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ALSI の Web 学習&教材作成システム「SMART－HTML」
12,000 ライセンス/300 教室の導入を突破！
CALL システムとの連携により学校市場に浸透
フィルタリング・ファイアウォール・キャッシュ機能を
1 台で実現！
アルプス システム インテグレーション株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：大喜多 晃、資本金：2 億
50 万円、以下 ALSI（アルシー））は、CALL（Computer Assisted Language Learning ；コンピュータ支援語学教育）シス
テムに対応した Web 学習&教材作成システム『SMART-HTML（スマート HTML）』を販売し、2002 年 10 月時点での導
入数が 12,000 ライセンス、300 教室を突破いたしました。同製品は、CALL システムに対応した教材を、誰でも手軽に
作成でき、自動採点・即時フィードバックが可能なことから、導入校が急速に拡大し、学校市場での利用が浸透してい
ます。2005 年までにすべての小・中学校、高等学校でコンピュータを活用できる環境が整備されることが政府の
e-Japan 重点計画の中で打ち出されていることから、同製品の導入は今後さらに拡大することが予想され、2003 年度
の同製品の売上を 3 億円と見込んでいます。
今後はさらに大規模ユーザ対応、さらには業界初の“完全他国語対応”へのバージョンアップ版を開発し、いつでも、
どこでも、誰にでも、最適な教育が実現できるシステムを提供いたします。

■12,000 ライセンス／300 教室 導入の背景
校内ＬＡＮやインターネットの整備など、急速なネットワークの普及により、今、学校の授業が大きく変わろうとして
います。このような学校環境の変化や発展に ALSI はいちはやく対応し、「道具として活用できるコンピュータ」、「情報
を活かせるネットワーク」の実現に向けて、
①授業支援システム ②e-Learning ツール＆教材 ③セキュリティシステム ④地域イントラ対応モバイルシステム
など、様々な分野の製品の開発、販売を行ってまいりました。
特に近年、中学校や高校、大学などで、パソコンやインターネットを活用した学習が定着し、オリジナル Web 学習教
材の作成や、校内での学習教材の共有化のニーズが高まっています。ALSI はこのようなニーズに応え、1999 年よ
り、Web 学習&教材作成システム「SMART-HTML」の販売を開始いたしました。
「SMART-HTML」は、テンプレート入力をするだけで、誰でも簡単に HTML ベースのオリジナル教材が作成でき、パ
ソコン教室はもちろん、CALL 教室、普通教室、職員室など、様々な場所からネットワークを通してアクセスすることが
可能となっております。また、2002 年 3 月より、e-Learning アプライアンスサーバ「eNetLibe(イーネットリーベ)」に実装
し、より手軽に導入できるシステムとして発展させました。このような背景により、『SMART-HTML』の利用が急速に拡
大し、導入数が 2002 年 10 月に 12,000 ライセンス・300 教室を突破いたしました。
＜SMART－HTML のおもな特長＞
●音声・動画などマルチメディア教材での学習
●誰でも手軽に、簡単に教材の作成が可能
●その場で自動採点し学習者に解答を即フィードバック
●詳細な学習履歴による成績・進捗管理が可能
●教材を自分で選べるオンデマンド学習
●対応教材ラインアップが充実
●ビデオカメラで撮影した動画（MPEG）を組み合わせた
教材も作成可能
●学習者個人のペースに合わせた自主学習にも一斉
授業にも幅広く活用可能
▲作成した教材の学習画面
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■動作環境
Windows
対応版

Linux
アプライアンス版

＜HTML 教材サーバ＞
CPU：PentiumⅢ 500MHz 以上
OS：Windows NT Server 4.0 SP5 以上、
Windows 2000 Server SP1 以上
メモリ：128MB 以上
HDD：UltraSCSI 30MB 以上
（作成した教材部分は別途必要）
その他：Internet Information Services 3.0 以上
＜クライアント＞
CPU：Celeron 400MHz 以上、Windows 98SE、
Windows Me、Windows 2000、Windows XP
メモリ：64MB 以上
その他：1024×768 以上のディスプレイ推奨、
IE5.5 以上、Windows Media Player6.4 以上

■標準価格（税抜）
SMART-HTML サーバシステム
280,000 円
SMART-HTML クライアントビューア
8,000 円
（1 クライアントあたり）

＜ハードウェア＞
CPU：Celeron 950MHz
メモリ：512MB
HDD：40GB
シリアルボード：RS-232C D-SUB 9 ピン

■標準価格（税抜）
サーバシステム 668,000 円

ライセンス数
1
20
40
100

価格
8,800円
170,000円
320,000円
750,000円

※クライアントライセンス数は、同時にアクセスする最大
数となります。
※１サーバに同時に接続できるクライアント数は、最大
100 とします。
※学内のネットワーク環境に合わせた提供も可能です。

■SMART-HTML 対応教材
●Viva！San Francisco（ビバ！サンフランシスコ）：マクミランランゲージハウス 企画・制作
●TOPIC BY TOPIC TOEIC® TEST LISTENING：成美堂 企画・制作
●TOEIC®テスト リスニング完全攻略（2003 年 1 月発売予定）／センター試験英語 完全攻略／英検全問題シリーズ
（準 1 級・2 級・準 2 級・3 級）／英検完全攻略（2 級・準 2 級）／英文法徹底トレーニング／TOEFL®テスト完全攻略／
TOEIC®テスト完全攻略：以上、旺文社デジタルインスティテュート
アルプス システム インテグレーション株式会社について

～Advanced Learning System Innovation の追求～
アルプス システム インテグレーション株式会社（ALSI）は、教育用システムのリーディングメーカーです。ALSI は、インターネットのアク
セスマネジメントシステム、システムセキュリティソフトウェア、コンテンツ管理ソフト、情報/語学授業支援システムのためのネットワーク
技術をもとに、教育機関の教育システム環境を構築する統合プラットフォームソリューションに特化しています。国内 400 社の事業パート
ナーを持ち、教育市場において教育環境をトータルにデザインできる唯一のグローバル企業です。
ALSI は、コンピュータ部品や自動車用部品、コミュニケーション機器部品で世界的な優良企業である、アルプス電気株式会社の SI 事業
を担う戦略子会社で、全世界のアルプスグループの情報システムを開発・構築する技術を、教育システムに活かしています。
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