
ミニコンものがたり

「パソコンの礎になったDEC社のコンピュータの変遷」 - 勝男 厚 -

私(勝男)が過去の現場に立ち会っていたかのような表現で、ミニコンピュータの開発から歴史的
発展までを対話型式で話を進め、その中でコンピュータ一般についてわかりやすく解説しま
す。

* トラ技コンピュータ 1995年7月号より転載

1. はじめに
- ミニコン写真館

2. ミニコンピュータの夜明け
- PDP1からバイトマシンへの移行
- ミニコンピュータへの道
- 割り込みってなに？

3. マイクロコンピュータの先駈け
- PDP11シリーズの誕生とそのアーキテクチャ
- なんとプログラムカウンタまでも汎用レジスタだった
- PDP11のアドレス拡大、もっとメモリを(複雑なセグメント化への道)

4. スーパーミニコンVAX11/780の出現
- 32ビットスーパーミニコンは驚異のマシン
- PDP11はどこへ(互換性をどうしたか)
- なんと百数十台の端末をサービスした
- マイクロプロセッサとパソコンの台頭
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ミニコン写真館

PDP-8/Iの概観と基本仕様 PDP-15の概観と基本仕様

ワード長 12ビット
最小メモリ 4Kワード
最大メモリ 32Kワード
キャッシュ なし
サイクルタイム 1.5μ秒
アーキテクチャ ワードマシン

AC(ACCUMULATOR)1個
I/O命令あり

大きさ 高0.8m
幅0.5m
奥0.6m

重量(最小構成)  60kg

ディジタルモジュール

ワード長 18ビット
最小メモリ 4Kワード
最大メモリ 32Kワード
キャッシュ なし
サイクルタイム 1.0μ秒
アーキテクチャ ワードマシン

AC(ACCUMULATOR)1個
I/O命令あり

大きさ 高1.8m
幅1.0m
奥0.6m

重量(最小構成)  400kg

ディジタルモジュール

PDP-11/05の外観と基本仕様 VAX11/780の外観と基本仕様

ワード長 16ビット
最小メモリ 8Kワード
最大メモリ 56Kワード
キャッシュ なし
サイクルタイム 0.8μ秒
アーキテクチャ バイトマシン

レジスタ8個
I/O命令なし

大きさ 高0.3m
幅0.5m
奥0.6m

重量(最小構成)  40kg

コアメモリ基板

コアメモリ制御基板の拡大

ワード長 32ビット
最小メモリ 512Kバイト
最大メモリ 1Mバイト
キャッシュ 8Kバイト
サイクルタイム 0.2μ秒
アーキテクチャ 可変長バイトマシン

レジスタ16個
I/O命令なし
仮想記憶方式

大きさ 高1.6m
幅1.2m
奥0.8m

重量(最小構成)  500kg

VAX11/780の外観

VAX11/780のCPU基板
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PDP1からバイトマシンへの移行

プロローグ

　

ここはどこなんだろう？ 古ぼけた壁、でたらめに繋ぎ合わされた床や階段。見覚えがあるなと思いながら先へ進んだ。 
するとぽつんと明かりがついた部屋からメロディがなんともぎこちない音で聞こえてくる。

「Are you going to Scarborough Fair...」

これはサイモンとガーファンクルの歌じゃないか。それにしても幻滅だな、もう少しうまくハミングしてくれよなと思いながら部
屋を覗いた。

すると、かのLINC8(おもに研究所で使われたミニコン)が薄暗い部屋の中でオペレータパネルのランプを意味ありげに点滅させな
がら歌ってるじゃないか、と突然中から大男が現れ、

「ウェルカム、アイビンルキンフォワードゥミーティンユー(あいたかったよ)」

あまりの大きさと、毛むくじゃらな手がのびて握手を求めたので、なんだこれはスターウォーズのチューバッカかと驚いている
と、

「DECの新しいコンピュータについてアーキテクチャはどうするか話をしたい」

これについては僕もよく知ってるのでなんとか話ができそうだ。また今まで疑問に思っていたことなどを聞き出すチャンスではな
いかと思い、つたない英語で、

「アイウッナッハヴミスジスゲットゥゲタフォーザワールドゥ、コーゥミ、カツオ(このような集まりに招いてもらい光栄だよ)」

そう、そこにいた人達はあのDEC伝説の人、ケン・オルセン(例の大男)、ゴードン・ベル、エドソン・デカストロなどのそうそう
たるメンバーばかりではないか

ケン・オルセン
(以下ケン)

「DECは今非常な外圧にさらされているんだ。OEMメーカーが『IBMや他のメーカはバイトマシンを出しているの
に、DECは12ビットのPDP8シリーズなどのワードマシンだけではないか、もっと高性能な、しかもバイトマシン
を出してもらわないとDECのマシンでは商売ができん』と言ってきておるんだ」

勝男 「そうなんですか。なるほど。で、どのあたりまで話が進んでるんですか？」
ケン 「エドが自分の案が一番いいといって譲らないんだよ」

というような会話が延々と続き、その結果エドの案は一時棚上げされ、他の可能性を探ることになった。

ケン 「我々も素晴らしいマシンを出さんとつぶれてしまう」
勝男 「僕も他の案を検討したほうがいいんでは」

と言ってこの場は終わりましたが、この後エドはDECを去りデータジェネラルを興し名機NOVAを出すことになろうとは、私(勝男)以外
には知るよしもなかったのです。

それから数日してケンと昼食を共にしたのでいろいろ聞いてみようと思いました。

勝男 「ケン、あなたの理想とするコンピュータを作る意味合いからもコンピュータのコの字くらいは、DEC(Digital
Equipment Corporation)という社名のどこかに入っていてもいいのではと思うんですが、なぜ『ディジタ
ル(Digital)機器(Equipment)』なんですか？」

ケン 「勝男、よく聞いてくれたね。実は我々が会社を興そうとした時はIBMがめちゃくちゃ強くって、それ以外のメー
カーは青息吐息さ。そこでもってコンピュータなんかやるっていうとどこも金を出さないし、取り引きさえ危ない
んだ。

そこでね、最初はMITのWHIRLWINDプロジェクトで培った技術をもとに、ディジタル回路を基板に組み込んだ、『ディジタルモジュー
ル』を作ることにしたんだ。それでコンピュータもディジタル系だし、じゃー、ディジタル機器でいこうということでDECになったん
だよ」

勝男は、ケンにその頃の技術背景についても聞いてみた。

ケン
「そうだな、1952年にIBMが世界初の商用コンピュータ701なんてものを出し、そのメモリ素子が静電記憶管なん
てものを使っていたんだ。それとほぼ同時期に私もかかわったWHIRLWINDの記憶装置としてコアメモリが開発さ
れたんだよ。それは非常に小型で故障も少なく、それからしばらくコアメモリが全盛となったんだ。

コアメモリはドーナツのような形で、大きさは2～3ミリメートル位かな、我々がPDP1を作った1960年には1ミリ
メートル位まで小さいのが出てきて、アクセススピードは2～3マイクロ秒だったな。いやー、素晴らしく速かった
よ」

勝男はWHIRLWINDについてもどんなものか聞いてみた。

ケン
「WHIRLWINDは私も参加したコンピュータのプロジェクトでMIT(マサチューセッツ工科大学)で1945年に開発を
始め、その名の通り『旋風』をまき起こそうという意味あいがあったんだ。

