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０．はじめに（ホームページの作成について） 

 インターネットの急速な普及によって、情報提供や情報収集の手段として、ホームペー

ジの利用が広まってきました。ホームページでの情報の表現方法には色々な手法が使われ

ています。 
・ 文字情報 
・ 静止画像 
・ アニメーション 
・ 音声やビデオ画像 
アニメーションや音声、画像は専用のソフトウェアを使って製作・編集します。 
 
ホームページには、スクリプトを使って情報を動的に生成したり、利用者からの入力を

受けるようなページがあります。 
・ サーバサイドスクリプト（Webサーバ側で実行するスクリプト：CGI、ASPなど） 
・ クライアントサイドスクリプト（ブラウザを実行するコンピュータにダウンロードして

実行するもの：JavaScriptなど） 
 
ホームページを作成する場合には、HTML という形式で情報を記述します。エディタや
ワープロを使って HTMLの形式に従って記述しますが、タグという決められた指示語を入
れる必要があります。そこで、この作業を簡略化するために、ホームページを構築するた

めのソフトウェアがあります。 
 
この講座では、ホームページを作成するための基本を習得することを目的とします。そ

のため、発信する情報は文字情報を基本とし、画像は予め用意したものを使用する程度に

とどめます。また、ホームページ構築ツールは基本的な機能のみを利用し、実際に必要と

なるタグという指示語を基本に解説をします。 
利用者からの情報を受け取る「フォーム」や、動的に情報を生成する「スクリプト」につ

いては、紹介程度にします。 
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１．Ｗｅｂによる情報発信 

１．１  Ｗｏｒｌｄ Ｗｉｄｅ Ｗｅｂ(WWW)とは 
 直訳すると「世界中に張り巡らされた蜘蛛の巣」という意味になります。 インター

ネット上に分散しているコンピュータ資源を、リンクを使って関連づけることにより、

自由自在にコンピュータ間を移動して情報を参照することができることを意味します。

例えばＡさんが「私が生まれ育った日本について紹介します。アメリカの情報は、ニュ

ーヨーク在住のＢさんが紹介します。」というように、他の情報への行き先を指示するこ

とによって、参照する人はＡさんの持つ情報からＢさんの情報へ簡単に移動できる訳で

す。 

１．２  Ｗｅｂの仕組み 
 Ｗｅｂにより情報を発信するコンピュータを「Ｗｅｂサーバ」と呼び、情報を参照す

るコンピュータを「Ｗｅｂクライアント」と呼んでいます。 
 コンピュータをＷｅｂサーバにするためにはサーバソフトが必要です。サーバソフト

には、ApacheやWindows用の IIS(Internet Information Server)などがあります。 
 コンピュータをＷｅｂクライアントにするためにはブラウザソフトが必要です。ブラ

ウザソフトには、Internet Explorer や Netscape Navigatorなどがあります。 
 情報を発信するには、ＨＴＭＬ(Hyper Text Markup Language)と呼ばれる形式で記
述した情報をＷｅｂサーバに保存します。この情報はテキスト（文字情報）だけでなく、

画像や音声といったマルチメディア情報を扱うこともできます。ＷｅｂサーバはＷｅｂ

クライアントからの要求によってこれらの情報を送信します。 
 Ｗｅｂクライアントから情報を参照するには、ブラウザソフトでＷｅｂサーバのアド

レスを指定します。このアドレス表記にはＵＲＬ(Uniform Resource Locator)を使用し
ます。例えば総合情報センターのホームページのＵＲＬは、http://www.cc.u-tokai.ac.jp
です。先頭の http は相手のコンピュータとの通信方法を指示するもので、Ｗｅｂサー
バとＨＴＴＰ(Hyper Text Transfer Protocol)により通信をおこなうことを指示していま
す。 

 

