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WWW の仕組みと HTML ファイル 
 

１．WWW（World Wide Web）の仕組みと基礎用語 

基本的な Web ページは、電子的な紙芝居のようなものである。通常 Web ページを見るときには、Web ブ

ラウザと呼ばれるアプリケーションを使用し、Web サーバ（WWW サーバ）に対して、自分が見たい HTML1

ファイルの送信を要求する（図１①）。Web サーバは、送信元に該当するファイルを送信し（図１②）、Web
ブラウザは受信したファイルの HTML タグを解析して表示する（図１③）。ブラウザとサーバのやりとりは、

HTTP2というプロトコル（通信の決まりごと）を用いて行われる場合が多い。どういうプロトコルを用いて、

どこの Web サーバに、どのファイルの送信を要求するかは、URL（Uniform Resource Locator）と呼ばれ

る書式を用いて指定する。これは、ブラウザ上の「アドレス」とか「場所」という欄に記述する。例えば、

麗澤大学において taro というログイン名を持つ学生が作成したトップページ（通常、index.html というフ

ァイル名を使用する3）の URL は、以下のように表記される4。 

 
ファイル名 

Web サーバ上のディレクトリ名 

Web サーバ名（ドメイン名） プロトコル 

http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/~taro/index.html 

 
プロトコルと Web サーバ名（ドメイン名）の間は「://」（コロン,スラッシュ,スラッシュ）で区切る。Web

サーバ名とディレクトリ名、ディレクトリとファイル名の間は「/」で区切る。ドメイン名とは、インターネ

ット上でのマシンやサービス提供者を一意に識別するもので、学生が使用するマシンには

「www.cs.reitaku-u.ac.jp」という名前が付いている。なお、「~taro」という表記は、本学の Web サーバの

設定によって、「taro さんのホームディレクトリの下にある、www というディレクトリ」を指している。 
~taro の「~」は「チルダ」と読む。 
Web ページ作成の第 1 段階は、Web サーバ上の適当なディレクトリに、HTML ファイルを作成すること

である。PC 側で作成して転送しても良いが、本授業では Web サーバに telnet を使って接続し、Web サーバ

上で編集などの作業を行う（図１④）。すでに学習したように、PC 側から UNIX を OS とする Web サーバ

を遠隔操作することになる。PC 側では UNIX マシンの仮想端末（telnet, TeraTerm）を使用する。 
 

The Internet 

世界のどこかの端末 

（クライアント） 

Web 

サーバ 

ブラウザ 

HTML ファイル 

①HTML ファイル要求 

②HTML ファイル転送 

③HTML タグを解析して表示 

仮想端末 

学内の PC 

学内 LAN 

④Telnet 
 

図１ WWW の動作の仕組み 

                                                        
1 HTML: Hyper Text Markup Language 
2 HTTP: Hyper Text Transfer Protocol 
3 index.html というファイル名は省略可能である。一般的に、URL の最後をディレクトリ名で終了した場合には、

index.html、又は、index.htm などのファイル名が自動的に補填される（ただしサーバの設定に依存する）。 
4 大学の公式 Web サーバや、教員用 Web サーバは学生用と異なるので注意せよ。以下のようなサーバ名、URL となる。 
 大学公式 Web サーバ：http://www.reitaku-u.ac.jp/ 
 国際経済学部教員 foo 先生：http://www.ie.reitau-u.ac.jp/~foo/ 
 外国語学部教員 boo 先生：http://www.fl.reitaku-u.ac.jp/~boo/ 
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２．Web ページの外部公開制限について 

Webページを作成した場合、通常はインターネットからそのページにアクセスできるようになる。しかし、

本学では、授業で作成する Web ページは外部（学外）非公開となっている。外部に公開する Web ページを

作成したい場合は、個人的に外部の商用プロバイダを利用することが原則となる。特例として、教育・研究

上必要な場合に限り、一定の審査の下に外部公開を認める。作成した Web ページを外部に公開したい場合に

は、情報システムセンターの次の URL を参照し申請する必要がある。 

Web ページ公開申請の方法： 

http://www.reitaku-u.ac.jp/risc/link/web-page.html 

 

３．HTML とは 

HTML とは、Hyper Text Markup Language のことである。ハイパーテキスト（Hyper Text）とは、文

書間にリンクを張り、リンク先にジャンプすることができる文書を示す。また、マークアップ言語（Markup 
Language）とは、文書を修飾（色をつける・罫線を引くなど）したり、構造を表現（タイトルや段落の指定）

したりするための言語を示す。Web ページを構成する HTML は、これら 2 つの機能を併せ持つものである。 
HTML ファイル自体は、文字だけで構成されるテキストファイルである。テキストファイルは、vi などの

テキストエディタと呼ばれるソフトウェアを使用して作成する。 
HTML ファイルに用いる文字には、ブラウザ上に表示する文字と、それらの表示方法等を指定する文字（タ

グ，< >で囲まれた命令文字列）がある。このタグを使用して、画像等の取込みや文書間のリンクを指定する。

タグには多くの種類があり、HTML のバージョンが進んで新しいタグが追加されることもあるので、色々な

タグを使用して凝った Web ページを作成したい場合は、自ら適切な参考書を探して調べなければならない。

ただし、ブラウザの種類によって、タグの処理方法が微妙に違ったり、独自の拡張がなされていたり、対応

していないタグが存在したりする点に留意する必要がある。 

基本的なタグは、授業教材「はじめての HTML 改定版」にまとめられている。 

http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/infosci/netwk/html-v12.html 

