デバイスドライバが入手しやす
くなっていることなどが重要である。
* プラグアンドプレイ
「繋いだら、特別なことをしなくても実行できる」という意味で、コンピュータに周辺機器等を接続
したことで、ハードウェアと全てのプログラムが協調して、機器の認識とドライバの設定などを自
動的に行う仕組みのことである。
以下の規格は、プラグアンドプレイに対応している。
-

PC カード、CardBus、ExpressCard、PCI、AGP、PCI Express、USB、IEEE1394、eSATA

* デバイスドライバ
デバイスドライバを簡単に導入できるかどうかは、接続性を左右する要因のひとつである。イン
ストールを行った Linux ディストリビューションに最初から組み込まれていれば、そのデバイスを
即座に使用できる可能性は高い。最新のハードウェアの場合は、インターネットよりソースコード
を入手してコンパイルを行うことでデバイスドライバを導入しなければならない場合もある。
2) 信頼性
ハードウェアを評価するための２つ目の指標として、信頼性が挙げられる。故障率が低く、MTTR
（平均復旧時間）が小さくて MTBF（平均故障間隔）が大きいコンピュータは、信頼性においても高
い評価を得られる。
* 故障率
故障率とは、単位時間内での故障が発生する確率（頻度）を示したものである。例えば、あるハ
ードウェアが１年の間に 3 回故障したとすると、故障率は 0.25（件／月）となる。
* MTTR（平均復旧時間）
故障したコンピュータの復旧にかかる時間の平均。修理時間の合計÷故障回数で計算する。
* MTBF（平均故障間隔）
コンピュータが故障するまでの時間の平均値。稼動時間の合計をその期間に起きてしまった故
障回数で割って計算する。
3) 効率性
３つ目の評価指標としては、効率性が挙げられる。
* パフォーマンスとスループット
一定時間内に処理できるデータ量のこと。データ処理におけるスループット・ネットワークにおけ
るスループットのそれぞれにおいて、高い評価を得ることが望ましい。
* 性能評価
測定法には様々な方法がある。専用の測定機器を使用することも１つの選択肢となる。
4) 移植性
近年では、周辺機器や拡張カードを接続するインタフェースの世代交代により、インタフェースは
標準化されていると考えてよい。
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スキル区分

OSS モデルカリキュラムの科目

基礎分野

3

習得ポイント

レベル

コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識 I

基本

I-3-8. コンピュータソフトウェアの構成要素

対応する

第６回 (ソフトウェアアーキテクチャ)

コースウェア

I-3-8. コンピュータソフトウェアの構成要素
基本ソフトウェア(OS)、ミドルウェア、アプリケーションといった個別のソフトウェアについて、その機能
と役割、構成、発展の歴史、OSS の実装状況について解説する。またライセンス形態による分類に
ついても触れる
【学習の要点】
* 基本ソフトウェアとは、もっとも基本的な機能を提供するプログラムである。
* ミドルウェアとは、OS とアプリケーションプログラムの中間的な処理を行うプログラムである。
* 応用ソフトウェアとは、ある特定の目的のために作成されたプログラムである。

基本ソフトウェア
・ファームウェア
ハードウェアを制御するソフトウェア
・BIOS
周辺機器を制御するプログラム
・オペレーティング・システム
多くのアプリケーションプログラムから共通で利用されるプログラム
・デバイスドライバ
周辺機器への橋渡しを提供するプログラム
ミドルウェア
・OSとアプリケーションプログラムとの中間的な処理を行うプログラム
応用ソフトウェア
・ある目的のために作成されたプログラム

