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アルプス システム インテグレーション株式会社

ALSI 英語、フランス語、中国語など多国語に対応した
e-Learning システム「SMART-HTML for Solaris」
2003 年 7 月 25 日より発売開始 1 台で実現！
ィルタリング・ファイアウォール・キャッシュ機能を
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、オリジナル教材作成機能を搭載したe-Learningシステム「SMART-HTML」について、
英語のほかフランス語、中国語などの多国語に対応し、さらに大規模ユーザーの利用が可能となる「SMART-HTML
for Solaris」を、2003年7月25日より発売開始いたします。
・製品名：SMART-HTML for Solaris （スマート-HTML フォー ソラリス）
・発売日：2003年7月25日
・販売目標：2003年度売上 ２億円
■製品化の背景
ALSIでは、1999年7月より小中学校、高等学校、大学を対象に、オリジナル教材の作成ができるe-Learningツール
「SMART-HTML」を発売しております。当製品は、ワープロ程度の簡単な操作で、HTMLベースのオリジナル教材を作
成でき、既に14,400ライセンス、360教室以上の導入実績があります（2003年6月現在）。
現在、大学や高校を中心として学校内にコンピュータが普及し、授業のe-Learning化が急速に進んでおります。そ
の背景として、学習内容の均一化、学習管理面の効率化、教材データなどの一元化、などが挙げられます。また、複
数のキャンパスを持つ学校では、e-Learningによる遠隔授業の実現が必要とされています。このような背景により、
「いつでも」「どこでも」学習可能なe-Learningシステムのニーズは、今後ますます高まるものと考えられます。
そこでALSIでは、このようなニーズに対応するe-Learningシステムとして、「SMART-HTML for Solaris」を2003年7月
25日より発売いたします。当製品は、（１）英語だけでなくフランス語や中国語など、多国語に対応、（２）大学など大規
模なユーザーにも対応、（３）教室内だけでなく学校内全体まで、利用形態に合わせたシステム構成が可能、（４）対応
する教材として、フランス語、中国語などのコンテンツを2004年2月より順次発売の予定、などが主な特長として挙げら
れ、大学や高校の様々な授業で利用いただけると考えております。
■SMART-HTML for Solaris の主な特長
（１）英語だけでなくフランス語や中国語など、多国語に対応
（２）中・大規模なネットワーク環境での運用に対応
（３）教室内だけでなく学校内全体まで、利用形態に合わせたシステム構成が
可能
（４）対応教材として、フランス語、中国語などのコンテンツを2004年2月より
順次発売の予定
■SMART-HTMLの基本機能
・動画、画像データ、音楽ファイルをオリジナル教材の素材として利用可能
・Webブラウザからのアクセスが可能（専用ビューアのインストール不要）
・オリジナル教材は、「番号選択問題」「文章穴埋め問題」「キー入力問題」の
3種類を作成可能
・学習結果を自動採点し、正解を学習者に即フィードバック
・学習状況、成績等を日付別・時間別で把握することが可能

▲「番号選択問題」画面

▲「誤答分析」画面

▲「誤答分析」画面
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■対応教材
「SMART-HTML」は、オリジナル教材のほか、対応教材も多数取り揃えております。
①TOEIC®テストリスニング完全攻略 ②TOEIC®テスト完全攻略 ③TOEIC®テストスーパー模試シリーズ 470点攻
略／600点攻略／730点攻略（各タイトルとも2003年8月末発売予定） ④TOEFL®テスト完全攻略
⑤英文法徹底トレーニング ⑥センター試験英語 完全攻略 ⑦Viva! Sun Francisco（ビバ！サンフランシスコ）
⑧TOPIC BY TOPIC TOEIC®TEST LISTENING
※①〜⑥：株式会社旺文社デジタルインスティテュート,⑦株式会社マクミラン ランゲージハウス,⑧株式会社成美堂
■システムの必要条件
＜データベースサーバ＞
CPU：Sun UltraSparc II 440MHz 以上／メモリ：768MB 以上／
HDD：200MB 以上の空き領域（データの保存領域が別途必要）／OS：Solaris9／
アプリケーション：Oracle9i Database Release 2、Sun One Web Server 6.0 SP1 以上、Perl 5.6.1 以上、Bash 2.05 以上
＜メインサーバ＞
CPU：Sun UltraSparc II 440MHz 以上／メモリ：512MB 以上／
HDD：200MB 以上の空き領域（データの保存領域が別途必要）／OS：Solaris9／
アプリケーション：Sun One Web Server 6.0 SP1 以上、Samba 2.2.2-ja1.1 以上、NFS Client、Perl 5.6.1 以上、
Bash 2.05 以上
＜教材サーバ(スレーブ)＞
CPU：Sun UltraSparc II 440MHz 以上／メモリ: 512MB 以上／
HDD：200MB 以上の空き領域（データの保存領域が別途必要）／OS：Solaris9／
アプリケーション：Sun One Web Server 6.0 SP1 以上、NFS Server、Perl 5.6.1 以上、Bash 2.05 以上
※各アプリケーションで必要な OS のパッケージ及びパッチについては記載しておりません。
各アプリケーションを導入頂く際にご確認下さい。DB サーバとメインサーバが同居する場合は、
CPU：Sun UltraSparcIIi 650MHz 以上、メモリ：1GB 以上が必要になります。
＜先生パソコン＞
CPU：Celeron 400MHz 以上／メモリ：128MB 以上（256MB 以上推奨）／OS：Windows2000 or WindowsXP Professional
ブラウザ：Internet Explorer 5.5 以上
アプリケーション：Oracle9i Client、Media Player 7.1 以上、Java Plug-In 1.4.0 以上
ディスプレイ解像度：1024 x 768Pixel 以上推奨
※SMART-HTML Teacher プログラム（問題作成、教材登録、学習履歴帳票）と、SMART-HTML Option プログラム
（教材取込、オプション教材取込）がインストールされます。
＜学習者パソコン/問題作成パソコン＞
CPU：Celeron 400MHz 以上／メモリ：64MB 以上（128MB 以上推奨）／OS：Windows2000 or WindowsXP Professional
ブラウザ：Internet Explorer 5.5 以上
アプリケーション：Media Player 7.1 以上、Java Plug-In 1.4.0 以上
ディスプレイ解像度：1024 x 768Pixel 以上推奨
※SMART-HTML Material プログラム（問題作成）がインストールされます。
§記載されている会社名及び商品名は会社の商標もしくは登録商標です。
§掲載写真において、(株)マクミランランゲージハウス制作「Viva! Sun Francisco」の画像を一部利用しております。
【このリリースに関するお 問 い 合 わせ・取 材 受 付 先 】
ア ルプス システム インテグ レーシ ョン株 式 会 社
UR L：http: //w ww .als i.co.j p/
〒145-00 66 東 京 都 大 田 区 雪 谷 大 塚 町 1 -7
TEL： (03)5 499-1331 FAX： (03 )3726-7050
シ ステム商 品 部
広 報 担 当 ： 桑 野 宏 子 ・猪 瀬 森 主
E-m ail ：kuw ano @als i.co .j p