真空管2800本を用いたプログラム内蔵式のプロトタイプが1950年に完成して、その後3年を経て真空管5000本、
ダイオード約10000本、コアメモリを使用、1ワードは16ビット、そして大きさはENIACよりもずっと小型で縦
横15メートル、高さ6メートルの完成品ができたんだ。

その時我々は、近い将来もっと小型のシステムが出現するのではという期待をもったんだ。これに使われたコアメ
モリのテスト用コンピュータMTC(メモリテストコンピュータ)の開発リーダーが私だったんだよ。

1950年代から60年代にかけてはIBMに代表されるようにコンピュータはどんどん大型になるし、また空調の施され
た専用の巨大なコンピュータ室に設置し使用されて、CPU、記憶装置、そして入出力を専門に行うミニコンピュー
タ以上の大きさと性能を持つチャネルと呼ばれる装置を持っていたんだ。
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価格はなんと100万ドル以上もしたんだ。でも私はそんなあり方に疑問をもって、『コンピュータはもっと身近な
道具でなければならない』と思い、わずか4名でDECを作ったんだ」

勝男 「ケン、100万ドルって約1億円じゃないか。大型だからそんなに高いとは思わないけど」
ケン

「何言ってるんだよ勝男、そのころは1ドル＝360円だから3億6千万円じゃないか」

勝男 「あーそうだった勘違いしてたよ」
ケン

「1960年になると、ディジタルモジュールで身につけた技術をもとに、PDP1という世界で最初の18ビットのミニ
コンピュータを出したんだ」

勝男 「ケン、疑問に思ってたんだがPDPってどういう意味？ それに、なぜ18ビットなの？ なぜ8の倍数ではなく6の倍
数を基準としたミニコンでなければならなかったの？」

ケン
「よく聞いてくれたね。まずPDPとはProgrammed Data Processorのことで読んで字のごとく。次の質問だが、そ
の当時必要とされていたデータは6ビットでいろいろな文字コードや制御コードを表現していたんだよ。標準規格
で名高いISO、JISのように将来の拡張性などを考慮して8ビットコードが定義されたのは後のことで、実験機
器、A-Dコンバータなどは精度が低く6ビットあればよかったんだ。

それで、3ビットの整数倍のほうが扱いが簡単だということで、DECでは8進数を用いようと決めたんだ。勝男は
数字を数える時に16進で0、1、2、。。。9、A、B、C、D、E、Fなんてやるか？ デバッグする時なんて面倒なだ
けだよ。例えば1F35とAFDEの足し算なんて考えただけでもぞっとするね。

それにデータを保存するためのオープンリールタイプの磁気テープも6ビット単位で記録したものがあったんだ。
それで1ワードに6の整数倍のデータを保存できれば効率がいいじゃないかということなんだよ。

それにMITが当時TX0というコンピュータの開発を行い、そのプロジェクトで最初に開発されたコンピュータ
が18ビットだったんだ。そこでそれを手本としてDECではまず18ビットのコンピュータを製造したのさ。

一度作ってユーザーがいいと思えば6の倍数でも不便を感じなくなっていて、DECのコンピュータは大学や研究所
に受け入れられたんだ。

そしてたくさんのソフトウェアがユーザーにより開発されたんだ。1961年にユーザーの集まりであ
るDECUS(Digital Equipment User’s Society)が発足したんだよ。

しかしだな、最近はバイト、バイトってうるさくて困ってるよ。」

勝男 「じゃー、ケン、今までどんなPDPを作ってきたの？ 系統だてて教えてくれない？」
ケン

「それは簡単だよ、私は今まで作ってきたコンピュータを表にしてまとめてあるから、それを見よう(表1)」

表1：PDPシリーズの変遷
語長 システム名
12ビット PDP-5(1963年)、リアルタイム、制御用として使用された。

PDP-8(1965年)、スピード1.5マイクロセコンド、4Kワードコアメモリ(最大32Kワード)、
1.8万ドル、DECの礎を築いた。このシステムからミニコンと呼ばれるようになった。
LINC8(Labratory Instrument Computer)(1966年)は1962年MITで開発されたLINCをモデルとして開発され、生物や工学の
分野で利用された。
A-Dコンバータやスピ-カ、コンパクトなOSを装備し、簡単に実験データを取り込めた。 デモでサイモン＆ガーファンク
ルなどいろいろなジャンルの洋楽を奉でた。 このシステムは、PDP-8とLINCシステムとを単純に一つのシステムにまと
め、命令によりどちらのシステムモードを使用するかを切り替えた。
PDP-12(1969年)、LINC8をIC技術を用いて効果的にかつコンパクトに仕上げたシステム。
PDP-8E(1970年)、それまでの8シリーズをIC、LSIを用いて非常にコンパクトにまとめ卜げたシステム。OMNIBUSと い
うどのスロットにモジュールを入れても動作する特色あるバスを採用し。

8ビット PDP-1(1960年）、スピード5マイクロセコンド、4Kワードコアメモリ、 タイプライター、ペ
ーパーテープ、12万ドル。
PDP-4(1963年)、PDP-7(1964年)

PDP-9(1966年)、PDP-15(1969年)、CADで有名
36ビット PDP-6(1964年)、0.25MIPS、約12～30万ドル

PDP-10(1971年)、大型のシステムで約2億円ほどした。 その後DECsystem10/20となり、世
界中の人工知能研究の分野、 第5世代コンピュータ開発などで用いられた。
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ディジタルモジュールの外観

そしてこれらのボードを数百枚から数千枚組み合わせてバックプレーンと呼ばれるスロットに差し込み、その背面
部分を人が配線図を基に細い線でつなぎシステムを作ったんだ。

バックプレーン

PDP-8のスロット

PDP-15のスロット
PDP-15ではディジタルモジュールを

内側から装着する

スロットとディジタルモジュールの接合部

PDP-15のバックプレーン
上の写真の反対側

バックプレーンのようす
上の写真の反対側

上の写真の拡大
1本1本線が巻き付けられている

ところで勝男は論理値の0/1は0/3(ボルト)に対応すると教わったと思うが、これら初期の回路はネガティブロジッ
クとよばれる方式を採用していて、0ボルトとマイナス3ボルトで論理値の0、1を代表させていたんだ。

ミニコンはユーザーがデバイスを簡単に接続できるという特徴をもっていて、初期の頃から入出力用にインターフ
ェイスを提供したんだ。

すなわちその頃は、システムの心臓部であるメモリアドレス、メモリデータ、I/Oタイミングなどの信号をユーザ
ーに開放したんだ」

勝男 「大胆だなあ。これではユーザが設計ミスをしたらシステムまでもが壊れるじゃないか」
ケン

「すべてはユーザーのおぼしめしだよ(笑)」

勝男 「ケン、PDP2、PDP3が抜けてるじゃないか」
ケン

「それは開発したんだけど製品化されなかったんだよ。PDP2は24ビット、PDP3は36ビットだった」

勝男 「当時のコンピュータはどんな手順で設計/製造されたの？」
ケン

「そうだね、PDP1のころは縦20センチ、横10センチのボードにトランジスタ、ダイオード、抵抗、キャパシ
タ(コンデンサ)などを組み合わせて、なんと1個か2個のフリップフロップやAND/OR/NOT回路などを構成したんだ
よ。
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PDP1からバイトマシンへの移行