図 I-3-8. コンピュータソフトウェア
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【解説】
1) 基本ソフトウェア
ソフトウェアとは、実行させる命令やその手順、および情報の入力元と結果の出力先を、コンピュー
タに理解できる形式で記述したものである。ソフトウェアには、ワープロソフトや表計算ソフトなどの
アプリケーションソフトと、アプリケーションソフトウェアを動作させるためにハードウェアとのインタフ
ェースを抽象化した基本ソフトウェアがある。基本ソフトウェアの構成要素を以下に示す。
* ファームウェア
ハードウェアを制御するための基本的な機能を提供するソフトウェア。個々の機器に組み込ま
れているため、変更されることは少ない。
* Basic Input/Output System（BIOS）
コンピュータに接続された様々な周辺機器を制御するプログラム。いろいろな機器に対する基
本的な入出力手段を OS やアプリケーションソフトに対して提供する。
* オペレーティングシステム
入出力機能やディスク管理、さらにはメモリの管理など、多くのアプリケーションプログラムから
共通で利用されるもっとも基本的な機能を提供し、コンピュータシステム全体を管理している。
* デバイスドライバ
OS が周辺機器を制御するための橋渡し的な機能を提供するプログラム。
2) ミドルウェア
ミドルウェアとは、一般的にソフトウェアと呼ばれるプログラム群の中の、OS とアプリケーションプログ
ラムの間の中間的な処理・動作を行うソフトウェアのことである。
* ライブラリ
ライブラリは、汎用性の高いプログラムを集めて、誰もが簡単に利用できるようにしたプログラム
の集合体である。ライブラリ自体はプログラムとして動作するものではなく、あくまでも、他のプロ
グラムに機能を提供するものである。
3) 応用ソフトウェア
ある特定の目的のために作成されたソフトウェアを応用ソフトウェアという。アプリケーションソフトウ
ェアともいう。
* アプリケーションソフトウェア
会計、描画、ワープロ、表計算など、特定の目的のために作成されたもの。
4) ライセンス形態による分類
近年のソフトウェアは、大きくオープンソースソフトウェアと呼ばれるものとプロプライエタリソフトウェ
アと呼ばれるものに大きく分類される。それぞれのライセンスに関しては、以下の通り。
* オープンソース
ソフトウェアの著作者の権利を守りながら、ソースコードの公開・改変・再配布を可能とするライ
センス。
* プロプライエタリ
Windows や MacOS はプロプライエタリ・ソフトである。知的所有権はそれぞれのベンダが所有し
ている。
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スキル区分
基礎分野
習得ポイント
対応する

OSS モデルカリキュラムの科目
3

レベル

コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識 I

基本

I-3-9. OS の基本的な構成と役割
第７回 (OS のアーキテクチャ)

コースウェア

I-3-9. OS の基本的な構成と役割
OS の基本構成と役割、特徴、発展の歴史、OSS の実装状況について解説する。OS のしくみについ
て概説し、ファイルやネットワーク、入出力インタフェースといった資源管理について説明する。
【学習の要点】
* OS は基本ソフトウェアである。API の提供やプロセス管理・メモリ管理・入出力管理・デバイス管
理などの機能を提供している。
* OS は、アプリケーションプログラムに対してシステムコールのインタフェースを提供し、インタフェ
ースを通じてシステムサービスを実行している。
* OS は、プロセスごとに優先度を与え、それによって配分される時間を決めている。
* OS は、メモリ管理を行っており、利用可能な部分・割り当てと解放・主記憶と二次記憶との間で
のページングなどを制御する。
* OS は、接続されているハードウェアに対応したデバイスドライバのロード・有効化・入出力の抽
象化などの機能を提供する。

OSの仕組み

OSの仕組み

・アプリケーションプログラミングインタフェース

・ファイルシステム

システムコールの実行など

データの管理

・プロセス管理

・ネットワーク

プロセスごとの優先度を決める
管理対象

・メモリ管理

IPアドレスなどの割り当て
・セキュリティ

メモリの割り当てと解放

受け取ったリクエストの判断

・ハードウェア管理

・グラフィカルユーザインタフェース

デバイスドライバのカードと有効化

図 I-3-9.

GUI環境の表示

OS の基本的な構成
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【解説】
1) OS の仕組み
OS は基本ソフトウェアである。代表的なサービスとしては、API・プロセス管理・メモリ管理・ハードウ
ェア管理などがある。
* OS の発展の歴史
1950 年代には、基本ソフトウェアとしてまとまったものはなく、基本ソフトウェアとして今日提供さ
れている機能の一部分のみが利用されていた。1960 年代になってから「ジョブ管理」「マルチプ
ログラミング」といった機能が組み込まれ、1964 年にはタイムシェアリングシステムが本格的に実
用化された。1970 年代になると MS-DOS がリリースされ、1990 年代になって GNU プロジェクト
が UNIX 向けのツール群を開発し、これらを Linux カーネルと組み合わせた。
* API（アプリケーションプログラミングインタフェース）
OS の主な目的は、アプリケーションプログラムを動作させることにある。このため、OS はアプリケ
ーションプログラムに対して API を提供し、API を介して呼び出されるシステムコールを実行す
る。
* プロセス管理
複数のプロセス実行を管理する機能である。CPU が 1 個しかないコンピュータであっても、この
機能により、複数個のプロセスをあたかも同時に実行しているように見せることができる。
* メモリ管理
メモリ管理は、補助記憶装置などの管理、メモリ内の利用可能な領域の検索および割り当てと
解放などである。
* ハードウェア管理
ハードウェアの管理も OS の機能のひとつである。この機能により接続されているハードウェアが
認識され、デバイスドライバのロード・有効化などが行われる。
2) OS の管理対象
OS は基本ソフトウェアとして、コンピュータの以下のリソースの管理を行う。
* ファイルシステム
記憶装置に記録されているデータを管理する。ジャーナル機能を持ったファイルシステムもあり、
処理が完了していないジャーナルなどが残っていた場合は、修復処理を行う。
* ネットワーク
コンピュータに内蔵されているネットワークカードに、IP アドレスなどを割り当てる。
* セキュリティ
コンピュータ上で実行されているプログラム宛に送られてきたリクエスト（＝パケット）を、実際に
受け付けてよいか無視すべきかを判断し、必要な処理を行う。
* グラフィカルユーザインタフェース（GUI）
出力装置の仕様を判断し、内蔵されているグラフィックカードのためのドライバを使用して、GUI
環境を表示させる。
3) オープンソースとのかかわり
Linux は、オープンソースソフトウェアによる OS 実装のうち、もっとも著名なもののひとつである。
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スキル区分
基礎分野
習得ポイント
対応する