この関係が世界中を結んでいる 

Ａさん 
Ｂさん 

アメリカの情報は、 
Ｂさんが紹介します。 

私がアメリカをご案内します。 
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１．３  情報発信をおこなう場合の注意 
 インターネットに接続されたＷｅｂサーバへ情報を保存すれば、世界中のどこからで

も参照される可能性があります。「見る・見ない」、「信用する・信用しない」は参照する

側の自由ですが、情報を発信する側は「何でも自由に発信して良い」訳ではありません。

法律に従うことは当然として、Ｗｅｂサーバを管理する組織により定められた決まりを

守らなければなりません。東海大学総合情報センターの場合は遵守事項を作成し、ホー

ムページや広報誌ＩＦに掲載しています。遵守事項に従って情報発信をおこなってくだ

さい。 
 
２．実習環境について 

２．１  Ｗｅｂサーバについて 
 実習用のＷｅｂサーバは、Windows 2000 ServerをＯＳとしたサーバコンピュータに
IIS(Internet Information Server)をインストールしたものを使用します。Ｗｅｂサーバ
にはこの講座用のフォルダを準備してあります。コンピュータ室からこのフォルダをド

ライブとして割り当てることにより、発信したい情報を簡単に書き込むことができます。 
 また、実習用のＷｅｂサーバですので、学外から参照できないように制限を設けてい

ます。この制限を行わないと外部からの参照が可能となるため、全く見ず知らずの人が

あなたのホームページを見てしまう可能性があります。 
２．２  Web サーバのフォルダ割り当て方法について 
各自のログイン名でログインし、［エクスプローラ］を起動します。 
［ツール］メニューから［ネットワークドライブの割り当て］を選択し、［ドライブ］に ”
Ｇ：” を指定します。［フォルダ］には、¥¥pubweb¥講座記号 と指定します。 

 
 この作業はログインするたびに必要な作業です。 

（メモ） 
［フォルダ］ 
¥¥pubweb¥            

２．３  情報の作成について 
 ＷＷＷで情報を発信するには、ＨＴＭＬ形式で情報を記述します。ＨＴＭＬは、文字

の大きさや色、画像の配置、リンクなどをタグによって指示します。この実習では簡単

にＨＴＭＬ形式で記述できるツールとして、GoLive というソフトウェアを使用します。 
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２．４  GoLive の基本操作 

（１）GoLiveの起動 
GoLiveを起動するには、スタートボタンをクリックし、［プログラム］［マルチメデ

ィア］［Adobe GoLive］の順に選択します。 
（２）新規サイトの作成 
初回の起動時に、新規サイトを作成します。ここにはホームページを作る際に使用す

る各種のファイルや設定が保存され、次回起動時に同じ環境で作業を継続することがで

きます。この実習環境では、作成したページを簡単に公開できるように、Ｇドライブに

割り当てたWebサーバへ新規サイトを作成します。 
 新規サイトを作成するには、［ファイル］メニューから［新規サイト］［新規作成］の

順に選択します。「新規

サイト名」には学生証番

号、「保存先」にはG:¥ を
指定し「フォルダを作成」

のチェックボックスをは

ずして［ＯＫ］をクリッ

クしてください。Ｇドラ

イブには、新規サイト名で指定したフォルダと、拡張子が.siteのサイトファイルが作成
されます。次回起動時からは、［ファイル］メニューの［開く］から各自のサイトファイ

ルを開くことで継続して作業をおこなうことができます。 
この作業により、Webサーバ上に各自のサイトが作成されますので、ページを保存し

た時点で、ブラウザから参照できるようになります。 
（３）GoLiveのウィンドウ 

パレット 

インスペクタ サイトウィンドウ 

ドキュメントウィンドウ 
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（４）ページの作成方法 
初めに作成するページは、index.htmlというファイル名にします。これは、URLに

