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OpenVMS�誕⽣�30�周年

はじめに

2007年10⽉25⽇，OpenVMS�オペレーティング・システムが�VMS�V1.0�として世に出てから30周年の
節⽬を迎えました。�この�30�年間に�3�つのハードウェア・プラットフォームで実績を重ね，OpenVMS�
はより優れたオペレーティング・システムへと成⻑し，さらに将来に向けて着々と進化しています。

VMS�V1.0�のリリース以来，OpenVMS�は世界中の重要なアプリケーションを⽀えてきました。
たとえば、

現在�OpenVMS�は，最新の�HPE�Integrity�ブレード・サーバーを含め，先進テクノロジーを搭載
した�HPE�Integrity�サーバー・シリーズで稼動します。

このサイトでは，OpenVMS オペレーティング・システム，そのアプリケーション，そして最も重

要である OpenVMS ユーザーの皆様の，過去，現在，そして未来をお祝いします 。

• 何兆ドルもの⾦融トランザクションを処理してきました。
• 世界中を飛び交うテキスト・メッセージの３分の２以上を送信してきました。

• 鉄道網の安全を維持し，時刻どおりの運行を支えてきました。

• 発電所からの電力の供給を支えてきました。

• 病院の運営を支え，そこで使用される臨床システムを稼動させてきました。

• 米国政府と軍の活動を支援してきました。

• 世界中で生産されるマイクロプロセッサーの約９０パーセントの製造を制御してきました。

2



OpenVMS�firsts

OpenVMS�の歴史には，以下のようないくつかのすばらしい業績が含まれています。

高いスケーラビリティを備えた初めてのオペレーティング・システム
元Digital�および�Compaq�の�Windows�NT�および�OpenVMS�Systems�グループの副社⻑であ
る�Wes�Melling�によると，�OpenVMS�は，同⼀システムでデスクトップからデータセ
ンタまでをカバーするのがいかに実⽤的かを証明し，クラスター化されたシステムがメインフ
レームあるいはフォールト・トレラント・システムを超えるレベルの可⽤性を達成することを実
証した最初のオペレーティング・システムです。

米国初の VAX11/780 システム
1977年，米国で最初の VAX11/780 システムがカーネギーメロン大学に納入されました。

エラー訂正コードが組み込まれた初めてのシステム・メモリ

1977年，VAX11/780 は，そのメモリ・デザインにエラー訂正および検知コード (ECC) を組み
込んだ最初のシステムでした。

初めてのコンピュータ化されたリモート診断施設

1977年，Digital は業界で初めて，コンピュータ化されたリモート診断のための施設として
コロラド州コロラド・スプリングスに Digital Diagnosis Center (DDC) を開設しました。

ヨーロッパ初の VAX 11/780 システム

1978年，ヨーロッパで最初の VAX 11/780 システムが スイスの CERN とドイツのマック
ス・プランク研究所に納入されました。

ソフトウェア・アップデートの初めてのリモート配信

1983年，Digital のコロラド・スプリングの施設で，業界で初となるソフトウェア・アップ
デートのリモート配信が始まりました。

初めての音声出力

1983年，主要なコンピュータ・メーカーが提供する初めてのデバイスとなる，RS232C 

ターミナル・ポートから ASCII テキストを受け取りそのテキストを印字する代わりに音声で
出力する装置，DECtalk をスティービー・ワンダーが導入しました。

インターネット・ドメインを取得した最初の企業

1985年，Digital はインターネット・ドメインを取得した最初のコンピュータ企業となりま

した。 そのドメイン dec.com は現在も有効ですが，現在は HPE.com Web サイトにリダ
イレクトされています。

初めての電子機器リサイクル処理

1996年，使用済み電子機器のリサイクルおよび廃棄を行うために，ニューハンプシャー州 

Contoocook にある Digital のリソース・リカバリ・センターがいち早く環境に責任を持つ

施設となりました。 Digital は年間 3000万ポンドの電子機器廃棄物を処理し，そのうちご

み廃棄場に送ったものは１パーセントにも達しませんでした。
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関連サイト