大型でなくてもこんなことができるんだ！！

それからというものは、ケンたちは非常にハードなスケジュールをこなし、新しいバイトマシンのアーキテクチャをどうするかとい
うことに全力を注ぎました。

ある日ケンが、PDP8に関してセミナーの依頼をトラワーザという会社から受けてるんだが時間の空いた時にやってくれないかと言
ってきました。

相手はPDP8をこれから全社的に採用しようとしてるんでやさしく説明して欲しいとのこと。

これについてはよく知っていたのでひとつ返事でOKと答えましたが、いざ当日になると緊張で声が振るえ、

勝男
「ウ、ウ、ウレディースアンジェントゥーメン、アイム アツシ カツオ フロムジャパン」

顧客の一人 「おいおい緊張しすぎだぞ、LADYじゃなくREADYに聞こえてるよ」

とそんなに発音悪かったっけと気を取り直し、それから顧客の自己紹介が始りました。その名前は非常にアメリカ人ばなれしていま
した。

非常な切れ者で将来は自分でコンピュータを作るんだと言っていた イブム・アムダン。彼ならやるだろうと思った。

イタリア移民でどっしりとして重厚そうな感じの大男 イターキ・イターク。

独立心が旺盛で我が道をいく感じで、変わった名前の ニキデ・ン・ニーク、しかしとってもビジネスがうまいと言った印象をもった.

そして最後に精悍そのものでなんでも取り込んでしまいそうな感じがした フュージット・フェイカム。

しかし僕は、イブム・アムダン以外の3人はなんとなく身近かな存在に思えたが、その理由が明らかになるのはまだずっと後のことで
した。

勝男
「PDP8は1965年に発売され、その簡単な命令体系と入出力によりいろいろなメーカーが採用して自社の装置に
組み込んで使用しました。

例えば物質の構造を研究するために、X線解析装置に接続し、そのデータを基に物質構造を決定するための演算
をなんと10日間連続運転し答えを出したり、大量の血液の成分分析に使われたり、船舶に搭載して人工衛星から
送られてくる電波を捕らえ、現在はやりのGPSの先駆けとなる、ドップラ効果を利用してその位置を示してくれ
るシステムや、MIDIのはしりとなる音楽用のアプリケーション、人間や猿や猫の脳の研究にも用いられました。
それはなんと20数年も昔のことです」

顧客の一人 「GPSだのMIDIだの脳だの、挙げ句のはては20年も前だと、一体なんのことをいっとるんだ！！」

(そうだ今は1970年なんだ。)

勝男
「オーまだ動転してる」

と言い訳してからPDP8の構造について説明を始めました。

DEC最初のベストセラーPDP8、主記憶は4Kワード

勝男 「PDP8は12ビットのアキュムレータ1個。1ビットのLinkビット、そして標準構成で4Kワードの主記憶から構成
されます。メモリパリティはありません。

最小構成で18000ドルですから皆さんは安いとお思いでしょう。またコアメモリも4Kワードで、たった
の6000ドルたらずです。

それに引き替え大型のIBMや他のメーカーのは100万ドル以上もして、とても大きく、メモリも食うし、専用の
冷房のよくきいたコンピュータ室が必要で、簡単に人が扱えるものじゃありません。

話を戻して、コアメモリは虫眼鏡でみるとドーナツ状の形(数分の1ミリ)をしていて、これにアドレス選択
線2本、データ書き込み/読みだし線1本を通した構造になっています。

これが12ビット×1024×4個(=4Kワード)を単位として構成されています。コアメモリの製造には僕の故郷日本の
織物の技術が用いられていて、コアに線をとおして、整然と配列させるために利用されました。このタイプのメ
モリは電源が落ちてもその内容は半永久的に保持されます。

実際に3年間まったく使われていなかったPDP8の電源をいれると問題なくプログラムが動作したという例があ
ります。

現在よく用いられているDRAMは電源が落ちると内容が失われてしまい、内容を保持するためにはバッテリーバ
ックアップという装置が必要だということはご存知だと思います。

PDP8はメモリを4Kワード以上に拡張する場合、メモリマネジメントと呼ばれるモジュールを追加する必要があ
ります。
この機構ではインストラクションフィールド(IF)、データフィールド(DF)がありプログラムとデータを分離して
扱うことができます。ではPDP8のブロックダイアグラムを(図１)に示しましょう。」
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図1：PDP-8のブロック図
勝男

「何だね、勝男、そのDRAMとかバッテリーバックアップというのは？」

(あっ、まだなかったっけと思いつつ、)

勝男
「エー、こんなメモリがあればな～と、僕の希望です」

PDP-8のソフトウェア

勝男
「PDP8ではユーザーがアプリケーションを開発する場合はアセンブラを用いますが、開発のためにオペレーテ
ィングシステムが必要と感じた場合には磁気テープ(DECtape)(写真4)か磁気ディスク上で動作するオペレーティ
ングシステムを購入します。

写真4：DECtape(PDP-15)

磁気ディスクは固定ヘッドタイプと呼ばれ、まさに固定された数十個のヘッドの上に直径30センチの磁性体を
塗布した円盤を取り付けて、ヘッドと接触させながら円盤を回転させ、データの書き込みや読み出しを行いま
す。1セクターは1ワードで構成され、何と32Kワードの大容量です。

またテープにはタイミングやアドレスなどのマークが付けられています。 このDECtape上で走るOSもあ
り、FORTRANなどのコンパイラやアプリケーションを実行できます。

PDP8のオペレータコンソールは非常に多くのスイッチやランプ類で構成されています。スイッチの機能は前に
簡単に述べたようにメモリに対するアクセスやシステムの停止、スタートを行います。

ランプは約100個近くあり、システムの重要な信号を表示していて、故障時にはこれを頼りに保守を行います。
大型のシステムではなんとこのような信号を数千ヶ所も見ることができます。

写真：PDP-8のオペレータコンソール
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オペレータコンソールのよいところはランプが点滅するパターンで自分の作ったプログラムがどのあたりまで実
行されたかの見当もつけられるところがいいですね。では質問がなければ次にいきます」

とすかさず、

イブム・アムダン
「DECtape上で…非常に高速というがどの位か？」

勝男 「テープの端から端までのアクセス時間はわずか30秒です」
イブム・アムダン 「そんなに早いのか。信じられん」

という顔を見てたいしたもんだミニコンはと思った

勝男
「PDP8のシステムコンソールはテレタイプ(タイプライタに似ている)と呼ばれるもので1秒間に10文字の印字や
キー入力、紙テープの読み取り、紙テープのパンチができる能力をもっています。

しかもすべて機械式で信頼性抜群、音が比較的静かで、コンピュータとのつなぎの所でパラレル/シリアル変換
をカーボンの棒をローターに装着した構造になっています。

ほとんどメンテナンスフリーで年に1回位カーボンの棒を点検し摩耗してれば交換すればよいのです。」

ニキデ・ン・ニー
ク 「勝男、テレタイプ以外の端末はないんですか？」

勝男 「LA30って言うのがもうすぐ出てきます。確か30字/秒の恐ろしく高速で、針のようなものを縦方向に何個
か1列に並べ左から右に動かしながら、それらの針をあるパターンで打つと文字が構成されるもので、ドットマ
トリクス方式と呼ばれほどんど電子化されたすごいやつ、なんと重さはたったの50キロで僕と同じ位しかない
んですよ」