ファイル名を指定しなかったときに自動的に開かれるファイルとして、一般的に

index.htmlが使用されるためです。GoLiveの起動時に、untitled.htmlという名前のド
キュメントウィンドウが開いていますのでこれを閉じます。サイトウィンドウにある、

index.htmlをダブルクリックして、index.htmlのドキュメントウィンドウを開きます。
ここにテキスト等を入力してページを作成します。 
（５）作成したページの確認方法 
ドキュメントウィンドウの［プレビュー］タブをクリックすると、ブラウザでどのよ

うに表示されるかを確認することができます。 
［ソース］タブをクリックすると、HTMLでどのように記述されているのかを確認

することができます。 
（６）作成したページの公開方法 
一般的には作業領域はローカルのコンピュータに作成し、公開するファイルのみを

Webサーバに転送します。この講座の実習環境では、Webサーバ上に直接ファイルを作
成しますので、ファイルを保存するだけで公開されたことになります。ページを保存す

るには［ファイル］メニューから［保存］を選びます。 
（７）終了方法 
 GoLiveを終了する場合は、［ファイル］メニューから［終了］を選択します。 
 

２．５ ブラウザでの参照方法 
 自分が作成した情報をブラウザで参照するには、次のように URLを指定します。 
 http://www-class.cc.u-tokai.ac.jp/講座記号/学生証番号/ファイル名 
 情報を書き換えた後は、ブラウザの［更新］ボタンをクリックすれば最新の情報が表示

されます。なお、他の人が作成した情報も参照することができますので、参考にするとよ

いでしょう。 

 

（メモ） 
講座記号： 
学生証番号： 
先頭ページのＵＲＬ 

  http://www-class.cc.u-tokai.ac.jp/   /        /index.html 
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３．基本スタイル 

 実習では自分の紹介をする簡単なページを作成することにします。 
はじめに、ホームページを作成する場合の基本的なスタイルについて説明します。実習

は GoLiveというソフトウェアを使って、ホームページの作成を容易にしていますが、この
ようなソフトウェアがなくてもメモ帳などを使って HTML 形式のファイルを作成すれば、
ホームページを作ることができます。そこで、これから紹介する各項目では HTMLで記述
する際の説明をしています。実習では、画面表示と HTMLでの記述を対応させて、基本的
な記述方法をマスターしてください。 
 
３．１  HTML の基本形式 
 GoLive を起動し、作成したサイトを開きます。サイトウィンドウから index.html をダ
ブルクリックして、index.htmlのドキュメントウィンドウを開きます。 
 先頭から「私のホームページ」と入力し、［ファイル］メニューから［上書き保存］を選

び、ページを保存します。2.5で説明した方法で、ブラウザから参照し正しく表示されるこ
とを確認してください。これにより「私のホームページ」と表示されるページが作成され

たことになります。 
 ドキュメントウィンドウの［ソース］タブを選択すると、どのようなＨＴＭＬ形式ファ

イルが作成されたかを見ることができます。HTML ファイルはタグと呼ばれる指示語で構
成されています。この画面で直接タグを入力することもできます。 
 

ソースタブ 
 

ページアイコン 
 

 6



 

（タグ－１） 
・<HTML>ではじまり</HTML>で終了します。 
・ページは<HEAD>から</HEAD>までのヘッド部分と、<BODY>から</BODY>ま
でのボディ部分から成ります。 

・ヘッド部分には、<TITLE> ～ </TITLE>によってタイトルを指定します。タイト
ルはブラウザで、現在どのページを見ているかが分かるように表示されます。 

・ボディ部分には、実際に表示させたい情報を記述します。 
・<P> ～ </P>は１つの段落を意味します 

 
 < >で囲まれた部分がタグです。１ページは<HTML>ではじまり</HTML>で終了します。 
 ここではタイトルを指定していないため、「Welcome to Adobe GoLive 4」がタイトルと
して設定されています。GoLiveでタイトルを変更するには、この文字の左側にある［ペー
ジ］アイコンをクリックし、インスペクタの［ページタイトル］を変更します。 
 
３．２  テキスト表示と改行 
 次のように文章を入力して、ブラウザで確認してください。 

 
 
