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日情協
ＨＰ制作技術能力認定試験 対策問題集（２、３級）⑨

１ 謝辞
この問題を作成するにあたって以下のサイトから素材を使用させていただきました。
この場を借りまして、お礼申し上げます。
・はっぴいの素材館
http://www16.big.or.jp/~happi/

※教材置き場所
・教材ドットコム
http://www.kyouzai.com/

２ 利用について
1.2.この教材の著作権は教材ドットコムが保有いたします。
3.公的な学校機関における利用については無料ですが、それ以外のいずれの仕様について
は有料となりますので、別途メールにてご相談下さい。
4.教材についてのお問い合わせは下記サイト内の掲示板にてお願いいたします。
http://www.kyouzai.com/

【問題】次の画面写真を参考にソースを組みなさい。
（１）は２級用 （２）は３級用、
※画像素材は次のサイトにある。

http://www.kyouzai.com/kenshu/index.htm
トップ → 大学・専門学校授業 → ストーカー被害から身を守ろう

（１）２級対策問題 ※ファイル構成図参照
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フレーム中央部

作成ファイルファイル構成

index.htm

top.htm 110ﾋﾟｸｾﾙ

main.htm

bottom.htm 80ﾋﾟｸｾﾙ

【仕様】
【フレーム定義ファイル】ファイル名：index.htm

１．ページ全体
ページタイトル：ストーカー規制法

２．各フレーム設定
たて幅：110,*,80 枠線：0
ファイル名：top.htm 名前：top スクロールバー表示：no ※フレーム枠幅変更不可
ファイル名：main.htm 名前：main
ファイル名：bottom.htm 名前：bottom スクロールバー表示：no ※フレーム枠幅変更不可

■教材ドットコムオリジナル教材 ホームページ検定２級対策問題６■



- -3

【上フレーム】ファイル名：top.htm

１．ページ全体
ページタイトル：ストーカー規制法
背景色：#CC66CC ページ全体の文字色：#550000

２．タイトル画像
画像ファイル名：title.gif
代替文字：ストーカー被害と思ったらすぐに警察に！ 横幅：385 高さ：66

【中フレーム】ファイル名：main.htm

１．ページ全体
ページタイトル：ストーカー規制法
背景画像ファイル名：wp1000.gif ページ全体の文字色：#550000
※ページ左右余白あり

２．見出し
見出しサイズ１ 配置：中央揃え

３．フォーム
フォーム名：f12 フォーム送信方法：POST
フォーム送信先アドレス：http://www.cgi.net/cgi/formail.cgi
※各フォーム文の書体：ＭＳ ゴシック
フォームの種類：hidden 名前：recipient 送信値：green-gables@tkji.com
フォームの種類：テキストボックス 名前：present_name サイズ：36
フォームの種類：テキストボックス 名前：zip_cord サイズ：21
フォームの種類：テキストボックス 名前：address_1 サイズ：61
フォームの種類：テキストボックス 名前：phone サイズ：40
フォームの種類：チェックボックス 名前：kousei 送信値：g_father
フォームの種類：チェックボックス 名前：kousei 送信値：meiwaku
フォームの種類：チェックボックス 名前：kousei 送信値：tukimatoi
フォームの種類：チェックボックス 名前：kousei 送信値：kousai
フォームの種類：ラジオボタン 送信値：Unmarried 名前：hajimete ※チェック済
フォームの種類：ラジオボタン 名前：married 送信値：nikaime
フォームの種類：テキストエリア たて幅：8 横幅：75 名前：Answer
フォームの種類：送信ボタン ボタン上の文字列：相談の依頼 名前：B1
フォームの種類：リセットボタン ボタン上の文字列：リセット 名前：B2