PDP-8のビデオ端末

フュージット・フ
ェイカム 「PDP8のシステムコンソールはテレタイプ(タイプライタに似ている)と呼ばれるもので1秒間に10文字の印字や

キー入力、紙テープの読み取り、紙テープのパンチができる能力をもっています。

しかもすべて機械式で信頼性抜群、音が比較的静かで、コンピュータとのつなぎの所でパラレル/シリアル変換
をカーボンの棒をローターに装着した構造になっています。

ほとんどメンテナンスフリーで年に1回位カーボンの棒を点検し摩耗してれば交換すればよいのです。」

勝男 「勝男、テレタイプ以外の端末はないんですか？」
ニキデ・ン・ニー
ク

「LA30って言うのがもうすぐ出てきます。確か30字/秒の恐ろしく高速で、針のようなものを縦方向に何個
か1列に並べ左から右に動かしながら、それらの針をあるパターンで打つと文字が構成されるもので、ドットマ
トリクス方式と呼ばれほどんど電子化されたすごいやつ、なんと重さはたったの50キロで僕と同じ位しかない
んですよ」

勝男
「PDP12のビデオ表示を例に説明しましょう。PDP12のビデオ端末は入力はテレタイプから行い、CPUがその
文字をディスプレイインストラクションを使用して文字の半分をドット方式で表示し、その後もう半分を表示し
て一つの文字を表わしています。

このビデオ表示は残光時間が短いため、そのままにしておくと文字がすぐに消えてしまいます。そこで何度も何
度もCPUが表示を行うプログラムの実行を繰り返す必要がありました。このためあまり表示文字数が多くなる
と、CPUの負荷が大きくなり、PDP12が速いといっても画面がちらついてくるのです。その表示方法の説明は
図２のようになります。 VT05はこれを数枚の内蔵ボードで行っているのでちらつかないのです」

PDP-12のビデオ表示

PDP-8の立ち上げ

この説明の後僕は、システムのブートについて話した。

勝男
「システムのブートは非常に簡単で、まず手でオペレータコンソールからプライマリブートストラップローダと
呼ばれるわずか20ステップ弱の命令をメモリに入れ、テレタイプの紙テープ読み取り機にセカンダリブートス
トラップローダ、磁気テープまたは磁気ディスク用のものをセットして、CPUをスタートさせます。
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するとカチャカチャと音をたてながら紙テープを読みこみます。その後所定のアドレスからCPUをスタートさ
せるとOSが立ち上がります。

なんとも呆気にとられるほど簡単ですね。プライマリブートストラップローダもわずか20ステップ弱なので簡
単に覚えられます。

何も見ずに素早く入れていくと、オー、こいつはすごいなんていわれますよ。是非覚えてください、それが面倒
な人はプライマリブートストラップをダイオードマトリクス上でパターン化したオプションが提供されてるので
利用してください。一発でブートできますよ」

簡単に覚えられる命令

ひとまず説明が終わったので次に、最大のやま場である命令について説明することになりました。

勝男
「PDP-8は12ビットコンピュータで、その基本命令は次のようになっています(図３)。オペレーションコー
ド(OPcode)とよばれるものが3ビットしかないので命令の種類はなんと8種類ということになります。簡単に覚
えられますので是非暗記しておいてください」

図3：PDP-8の基本命令

そして命令の説明を始めました。

勝男
「ANDについては言うまでもありませんね。ビットごとの論理積です。TADは２の補数を用いた足し算で、桁
上がりが発生しても後処理の必要はありません。ループの実行回数のチェックなどに用います、JMSは図4のよ
うに行われます。また、JMPは制御を強制的にアドレス部で指定された番地に移します。

図4：JMS命令の実行

I/O命令はビット3からビット8までがデバイスの指定番号で、03ならシステムコンソールのキーボード,04はシス
テムコンソールのプリント、,ビット9からビット11までがI/O実行のためのパルスを発生します。OPERATE命令
は多くの論理演算を行うことができます。」

一同納得したようだ。

勝男
「それでは4Kワード以上のメモリのアクセスはどのようにすると思いますか？ この仕掛けこそセグメント方式
と呼ばれるもので、PDP-8で採用しているものです。これは後のマシンにも形を変えて応用されています。ま
ずIF(Instruction Field)、DF(Data Field)と呼ばれるレジスタにより最大32Kワードがアクセス可能になりま
す。IFやDFを変えながら4Kワード単位で32Kワードのすべての領域にアクセスできます。

IF,DFは同じでも違っていても構いません。PDP-8にはメモリ保護などはありませんから…単純にアドレスの拡
大だけを可能にしました(図５)。
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図5：PDP-8のメモリ管理

では次にこの少ない命令をどのように用いていろいろなアプリケーションを作るのでしょうか。例えばPDP-8で
は掛け算、引き算、割り算、比較などの演算が用意されていません。ではA番地とB番地の内容が等しいことを
知るにはどのようにするのでしょうか？ 」

ということで僕はニキーデ・ン・ニークに聞きました。

ニキーデ・ン・ニ
ーク 「そんなことはわからん、君達コンピュータ会社の人が考えてくれ。わたしたちはそれを利用するだけだ」

僕はムッとして、

勝男
「なんでも一緒にやらなければ一緒に大きくなっていけませんよ。DECだけでできることなんて限られてる
し、IBMのような会社と違って、なんでも自分でできるんじゃないんだ。今のDECやOEMは相互の協力がなけ
れば大きくなれないんですよ」

イブム・アムダン 「それもそうだな。我々ももっと勉強しなくちゃ。そしてもっといいものを作り出していきたいものですね」

と言ってくれたので、僕は今まで独立独歩の感じの彼のことは好きではなかったが、彼もそんなに悪くないなと思った。

勝男
「では説明します。等しいということは図６に説明する手順で行います」

図6：2つの値が等しいかどうかをPDP-8で求めるには

一同真剣なまなざし。

勝男
「どうです。簡単にできたでしょう。では引き算はどのようにするのでしょうか？ 15－3 はどのようにしたら
よいと思いますか？(図７)」

図7：PDP-8で 15-3 を行うには

一同真剣なまなざし。

勝男
「この方法は10進法でもできますのでやってみましょう」

15－3＝15＋(各桁9と3の差96に1を加える。10の補数に相当する)
＝15＋97
＝12(最上位の桁上がりは無視する)

勝男
「では3－15はどうするんでしょう。桁上がりに注意して試してみてください。そのほかにも2をかける場合
はACを左にシフトし、2で割る場合はACを右にシフトします。では13×5はどのようにしたらよいか？ ちょっと
考えてみてください。コンピュータの演算のしくみがわかってきますよ。 こんな簡単なことでも知恵を絞りな
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がらプログラミングできるなんて楽しいじゃないですか。それも使えるメモリも限られ、使える演算も限られた
なかで非常に多くのことをコンピュータで行なえるなんて素晴らしいことじゃないですか。そう思いません？