文章は、意識的に改行させる場合以外は改行せずに記述します。表示する際には、ブラ

ウザにより画面のサイズに合わせて改行されます。意識的に改行させる場合は、Enter
キーもしくは、Shift キーを押しながら Enter キーを押します。両者の違いは、Enter
キーのみの場合は、段落を分ける意味で改行幅が広くなります。タグを確認すると、

<P></P>で囲まれています。Shift キーを押しながら Enter キーを押した場合は、単に
改行をおこなう意味で通常の改行が行われます。タグを確認すると<BR>が挿入されて
います。 

 

私は今、Webコンテンツという講座を受講しています。 
講座を修了したら、自分のホームページを作成して、世界中に情報を発信 
したいと思っています。 

Shift キ ー を 押 し なが ら
Enterキーを押す 

Enterキーを押す 

る 

 

（タグ－２） 
・段落は<P> ～ </P>で囲む 
・改行をさせたい場合は、<BR>タグを入れ
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３．３  文字列の配置 
 文字列を左右の中央に表示させたい場合は、段落の先頭にカーソルを合わせ［中央揃

え］のアイコンをクリックします。 
「私のホームページ」の部分を中央に配置してみてください。 

同様に［左揃え］、［右揃え］をおこなうこともできます。タグを確認すると、 
<CENTER>  </CENTER>で囲まれています。 

 

中央揃え 

左揃え 右揃え

（タグ－３） 
・中央揃えは、<CENTER> ～ </CENTER>でおこなう。 
・段落の配置は、<DIV  ALIGN="位置"> ～ </DIV> 
または、<P  ALIGN="位置"> ～ </P>でおこなう。 
位置は、中央：CENTER 左：LEFT 右：RIGHT で指定する。 

３．４  文字の大きさと装飾 
 文字列の大きさを変えて表示するには「見出し」を使用する方法と「サイズ」を指定

する方法があります。「見出し」は文字

通り文字列を見出しとして表示するた

めに使い、段落ごとに指定します。文字

列の大きさが変更されると共に太文字

表示されます。見出しを指定するには、

段落の先頭にカーソルを移動し［書式］

メニューから［見出し］を選択します。

［見出し１］から［見出し６］まで選択でき、数字の小さい方が大きく表示されます。 
 「私のホームページ」の部分を［見出し２］に設定します。 
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 文字列の一部について文字の大きさを変更する場合は「サイズ」を指定します。変更

する部分をマウスでドラッグして範囲を指定し［スタイル］メニューから［サイズ］を

選択し数字を選びます。サイズは数字が大きい方が文字も大きくなります。標準は３と

なっていますので、３より大きい数字を指定すれば通常の文字より大きく、小さい数字

を指定すれば小さくなります。「Webコンテンツ」の部分を 5に変更してみます。 
 文字のフォントやスタイルなど

の変更もこの［スタイル］メニュー

からおこなうことができます。 
 

 
 
 
 
 

３．５  文字の色を変える 
 文字の色を変える場合は、カラーパレットを使用します。カラーパレットで、図に示

すアイコンを選択してください。ここで色を選択します。 

色が決まったら、色を変更したい文字列をマウスでドラッグして選択し、カラーパレッ

トの左側に表示されている色の部分を文字列にドラッグ＆ドロップします。 
 

ここに値を直接入力する

こともできる 

このアイコンを選択する 

 
 
 
 

ここでマウスをクリックし、

文字列までドラッグする。 

 
 

 9



 

 
３

 

（タグ－４） 
・見出しの指定は、<Hn> ～ </Hn>でおこなう。nの部分には 1から 6までの数字が
入る。数字が小さいほど文字は大きくなる。 

・サイズの指定は、<FONT SIZE="n"> ～ </FONT>でおこなう。nの部分には 1から
7までの数字が入る。nが大きいほど文字が大きくなる。 

・文字を太く表示させるには、<B> ～ </B>でおこなう。 
・文字を斜体で表示させるには、<I> ～ </I>でおこなう。 
・文字色の指定は、<FONT COLOR="#rrggbb"> ～ </FONT>でおこなう。 

rrggbbは赤、緑、青の濃さをそれぞれ 00から FFまでの 16進数で表す。 

 