【下フレーム】ファイル名：bottom.htm

１．ページ全体
ページタイトル：ストーカー規制法
背景色：#CC66CC ページ全体の文字色：#550000

２．表
配置：中央揃え セル間隔：2 枠線：0 セル内余白：1
・上段セル：セル結合（たて方向 ：4）

配置：中央揃え 背景色：white
・下段セル
セル１： 横幅：150
セル２： 横幅：150
セル３： 横幅：150
セル４： 横幅：150
※セル１～４はそれぞれ、配置：中央揃え 背景色：orange

■教材ドットコムオリジナル教材 ホームページ検定２級対策問題６■
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【２級解答】
index.htm

<html>
<head>
<title>ストーカー規制法</title>
</head>
<frameset rows="110,*,80" border=0>
<frame src="top.htm" name="top" scrolling=no noresize>
<frame src="main.htm" name="main">
<frame src="bottom.htm" name="bottom" scrolling=no noresize>
</frameset>
</html>

top.htm
<html>
<head>
<title>ストーカー規制法</title>
</head>
<body bgcolor="#CC66CC" text="#550000">
<CENTER>
<IMG SRC="title.gif" ALT="ストーカー被害と思ったらすぐに警察に！" WIDTH="385" HEIGH
T="66">
</CENTER>
</body>
</html>

main.htm
<html>
<head>
<title>ストーカー規制法</title>
</head>
<body background="wp1000.gif" text="#550000">
<h1 align="center">アンケート</h1>
<blockquote>
<form name="f12" method="POST" action="http://www.cgi.net/cgi/formail.cgi">
<input type="hidden" name="recipient" value="green-gables@tkji.com">
<font face="ＭＳ ゴシック">氏 名
<input type="text" name="present_name" size="36"></font><p>
<font face="ＭＳ ゴシック">郵便番号
<input type="text" name="zip_cord" size="21"></font><p>
<font face="ＭＳ ゴシック">住 所
<input type="text" name="address_1" size="61"><p>
<font face="ＭＳ ゴシック">電 話
<input type="text" name="phone" size="40"></font><p>
<font face="ＭＳ ゴシック">
<input type="checkbox" name="kousei" value="g_father">迷惑電話
<input type="checkbox" name="kousei" value="meiwaku">つきまとい
<input type="checkbox" name="kousei" value="tukimatoi">交際の強要
<input type="checkbox" name="kousei" value="kousai">死骸等の送付</font><p>
<font face="ＭＳ ゴシック">
<input type="radio" value="Unmarried" name="hajimete" checked>
はじめての相談 <input type="radio" name="married" value="nikaime">
２回目以降</font><p>
<font face="ＭＳ ゴシック">非公開ですので具体的に事実を書いてください。<br>
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</font>
<textarea rows="8" name="Answer" cols="75"></textarea><p>

<center>
<input type="submit" value="相談の依頼" name="B1">
<input type="reset" value="リセット" name="B2"><br>

</blockquote>
</form>
</body>
</html>

bottom.htm
<html>
<head>
<title>ストーカー規制法</title>
</head>
<body bgcolor="#CC66CC" text="#550000">
<table align="center" cellspacing="2" border="0" cellpadding="1" >
<tr>
<td colspan="4" align="center" bgcolor="white">ストーカー被害をなくそう</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="orange">
<td width="150">トップ</td>
<td width="150">アンケート</td>
<td width="150">ストーカー規正法</td>
<td width="150">リンク</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

【ワンポイント！】書体指定
書体指定は意外と覚えられないテクニックのひとつだ。
実際にはあまり使うことはないが、使ったとしてもＨＰ作成ソフトの力をかりるときが多

いからだ（書体名をすべて覚えるのは面倒 。）
しかし、日本語書体の法則をマスターすれば大丈夫だ。
【例】ＭＳ 明朝【例】ＭＳ 明朝【例】ＭＳ 明朝【例】ＭＳ 明朝

