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コンピュータリテラシ実習 第 5 週 Web ページの作成 

藤澤 誠 

 

 

1. Web ページ公開の準備 

Web ページを公開するには，何らかの方法で作成したファイルを Web ページ用のスペースに置けば

よい．筑波大学全学計算機システムの場合，利用申請を行うことで Web ページを公開できる．利用申請

を行うには，http://www.u.tsukuba.ac.jp/ に Web ブラウザでアクセスし，左のメニューから「各種設定・

確認」 → 「Web ページ・CGI の公開」をクリックする．表示されたページの「Web コンテンツの公開

申請」のところの「利用者システム」リンクをクリックすると図 1 に示す認証ページが出てくるので，

統一認証ユーザ(s+7 桁番号)とパスワードを入力する． 

 

図 1 : 認証ページ 

利用者システムにログインできたら，「Web サーバの利用を申請する」をクリックする．次に図 2 のよ

うな画面が出てくるので，左上の User ID に自分のユーザ名(s+7 桁番号)が書かれていることを確認し，

さらに利用条件を読んで理解したら，「ガイドラインを読み，理解した」にチェックを入れて，「ガイド

ラインに従う」をクリックする(ガイドラインを一番下までスクロールしていないとチェックできないの

で注意)．「Web サーバの利用申請」画面で Web サーバのディレクトリを確認し，「申請する」ボタンを

クリックし，確認ウィンドウで「実行」をクリックすれば Web サーバの利用申請は完了する． 

 

図 2：ガイドライン確認 

http://www.u.tsukuba.ac.jp/
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2. 画像のみの Web ページを公開する 

全学計算機システムの場合，自分のホームフォルダの下に「www」という名前のフォルダがある．こ

の www フォルダに作成したファイルを保存するだけで公開される．この www フォルダは目の前のパ

ソコンと Web サーバとが共有している特別なフォルダである． 
 

 自分で作成した画像ファイル (abcd.gif とする) を www フォルダに保存し，ブラウザの URL に 
http://www.u.tsukuba.ac.jp/~s1899999/abcd.gif 

と指定する(画像ファイルは例えば第 1 回目の授業で作成したものを使ってみよう)．なお“~”（チルダ）

はキーボード右上にあり，後述のように半角文字で入力する．s1899999 の箇所には自分の統一認証 ID(実
習室の PC にログインするときのユーザ名)を入力すること．すると Web ブラウザの画面に画像が表示さ

れるはずである．念のため，友人に確認してもらおう．その結果が OK なら，その Web ページは世界中

からアクセスできるようになっている．同じ結果でも，自分以外からも見えるというのが大違いである． 
 これで Web サーバの仕組みが分かったことと思う．基本はこれだけである． 

注意しなければならないのは，Web ページは世界へ公開するため，URLを構成する文字(ファイル名な

ど)は半角英数字(a，b，c，1，2，3 など)を用いなければならないことである．全角文字(ａ，ｂ，ｃ，

１，２，３，あ，い，う など)を使ってはならない．即ち，先ほどの画像ファイルを「山田太郎作.gif」
などとして www フォルダに保存してはならない(日本語URLもあるがフォルダ/ファイル名部分の全角

文字は”%E3%83%AA”などのように半角にエンコードされて表示されてしまう)． 
wwws というフォルダもあり，こちらにファイルを置いた場合は上記の URL の最初の部分を https://

に変更するとアクセスできる．https の場合，Web サーバと Web ブラウザ間の通信が SSL/TLS という

方式で暗号化される．また，www フォルダ内の local_only フォルダにファイルを置いた場合は学内のみ

アクセス可となる．全世界に公開したくない場合はこちらを利用しよう．ただし，その場合の URL は 
http://www.u.tsukuba.ac.jp/~s1899999/local_only/abcd.gif 

となることに注意． 

 

 

3.  HTML 文書を作成する 

HTML(Hyper Text Markup Language)を使って記述することにより，文書，画像，他のファイルへの

リンクなどを組み込んだ Web ページを作成することができる．ここでは，もっとも単純な HTML ファ

イルを作成しよう． 
HTML による Webページの作成法については「情報(実習)の手引き」の第 7章をよく読んで参考にしよ

う！ 

 
HTML はタグと呼ばれる”< >”で囲まれた命令を使って表示方法を指定する．タグは，基本的には次の

ような形で始まりと終わりを記述する．これらのタグを使い分けて記述することにより，Web ページを

作成していく． 
 

<TAG> ・・・</TAG> 
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メモ帳（[すべてのプログラム]→[Accessories]→[メモ帳]）を使って，次のような内容の文書ファイル