ではここいらで昼休みにしましょう。午後は1時から始めますので遅れないように。君達アメリカ人は時間にル
ーズなところがいけませんね」

と注意を喚起してランチにしました。
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割り込みってなに？

案の定全員が遅れましたた。彼らときたら、まっ昼間から水がわりにビール飲むから困ったもんだ、と言いながら午後の授業を始め
ました。

勝男
「オバタリアンという日本で有名な怪物がいますが、割り込みとはスーパーマーケットなんかで、並んでる人を
無視して行列に強引にはいり、注意すると『あっらー並んでらっしゃるのぉ～』なんて言うのがいますが、まさ
にあれです。

そのほかに軽四輪を運転してて右にいっぱいハンドルをきってセンターラインをはるかに越えて左に曲がった
り…これも割り込みです。まったく『君の車は大型バスかと言いたくもなる、僕の新車どうしてくれる』…」

フェイカム 「勝男、どうしたんだい、軽四と割り込みと何の関係があるんだい、オバタリアンに恨みでもあるのかい？」
勝男

「すまない私情をはさんで、割り込みになると昔を思い出して。でコンピュータの割り込みとは実行中の作業を
強制的に中断させ、別の作業をさせることですね。コンピュータ割り込みは別の作業をやった後は、ちゃんとす
べての情報を中断した状態にまで戻すことまで責任を持ってくれるところがオバタリアンとは違いますね。 現
在のシステムは非常に多くのデバイスをユーザープログラムの実行順序を意識させることなくサポートしていま
すが、PDP-8では割り込み処理をどのようにしてるか説明します。

なんとPDP8では、すべての割り込みはJMS0命令をハードウェアが発行して処理しています。割り込みの優先順
位は、ユーザーがプログラムの中で優先順位の高い順にI/O命令を用いてデバイスのフラグ、これは終了/エラー
を示すフリップフロップですが、これをチェックしています。では図8を使って割り込みについて説明しましょ
う」

勝男
「どうです非常に簡単な割り込み処理機能でしょう。何か質問は？」

するとアムダンが聞きました。

アムダン
「勝男、割り込み処理で、何かのノイズでフラグが立ったらどうなるのかね？」

勝男
「PDP-8の場合、フラグがDoneかErrorを代表してるのでそれらをチェックして何も無かったら、何事もなく元
に戻ってきます。すなわち何もやらなかったことと同じです。

見方を変えると非常にルーズなやり方に見えますがシステムが止まるよりはいいんじゃないですか」

長い1日が終わり帰れると思った時、

アムダン
「勝男、DECではミニコンがどうのこうのと言うからには、大型コンピュータがどんなものかは知ってて言って
るんでしょうね？ チョットさわりだけでも教えてくれないか？ IBMがどうのこうのという話をしてくれない
か？」

なっ、なんだこの男はこんな痛いところをついてくるなんて、もう時間がないし、断ろうかな？と思っていると

アムダン
「頼むよ。勝男はDECのことは教えてくれたけど、IBMの話しがあってもいいじゃないか？」

もう断れない、もうやるしかない

勝男
「じゃー、余り時間もないのでほんとに簡単にね」。

と言うことでまた話が始まった。

勝男
「IBMが他社の追随を許さぬ圧倒的な地位を築いたのは、1960年に発表した廉価版1400シリーズ(加減算約0.3ミ
リ秒、乗除算約2.4ミリ秒)で、爆発的な売り上げを記録してからなんだ。1964年に発表した有名な360シリーズ
でついにファミリシステムの幕開けを築いたのは皆さんもどこかで名前だけでも聞いたことがあるでしょう」

フェイカム 「それでここでは360の基本的な説明をします。まず名前の由来ですが、ものの本によると360度全方位カバー
できるところからきてるらしいのですが、僕の考えでは、1年365日の内最低でも360日は動作を保証できる高信
頼性を誇ると言うことじゃないかな。『じゃ～、発表まじかの噂のある370はどうなんだ？』 とくるかもしれん
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が、僕の説では、あと5日分の保守契約費用を負担してしてくれたら1年中の動作保証があると言うことだと思う
んですが」 (編注：すごい皮肉)

勝男
「で、話しを元に戻してIBM360は4バイトが基本の32ビットマシンです。24ビットアドレス、高速のチャネル、
ミニコン以上に複雑な装置を介して高速な磁気ドラム、磁気ディスク、磁気テープ、ラインプリンタなどを接続
しています。

チャネルはメモリとCPUを同じバスに接続して、メモリ上にチャネルが理解できるプログラムを格納してお
き、CPUがSTART I/Oを発行します。

START I/Oを発行した後、CPUはほかの仕事を続け、チャネルはコマンドアドレス・ワードをもとにチャネルプ
ログラムがあるメモリ領域を読みこんでチャネルプログラムを解読し、入出力制御装置に動作を促すと言う手順
を踏んで入出力装置とメモリとの間でデータ転送が行なわれます。

バススピードは約5MB/秒と高速でかつ並列動作が可能です。

なんとマイクロコードをROMの中に格納しハードウェアのコンパクト化はかっています。レジスタは32ビット
が16個でR0はアドレシングモード時はちょっと特別な使用法があります。

浮動小数点用には64ビットのレジスタが4個あります。そして五つの可変長な命令形式をもっています(図8)。

図8：IBM360の命令

それから大事なことですがオペレーティングシステムはOS360と呼ばれ基本的には三つのバリエーションがあり
ます。

32Kバイト以上あれば動くと言われているもので、一つのジョブのみが実記憶上で動作する。
64Kバイト以上あれば動くと言われているもので、実記憶上であらかじめ決められた固定数のジョブのみが動作する。
256Kバイト以上あれば動くと言われているもので、実記憶上で可変数のジョブがディスクに対してスワップイン、スワップア
ウトを行いながら動作する。

勝男
「非常にすっきりした型式だと思うが僕はあんまり好きじゃないな。どうしてかって、それはソースとディステ
ィネーションの構成が対称でないのが気にいらないんだよ。

でも、データの移動なんかはDisplaceとLenを用いてブロック単位でできるなんて素晴らしいアイデアですね。
それにマイクロプログラミングの考えがIBM360をシリーズ化するのにたいへん有効な考えではないかと思いけ
どどうでしょう」

アムダン
「その意見には賛成だね」

彼とはその後もIBMのマシンやいろいろなコンピュータの構造などについて意見を交換しました。

勝男
「何か質問はありますか？ たいへん短いお話しでしたがこれにて終わりとします」

イブム・アムダン
「私はIBM360マシンは産みの親みたいによく知ってるんで聞いてみたんだが、まぁ～、いつかもっと突っ込ん
だ議論をしたいね」
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と言うことで、みんなに別れを告げたが、どこかで会ったような、聞いたような、何かひっかかる思いがこの4人にたいして残ったの
は僕1人だけであろうか？

後で彼らの名前をもう少し注意深く眺めれば思い出すかも知れないと思った。
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PDP11シリーズの誕生とそのアーキテクチャ

ある霧深い朝、ケンと新しいコンピュータのアーキテクチャについて議論を再開しました。 

ケン
「今度のマシンは16ビットのバイトマシンにしたいと思うんだ。IBMもシステム370のバイトマシンを発表してい
るし、他のメーカーも右へならえで8ビットの整数倍を単位としたコンピュータを出している。

DECは今までワードマシンを出してうまくやってこれたけど、これからの時代の流れを考えると、アーキテクチャ
を一新したミニコンを開発する必要があるのはまちがいない。