全角でＭＳ ＋ 半角スペース ＋ 全角で明朝全角でＭＳ ＋ 半角スペース ＋ 全角で明朝全角でＭＳ ＋ 半角スペース ＋ 全角で明朝全角でＭＳ ＋ 半角スペース ＋ 全角で明朝
というように、基本は全角文字で指定し、間の空白を半角にする、と覚えておこう。

【ワンポイント！】フォーム指定
今回の問題では次のような指定になっている。
<form name="f12" method="POST" action="cx/cgi/formmail.cgi"><form name="f12" method="POST" action="cx/cgi/formmail.cgi"><form name="f12" method="POST" action="cx/cgi/formmail.cgi"><form name="f12" method="POST" action="cx/cgi/formmail.cgi">
フォーム名はf12、方法としてはPOST、使うのはcx/cgi/formail.cgiというサーバープログ

ラムだ。
実際にはフォーム文はユーザーのメールソフトを選ばないように、サーバー側のメール送

信機能や文字コード変換などを使うのだが、ＨＰ検定ではあまり出ないようだ。
しかし、今後は出題される可能性もあるので、ぜひマスターしたい。

■教材ドットコムオリジナル教材 ホームページ検定２級対策問題６■



- -6

（２）３級対策問題

sotoka.htm

※文字は にmoji.txtmoji.txtmoji.txtmoji.txt
すでに入力してあるの
で、コピー＆貼り付け
するなどして工夫する
こと。
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【仕様】ファイル名：sutoka.htm
１．ページ全体
ページタイトル：ストーカー規制法
背景色：#FFFFFF ページ全体の文字色：#000000

２．見出し１
文字色：#FF0000 サイズ：5 ※太字

３．その他の見出し
文字色：#FF0000 ※太字 ※斜体

４．画像（各見出しそれぞれ）
画像ファイル名：c006.gif 回り込み文字配置：上寄せ 横幅：34 高さ：84
画像ファイル名：c005.gif 回り込み文字配置：上寄せ 横幅：34 高さ：84
画像ファイル名：c001.gif 回り込み文字配置：上寄せ 横幅：34 高さ：84
画像ファイル名：c004.gif 回り込み文字配置：上寄せ 横幅：34 高さ：84
画像ファイル名：c002.gif 回り込み文字配置：上寄せ 横幅：34 高さ：84

５．表
枠線：1 セル内余白：10 セル間隔：0 横幅：90% 配置：中央揃え
セル１： 横幅：90% 背景色：#E9D8EF
セル２： 横幅：90% 背景色：#E9D8EF
セル３： 横幅：90% 背景色：#E9D8EF

６．リスト
数字がついているところは、リストタグ（数字）を使うこと。
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【３級解答】
sutoka.htm

<html>
<head>
<title>ストーカー規制法</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<center>
<font color="#FF0000" size="5"><b>ストーカー規制法の制定について<br>
～あなたとあなたの大切な人を守る法律ができました～</b></font><p>
ストーカー規制法とは？ <p>
</center>
平成12年5月18日に「ストーカー行為等の規制等に関する法律（ストーカー規制法 」が成立）
し、11月24日から施行されます。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を
行うことと、被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全
と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。
<p>
<font color="#FF0000"><b><i>
<img src="c006.gif" align="top" width="34" height="84">
この法律による規制の対象となるのは</i></b></font><p>
この法律による規制の対象となるのは 「つきまとい等 「ストーカー行為」の二つです。、 」
<br>
<p>
<font color="#FF0000"><b><i>
<img src="c005.gif" align="top" width="34" height="84">
「つきまとい等」 </i></b></font><p>
この法律では、特定の者に対する恋愛感情などの好意感情又はそれが満たされなかったこ