を作成してみよう． <html> などはいずれも半角文字で入力すること． 
 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<html lang="ja"> 

<head> 

  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Shift_JIS"> 

  <title>はじめての HTML</title> 

</head> 

<body> 

  <h1>はじめての HTML</h1> 

  <p> 

    今日は晴れだ． 

  </p> 

  <hr> 

  <p> 

    コンピュータリテラシ実習は楽しい． 

  </p> 

</body> 

</html> 

 
ファイル名を半角英数字で index.html，ファイルの種類は「すべてのファイル」，文字コードは「ANSI」

として保存しなさい．Windows ではどのようなアイコンが表示されるか，またこのファイル index.html 
を Web ブラウザで表示する(ファイルを Internet Explorer, Chrome, Firefox などのウィンドウにドラッ

グ&ドロップ)とどうなるか? なお，最低限必要な HTML 要素は<html> </html>である． 
 

 
 
 
＊様々な HTML マークアップ要素の例 

Internet Explorer のようなブラウザは制御語(HTML マークアップ要素)が入ったファイルを読

み込むと，それを HTML(Hyper Text Markup Language)とみなして整形してくれる．HTML マー

クアップ要素は大文字・小文字を問わないが， 半角英数字で入力すること(決して全角文字で入力し

てはならない）．メモ帳を用いて，以下のマークアップ要素をいくつか追加してはファイルに保存し，

Internet Explorer でファイルを表示という操作を繰り返し，マークアップ要素の働きを確かめなさ

い． 

出席チェック(火曜日)： Webで公開した加工画像及びこの文書を，TAに確認してもらおう． 
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<html> </html>  HTML 文書であることを宣言 
<title> </title>  HTML 文書のタイトル(ブラウザのウィンドウに表示される) 
<head> </head>  HTML 文書の前文 
<meta>   HTML 文書の情報(メタ情報)を指定する 
<body> </body>  HTML 文書の本体 
<br>   改行 *1,*2 
<p> </p>  段落分け．次の段落との間に空行が入る 
<hr>   罫線 *2 
<b> </b>  ボールド(太字体) 
<i> </i>   イタリック(斜体) 
<tt> </tt>  タイプライタスタイル 
<strong> </strong> 強調スタイル 
<h1> </h1>  レベル 1 ヘッディング(文字のサイズに注意) 
<h2> </h2>  レベル 2 ヘッディング 
<ol> </ol>  番号付きリスト(箇条書き)，下記の<li>タグと組み合わせて使用 
<ul> </ul>  番号なしリスト，下記の<li>タグと組み合わせて使用 
<dl> </dl>  用語解説用の定義リスト 
<dt> </dt>  定義項目 
<dd> </dd>  定義記述 
<li> </li>  <ol> <ul> の項目．<ol><ul>と組み合わせて， 

    <ol> 
     <li>項目 1</li> 
     <li>項目 2</li> 
   </ol> 
   のようにすることで箇条書きにすることが可能 
<pre> </pre>  プリフォーマットテキスト(そのままの表示) 

 
 
＊用語説明 

・URL（Uniform Resource Locator）： 
インターネット上に存在する情報資源(文書や画像など)につける識別子．インターネットにおけ

る情報の住所のようなもの． 
 

                                                   
*1 <br> で改行できるが，そのようにして「1 行」を決めたとしても，他の人の画面で「1 行」になる保証はないこと

に注意．画面が小さい人，ブラウザの画面サイズを小さくしている人のところでは複数行になってしまう． 

*2 <br>や<hr>のように終了タグがないものについては，XHTML(HTML の新バージョン)では，<br />や<hr />と書

くべきである．本実習では HTML4.01 を用いているので単に<br>,<hr>でも問題ない． 
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                                     URL 
 

http://www.tsukuba.ac.jp/koho/shortcuts/student.html 
 
     プロトコル       ドメイン       フォルダ   フォルダ      ファイル 
 
 ・プロトコル：ネットワークを介してコンピュータ同士が通信を行う上で，相互に決められた約束事

の集合．通信手順，通信規約などと呼ばれることもある．例えば人間同士が意思疎通

を行なう場合には，どの言語を使うか(日本語か英語か)，どんな媒体を使って伝達する

か(電話か手紙か)，といった取り決めが暗黙のうちに成されているが，コンピュータ通

信においてそれを決めたものがプロトコルである．プロトコルとしては http，ftp，smtp，
pop などがある． 

・ドメイン：インターネット上に存在するコンピュータやネットワークにつけられる識別子．右端の

jp や com をトップレベルドメイン，右から２番目の ac や co をセカンドレベルドメ

インという． 
・Web ページ：WWW システムを使ってインターネット上で公開されている文書．Web ブラウザに一

度に表示されるデータのまとまりで，テキストデータや HTML によるレイアウト情報，

文書中に埋め込まれた画像や音声，動画などから構成される．例えば筑波大学の概要

が記された http://www.tsukuba.ac.jp/gaiyo/index.html などは Web ページである． 
・Web サイト：1 冊の本のように，ひとまとまりに公開されている Web ページ群．例えば筑波大学の