そこで、レジスタの長さを16ビットで8個用意し、複雑なアドレス演算やいろいろな算術演算を行えるモードがあ
って、おまけにユーザーデバイスが簡単に使えて拡張性のあるものがいいだろう」

勝男 「それは、すごい。うん。それではケンこんなのはどう、CPU、メモリ、各種デバイスなどをほとんど同格に扱
い、おのおの独立で動作できるようにするんだ。それが1本のケーブルで簡単に接続できるなんてのはどうかな？
それも将来性を見越したバス構造にするんだ。そうだね、スピードは2Mバイト/秒 あれば大丈夫だと思うよ。それ
にメモリは256Ｋバイト位つなげたら当分の技術革新にはついていけるんではと思うんですが？」

と言うことでさっそくデザインが始められスピードは1.5Mバイト、メモリアドレスは256Kバイト、データ幅は16ビットに決まりまし
た。ときに1970年のことです。

あろうことか以前PDP-8の説明をした会社が、今度は新16ビットマシンをこれからの目玉にするということなので、新しいコンピュー
タの説明をすることになりました。

例の4人はいるかなと思いつつ会議室に入ると、いたいた、顔見知りがたくさん。

勝男
「どうだい調子は？」

と聞くとみんなが訛りのあることばで、

エド
「いやー、ほんまにPDP-8は売れて売れてたまらんわ。うちは歩合制やからこたえられんわ。会社でもはじめよう
かと思うんだが、勝男はどうだい？」

勝男 「万事順調だけど、給料が上がらんからつらいわ」

と答えて説明を始めた。

勝男
「こんどＤＥＣからNOVAに続く世界2番目の16ビットミニコンピュータを発表します。このシステム用にI/Oデバ
イスの拡張に関して非常に強力なバスを開発しUNIBUS(ユニバス)と命名しました。

ユニバスは最大15メートル、56本の信号線と各種電源線、グラウンド合わせて144本のピンをもつ柔軟性のあるケ
ーブル構造にしました。またユニバスの仕様はオープンにし、いろいろなメーカーが周辺機器の分野に参入しやす
くする方法を取っています。この16ビットマシンはまだ使っていない数字11を使いPDP-11と命名しました。では
具体的にPDP11のブロック図を図10に示します」

図10：PDP-11のブロック図
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なんとプログラムカウンタまでも汎用レジスタだった

PDP-11の内部構造

今度はPDP-11の内部構造について説明しました。

勝男
「皆さん、このシステムでは図１０のように、I/Oデバイス制御用レジスタをメモリ空間の一部としてアドレス
に割り付けています。この方法だと実際のメモリがI/Oのアドレスに専有されてしまいますが、それでもI/Oの扱
いやすさがそれを上まわります。上位4Kワードがそれにあてられます。

また、プログラムカウンタも汎用レジスタ、およびI/Oアドレスの一部になっています。この結果プログラムカ
ウンタも演算の対象になり、通常の倍のアドレス演算が可能になっています。

汎用レジスタはR0～R7まであり、R6がスタックポインタ(SP)、R7がプログラムカウンタ(PC)です。汎用レジ
スタには、177000～177007(8)までのアドレスが割り当てられています。割り込みも、デバイス特有のアドレス
を持ちベクターアドレスと呼びます。

PDP-11にはPDP-8にあったようなI/O命令がありません。ではどのようにしてデバイスの制御を行なうのかです
が、メモリマップドI/Oと呼ばれる方式を採用しています。ちなみにPDP-8はI/OマップドI/Oといいます。

つまりI/Oデバイス制御用レジスタには、メモリと同じようにアドレスが付けられているので、MOV命令でこの
レジスタにデータを書き込んだり、読みだした内容をTEST命令でチェックをして制御します。

例えばシステムコンソールに"A"を表示したいときには、オペレータコンソールから177566番地
に101(8進、16進では41)を書き込むか、

MOVB ＃101、＠＃177566 (MOVB命令でコンソールの出力用レジスタのアドレス177566番地に101を送る) と
いう命令を実行すればよいのです。

PDP-11の命令形式

勝男 「PDP-11の命令は8進法で区切られており、かつオぺコードや各種モードが3ビットごとに分けられているの
で、わかりやすくて覚えやすい構造ですね。

ではにPDP-11の命令形式について説明します。これら以外にもオペレーション、ブランチ等の種類がありま
す(図11)」

勝男
「ソースはデータの発生元、デスティネーションは送り先を意味します。ではインストラクションについてもう
少し詳しく見てみましょう。まず、レジスタがR7(PC)以外の場合ですが、図12にまとめました」

勝男 「次にRがPCの時についてです。この場合はモードが四つしか存在しません(図１３)。その理由は皆さんで考え
てみてください。またなぜ動作がそうなるかは、PCは命令を読みだした時は既に＋2されているからです、その
ことを上記のモードの動作内容に対して適用すると理由がわかります。」

一同納得。

勝男
「ではここで1000番地に

MOVB ＃101、＠＃177566

があるとして、これを機械語に翻訳してみましょう(図14)。どうです簡単でしょう。16進表記ならこんなに簡単
にはいきませんね」

PDP-11のアドレス空間

勝男
「PDP-11では16ビットアドレスのすべてを指定に用いると32Kワードまでアクセスできます。アドレス空間は
図１５のように割り当てられています。PDP-8とは異なりビットの位置は右から左に向かい0から15となりま
す。

アドレスはバイト単位で割り振られています。32Kワードというメモリは十分に大きなものだと思います、また
浮動小数点もオプションでサポートしたので商業、工業、科学研究などの分野にも使用できると思いま
す。PDP-8と互換性はありませんが、飛躍的な性能アップでしょう。図１５をワードでアドレスを見ると最大値
は177776となりバイトで見ると177777となります

ここで1つ困ったことが起ります。PDP-11は16ビットマシンなので、メモリにアクセスする時、

MOV ＃101、@＃777566

なんて命令をメモリに書くことはできません。なぜならこの数字は18ビットですから。

MOV ＃101、@＃177566

とすると問題が発生しません。アドレス16xxxx以上は76xxxxと変換されてユニバスに出力されるからです。
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僕の予想では124Kワードのメモリを使うアプリケーションはそうないのではと思ってます」

とすかさず、

フェイカム 「それ以上のメモリが必要になったらどうするんだ？」

これに対して、

勝男
「メモリーマネジメントの拡張部分(PDP-8のIF/DFのような部分)を大きくして対応するでしょうね。数Mバイト
位まではできると思います。アドレスのマッピングがたいへんになりますが。

でもたったこれだけのやり方でアドレスの拡大ができるなんて画期的ですね。では皆さんのビジネスの成功を確
信してます」

そして僕は彼らに別れを告げた。

PDP-11の成功

1970年PDP-11の最初の製品PDP-11/20を発表した後、ケンに向かって言いました

勝男
「僕は確信してるよ。絶対にうまくいくよ。このシステムは、後世に残る名機になるよ。ケンも最高の経営者に
なるよ。すべてうまくいくさ」

その後のPDP-11の売れ行きは爆発的で、DECも急成長しました。しかしそれからの数年間でメモリの技術は我々の予想をはるかに
越えるもので、あっという間にユニバスのアドレスを使い切ってしまいました。