OSS モデルカリキュラムの科目
3

レベル

コンピュータシステムやアーキテクチャに関する知識 I

基本

I-3-10. ミドルウェアの種類と役割、その特徴
第８回 (ミドルウェアの種類と特徴)

コースウェア

I-3-10. ミドルウェアの種類と役割、その特徴
Web サーバ、アプリケーションサーバ、データベース管理システムといったミドルウェアの基本構成と
役割、特徴、OSS の実装状況について解説する。また、それぞれに関して代表的な OSS を紹介す
る。
【学習の要点】
* ミドルウェアとは、OS のレベルよりもアプリケーションプログラムのレベルに近い機能を提供する
ソフトウェア。
* 特定の分野でしか使われないが、その分野では必ず使用される機能は、ミドルウェアの形で提
供されている。
* 具体的な例として、Web サーバの通信に使われるｈｔｔｐサーバのほか、業務ロジックを実行する
アプリケーションサーバや、データの保存・検索を行うデータベース管理システムなどがある。

ミドルウェア
Webサーバ
HTML文書や画像などを表示させる
・Apache
アプリケーションサーバ
リクエストを受けつけて、データベース管理サーバへ橋渡しする
・JBoss ・Tomcat
データベース管理サーバ
データベースに対するアクセス要求を管理する
・MySQL ・PostgreSQL ・Firebird

図 I-3-10. ミドルウェアの種類
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【解説】
1) ミドルウェアの役割
様々なアプリケーションに対して特定の機能を提供するソフトウェアをミドルウェアという。OS よりは
上のレイヤに位置付けられ、一般にはそれ単独で利用されることはない。Web サーバ、アプリケー
ションサーバ、データベース管理サーバなどは典型的なミドルウェアである。
* Web サーバ
Web サーバは、クライアントコンピュータ上のウェブブラウザから送られたリクエストに対し、
HTML や画像など Web ページを構成するコンテンツを送信する。
-

Apache
Apache はオープンソースとして公開され、世界中のボランティアのプログラマたちの手によ
って長年に渡って開発が続けられている。世界における Web サーバの 60％以上が、
Apache Web Server もしくは、その派生製品である。

* アプリケーションサーバ
ユーザからのリクエストを受け付けて、その内容をデータベース管理サーバに橋渡しする機能
を提供するプログラム。以下に代表的なアプリケーションサーバを紹介する。
-

JBoss
プログラミング言語 Java により開発された OSS の総称。40 以上の様々なプロジェクトがあり、
Web サイトより自由にダウンロードして使うことが可能である。

-

Tomcat
OSS として公開されているアプリケーションサーバ。Java サーブレットや JSP を処理すること
が可能である。単独で Web サーバとして利用することも可能だが、Apache Web Server のプ
ラグインとして動作させることも可能である。実際にはこの方が実績も多い。

* データベース管理サーバ
共有データとしてのデータベースを管理し、このデータベースに対するアクセス要求を管理、リ
クエストされた処理を行うソフトウェア。データのフォーマットや利用手順を標準化し、この利用
手順を守ることで、いかなるアプリケーションプログラムからもアクセスが可能となる。
-

MySQL
オープンソースとして公開されているリレーショナルデータベース管理システム。マルチユー
ザ・マルチスレッドで動作し、高速性と堅牢性に定評がある。世界的にも導入実績は多い。

-

PostgreSQL
オープンソースとして公開されているオブジェクトリレーショナルデータベース管理システム
の１つ。主に Linux と Apache Web Server を連携させて使用されることが多い。近年では企
業の OSS 活用の流れを受けて、商用システムに代わり採用される事例が増えている。トラン
ザクションやサブクエリ、トリガなど主要な機能をサポートしている。

-

Firebird
Firebird は、ボーランド株式会社の InterBase6.0 ソースコードを流用したリレーショナルデー
タベースである。オープンソースとして公開されている。20 年以上使用されてきており、大変
成熟して安定している製品である。
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