ページ群 http://www.tsukuba.ac.jp/..... などである． 
・ ト ッ プ ペ ー ジ ： Web サ イ ト の 入 り 口 の Web ペ ー ジ ． 筑 波 大 学 で は

http://www.tsukuba.ac.jp/index.html がトップページに当たる． 
・スタートページ：ブラウザを起動した時，最初に表示されるページ．ただし Internet Explorer で

は昔の名残か「ホームページ」という名称で設定するようになっている（「ツール」→

「インターネットオプション」参照）． 
・ホームページ：元々はブラウザ起動時に最初に表示されるページの意味だったが，現在では様々な

意味で用いられている．Web サイトのトップページや，Web サイト全体，１枚の Web 
ページなどの意味で用いられることもある．紛らわしいので使わない方がよい． 

 

 

4. Web ページ作成の注意事項 

一般の利用規程では， Web ページに作成者を明記することになっているが，世界中から見えてしまう

ので，基本的にはプライバシーをさらさせないという考え方もある．しかし，実習としての都合上，学

籍番号(下 3 桁でよい)は必ず記入すること(コンピュータリテラシ実習の評価が確定するまで)．なお，住

所・電話番号などの個人情報は書かないこと． 
Web ページのコンテンツは，外部へ公開しても大丈夫であることを十分に確認してほしい．著作権を

侵害していない，表現や内容に問題がない，内容に責任が持てる，大学生として恥ずかしくない，とい
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った点は非常に重要なポイントである．テストとして，つまらないものを公開するのは別に恥ずかしい

ことではない．心配な人は直接 www フォルダに html ファイルを置くのではなく，一旦非公開の別のフ

ォルダに保存し，Web ブラウザに D&D すればローカル上で内容を確認できるので活用しよう． 
さて index.html を www フォルダに置いたら，ブラウザに 
http://www.u.tsukuba.ac.jp/~s1899999/ 
と入力してみよう(s1899999 の箇所には自分の ID を入力すること)．末尾に index.html と入力した場

合(即ち，http://www.u.tsukuba.ac.jp/~s1899999/index.html と入力した場合)と同じ画面が表示されるは

ずである．次に index.html を違う名前に変更してみよう．例えば homepage.html などに変更する．そ

して再び http://www.u.tsukuba.ac.jp/~s1899999/と入力し，どのような画面になるか見てみよう． 
index.html というファイルはそのフォルダ(ディレクトリ)のデフォルト(default: 利用者が何も操作や

設定を行なわなかった際に使用される，あらかじめ組み込まれた設定値．「初期設定」「既定値」なども

ほぼ同義)として機能するようになっている．従って http://www.u.tsukuba.ac.jp/~s1899999/と入力する

と index.html が 表 示 さ れ る の で あ る ． 逆 に 言 う と index.html が な い フ ォ ル ダ は 
http://www.u.tsukuba.ac.jp/~s1899999/と入力された場合，default がないのでサイトによって異なるが，

すべてのファイルをさらしてしまう場合もある．これはあまり格好よくないので，フォルダを作ったら

index.html も作っておくとよい． 
  
 
5. 画像を埋め込む 

HTML 文書中に画像イメージを埋め込みたい場合は，画像ファイルが abcd.gif なら 
   <img src="abcd.gif" alt="画像の説明"> 
という 1 文を HTML ファイルに挿入する．”画像の説明”の部分は画像ファイルが表示できないときに代

わりに表示されるテキストで，読み上げソフトで使われたり，点字で表現されたりする場合もあるので

適切なものを指定すること（HTML4.0 以降では必須）． 
先ほどの index.html に上記の 1 文を挿入した場合，HTML ファイルと画像ファイルは同じフォルダ