授業では、タグの使い方の詳細までは説明しないので、自分で Web ページを作成する場合には、上記教材

の他、市販の HTML タグ辞典やホームページ作成に関する書籍・Web ページを参考にすること。HTML フ

ァイルをブラウザで参照したときのタグとブラウザ上の表示との関係については下図を参照のこと。 
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４．Web ページ作成の流れ 

Web ページ作成までの流れを解説する。ただし、画像の編集やファイル転送方法、HTML ファイル内での

画像の指定方法については、別の機会に学習する。 
① 事前の準備と確認 

本学の学生用 Web サーバ名は「www.cs.reitaku-u.ac.jp」である。 
②の作業ではログイン後、ホームディレクトリ直下に「www」ディレクトリがあることを確認する。 
ない場合には kaede% mkdir www にて作成する。 

② html 文書を作成する 
telnet アイコンをダブルクリックし TeraTerm を起動する。Web サーバにログインする。 
 login: 自分のログイン名 
 password: パスワード入力（画面に表示されない） 
kaede% cd www www というディレクトリへ移動（このディレクトリは mkdir で作成した） 
kaede% pwd  現在作業しているディレクトリを表示 /home05/login-name/www となるはず 
kaede% vi hogehoge.html 例えば hogehoge.html を編集する場合。拡張子は.html であること 
この後は vi を使って編集する。vi の使い方はテキスト等参照すること。保存して終了する。 

③ ブラウザからの確認 
Internet Explore をダブルクリックして起動 
アドレス欄に次の URL を入力する 
 http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/~login-name/hogehoge.html 
を入力する。~（チルダ記号）は DOS/V のキーボードでは、ひらがなの「へ」の位置にある記号 
（シフトキーを押しながら入力）。 
login-name は自分のログイン名。hogehoge.html は作成した HTML 文書名。 
index.html が作成されていれば、http://www.cs.reitaku-u.ac.jp/~login-name/ だけでオープンする。 

④ アクセス権の設定 
ブラウザから html ファイルや GIF ファイルが参照できない場合がある。この場合想定されるのは、他

人（Web サーバプログラムを含む）にファイルを読み取る権限がない場合である。 
kaede% chmod  644  ファイル名  とすると他者に読み取り権限が与えられる。 

 
５．UNIX ファイルの保護モード（パーミション）について 

UNIX では同じファイルシステムを多くの人で共用している。このため、各々のユーザはすべてのファイ

ルにアクセスできるという原則がある。これはセキュリティ面からも危険である。そこで、UNIX ではファ

イルを守るために保護モードという仕組みが提供されている。人に見られたくないファイルや実行されたく

ないファイルには、自分で保護モードを設定しなければならない。一方、他の人に見せたいファイルやディ

レクトリ（ホームページの情報など）は、他人が見てもよい保護モードを与えておかないと参照できないこ

とになる。本学の標準値では「自分のみ読み書き可」の権限となる設定となっている5。 
◆保護モードの種類 

 「ファイル」の場合 「ディレクトリ」の場合 
読み出し（r） 読み出しを許可 ファイルの一覧参照を許可 
書き込み（w） 書き込みを許可 その下のファイル作成/削除許可 
実行（x） 実行許可 検索を許可 
◆ユーザの分類 
所有者（u） ファイルを作成した人（ユーザ） 
グループ（g） ユーザが所属するグループ。管理者により初期設定されている 
その他のユーザ（o） 所有者、グループ以外のユーザ。他の人（サーバプログラムを含む）誰でも 

                                                        
5 これは umask という値でセットされている。学生の umask 値は「066」である。ファイルでは「666」から、ディレク

トリでは「777」から、各桁の umask 値を引いた値が、実際に与えられる保護モードとなる。つまり、学生の場合、ファ

イル「600」、ディレクトリ「711」が標準値となる。 
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（例） 

kaede% ls –l  詳細情報の表示 

total 8 

-rw-------   1 smakij      86852 Jun 26 12:40 file1 

drwx--x--x   6 smakij       1024 Oct  8 17:56 www/         

file1 を例にとると「rw-------」の部分が保護モードである。 
この例では、「所有者は読み書き可、その他の人は読み書き不可」である。 

◆保護モードの変更 

保護モードの変更には、chmod コマンドを使用する。モードの与え方には下記の２種類の方法がある。 
書式は次のとおり。 

% chmod [モード] [ファイル名] 

 

１．シンボリックモード 

それぞれ、次の記号が割り当てられている。 

対象ユーザ u（所有者）、g グループ、o（その他）、a（前記全てのユーザを一度に設定） 

操作  +（追加）、-（削除）、=（設定） 

保護モード r（読み出し）、w（書き込み）、x（実行） 

 

２．オクタルモード 

8 進数によるモードの指定方法。次のように覚えておくと便利。 

r（読み出し） w（書き込み） x（実行） 

 4   2   1  有効にしたい権限に応じこの数字を足す 

たとえば、保護モード「rw-r--r--」ならば、「644」となる。 

 

（例） 

kaede% ls –l   ファイル一覧を見る 

total 8 

-rw-------   1 smakij      86852 Jun 26 12:40 file1 保護モード「rw-------」 

drwx--x--x   6 smakij       1024 Oct  8 17:56 www/         

 

kaede% chmod a+r file1 ←● file1 の保護モードをシンボリックモードで変更 

    全員に読み取り権限を与える 

（オクタルモードなら） 

kaede% chmod 644 file1 ←● file1 の保護モードをオクタルモーでで変更 

    全員に読み取り権限を与える 

kaede% ls –l   ファイル一覧を見る 

total 8 

-rw-r--r--   1 smakij      86852 Jun 26 12:40 file1 保護モードがかわった「rw-r--r--」 

drwx--x--x   6 smakij       1024 Oct  8 17:56 www/         

r w x r w x r w x 

所有者 グループ その他 