とに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下の8
つの行為を「つきまとい等」と規定し,
規制しています。 <p>
<ol>
<li>つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所
在する場所（以下「住居等」という ）の付近において見張りをし、又は住居などに押し掛け。
ること。</li>
<li>その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこ
と。例えば 「今日はＡさんと一緒に銀座で食事をていましたね」と、口頭・電話や電子メー、
ル等で連絡する（ 告げ」る）ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする（ 知り「 「
得る状態に置く ）ことをいいます。</li>」
<li>面会、交際その他の義務がないことを行うことを要求すること。</li>
<li>著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を
浴びせることや、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。</li>
<li>電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しく
はファクシミリ装置を用いて送信すること。無言電話をかけることや、拒否しているにもか
かわらず、短時間に何度も電話やＦＡＸをしてくることがこれにあたります。</li>
<li>汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は
その知り得る状態に置くこと。</li>
<li>その名誉を害する事項を告げ、又はその知りうる状態に置くこと。</li>
<li>その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞
恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。</li>
<li>わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとするこ
となどがこれにあたります。</li>
</ol>
<font color="#FF0000"><b><i>
<img src="c001.gif" align="top" width="34" height="84">
「ストーカー行為」 </i></b></font><p>

またこの法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー
行為」と規定して、罰則を設けています。
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この法律による規制の対象となるのは 「つきまとい等 「ストーカー行為」の二つです。、 」
<p>
<ol>
<li>つきまとい等をされたら、すぐにあなたの自宅の 寄りの警察署・警察本部にご相談く
ださい。あなたの申出に応じて 「つきまとい等」を繰り返してはならないことを警察本部長、
等が警告することができます。</li>
<li>さらに、警告に従わない場合には、都道府県公安委員会が禁止命令を行うことができま
す。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰
金が課されます。 また、あなたが「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には、警告
を申し出る以外に、あなたが相手を告訴して、警察に検挙を求めることができます（告訴し
なければ検挙することはできません 「ストーカー行為」の罰則は、6か月以下の懲役又は50）。
万円以下の罰金です。</li>
<li> これらの他にも警察は、あなたからの申出により、被害を防止するための措置を教示
するなどの援助をすることとなります。</li>
</ol>
<font color="#FF0000"><b><i>
<img src="c004.gif" align="top" width="34" height="84">
現在の警察の対応 </i></b></font><p>
警察では昨年12月に 「女性・子どもを守る施策実施要綱」を定め、ストーカー事案等に対し、
て積極的に取り組むこととしています。ストーカー規制法施行前でも、刑罰法令に抵触する
事案については、あなたの意思を踏まえて適切に検挙措置を講じています。また、刑罰法令
に抵触しない事案についても、あなたの自宅の 寄りの警察署で、
<p>
<ol>
<li>相手への対応方法、防犯機器、緊急時の警察への連絡方法などのアドバイス</li>
<li>相手方から事情を聴取</li>
</ol>
必要な場合には指導・警告を実施するなど積極的に対応しています。<p>
<font color="#FF0000"><b><i>
<img src="c002.gif" align="top" width="34" height="84">
被害に遭っている方へ </i></b></font><p>
<table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0" width="90%" align="center">
<tr>
<td width="90%" bgcolor="#E9D8EF">
ストーカーの卑劣な行為の被害に遭っている方はあなただけではありません。多くの人が、
警察に相談することで問題を解決しています。</td>
</tr>
<tr>
<td width="90%" bgcolor="#E9D8EF">
被害がより深刻になる前に自宅の 寄りの警察署・警察本部にご相談ください。</td>
</tr>
<tr>
<td width="90%" bgcolor="#E9D8EF">
自宅の 寄りの警察署・警察本部にご相談ください。</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

【ワンポイント！】リストタグ
リスト指定には２つある。
<OL>タグは数字、中黒など記号の場合は<UL>である。
覚え方としては、数字なのだから、ゼロ＝オー、0とOから数字リストの場合は<OL>タグを

連想すればよい。
<UL>で中黒以外の形状にしたい場合はTYPE属性を使う。
TYPE=circle(円)、square(白四角)、disc(黒丸)のいずれかを指定する。
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