になくてはならない．HTML ファイルがある場所と異なるフォルダ，例えばフォルダ Pic にある画像フ

ァイル xyz.jpg を埋め込む場合は 
   <img src="Pic/xyz.jpg" alt="画像の説明"> 
とする．大きさを指定したい場合は， pixel 数または縮小率を用いて 
   <img src="画像ファイル名" width="123" height="456" alt="画像の説明"> 
   <img src="画像ファイル名" width ="60%" alt="画像の説明"> 
のように記述する．参照元の HTML ファイルが置かれている場所から，HTML の記述にしたがってア

クセスできることが重要である．HTML ファイルの場所が移動したら，参照しているファイルも移動さ

せる必要がある． 
自作でない画像を使用する場合は，その画像のある Web ページに出所・出典を明示する．なお Web

で標準的に表示できる画像は JPEG 形式， GIF 形式， PNG 形式である． 
 
 

http://www.u.tsukuba.ac.jp/%7Es1699999/
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6. リンクをつける 

<a href="URL またはファイル名"> 見出しとなる文 </a>  
という命令は，ブラウザで見たときに，アンダーライン付きで色が変わって 
   見出しとなる文   
となる．ここをクリックすれば，指定した URL(Uniform Resource Locator)またはファイルへ移動でき

る．このように複数の文書が密接に関連した文書を Hyper Text という． 
  URL またはファイル名は以下のように指定する： 
(1) http://www.u.tsukuba.ac.jp/  http で始まり / で終わる 
(2) http://www.u.tsukuba.ac.jp/~s1899999/index.html http で始まりファイル名で終わる 
(3) Page2.html http が付かず，ファイル名だけ 
(4) Pictures/MAST.html http が付かず，フォルダ名とファイル名 
(1)，(2)は URL による指定であり，世界中の URL が指定できる．多くのサーバでは， / で終わる URL 
が指定されたときは index.html を表示するようになっている．参照元の文書と同一のフォルダに移動先

のファイル Page2.html がある場合は(3)，フォルダ Pictures 内にファイル MAST.html がある場合は(4)
のような記述になる．一つ上のフォルダにあるファイルを参照したい場合は ../Page2.html のように”../”
をつけて指定する．フォルダ名とファイル名の大文字と小文字は区別される(別の名前とみなされる)ので

注意すること．日本語(全角文字や半角カタカナなど)のファイル名は使わないこと．なお，参照先はHTML
文書に限らず，テキストファイル，PDF ファイル，画像ファイルなど，表示できるものなら何でもよい．

ただし，例えば PDF ファイルの場合のように，ファイル形式によっては表示のために補充的なプログラ

ム(Plug in)が必要になる場合もある．また，見出しとなる文の代わりに画像を使うこともできる． 
 

 

7. 正しい HTML ファイルが書けたか各種ツールで検証し，正しければ署名する 

HTML が文法に合っているかをチェックするには： 
・ HTML Validation Service 

http://validator.w3.org/ 
・ Another HTML-lint gateway 

http://openlab.ring.gr.jp/k16/htmllint/htmllint.html 
などが役立つ．HTML Validation Service で Passed になるとか，HTML-lint で 100 点になれば，(内容

はともかく)文法的には文句なしである．多くの場合，文法的に問題があってもうまく動作するが，ブラ

ウザの親切(拡張解釈)をアテにせず，なるべく文法に沿って記述することを心がけよう．そうしないと，

「どこからでも読める」というメリットを生かせなくなる． 
正しく書けたら，その証として W3C のアイコンが入った署名をしよう(HTML Validation Service で

Passed になっていないならばつけないこと！)．<address>タグを使って例えば以下のように入力する： 
 

<address> 
   作者 ******<br> 
  このページはコンピュータリテラシ実習の課題として作成しました．<br> 

http://validator.w3.org/
http://openlab.ring.gr.jp/k16/htmllint/htmllint.html
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  作成日 2018/**/**<br> 
  最終更新日 2018/**/**  
</address> 
<p> 
    <a href="http://validator.w3.org/check?uri=referer"><img 
      src="http://www.w3.org/Icons/valid-html401" alt="Valid HTML 4.01 Strict" height="31" 
width="88"></a> 
</p> 

 
 
8. CSS を使って見た目を変える 

HTML ファイルは文書の構造を示しており，文章の見た目は CSS(Cascading Style Sheets)と呼ばれ

るファイルで制御できる．もちろん，HTML 内でもタグの属性で見た目を変えることは出来る(例えば，

<hr size=”10”>で罫線の太さを変えるなど)．しかし，文章全体で見た目を統一しようした場合，メンテ

ナンスのことも考えるとこの方法は現実的ではない．この際に使われるのが CSS である．CSS では文字

の大きさや色などの見た目を定義できる．例えば，メモ帳を開いて以下の内容を記述し，ファイル名

「style.css」として HTML ファイルと同じフォルダに保存してみよう． 
h1{ 
  color:red; 
  font-size:42px; 
} 

