
	55	記憶装置

入力装置から入力されたデータは記憶装置に記憶されます。

フラッシュメモリ

EPROM
（紫外線で書換え）

EEPROM
（電気で書換え）

※高性能のSDRAMやDDR SDRAMもあるRAM
（揮発性）

ROM
（不揮発性）

DRAM
（リフレッシュが必要）

SRAM
（リフレッシュは不要）

PROM
（書込み可能）

マスクROM
（読取りのみ）

メモリ

❶	 RAM〈Random	Access	Memory〉
読書きが自由にできます。
揮発性……………�記憶を維持するために電気を流し続ける必要

があります。
リフレッシュ……一定時間ごとに再書込して情報を保持します。

DRAM〈Dynamic RAM〉 安価で容量は大きいですが、リフレッシュが必要です。

SDRAM
〈Synchronous DRAM〉

DRAMを高機能にしたもので、主記憶装置に用いられ
ます。

DDR SDRAM
〈Double Data Rate 

SDRAM〉

SDRAMを改良したもので、クロック信号の立上がり時
と立下がり時の両方を利用して信号を伝送する方式によ
り、SDRAM より処理効率が 2 倍に高まります。この
DDR にはDDR2、DDR3、DDR4と種類があり、現在
の主流はDDR4です。

SRAM
〈Static RAM〉

トランジスタのスイッチ動作で情報を記憶するため、一
度書込むとリフレッシュの必要がなく、DRAMより速
くアクセスできますが、DRAMよりも高価です。

メモリ ★★★★★ check� █ ████

❷	 ROM〈Read	Only	Memory〉
マスクROMは読取りのみ・その他は一定の手法で読書きできます。
不揮発性……記憶のために電気は必要ありません。

マスクROM 製造時にデータを書込み、書込まれたデータの読取りのみが可能
です。

PROM
〈Programmable

ROM〉

ROMライターを使って一度だけデータを書込みできます。

EPROM
〈Erasable PROM〉

紫外線を照射することでデータの書換
えが可能です。

EEPROM
〈Electrically EPROM〉

電気的処理によってデータの書換えが
可能です。

フラッシュメモリ
部分消去ができる EEPROM で、メモ
リカードや USB メモリなどに使われ
ています。
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　CPUのキャッシュメモリに関する説明のうち、適切なものはどれか。

ア　キャッシュメモリのサイズは、主記憶のサイズよりも大きいか同じである。
イ　キャッシュメモリは、主記憶の実効アクセス時間を短縮するために使われる。
ウ　主記憶の大きいコンピュータには、キャッシュメモリを搭載しても効果はない。
エ　ヒット率を上げるために、よく使うプログラムを利用者が指定して常駐させる。

解答 イ

　キャッシュメモリは主記憶（メインメモリ）の動作速度の遅さを補うため、CPUと主記
憶の間に設置されるメモリで、通常SRAMが使われます。頻繁に使うデータをSRAMのよ
うに動作速度が速いキャッシュメモリに記憶しておけば、再び同じデータを使う処理を行う
場合にそのデータを速く読出すことができ、全体的な処理速度を向上させることができま
す。よって、イが適切です。

ア　キャッシュには高価なSRAMが使われ、一般に、キャッシュ容量＜主記憶容量です。
ウ�　どんなコンピュータの場合も、主記憶からよりも、キャッシュからの方が速く読み出せ
ます。
エ　どのデータをキャッシュに保存するかは、OSが自動的に決定します。

例 題 ◢ H29年春 第 92問 ◤ 🅰 🅰 1 分 00秒 ◤

メインメモリ
（主記憶装置）

実行すべき命令が一時的に保存されるメモリ
で、一般にDRAMが利用されています。電源
が切れるとデータも消えてしまいます。

キャッシュメモリ

CPU に内蔵されているメモリで、SRAM が利用されています。
SRAMはリフレッシュ動作が必要ないため動作速度が速く、頻繁に使
われるデータを記憶するために使われます。頻繁に使うデータを動作
速度が速いメモリに記憶しておけば、再び同じデータを使う処理を行
う場合にそのデータを速く読出すことができます。これによりCPU
と主記憶装置の処理速度の差を埋めることができ、全体的な処理速度
を向上させることができます。

DIMM
〈Dual In-line 

Memory 
Module〉

コンピュータのメインメモリの容量を増やすために使われるメモリモ
ジュールの規格で、基板の端に並んだ金属端子が基板の表と裏の両面
にあり、それぞれ異なる信号の入出力ができます。SIMM〈Single 
In-line Memory Module〉に代わり、デスクトップPCに使われて
います。なお、SIMMでは、同じ信号しか入出力できません。
また、DIMM を物理的なサイズを小さくした SO-DIMM〈Small 
outline DIMM〉もあり、小さなノートPCに使われています。