OpenVMS.org（英語）

システム管理者，開発者，データベース管理者，技術部⾨のマネージャに�OpenVMS�に関連する
最新の業界ニュース，イベント，リンクを紹介するための�Web�サイト。�このサイトは独⽴組織が
運営するもので�HPE�とは関係ありません。

OpenVMS�on�Wikipedia（英語）（英語）

OpenVMS�に関する�Wikipedia�の記事

OpenVMS�on�ウィキぺディア��
OpenVMS�に関する�Wikipedia�の記事(⽇本語)

OSdata�on�OpenVMS�（英語）

OpenVMS�に関する⼤学レベルの紹介

Alpha:�The�History�in�Facts�and�Comments （英語）

Alasir�Enterprises�による�VAX�および�Alpha�の歴史。�Alpha�関連のプレスリリースと発表記事�
がアーカイブされています。

Gorden�Bell's�personal�history�site�（英語）

Gordon�の�Digital�Equipment�Corporation�(DEC)�サイバー・ミュージアムで，�Digitalの最初
の�35�年を紹介した�266�ページの本�"Digital�at�Work"�が紹介されています。

As�OpenVMS�nears�30,�users�dredge�up�videos�from�DEC's�heyday  （英語）

2007年8⽉13⽇の�Computerworld�の記事。

VAXMAN（英語）  �英（英（英語）  語）（英語）語）

おそらく世界で⼀番熱い�VAX�のファン。ドイツのフランクフルトの�VAX�ミュージアムが紹介さ
れています。

Voronezh�School�No.1（英語）  �英語）

"OpenVMS�は難しくない"�というモットーを掲げているロシアの�OpenVMS�サイト。
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http://alasir.com/articles/alpha_history/index.html
https://www.computerworld.com/action/article.do?command=viewArticleBasic&articleId=9030242&pageNumber=1
https://en.wikipedia.org/wiki/OpenVMS
https://ja.wikipedia.org/wiki/OpenVMS
http://www.osdata.com/oses/vms.htm
http://gordonbell.azurewebsites.net/
http://www.shkola1.vrn.ru/02.htm
http://www.vmssoftware.com/
http://www.vaxman.de/


過去

1977年10⽉25⽇に,�OpenVMS�オペレーティング・システムの最初のバージョンであるVMS�
V1.0�がリリースされました。�30年の⽉⽇を経て，3�つのハードウェア・プラットフォ ームで実

績を重ね，OpenVMS�はより優れたオペレーティング・システムへと成⻑し，さらに将来に向け
て着々と進化しています。

1977年10⽉25⽇に,�OpenVMS�オペレーティング・システムの最初のバージョンであるVMS�
V1.0�がリリースされました。�30年の⽉⽇を経て，3�つのハードウェア・プラットフォ ームで実

績を重ね，OpenVMS�はより優れたオペレーティング・システムへと成⻑し，さらに将来に向け
て着々と進化しています。

OpenVMS�のこれまでの�30�年間をご紹介します。
テキスト・バージョンはこちら（PDF）

過去のアニバーサリー・サイト:去のアニバーサリー・
サイト:
過去のアニバーサリー・サイト:

OpenVMS�20周年記念�-�VAX�&�VMS�ものがたり（PDF）

現在�OpenVMS�V8.3-1H1�for�Integrity
HPE�は，OpenVMS�オペレーティング・システムの30周年記念バージョンとなるOpenVMS�
V8.3-1H1�for�Integrity�Servers�をリリースしました。�このバージョンでは，新しいハードウェ
アのサポートに加え，新たな機能が追加されています。�主な新機能は，以下のとおりです。

• HPE Integrity BL860c Server Blade のサポート

• 以下のシステムで最新の DualCore Intel® Itanium® プロセッサーをサポート:

・HPE Integrity rx2660 サーバー
・HPE Integrity rx3600 サーバー
・HPE�Integrity�rx6600�サーバー
・HPE�Integrity�rx7640�サーバー
・HPE�Integrity�rx8640�サーバー
・HPE�Integrity�Superdome�サーバー�SD64B