．６  水平線 
 文章の区切りなどで水平線を入れる場合は、オブジェクトパレットのラインアイコン

を使います。水平線を挿入したい部分へラインアイコンをドラッグ＆ドロップします。 

 水平線の長さ、太さなどを指定する場合は、インスペクタで指定します。 
［幅］の［％］指定は、ブラウザの横幅に対する割合になります。［高さ］は水平線の太

さをピクセル単位で指定します。  

（タグ－５） 
・横線を入れるのは、<HR>でおこなう。 
・線の長さは、<HR WIDTH="n">または<HR WIDTH="n%"> で指定する。 

"%"を指定した場合は横幅に対する割合になる。 
・線の幅は、<HR SIZE="n">で指定する。nはピクセル数。 
・線の位置は、ALIGNを使って、<HR WIDTH="60%" ALIGN="CENTER">の
ように指定する。 
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３．７  リスト 
 リストには「番号付きリスト」と「番号なしリスト」があります。「番号付きリスト」

もしくは［番号なしリスト］のアイコンをクリックし文章を入力します。Enter キーを
入力するとリストが追加されます。［リストレベルを下げる］アイコンをクリックすると

リスト入力が終了します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

番号付きリスト 番号なしリスト リストレベルを下げる 

（タグ－６） 
・番号付きリストは、<OL> ～ </OL>で指定する。 
・番号なしリストは、<UL> ～ </UL>で指定する。 
・どちらの場合でもアイテムの先頭には<LI>を指定する。 

４．リンク 
 文章中に他のページへの行き先を指定し、その部分をクリックすることによって目的の

ページを表示させることができます。これをリンクと呼びます。ホームページを作成する

際に、このリンクをうまく活用することが 1つのポイントになります。 
リンクはリンク先によって次のようなパターンがあります。 
・サイト内の別のページ（ファイル）へのリンク 
・他のサーバへのリンク 
・ページ内の特定の場所へのリンク 
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４．１ 別のページへのリンク 
 初めにリンク先となる新しいページを作成します。パレットで［サイト］タブを選択し

ます。［一般ページ］のアイコンをサイトウィンドウにドラッグ＆ドロップします。サイト

に新しいページ(untitled.html)が作成されますので、適当なファイル名(syokai.html)に変更
します。ファイル名を変更する場合は、ファイル名の部分を、間をおいて 2 度クリックし
てから新しいファイル名を入力します。 

 
 次に、サイトウィンドウで名前の部分をダブルクリックして、新しいページのドキュメ

ントウィンドウを開きます。ここでは、index.html の「出身地の紹介」をクリックしたと
きにこのページが表示されるようにリンクを作成しますので、それにふさわしい内容を適

当に記述してください。 
 内容を記述したら、［ファイル］メニューから［保存］をクリックしてファイルに書き込

みます。これで syokai.htmlというファイルが作成されました。 
 次の手順で、index.html にある「出身地の紹介」という文字列にリンクを設定します。
(1)リンクを設定したい部分をマウスでドラッグして選択します。 
(2)ツールバーの［新規リンク］のアイコンをクリックします。 
(3)［インスペクタ］にある［ポイント＆シュートボタン(@)］を、サイトウィンドウにある 
  syokai.htmlにドラッグします。 
 なお、［インスペクタ］にある［URL］の欄に直接 ”syokai.html” と、リンク先のファイ
ル名を記述することもできます。 
 これでリンクが設定されました。［上書き保存］をおこなってから、ブラウザで確認して

ください。 
 
 

サイトタブ 

一般ページ 
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４．２ 他のサーバへのリンク 
 ＷＷＷの面白さは、サーバからサーバへ渡り歩くことにあります。自分のホームページ

