
WEBシステムを作るイメージで...
想定する対象

• お買い物ページを作る

• 説明の的を絞るために

(1) ユーザ登録 - ×

(2) ログイン - ×

(3) 商品発注ページ – 〇
顧客

お店

ユーザ登録

ログイン

発注

ユーザ情報

商品情報

お買い物ページのユースケース図



インターネットは
どういう仕組みなのか？
• インターネットの仕組み

• コンピュータ名とDNS

• ポート番号とプロトコル

• URLとは

• HTML(Hyper Text Markup Language)



インターネットの仕組み

internet

サーバ

パソコン

http://tsaitoh.net/index.html

こんにちは
斉藤徹です。

こんにちは
斉藤徹です。ブラウザ

サーバ tsaitoh.net
64.33.3.150

index.html

ブラウザ
指定したURLから、
情報をダウンロードして
表示してくれるもの

Webサーバ
要求された場所のファイルを
ブラウザに送り返す。

Web とは、元々
ヨーロッパの核技術研究所CERNで
世界の研究者に実験データや論文

を公開するために開発

ティムバーナーズリー



コンピュータ名とDNS

• IPアドレス - コンピュータ固有の番号
64.33.3.150

• ドメイン名 - 覚えにくいから名前を付けよう
tsaitoh.net

• www . fukui-nct .ac .jp
• fukui-nct -- 組織ドメイン
• www – コンピュータ名

webサーバはwwwが多い
• DNS

• IPアドレスとドメイン名を対応付けるサービス

• .jp – 国ドメイン
• .ac -- 種別ドメイン

IPアドレス =  電話番号
コンピュータ名=登録者名

DNS = 電話帳

最近は国ドメインや
種別ドメインは
流行らない...



ポート番号とプロトコル

• 1つのコンピュータの中で、
通信する複数のプログラムを
区別するためにポート番号を使う。

• 通信する時は、
IPアドレス:64.33.3.150
ポート番号:80 ...でつなごう

• ポート番号覚えにくいよね
名前を付けよう

• 80 : HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

• 443: HTTPS (HTTPの暗号化版)

Webサーバ

メールサーバ

ブラウザ

メーラ

http
80

443
https

smtp
25

587
ssmtp

64.33.3.150

IPアドレス = 電話番号
ポート番号 = 内線電話番号



URLとは

• http -- 通信プロトコルはhttp、ポート番号は80番を使おう

• tsaitoh.net – コンピュータ名、
DNSに問い合わせて64.33.3.150につなごう

サーバ

パソコン
ブラウザ

64.33.3.150

http://tsaitoh.net/~t-saitoh/index.php

/~t-saitoh
index.php

HTTP ステータスコード
200 : みつかったよ!
403 : 貴方には見せられないよ!
404 : そんなページ無いよ!
503 : 忙しくて返答できないよ!

<html>
<head>
<title>タイトル</title>

</head>
<body>
<h1 align=“center”>
見出し

</h1>
<p>
今日の天気は晴れです。

</p>
</body>

</html>



HTML(HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE)

• 表示する文字データや、
画像や音の場所を示す
データ形式

<html>
<head>

<title>タイトル</title>
</head>
<body>
<h1 align=“center”>
見出し

</h1>
<p>
今日の天気は晴れです。

</p>
</body>

</html>

タイトル

見出し

今日の天気は晴れです。

align=“center”
中央寄せ

<p>...</p>段落

<タグ> 開始タグ

</タグ> 終了タグ



実際にサーバを動かして
インターネットの仕組みを見てみよう

• Paiza Cloud の登録

• Paiza Cloud でサーバを作成

• Paiza Cloud の基本的な使い方

• DNSを確認してページを表示

• 教材データのダウンロード

• Webページを触ってみよう



PAIZA CLOUD の登録(1)

• Webシステム構築の勉強用に
サーバを借りれる

• googleのメールアドレス
で登録

• https://paiza.cloud/ja/

ログイン



PAIZA CLOUD の登録(2)

tsaitoh.net@gmail.com

t-saitoh ←アカウントの名前

●●●●●●●●

おすすめコース
Google アカウントを
使えば登録も簡単

手続きが面倒かな...



PAIZA CLOUD のサーバを作成

無料コースで使うので
サーバは2時間使用すると

使えなくなります



tohrusaitoh

サーバにつける名前
空白ナシの分かり易い
名前をつけてください。

PHP , Apache を
選んで下さい。



Paiza Cloud の最初の画面

作ったページを
ブラウザで表示

Webページや
プログラムを編集

ターミナルで
サーバを操作



http://tsaitoh.net/~t-saitoh/index.php



DNSを確認してページを表示

nslookup はDNSにコンピュータ名を
問い合わせるコマンド

http://64.33.3.150/

DNSで調べたIPアドレスで
Webページを表示



ターミナル画面では、サーバで動かす命令を入力
(先頭の$は入力しなくていい)

Webページ用フォルダに移動して
$ cd public_html

この講義のサーバ用資料をまとめてダウンロード
$ git clone https://github.com/tohrusaitoh/recp.git

教材データのダウンロード



ダブルクリックで
フォルダ内を表示

ファイルを選んで
右クリックで
「開く」を選ぶ

右クリックで
「ブラウザで開く」

を選ぶ

ファイルを編集したら
保存を押す。

ブラウザで見たときの
画面内容が確認できる

Webページを触ってみよう
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