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情報1で使用するもの

1. オペレーションシステム

Windows XP    �使用(資料として掲載)

Windows Vista �使用しない(テキスト)

注) テキストはVista&Office2007のため、Officeを優先

2. ソフトウェア

(1)  Microsoft Office 2003 �使用しない

Microsoft Office 2007 �使用(テキスト)

(2)  Microsoft Internet Explorer   
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2.  コンピュータシステムの基礎

• コンピュータ(Computer)の定義

(1) プログラムプログラムプログラムプログラム可変内蔵方式の計算機械

(2)  計算開始後は人手を介さずに計算終了

まで動作する計算機
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2.1 計算機の種類

• スーパーコンピュータ（スパコン）

• 大型汎用コンピュータ（メインフレーム）

• ワークステーション（WS)

• パーソナルコンピュータ（パソコン、PC)

• マイクロコンピュータ（マイコン）
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2.2  パソコンの構成

CPU

レジスタ

キャッシュ

主記憶装置

パソコン（パーソナルコンピュータ、ＰＣ）

インターインターインターインター
フェースフェースフェースフェース

ディスプレイディスプレイディスプレイディスプレイ
キーボードキーボードキーボードキーボード
マウスマウスマウスマウス
ポートポートポートポート
モデムモデムモデムモデム
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(ハードディスク）

FDD

（フロッピーディスク)
バスバスバスバス

CPU：Central Processing Unit 、中央処理装置）
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2.3  大型コンピュータの構成

CPU

レジスタ

キャッシュ

主記憶装置
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ト
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コントローラ

大型コンピュータ
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2.4  コンピュータの性能

(1) 動作速度(hz:ヘルツ、周波数)

Mhz: 106回動作/秒、Ghz: 109回動作/秒

(2) 計算速度(FLOPS: FLoating point number Operations Per Second )

GFLOPS: 1秒間に109回の演算ができる

(3) カタログ性能（最大動作速度）

動作速度(Ghz)かGFLOPSで示す。

(4) 実効性能（実際に計算できる性能)

例：LINPACK（連立一次方程式の計算性能で評価)
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2.5  主記憶装置が性能を決める

� 現在のパソコン（ＰＣ）

(1) ＣＰＵ、レジスタ、キャッシュは高速

CPU、レジスタは周波数(hz)の速度で動く

3.0Ghz � 1秒間に30億回の処理が可能

(2) 主記憶装置は遅い

CPUの周波数の数十倍遅い

読み書き多くが32バイト単位

アドレスが連続の方向に読み書きが重要
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2.6  性能テスト例（行列乗算）

• 行列乗算における計算性能

(1)  連続アクセス
for (i=0; i<N; i++) {

for (k=0; k<N; k++) {
for (j=0; j<N; j++) {

C[i][j] = C[i][j]  + A[i][k]*B[k][j] ; } }  }

(2)  不連続アクセス
for (j=0; j<N; j++) {

for (k=0; k<N; k++) {
for (i=0; i<N; i++) {

C[i][j] = C[i][j]  + A[i][k]*B[k][j] ; } }  }
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2.6.1  行列計算の計算量

(1) n×n次元の行列同士の乗算の計算量

計算回数： n3回

c = c+a*bの計算量： 乗算と加算で２演算

従って、n×n次元の行列の計算量は

2×n3 FLOP(Floating Operation)となる。

(2)性能の例

1000x1000次元の行列乗算が12.5秒で計算

� 2x10003/12.5 =160x106 FLOPS =160 MFLOPS
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3. データの表現方法

(1)数値の表現（２進数表現）

(a)  固定小数点

(b)  浮動小数点

(2) 文字の表現

(3)マルチメディアデータ

(a)  テキストの表現(大きさ、書体を含む)

(b) 音声の表現

(c) 画像の表現
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3.1  数値の表現

(1)  数値の表現

人間： 10進数、

時間は60進数、曜日は7進数

コンピュータ： 2進数

(2)  整数と実数

整数： 固定小数点

実数： 浮動小数点(単精度,倍精度)
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3.1.1  10進数と2進数

(1) 10進数

例： (273)10 = 2x102+7x101+3

(2)  2進数

例： (110101)2 = 1x25+1x24+0x23+1x22+

+0x21+1

(3) 2進数と10進数の対応

例： (110101)2 = (32+16+4+1)10= (53)10
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3.1.2  固定小数点

符号 ２進値

31bit   (2G)

1bit
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3.1.3  浮動小数点

指数符号 仮数部

単精度

倍精度

1bit

8bit

10bit

23bit

53bit

1.2735×107

10進浮動小数点

仮数部 指数
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3.2  有限桁計算の性質

(1)固定小数点

231=2.1���x109のところで溢れが発生

例：2000000000 + 500000000 = -1794967296

(2) 浮動小数点

A+(B+C) = (A+B)+C が成立しない

例：丸め誤差に敏感な流れ解析で、対称性

が崩れ、非対称な渦が発生する。
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3.3  文字の表現

(1)  英数字の表現

1文字を1バイト(8ビットで表現、256文字)

(a)  ASCⅡ

(b)  COMET2(JIS表現)

(2)  日本語文字の表現

1文字を2バイト(65536文字可能)

(a)  JISコード (b)  シフトJISコード

(c)  EUC(Extendet Unix Code)コード
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3.4  マルチメディアデータの表現

(1)  テキストの表現

ワードの文章等(書体や大きさ)に表現

(2)  音声の表現

サンプリング定理で8ビットデータに標本化

(3)  画像の表現

代表例： BMP (無圧縮)、JPEG(圧縮)
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3.4.1  音声の表現

97 = 01100001

34 = 00100010

112 = 01110000

....

振
幅

128

レベル

ディジタル信号

アナログ信号

8ビット
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3.4.2  画像の表現

(1)  代表的データ形式

(a)  BMP (Bit MaP)

ヘッダ部に色や大きさ、データ部に画像イメージ

(b)  JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

離散余弦変換で符号化し、高周波を除き圧縮

(2)  色の表現

加法混色(色を混ぜると明度が上がる)

RGB(R:Red, G:Green, B:Blue)

各色は0～255(8ビット)で表示