からお気に入りのページを紹介することで、自分の興味や考えを知ってもらうこともあり

ます。他のサーバへリンクするときは、そのページの URLを指定します。 
 ここでは、「4.総合情報センターのホームページ」を追加し、総合情報センターのホーム
ページ(http://www.cc.u-tokai.ac.jp/)へのリンクを設定します。 
 GoLiveではサイトウィンドウで外部参照の管理ができます。これを利用すれば、リンク
先の名前と URLがわかりやすく管理できます。はじめに、次の手順でサイトウィンドウに
外部参照を追加します。 
(1)サイトウィンドウの［外部参照］タブを選択します。 
(2)［パレット］で［サイト］タブを選択し、ここにある［URL］アイコンをサイトウ 
  ィンドウにドラッグします。 

(1)リンクを設定する文字列を選択する 

(2)新規リンクのアイコンをクリックする 

(3)ポイント＆シュートボタンをドラッグする 

サイトタブ 

※リンクを解除するアイコン 

URLアイコン 
外部参照タブ 
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(3)［インスペクタ］でこのページの名前と URLを入力します。 

 
 これで外部参照が追加されましたので、4.1と同じ手順でリンクを設定します。ポイント
＆シュートボタン(@)］をドラッグする先が、外部参照の名前になります。 
 これによって、「総合情報センターのホームページ」をクリックすると、大学のWebサー
バへ接続し、総合情報センターのホームページが表示されます。 
 

４．３ ページ内の特定の場所へのリンク 
 リンク先をページ内の特定の場所に設定する場合は「アンカー」を利用します。リンク

先の特定の場所に、アンカーによって名前をつけ、その場所にリンクするように設定しま

す。ここでは、index.html から syokai.html の特定の場所にリンクするように、アンカー
を設定します。 
(1)index.htmlと syokai.htmlを同時に編集できるように、両方のドキュメントウィンド 
 ウを開きます。 
(2)リンクを設定する文字を選択し、ツールバーの［新規リンク］のアイコンをクリック 
 します。 
(3) ［ポイント＆シュートボタン(@)］を、syokai.htmlのリンクしたい場所にドラッグし 
 ます。 
(4)錨のアイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると、［インスペクタ］の［名
前］に自動的に作成された名前が設定されています。この名前を、わかりやすい名前に変

更することができます。名前を変更した場合、リンク元の URLも自動的に更新されます。 

アンカーの名前はわかりやす

い名前に変更する 
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（タグ－７） 
・ 他のページへのリンクは、<A  HREF="パス名"> ～ </A> で指定する。 
・ 他のサーバへのリンクは、<A  HREF="URL"> ～ </A> で指定する。 
・ アンカー名は、<A  NAME="名前"> ～ </A>で指定する。 
・ アンカーへのリンクは、<A  HREF="#名前"> ～ </A>で指定する。 

 
５． 画像 
 画像を有効に使うことによって、文字だけでは表現できない情報を伝えることができま

す。また見た目にもインパクトを与えることができます。画像は、スキャナやデジタルカ

メラから取り込み、画像編集ソフトで加工します。画像ファイルは色々な形式があります。

ホームページに取り込む場合は、あまり大きなファイルサイズにすると表示するのに時間

がかかりますので、jpgや gifなどの形式に変換しファイルサイズを圧縮します。 
ここでは、予め tokai.jpgというファイル名で、共有しているフォルダの直下に画像を用意
してありますので、これを利用します。 
(1)サイトウィンドウでフォルダ名をクリックします。 
(2)［サイト］メニューから［ファイルの追加］を選択します。 

 

 

 
(3)［ファイルの場所］を G ドライブにし、一
覧から tokai.jpg を選択して［追加］［実行］
の順にクリックします。サイトウィンドウの一

覧に、tokai.jpgが追加されます。 
(4)パレットの［基本］タブを選択し、［画像］
アイコンを、ドキュメントウィンドウ上で画像

を挿入したい部分へドラッグします。 
 
 