アドレスの限界とシステムの高速化を解決する手立てを考え、ついにメモリをユニバスから切り離し、CPUに直結のメモリバスで制
御し、アドレスのセグメント化でメモリの拡充をはかると言うことを繰り返し、1975年にPDP-11/70を発表した時には「16ビットで
は限界だ」ということをみんなが感じ取っていました。
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PDP11のアドレス拡大、もっとメモリを
(複雑なセグメント化への道)

ではなぜ16ビットでは限界か…。PDP-11/70を例に説明しましょう。

PDPシリーズがいろいろな分野で利用されると、より多くのメモリが必要となりました。

最初は124Kワード(18ビットアドレス)まで推し進め、これと上位互換性を保ちつつ、ついに2Mワード(22ビットアドレス)まで拡大して
きました。

この方法は基本的に16ビットのアドレスに最大16ビットのページレジスタを重複させ加算して22ビットアドレスを得ます。この方法
はIntelの採用しているセグメントによく似ています。

PDP-11ではマルチユーザー、タイムシェアリングを可能にするためにメモリ保護などの機構があり、カーネル、スーパーバイザー、ユ
ーザーの三つのモードがサポートされています。

PDP-11は高速化、大容量化するにつれて従来システムバスであったユニバスが、メモリを切り放し、I/O専用のバスになりました。

メモリにはもっと高速の専用バスを設けました。124Kワード以上はユニバスには接続できません。

PDP-11/70においては、ユニバスはI/O専用となりメモリはCPUに直結されています。アドレス構造がいかにもいびつになっているのが
図16からもわかると思います。

図16：PDP-11/70のブロック図

なぜいびつか？

それは、ユニバスからDMAを用いても、18ビットでは22ビットのメモリ領域を指定できないので、ユニバスMAPというアドレス変換機
能を用いて22ビットに変換する必要があるのです。

またPCは16ビットなのにメモリは22ビットで、ここでも変換が必要になります。16/18/22ビットのどのモードで動いてるかと言うこと
もアドレス変換に影響します。さらに考えるとほかにもいろいろな問題がでてきます。
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32ビットスーパーミニコンは驚異のマシン

ケン
「勝男、もうPDPではこれ以上大きなアプリケーションの開発は望めないし、メモリも大容量にするにはアドレ
スの限界がある。32ビットに移行しよう。一時も早く開発に取りかかろう。もう時代は32ビットを欲してるよ」

僕もこの意見には賛成だったので、早速アーキテクチャの検討に入った。

まずどのような記憶方式を採用したらよいか、これには32ビットアドレスを四つに分けて、これらを実メモリに対応させる仮想記憶方
式を採用しました。

またどのようなレジスタ型式、どの位の性能のバスにするかなどの検討に入りました。

このプロジェクト名は"STAR"と決定し、CPU、メモリ、ユニバスアダプタ、マスバスアダプタ、クラスタコントロールアダプタが一つ
の高速なバスを介して、ゆるやかに結合する方式のものにしました。

そしてOSの開発はPDP上のエミュレータを用いて行い、1977年、ついに32ビットスーパーミニコンVAX11/780が発表されました(写
真5、図18)。

写真5：VAX11/780

図18：VAX11/780のブロック図

VAXはVirtual Address eXtentionの略で、OSはVMS(Virtual Memory System)と命名しました。

このマシンは、PDP-11のように小さいアドレスをメモリマネジメント機構でゲタをはかせて、いびつに拡大するのではなく、32ビット
という広大な仮想の空間でプログラムを考え、これを実在する実メモリに512バイトのページ単位に対応させながら動作させる仮想記
憶方式を採用しています。

すべての汎用レジスタは32ビットで、メモリのアクセスは64ビット単位になっており高速性を追及しています。
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PDP11はどこへ(互換性をどうしたか)

VAXを開発するにあたり問題となったのがPDP-11の多くのアプリケーションをどのようにするかと言うことでした。これは簡単にはい
きませんが、PDP-11の互換モードで解決しています。

VAX11の11がPDP11互換性をハードウェアで有していることを意味しています。このことによりアプリケーションがわずかな変更で簡
単に互換モードで走らせられ、また新しいアプリケーションはVAXネイティブモードで開発するといったように、非常にスムーズ
にPDP-11からVAX11への移行ができました。

数年もすると、ほとんどのアプリケーションがVAX11に移行できたため、VAXから互換性を意味する11という数字がはずされたシステ
ムが提供されるようになりました。

今までPDP11のユニバスやマスバス用に開発された周辺機器はどうなったのでしょうか？ これもユニバスアダプタやマスバスアダプタ
を付けることで使用可能になっています。

VAX11/780はシステムコンソールとしてLSI11と呼ばれるマイクロコンピュータを持ち、いろいろな診断機能を肩代わりさせていまし
た。

VAX11/780は非常に高速13.3Mバイト/秒で動作するSBI(Synchronous Backplane Interconnect)と呼ばれる同期式バスを採用しました。

SBIの外観

SBIにつながるCPU、メモリ、各種コントローラはNEXUS(ネクサス)と呼ばれすべてがコンピュータのように独立して動作するように
なっています。

SBIバスは形をかえ1チップ化されBIバスとなり後の高性能VAX8200のバスとして使われていきます。1986年のことです。

なんともう17年もたってしまったのかと思うと、いろいろな思い出が走馬灯のように僕の心の中を駆け巡りました。
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なんと百数十台の端末をサービスした

1977年から1984年位まで、VAX11/780が市場に数多く出荷されました。

VAX11/780は主記憶は最低512Kバイトから最大16Mバイトまで、キャッシュメモリは8Kバイト、CPUは縦横40センチ、30センチ位の
大きさのモジュール20枚で構成されました（写真７）。

写真7:VAX11/780のCPUボード

VAX11/780のCPUボード CPUボードの拡大写真
TTL ICで構成されている

メモリやその他のコンとーローラを含めると縦1.8メートル、横2メートル、奥行き1メートル位のキャビネットに納められ、1MIPSの性
能をもつ、当時としては最高のスーパーミニコンでした。

外部記憶装置は数十Mバイトから数百Mバイトの取り外し可能なものでした(重さ10数キログラム位で、直径30cmの円盤を10枚くらい
重ねたものでリムーバブルパックと呼ばれてた)。

そしてなんと、端末を百数十台も接続してそれなりのリアルタイム性能でエディタやアプリケーションなどを使用していました。

これにはユニバス上にインテリジェントなコミュニケーションコントローラを複数台つなぎVAXの負荷を軽くして端末の制御を行いま
した。

この時代に非常によく用いられたビデオ端末がVT100と呼ばれ、現在でも世の中のいろいろなターミナルアプリケーションの標準とも
なっています（写真8）。

写真8：VT100

サードベンダーからパソコンのモニタ上で動作するVT100エミュレータやVT互換端末等も発売されています。VT100のキーボードレイ
アウトを図17に、文字を表２に、仕様を表３に示します。

MIPSの起源

この頃になるとVAXのメモリや周辺機器の互換機メーカーが多数出現しました。

皆さんはVUPS(VAX UnitPerSecond)という言葉を耳にした事がありますか？ コンピュータの性能比較を行なう書物には必ずある名
称です.