メモリの用途 ★★★★★ check� █ ████

仮想メモリ（仮想記憶） ◣
ハードディスクの一部をメモリとして使うことです。
メインメモリに記憶しておくべきデータをハードディスクに記憶させることをスワッピングといいます。
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❶	内蔵されている補助記憶装置

形式 名称 容量・説明

磁気
HDD〈Hard 
Disk Drive：

ハードディスク〉
～数TB

フラッシュ
メモリ

SSD
〈Solid State 

Drive〉

～4TB　フラッシュメモリを使った大容量記憶
装置。HDDに代わる記憶装置として採用され
つつあります。可動部がないため読出・書込と
も非常に速く、また振動や衝撃にも強いです
が、書込回数に上限があります。

❷	取り外しのできる補助記憶装置

形式 名称 容量・説明

光

CD-ROM
データが書込まれた状態で販売され、書換え不可。
650MB、700MB

CD-R 1度だけデータを書込み可。

CD-RW 何回でも書換え可。

DVD-RAM 4.7GB（片面）　9.4GB（両面）

DVD-R/RW 4.7GB（片面）　8.5GB（片面2層）

BD-R/RE
25GB（片面）　50GB（片面2層）
100GB（片面3層）128GB（片面4層）

フラッシュ
メモリ

SD（SDHC・
SDXC）カード

SD・miniSD・microSD　　～256GB

USBメモリ ～2TB

❸	その他の補助記憶装置

形式 名称 容量・説明

ネット
ワーク

外部ストレージ
（オンライン
ストレージ）

DropboxやGoogle Driveなどインターネット上に設置され
たハードディスクなどの記憶装置を利用できるサービスです。
一定容量までは無料で提供されていることが多いようです。自
ら構築したネットワーク上にストレージを置く場合には、NAS

〈Network Attached Storage〉と呼ばれます。

補助記憶装置 check� █ ████� █████★★★★★

コンピュータを使い始めた当初はディスクの先頭から順にデータが書込まれます。しかし、
データを編集したり、削除するうちに、ディスク上には断片的な空き領域が生じるようにな
ります。断片的な空き領域が生じている場合、コンピュータはそこに保存しようとしてしま
い、1つのファイルがディスクの離れた位置に保存されるようになります。
この状態をファイルの断片化（フラグメンテーション）といい、アクセスが遅くなったり、
思わぬ障害を起こすことがあります。そこで、デフラグメンテーション（デフラグ）という
ディスク上の連続した領域にファイルを並べ替える作業を行います。

 10/1　　　AABBCCDD　　　ファイル（AからD）を作成
⬇

 10/2　　　　　BB　　DD　　　ファイルAとCを削除
⬇

 10/3　　　EEBBEFDDF　　ファイルEとFを作成
⬇

デフラグ　　BBDDEEEFF　　デフラグによる整理

フラグメンテーション ★★★★★ check� █ ████

インタフェースとはデータをやり取りする方法に関する決め事です。
物理的な差込口を意味することもあります。

例 デジカメからパソコンに写真データを転送する場合

手順 デジカメ側 パソコン側

1 「データを送ります。」 「いいですよ。」

2 「1枚目の写真を送ります。」 「1枚目の写真を受取りました。」

3 「2枚目の写真を送ります。」 「2枚目の写真を受取りました。」

4 「合計2枚送りました。これで終了です。」 「間違いなく2枚受取りました。」

インタフェース ★★★★★ check� █ ████
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単一の伝送路で順番に信号やデータを送受信する通信方式。
シリアルインタフェースでは1回のタイミングで1ビットのデータを伝送します。扱いが容
易で安価にすることが可能です。