(1)フォルダ名をクリックする 

(2)サイトメニューから 
［ファイルの追加］を選択する
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画像アイコン 

基本タブ 

 
(5)ドラッグした画像アイコンのインスペクタから、［ポイント＆シュートボタン］を 
サイトウィンドウにある画像のファイル(tokai.jpg)にドラッグします。 

 これで画像が表示されます。画像の大きさは画像をクリックし、表示された四画記号

をマウスでドラッグすることで変更できます。このとき、［Shift］キーを押したままドラ
ッグすれば、縦横比を変えずにサイズを変更できます。 
 また、インスペクタの［詳細］タブにある［Altテキスト］にこの画像の説明を入力す
れば、画像が表示できない場合に画像の説明を文字で知らせることができます。 

 

（タグ－９） 
・画像の挿入は、<IMG  SRC="画像のファイル名"  ALT=”説明”> でおこなう。
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６． テーブル 
 表形式の表示は、テーブルを利用します。ここでは、１週間の時間割表をテーブルで作

成することにします。 
 テーブルは、パレットの［基本］タブにある［テーブル］アイコンを、レイアウトエデ

ィタの表を挿入する位置へドラッグ＆ドロップします。最初の状態では３行３列のテーブ

ルになっています。 

 
 時間割表にするためにこのテーブルを６行

７列に変更します。変更する方法は、テーブル

のインスペクタの［テーブル］タブで、［行数］

を６に［列数］を７にします。 
 
 
 
 
 次に、一番上の行に曜日を、一番左の列に時限を入力し時間割表を作成します。このと

き、セルに入力した文字をセルの中央に表示させるためには、テーブルのインスペクタで

［セル］タブを選択し、［縦方向配置］［横方向配置］に［中央揃え］を設定します。 

テーブルアイコン 

基本タブ 

横方法の配置を

中央揃えにした

セルを選択 
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 各セルに適当な科目等を入力して、時間割表を完成させてください。なお、テーブル全

体の大きさは、インスペクタの［テーブル］タブにあるサイズの［幅］と［高さ］で変更

できます。各セルの大きさは、変更するセルを選択してから、インスペクタの［セル］タ

ブにある［幅］と［高さ］で変更できます。［幅］や［高さ］はピクセル単位で指定するか、

全体に対する割合(%)で指定します。これらを調整して、時間割表を見やすい形に整えてく
ださい。 

 
 インスペクタも［テーブル］タブでスタイルの［枠線の幅］を０にすると、表示した時

にテーブルの線が表示されないようになります。1ページ中に文字や図を揃えて配置したい
ときに、線を表示しないテーブルを利用します。GoLive では、［レイアウトグリッド］と
してこのような配置の機能を提供しています。 

 
７． 動的コンテンツ 
 予め作成してある情報を一方的に送るだけではなく、相手から情報を受け取ったり、状

況に応じた応答をするページを作ることもできます。実際に利用するためには、ＷＷＷサ

ーバの設定を変更したり、プログラミングの知識が必要となるため、ここでは一部につい

ての紹介にとどめます。 
 

セルを選択してからインスペクタで変更 

（タグ－１０） 
・テーブルは<TABLE BORDER> ～ </TABLE>で指定する。 
・１行は<TR> ～ </TR>で指定し、行中の列は<TD> ～ </TD>で指定する。 

７．１ フォームについて 
 ＷＷＷを使って情報を一方的に送るだけでなく、見た人から情報を受け取る場合にはフ

ォームを使って情報を入力する画面を作成します。フォームでは、自由に文字を入力させ

たり、予め用意した項目から選択させることもできますので、用途に応じて使い分けます。 
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入力された情報は、スクリプトなどのプログラムで処理方法を記述します。例えば、 
・特定の人へメールで転送する 
・データベースに蓄える 
・入力されたデータを処理して、その結果を返信する 
などです。 
 