これはシステムの性能をVAX11/780を1として計るときに用いられます。またVAX11/780は約1MIPS(MillionInstructionPerSecond)と
されています。

現在ではパソコンやワークステーションの性能を計る単位でSPECint/SPECfp等が採用されていますが、これらの単位もVAXを基準
としています。

VAXもまたPDP11と同じように小型化の道をたどります。そしてながーい繁栄がDECに訪れます。
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マイクロプロセッサとパソコンの台頭

マイクロプロセッサの誕生

1988年の非常に寒いある日、ケンがマイクロプロセッサについてどう思うか、PCの性能は、価格は等と聞いてきた。それについて
僕はいろいろなメーカーのものを使っていたので即座に答えました。

勝男
「そうだね、まず初期の頃からどうだったのかを見て見よう。まずPDP-11が出た1970年にはケンも知ってると
おり、マイクロプロセッサなんてまだなかったよ。

世界初の4ビットマイクロプロセッサ4004(Intel)がでたのは1971年で、72年には8ビットの8008、73年
に8080、74年に6800(Motorola)が出て、75年には6502(MOS Technology 後にAppleIIに採用された)、1976年に
はZ80(Zilog)、8085などが出てきたよ。

まだPDP-11が全盛の時さ。そして1977年にVAXが出て、その翌年にやっと16ビットマイクロコンピュー
タ8086(Intel)が、1979年には68000(Motorola)が発表されたんだ。68000は既に32ビットの内部レジスタを持っ
ていてびっくりしたよ。

82年に80286、83年に68020、もうその後の発展はケンも知ってるとおりだよ。でも当初8086はアドレスがセグ
メントを使っていてすごくいびつでいい印象はなかったな。将来は68000系が主流だと思ってたんだ
が。IBMがIntelの8088を採用したためパソコンの主流になれなかったんだ。 」

パソコンの誕生

1970年代も終わりになると、パソコンやマイコンということばが使われはじめたんだ。 ケン、なんとAppleIIというパソコン
がVAXの生まれた1977年に出たんだ。8ビットMPUで6502を使い、メモリは48Kバイト、143Kバイトの5インチ片面フロッピディス
クドライブ、白黒モニタを付けて100万円(本体価格は約40万円)もしてたんだ。

でも、フロッピディスクはもう素晴らしいスピードでデータをアクセスしたいたんだ。一度使うともう病み付きになりますよ。

そういえば、その頃はディスクも値段が高いんで、書き込み許可用の切り込みが右上に5ミリ位の大きさで入ってるんですが、それと
同じものを左側に切ってやると、なんと片面のディスケットが両面とも使用可能になるんですよ。

それを当て込んだ業者が、「切り込み専用カッター」なんてものを結構な値段で売り出してたなあ。金のない僕なんかハサミを使っ
て切り込みを入れたものですよ。

その当時のロードデバイスはカセットテープ、例の音楽を聞くのと同じのがプログラムやデータの保存や読み込み用のデバイスとし
て使われてて、フロッピディスクを個人で使うなんてもう贅沢の最たるものでしたよ。ところでケンはパソコンは使わないの？」

ケン
「もっと高性能なら使ってもいいが、私としては、ビジネスとして成り立つか、利益をどうあげるかという問題
のほうに興味があるね。もしうちが参入するとしてもまだまだ先になると思うよ」

勝男
「ふーん。僕のApple上ではMicrosoft製Z80カードを付けてCPM56というOS(Digital Research)が動作してるん
だよ。

これがすごくって既に表計算ソフトVisicalc、BASIC、FORTH、Fortran、COBOL、LISP、SmallTalk、それ
にChoplifterっていう戦闘ゲームなどありとあらゆるソフトが走っていて、それらを買うだけでも小使いが吹っ
とんでしまいますよ。

僕がまだ『パソコン青年』と呼ばれている頃でしたね。

これから数年後日本ではPC9801と呼ばれるパソコンが登場します。

ちなみにわが家では、AppleII、PC9801F2、Mac512など昔のマシンが今でもすこぶる快適？に動作しています
よ。ケン、一度見にきませんか？それを見たら、必ずこれは商売になるとケンも納得しますよ」

ではということでケンは友人4人を連れてくることになった。

当日私は4人を見て驚きました。例の会社の4人ではないか。

イブム・アムダンにどう仕事は聞くと彼は、今は夢を実現してコンピュータを製造して るそうで、IBMの大型互換機で今はフュージ
ット・フェイカムと一緒にやってるという ことだった。 ニキーデ・ン・ニークは儲けた金で僕の使ってるPCを作ってるとのこと。
フュージット・フェイカムやイターキ・イタークも超大型からPCまで幅広く手掛けてる そうだが、PCではニークがやり手で困って
るとのことでした。

でも彼らを見てると様々な経験を積みながら夢を実現したなんて素晴らしい人逹だなと思った。

ところで前々から彼らの名前がどこかで聞いたような気がしてひっかかってい たのでスペルで書いてもらう事にした。

イブム・アムダンは”IBM・AMDAHL”
フュージット・フェイカムは”FUJITSU・FACOM”
ニキーデ・ン・ニークは”NICHIDE・N・NEAC”
イターキ・イタークは”HITACHI・HITAC”

と言う事だった. どうりでみんな昔から知ってたような感じがしたはずだ。私のコンピュータ人生にかかわるこの人達に感謝。

ケンも彼らを見て、DECもパソコンやるかと目を輝かしていました。

これが現実のものになるのは、この後数年の歳月が必要でした。そして時は瞬く間に過ぎ、DECも僕も非常にいろいろな経験を積ん
でいきました。

そして僕は久しぶりに日本に帰る事になりました。時は既に1995年のはじめのことです。
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32ビットから64ビットへ、Alphaチップの到来

日本での生活も落ち着きを取り戻しつつあったある日、アメリカにいた時からずーとファンで、僕の技術の宝庫であったトランジッ
ト技術から、Alphaチップについて記事を書いてくれないかと依頼が来ました。そこで1週間で約30ページも書いたら、担当者が各
社1ページずつでいいんですよだって。

僕は気を取り直して、では後日50ページくらいの 「DECの主張、初心者向けAlphaと他社RISCアーキテクチャ徹底比較特集」をやり
ましょうと言ったんだが聞いてもらえるかな？

そして30ページを1ページに圧縮したAlpha解説記事ができ上がりました。

DECはPDPからVAX発売以来1990年頃までミニコンメーカーとして知られていました。

また、VAXは32ビットスーパミニコンのベストセラーとして有名でした。VAXアーキテクチャはVAXtationと呼ばれるワークステーシ
ョンにも採用され同じVMSが動作します。

CISC型コンピュータVAXとしてこれ以上の性能向上には様々な困難がつきまとうためDECはアーキテクチャを一新した64ビット
のRISC型チップAlpha(21064)を1992年9月に発表しました（写真9）。

写真9：Alpha 21064

このチップは200MHzで動作、170万トランジスタを集積、8Kバイトの1次命令キャッシュ、8Kバイトの1次データキャッシュを内
蔵、外部データバス128ビットで2命令同時実行が可能な高性能なチップです。

できるだけ不要な回路は省き、周波数を上げて最高のパフォーマンスが得られるようにし、スーパースケーラ/スーパーパイプライン
を採用しました。

ソフトウェア互換性を保持した21164は、300MHzで動作、930万トランジスタを集積、96Kバイトの2次キャッシュまでも内蔵、4命
令同時実行が可能なチップです。330SPECint、500SPECfp、1200MIPS、600MFLOPSという性能です。
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