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高等学校「情報」教科の教材インストール手引き

１．教材の構成

教材は、教材テーマ名毎にマルチメディア教材があり、また各教材毎に汎用教

材が１つあります。電子教材の構成は表の通りです。

教材

No
教材名

テーマ

No
テーマ名 電子教材

1-1
コンピュータネットワークの情報

発信の取決め
マルチメディア教材

マルチメディア教材
１

コミュニケーションのた

めのコンピュータネット

ワークの活用 1-2 電子メールの仕組みと活用
汎用教材

2-1 音情報のデジタル化 マルチメディア教材

マルチメディア教材
２

アナログ情報のデジタ

ル化
2-2 画像情報のデジタル化

汎用教材

マルチメディア教材
3-1

Web ページの構造と表示の仕

掛け 汎用教材
３

Web ページによる情報

発信とルール
3-2

Web ページのデザインと情報

発信のルール
マルチメディア教材

マルチメディア教材
4-1

電子商取引による情報社会の

変化 汎用教材
４

情報社会の生活の変

化－電子商取引を例

にして－ 4-2
情報社会（電子商取引）への参

加と課題
マルチメディア教材

マルチメディア教材
5-1 アルゴリズムとシミュレーション

汎用教材
５

問題の解決とデータの

活用

5-2
データベースによる情報の整

理と活用
マルチメディア教材

マルチメディア教材
6-1

データの処理と入出力の仕組

み 汎用教材６
コンピュータのメカニズ

ムを知る
6-2 プログラム実行の仕組み マルチメディア教材

7-1 情報の統合的な処理 マルチメディア教材

マルチメディア教材７
情報の統合的な処理と

伝達 7-2 情報伝達の工夫
汎用教材

マルチメディア教材
8-1 情報通信ネットワークの仕組み

汎用教材８
情報通信ネットワーク

の技術
8-2 情報通信技術と安全性 マルチメディア教材
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２．教材の動作環境

　教材は、下図のような教室の LAN 環境で Web サーバにインストールして活用

します。生徒はパソコンで Web ブラウザを活用し、Web サーバにアクセスして

教材を利用できます。

　

下記の内容は、教材の動作環境です。

ハードウェア ソフトウェア

Web サーバ PC/AT 互換機
Ｐｅｎｔｉｕｍ400MHz 以上推奨

RAM:128 以上推奨

ハードディスク100MB 以上の

空き領域必要

Windows 98
Web サーバーソフトウェア(HTTPD)
Java Development Kit（以下 JDK）

1.1.8 以降

Web クライ

アント

PC/AT 互換機
解像度 800×600ドット以上

（1024×768ドット推奨）

Windows 98
Internet Explorer4.0 以降が必須

（注）Web サーバーソフトウェアは各 Web サーバーソフトウェアの操作に依存

します。

学校の LAN

インターネット

Ｗｅｂクライアント

Ｗｅｂサーバ

教材の動作環境モデル
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３．サーバへの教材インストール方法

３．１　Web サーバの構築

（１） Web サーバソフトウェアをインストールします。

　

（２） JDK を必要とする教材は下記の表のとおりです。JDK を必要としない

教材を使用する場合は JDK をインストールする必要はありません。

教材

No
教材名

テーマ

No
テーマ名

JDK が必要

なもの

1-1
コンピュータネットワークの情報発信の取決

め
○

１

コミュニケーションの

ためのコンピュータネ

ットワークの活用 1-2 電子メールの仕組みと活用 ○

2-1 音情報のデジタル化 ○
２

アナログ情報のデジ

タル化 2-2 画像情報のデジタル化 ○

3-1 Web ページの構造と表示の仕掛け ○

３
Web ページによる情

報発信とルール 3-2
Web ページのデザインと情報発信のルー

ル
○

4-1 電子商取引による情報社会の変化 ×
４

情報社会の生活の変

化－電子商取引を例

にして－ 4-2 情報社会（電子商取引）への参加と課題 ○

5-1 アルゴリズムとシミュレーション ○
５

問題の解決とデータ

の活用 5-2 データベースによる情報の整理と活用 ○

6-1 データの処理と入出力の仕組み ○
６

コンピュータのメカニ

ズムを知る 6-2 プログラム実行の仕組み ○

7-1 情報の統合的な処理 ○
７

情報の統合的な処理

と伝達 7-2 情報伝達の工夫 ○

8-1 情報通信ネットワーク の仕組み ×
８

情報通信ネットワーク

の技術 8-2 情報通信技術と安全性 ×

（３） Java Development Kit（以下 JDK）1.1.8 以降をＣドライブの下にイ

ンストールします。

３．２　教材のインストール

（１） ＷｅｂサーバマシンのＷｅｂページ公開用のディレクトリに教材をコ

ピーするための ipa ディレクトリを作成します。

［例］Web ページ公開用のディレクトリを[c:¥電子教材]としたとき

→[c:¥電子教材]の下に ipa ディレクトリを作成します。

（２） ダウンロードして解凍した「教材」及び「共通使用するファイル」を

ipa ディレクトリにコピーします。
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（３） Web サーバソフトウェアの設定で、教材をコピーした ipa ディレクト

リを/ipa という「仮想ディレクトリ」に設定します。

３．３　インストール時の注意

（１） ディレクトリの名称[ipa]は変更しないでください。

（２） JDK は[c:¥の直下]（デフォルト）にインストールします。

　（３）bat ファイルにサーバーマシンの ip アドレスを書き換える必要がある

ものがあります。

　　　これらの教材を使用する場合は、[例]を参考にして書換え(＊)てください。

教材テーマ バッチファイル［ipa¥bat¥runbat］

３－１ 3-1file.bat 3-1save.bat 3-1load.bat

３－２ 3-2file.bat 3-2save.bat 3-2load.bat

７－１ 7-1file.bat 7-1save.bat 7-1load.bat

７－２ 7-2file.bat 7-2save.bat 7-2load.bat

　　　　　　(＊)バッチファイルの属性が「読み取り専用」になっていないか確認し、

　　　　　  　 その場合には「読み取り専用」属性を解除します。

［例]用意したWebサーバーマシンのipアドレスが192.168.146.160の場合、

　　7-1file.bat上で右クリックし、「編集」を選びます。

set CLASSPATH=.;C:¥JDK1.1.8¥lib¥classes.zip

path=%path%;c:¥jdk1.1.8¥bin

cd ..¥..¥7-1¥7-1-3

java fileServ 192.168.146.150

　　　　　　　　192.168.146.160

　　上書き保存します。

３．４  教材４－２のインストール方法

    （１） 教材４－２インストール手順

教材４－２をダウンロードして解凍した４－２フォルダー中の"lib"の
フォルダーを、サーバーマシンの"C:￥"の下に移します。

　（２） 教材４－２設定

"ipa￥4-2"の下の"index.html"のファイルを

テキストエディタ（notepad 等）で開き、

　　　<A HREF="http://127.0.0.1:800/system/MakeUser.po">インターネット

ショッピングの擬似体験</a><br>
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という行の"127.0.0.1"という部分を使用するサーバーマシンの IP アド

レスに変えます。

４．教材の起動方法

各教材の「使用の手引き」をご覧ください。
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