７．２ スクリプトについて 
 スクリプト言語を使ってプログラムを作成しそれを実行します。プログラムをサーバ側

で実行する方法と、プログラムをクライアント（ブラウザでホームページを見ているコン

ピュータ）にダウンロードして、クライアント側で実行させる方法があります。 
 例えばＷＷＷを使ったオンラインショッピングの例を考えると、希望する商品情報をサ

ーバ上のプログラムで検索させて受け取ることができます。購入する画面では、希望する

商品や数量などを選択させ、クライアントにダウンロードしたスクリプトによって消費税

や送料を含んだ支払総額を計算させることができます。この計算はクライアントで行って

いるので、サーバ側へデータを送信する必要がないため、何回も計算をやり直す場合に有

効です。購入する商品が決まった時点で商品番号や数量、支払方法などの必要事項をサー

バへ送信し、注文を受け付けることができます。 
 
８． ホームページの公開について 
 ホームページを公開するには、自分のホームページを公開するために利用できるWebサ
ーバが必要です。そして、作成した HTMLファイルや画像などのファイルを、Webサーバ
の決められたフォルダ（ディレクトリ）に転送する必要があります。この実習では、実習

用のWebサーバを使い、Webサーバのフォルダを直接マウントしてドライブのように利用
しました。 
 総合情報センターでは、アプリケーションサーバ(bosei)にＷeb サーバの機能を持たせて
います。作成した HTMLファイルを boseiに転送するためには、ftpという機能を利用しま
す。具体的な手順については、総合情報センターのホームページにある「設定方法・利用

方法・Ｑ＆Ａ」の「ホームページの公開について」にある「ホームページの作り方・公開

方法」を参照してください。 
 自分が契約しているプロバイダ等で公開する場合は、公開する場合の決まりやサーバへ

の転送方法などの取り決めがありますので、それに従ってください。 
 
９． ＷＷＷの問題点 

 ＷＷＷは良いことばかりではなく、思わぬ問題を起こす可能性を秘めています。 
 他のページからリンクをしていなくても、URLを人に教えていなくても「外部から見る
ことができる状態」にしただけで、だれかが偶然発見したり、自動検索されたりして、知
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らぬ間に色々な人が見ている可能性もあります。また、今までは自分の考えを多くの人に

伝えることは、本を出版したり雑誌や新聞の記事にでもならない限り不可能でした。しか

し、ＷＷＷでは誰でも簡単に実現できてしまう可能性があります。 
 その結果、個人が簡単に不特定多数の人に対して情報を提供できるようになり、その内

容によっては社会的問題に発展する可能性があります。著作権問題、個人情報の漏洩、誹

謗中傷、詐欺などさまざまな事件がおきています。 
 また、Web によって情報を受け取る側も注意が必要です。出版物や各種の報道は組織的
に情報を提供しているため、ある程度は信憑性が確保されています。しかし、個人のホー

ムページはあくまで個人が発信している情報であり、信憑性は全く保証されていません。

Webによって得られた情報を鵜呑みにすることは大変危険です。Webを活用するためには、
情報を扱う能力といったものが必要になります。 
 
１０．Web コンテンツ 画像編・アニメーション編の紹介 

 総合情報センターのメディアテクノロジー講座では、Web コンテンツの基礎編以外に、
画像編とアニメーション編を開講しています。 
 画像編では、画像の作成・編集をおこない、より表現力の豊かなホームページの作成を

目指します。通常の文字では表現が限られていますので、文字を加工し画像として利用し

たり、デジカメなどで撮影した画像を編集して利用することができるようになります。 
 アニメーション編では、ツールを使ってアニメーションを作成します。文字や画像に「動

き」が加わりますので、よりインパクトのある表現が可能になります。 
 どちらのコースも、ホームページ作成のツールは、基礎編で利用したものと同じ GoLive
を利用します。 
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