伝送速度 特徴・接続装置

USB
〈Universal 
Serial Bus〉

3.0 5Gbps
▪ホットプラグ可… 電源を入れたままプラグ

の抜差可。
▪ハブ接続可。
▪キーボード、マウス、プリンタ、スキャナ、

HDD、DVDなど多数。
▪バスパワー可……電源を必要としません。
▪USB Type-C ではコネクターの上下の区

別がなくなりました。

3.1 10Gbps

3.2 20Gbps

4.0 40Gbps

IEEE
1394

1394a 400Mbps

▪ホットプラグ可。
▪デイジーチェーン接続可。
▪ビデオ機器やホームネットワークで利用。
▪バスパワー可。

1394b 3.2Gbps

HDMI
〈High-

Definition 
Multimedia 
Interface〉

1.0 1,920×1,080
（60フレーム）

画像と音声を同時に送信できる主にAV機器
向けのインタフェースです。

1.4 3,840×2,160
（30フレーム）

2.0 3,840×2,160
（60フレーム）

シリアルインタフェース check� █ ████� █████★★★★★

bps〈bits	per	second〉 ◣
1秒間で送受信できるビット数を表します。

セルフパワー ◣
ACアダプタなどから電力の供給を受けることをいいます。

伝送速度 伝送距離 特徴・接続装置

IrDA
〈Infrared Data 

Association：
赤外線〉

1.0 115.2kbps 1m ▪障害物があると通信不可。
▪赤外線で通信を行います。

1.1 4Mbps 1m

1.2 115.2kbps 0.3m

1.3 4Mbps 0.3m

1.4 16Mbps 1m

Bluetooth

1.x 723.2kbps

10m

▪2.4GHz帯。
▪障害物があっても通信可。
▪キーボード、マウス、プリンタ、

ハンズフリーセット、PDA、ゲー
ム機、ワイヤレスヘッドホンなど

2.x 3Mbps

3.x 24Mbps

BLE
〈Bluetooth Low 

Energy〉

低消費電力で動作し、インターネット
に接続できるようにしたBluetooth。
バージョン3.0以前のBluetoothと
は互換性がありません。

▪バージョン3.0以前の  
Bluetooth…… クラシック  

Bluetooth
▪BLE……………Bluetooth Smart
▪両対応………… Bluetooth Smart  

Ready

無線インタフェース ★★★★★ check� █ ████
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伝送速度 伝送距離 特徴・接続装置

RFID
〈Radio

Frequency 
Identification〉

電波を利用した無線通信を行い、直接触れることなく情報のやりとり
やデータの記録を行う技術やシステムのことです。代表的なものとし
て、ICカードやICタグがあります。

NFC
〈Near Field

Communication〉
400Kbps 20cm 電子マネーの読取り装置などで使わ

れています。

ビーコン
無線局から発射される電波を、自動車などの移動体に搭載された機器
で受信することにより、各種情報を取得するための設備をいいます。
高速道路でカーナビに渋滞情報を送るビーコンが代表例です。

　次のうち、通信可能な最大距離が最も短いものはどれか。

ア　Bluetooth　　　イ　IrDA　　　ウ　NFC　　　エ　Wi-Fi

解答 ウ

　電子マネーの読取り装置などで使われている無線通信規格がNFCです。数センチ〜
20cm程度の距離での通信を行うことができます。よって、ウが適切です。

ア　10m程度の距離で通信できます。
イ　30cm〜1m程度の距離で通信できます。
エ　50m〜100mの距離で通信できます。

例 題 ◢ H28年秋 第 90問 ◤ 🅰 🅰 30 秒 ◤

	66	演算装置・制御装置

コンピュータの演算・制御しているのが、CPU〈Central�Processing�Unit〉
と呼ばれる装置です。入力装置、記憶装置によって外部から入ってきたデー
タは、一度メモリに記憶され、その記憶されたデータをどのようにするか指
示を出すのがCPUの役割です。

順序 動作 内容 場所

命令・データの保存
メモリ（レジスタ、
キャッシュ、メインメ
モリ、仮想記憶）

命令・データが保存されている
アドレスを参照する

プログラムカウンタ

1 フェッチ メモリ上の命令を読出す 制御部

2 デコード 取り出した命令を解読する デコーダ

3 エグゼキュート 解読した命令を実行する 演算論理装置

4 レジスタに一時的に保管する 汎用レジスタ・制御部

5 メモリに書込む 制御部

上記のような処理を行う部分をコアといい、それが複数あるCPUをマルチコアプロセッサ
といいます。ただし各コアが処理を分担しますが、処理結果を統合する処理なども必要であ
るため、処理速度が単純に2倍、3倍……となるわけではありません。また、マルチコアプ
ロセッサによる同時処理を並列処理といいます。

CPUの動作 check� █ ████� █████★★★★★

GPU〈Graphics	Processing	Unit〉 ◣
画像処理だけを専門に行うプロセッサをいいます。
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CPUの処理速度はクロック周波数〈Hz：ヘルツ〉とバス幅（ビット）で決定されます。

クロック
周波数

CPUはクロックという信号にあわせて処理を行います。
クロックが1秒あたりに振幅する回数をクロック周波数といい、「Hz」と
いう単位を使います。

1Hz……1秒間に1回振幅する信号に合わせ、1回処理を行います。

クロック周波数が大きいほど、処理の速度は速くなります。

バス幅

内部
1回あたりに扱う（計算する）ことができるデータ量。
1ビット…… 1回の計算で1つの情報を扱う（計算する）ことが

できます。

外部
（FSB）

1回あたりにCPUと周辺機器の間でやりとりできるデータ量。
1ビット…… 1回のタイミングで1つの情報を周辺機器とやりと

りできます。

処理速度 ★★★★★ check� █ ████
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