プロビジョニング，プロバイダー，WBEM インフラストラクチャなどのシステム管理機能：

HPE Integrity rx3600 / rx6600 サーバー，および HPE Integrity BL860c Server Blades で， 

HPE SIM (HPE Systems Insight Manager) から OpenVMS を管理することができます (HPE 

SIM V5.1 以上)。 HPE SIM は，Microsoft® Windows® オペレーティング・システムが稼動す

る HPE ProLiant サーバーで管理サーバーとして実行します。 OpenVMS が提供するソフトウェア

機能により，HPE SIM からは，HPUX が稼動するサ ーバー・ブレードと同じようにOpenVMS が

稼動するサーバー・ブレードを操作できます。

USB 2.0 HIGH Speed のサポート:ed のサポート:

rx3600, rx6600, and rx2660 システムで USB 接続の DVD からのデータ転送レートが向上しま

す。

virtual media (vMedia) のサポート:

vMedia により，DVD を装備していないシステムでのオペレーティング・システムの初期インスト

レーション，あるいは物理的に離れた場所にあるシステムへのリモート・インストレーションが可能

になります。
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https://h50146.www5.hpe.com/products/software/oe/openvms/history/digital/pdf/30th.pdf
https://h50146.www5.hpe.com/products/software/oe/openvms/history/vaxvms20/pdf/vmsbookj.pdf


ト:

グラフィックス・コンソールのサポート:

グラフィックス・ディスプレイ，USB キーボードおよびマウスを使用して HPE Integrityシステ

ムをブートする手段を提供します。

OpenVMS V8.31H1 の新機能の詳細は， OpenVMS v8.31H1 for Integrity servers 新機能

およびリリース・ノート（PDF）を参照してください。

関連情報:

OpenVMS V8.31H1 on HPE Integrity servers FAQ  よくあるご質問

OpenVMS V8.31H1 新機能と利点

OpenVMS V8.31H1 日本語ドキュメント

将来
30年の実績を重ねた OpenVMS オペレーティング・システムですが，今はまだ，やっと

ウォーミングアップを終えたばかりに過ぎません。 OpenVMS は常に先進のサーバー・ハード

ウェアをサポートし続け，これからも HPE のテクノロジーの進歩を担う責任を負っています。 す

でに HPE Integrity サーバーおよび HPE Integrity ブレードサーバーをサポートし，これからも
次世代の quadcore Intel® Itanium® プロセッサーと，より拡張性と柔軟性を増した HPE 

Integrity サーバーをサポートすることになります。 変化することが常の IT 業界です

が，OpenVMS オペレーティング・システムは，これからも 10 年，20 年とお客様に信頼してい

ただける安定した基盤を提供し続けます。

プレゼント　記念品
HPE と OpenVMS Systems Division のメンバーは，OpenVMS オペレーティング・システム

が 30 周年という記念すべき節目を迎えたことを喜んでいます。 しかし、記念日はもっと多くの

人と祝うべきです。これまで OpenVMS と一緒に歩んできてくれた，そして今も支持し続けてく

れている人々の力無しでは，ここに至ることはなかったはずです。OpenVMSのお客様，ISV の皆

様，チャネル・パートナーの皆様のご支援に心から感謝します。

30周年の記念品として，さまざまな情報をお伝えし，お楽しみいただけるよう， 30周年アニバー

サリーCD を用意しました。

HPE および OpenVMS チームからのささやかなプレゼントをお楽しみください。

皆さんが OpenVMS コミュニティの一員であることをうれしく思います。

OpenVMS 30周年記念 CD の申し込み (終了しました)
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https://h50146.www5.hpe.com/products/software/oe/openvms/manual/v83-1h1/PDF/JVMS_0831H1_NF_REL.PDF
https://h50146.www5.hpe.com/products/software/oe/openvms/os/v831h1_nf.html
https://h50146.www5.hpe.com/products/software/oe/openvms/manual/v83.html
https://h50146.www5.hpe.com/products/software/oe/openvms/os/faq831.html
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