次に 3 で作成した HTML ファイルの<head>タグ内に以下のタグを追加する． 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
HTML ファイルを開き直してみよう．<h1>タグで指定したタイトル部分の文字の色と大きさが変化して

いるはずである．この指定は HTML 文章中の全ての<h1>タグに適用されるため，文章全体の見た目を

統一的に変えることが出来る．そのほかに HTML タグの属性に追加することで一部だけ見た目を変える

ことも出来る．CSS について詳しくは手引きの p.205～を参考にしてほしい． 
 

9. サーチエンジンで上位にヒットするようにする 

自社の商品ページなどがサーチエンジンで上位にヒットするかは，企業にとって死活問題である．サ

ーチエンジンの利用者はせいぜい結果の 3 ページ目までしか見ない．4 ページ目以降にしか現れないペー

ジは存在しないに等しい．サーチエンジンは，入力されたキーワード X に対して，以下のようなページ

を上位に出力する傾向がある： 
 
・多くの Web ページからリンクされている． 
・重要な Web ページ（公的機関など（.go.jp や.ac.jp））からリンクされている． 
・<title> タグ中にキーワード X が含まれている． 
・<h1> タグ中にキーワード X が含まれている． 
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・文書中にキーワード X が頻出している． 
・リンク先を表す文言 <a href>...</a> 中に X が含まれている．またそのような文言で他の Web ペ

ージからリンクが張られている． 
・頻繁に更新されている． 

 
このような傾向を利用して，検索順位が上がるようページに工夫を凝らすことを SEO (Search Engine 
Optimization)という．何かのキーワードで自分のページが Google でトップに出力されるよう工夫して

みよう． 
逆にサーチエンジンでヒットしないページにする場合は，<head></head>間に以下の１文を入れる． 

 
<meta name="ROBOTS" content="NOINDEX,NOFOLLOW"> 

 
不本意なキーワードで自分の Web ページがヒットしてしまう場合に使うことがある． 
 
 
- 注意事項 - 

 
(1) Web ページは誰でも自由に作って公開できる．従って Web ページを閲覧する場合は，そこに書かれ

ている内容が適切かどうか判断する必要がある．本や雑誌などは著者だけではなく，出版社のいろん

な人のチェックが入るが，Web ページはノーチェックであり，閲覧者の判断力が求められている． 
 
(2) HTML は文書の論理的な構造を規定する．文書の見てくれを整えようとして 1 行の文字数を決めた

りしても，HTML 文書を見る人のブラウザの画面サイズが同じだという保証はない．細かな体裁を決

めたりするのはナンセンスということがわかるだろう．また，行ごとに <br> を入れる者もいるが，

文の「構造」を示すのに必要かどうかよく考えること． 
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レポート課題 
以下の条件をすべて満たす Web ページ(1 ページ以上)を作り，トップページの URL を 

http://www.u.tsukuba.ac.jp/~s1899999/index.html 
として Web に公開しなさい． 

・タイトルタグ<title></title>が入っていること． 
・画像を含むこと，ただし著作権フリー画像(引用元を必ず記述)，もしくは自分で作成

した画像のみ． 
・他の Web ページへのリンクを含むこと． 
・箇条書き(リスト)もしくはテーブル(手引き p203 参照)を含むこと． 
・ブラウザのサイズを変えても表示が乱れないこと． 

  ただし，全世界に公開したくない場合は local_only フォルダを使って学内のみにしてもよい．そ

の場合は下記のレポートにその旨記述すること． 
また，メモ帳での出力(HTML ソースファイル)と Web ブラウザでの表示(整形後)を印刷して提

出しなさい．レポートには， 
(a) ページ作成に当たって工夫を凝らした点 
(b) 勉強して印象に残った点 

も書き添えなさい． 
なお，その Web ページが本当に何かの役に立つ場合は加点対象とする．何らかの情報を発信し

ているという程度の意味である．あまり凝る必要は無い．著作権上問題がある場合は教員から個

別に連絡するのですぐに修正すること(修正しない場合は大幅な減点となる)． 
 
レポート課題の提出先 

実習時間内に終わったら直接教官へ提出すること．実習時間内に終わらなかったら，学務係

前のレポート提出ボックスとする． 
〆切: 5 月 22日(火) 15時 30分 厳守!! 

なお公開した Web は採点のため，春学期の間はそのまま公開しておくこと． 
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