【ネットワーク接続設定マニュアル】
学習システムと生徒採点システムの接続設定をご案内します。
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1．ネットワークの設定
【設定の対象となるパソコン：学習システム用パソコン(親機)、生徒採点システム用パソコン(子機)】
学習システム用パソコン(親機)と、生徒採点システム用パソコン(子機)のネットワーク設定を行います。
接続の安定化を図るために、クロスケーブルによる 1 対１の接続の場合は、固定の IP アドレスを設定

することをお勧めします。
以下、お使いのパソコンの OS ごとに、IP アドレスの設定方法をご案内します。
≪パソコンの OS が Windows10、 8、7、Vista の場合≫
お使いの環境によっては、表示される画面が異なります。
①スタートメニュー→「コントロールパネル」→「ネットワーク
の状態とタスクの表示」の順にクリックします。
※ パソコンの OS が Windwos 10 の場合、スタートメニューを右クリックし、
「コントロールパネル」を選択してください。
※ 「ネットワークの状態とタスクの表示」が表示されていない場合は、
「ネ
ットワークと共有センター」をクリックしてください)

②「アダプターの設定の変更」をクリックします。
③インターネット接続に使用する接続アイコン(「ローカルエリ
ア接続」
「イーサネット」等)を右クリックし、表示されるメニ
ューから「プロパティ」をクリックします。
※ 接続の安定化のため Wi-Fi 等の無線接続アイコンは選択しないことをお
勧めします。
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④プロパティ画面が表示されます。
「ネットワーク」タブをクリックします。
⑤「この接続は次の項目を使用します」の一覧から、「インター
ネット プロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）」をクリック
し、
「プロパティ」ボタンをクリックします。
⑥「インターネットプロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）のプ
ロパティ」が表示されます。
「次の IP アドレスを使う」をクリックし、
「IP アドレス」
と「サブネット マスク」を入力します。
[IP アドレス 入力例]
学習システム用パソコン(親機)：10.10.10.1
生徒採点システム用パソコン(子機)： 10.10.10.2
[サブネットマスク 入力例]
学習システム用パソコン(親機)：255.255.255.0
生徒採点システム用パソコン(子機)： 255.255.255.0
⑦「OK」ボタンをクリックします。
⑧「スタート」ボタン→「コントロールパネル」→「ネットワー
クの状態とタスクの表示」の順にクリックします。
(「ネットワークの状態とタスクの表示」が表示されていない
場合は、
「ネットワークと共有センター」をクリックします)
⑨「共有の詳細設定変更」をクリックしてください。
⑩画面下部に、
「パスワード保護共有」があります。
(「パスワード保護共有」が表示されない場合は、
「ホームまた
は社内(現在のプロファイル)」または「すべてのネットワーク」
をクリックしてください。)
⑪Windows ユーザーアカウントのパスワードを設定していない
場合は、
「パスワード保護の共有を無効にする」をクリックし
てください。
Windows ユーザーアカウントのパスワードを設定している
場合は、
「パスワード保護の共有を有効にする」をクリックし
てください。
⑫「変更の保存」をクリックしてください。
以上でネットワークの設定は完了です。
引き続き、4 ページの「2．学習システム用パソコン(親機)の設定」へ進んでください。
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≪パソコンの OS が Windows XP の場合≫
※お使いの環境によっては、表示される画面が異なります。
①「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリック
します。

②「コントロールパネル」が表示されますので、
「ネットワーク
とインターネット接続」をクリックし、
「ネットワーク接続」
をクリックします。
（「ネットワークとインターネット接続」
が表示されていない場合は、
「ネットワーク接続」をクリック
します）
③ インターネット接続に使用するアイコンを右クリックし、表
示されるメニューから「プロパティ」をクリックします。
④プロパティの「ネットワーク」タブをクリックします。
⑤「この接続は次の項目を使用します」の一覧から、「インター
ネット プロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）」をクリック
し、
「プロパティ」ボタンをクリックします。

⑥「インターネットプロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）のプ
ロパティ」が表示されます。
「次の IP アドレスを使う」をクリックし、
「IP アドレス」
と「サブネット マスク」を入力します。
[IP アドレス 入力例]
学習システム用パソコン(親機)：10.10.10.1
生徒採点システム用パソコン(子機)： 10.10.10.2
[サブネットマスク 入力例]
学習システム用パソコン(親機)：255.255.255.0
生徒採点システム用パソコン(子機)： 255.255.255.0
⑦「OK」ボタンをクリックします。
以上でネットワークの設定は完了です。
引き続き、4 ページの「2．学習システム用パソコン(親機)の設定」へ進んでください。
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2．学習システム用パソコン(親機)の設定
【設定の対象となるパソコン：学習システム用パソコン(親機)】
学習システム用パソコン(親機)で設定を行います。
以下、学習システム用パソコン(親機)の OS ごとに、設定方法をご案内します。
≪パソコンの OS が Windows 10、8、7、Vista の場合≫
■ご注意ください■
共有設定をした際に「すべてのパブリックネットワークにネットワークの接続を有効にしますか」
と表示された場合は、
「いいえ」を選択してください。
①

「コンピューター」から C ドライブを開きます。

②

C ドライブ内の「lsoft」フォルダを右クリックし、
「共有」
→「特定のユーザー」を選択します。

※

「共有」のメニューに、「特定のユーザー」がなく、
「詳細
な共有」とある場合は、後述の≪詳細な共有の設定≫をご覧
ください。

③

「追加」ボタンの左の「▼」から「Everyone（この一覧の
すべてのユーザー）
」を選択し、
「追加」をクリックします。

④

リストに追加された「Everyone」の「アクセス許可のレベ
ル（閲覧者）」をクリックし、表示されたリストから「共同
所有者」または「読み取り/書き込み」を選択します。

⑤

「共有」をクリックします。

※ 「続行するにはあなたの許可が必要です」というメッセージ
が表示された場合、
「続行」をクリックします。
⑥

ファイルの共有画面に「lsoft」フォルダが表示されます。
「終
了」をクリックして画面を閉じます。

■共有設定の確認
①「lsoft」フォルダを右クリック→「プロパティ」をクリックし
てください。
②［共有］タブをクリックし、lsoft フォルダの下に「共有」と
表示されていれば OK です。
≪詳細な共有の設定≫
① Ｃドライブ内の「lsoft」フォルダを右クリックし、
「プロパ
ティ」→「共有」のタブを選択します。
② 「詳細な共有」ボタンをクリックします。
③ 「このフォルダーを共有する」に「✔」を入れ、共有名を
「lsoft」と入力します。
④ 「アクセス許可」をクリックし、画面下の［フルコントロー
ル］欄で［許可］に「✔」を入れ、
「適用」をクリックして
「OK」をクリックします。
以上で学習システム用パソコン(親機)の設定は完了です。
引き続き、6 ページの「3．生徒採点システム用パソコン(子機)の設定」へ進んでください。
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≪パソコンの OS が Windows XP Home Edition の場合≫
■ご注意ください■
共有設定をした際に「すべてのパブリックネットワークにネットワークの接続を有効にしますか」
と表示された場合は、
「いいえ」を選択してください。
学習システム用パソコン(親機)で共有の設定を行います。
①

「マイコンピュータ」から C ドライブを開きます。

②

Ｃドライブ内の「lsoft」フォルダを右クリックし、
「共有と
セキュリティ」を選択します。
（右図）

③ 「共有」タブを選択し、
「ネットワーク上でこのフォルダを共
有にする」と「ネットワークユーザーによるファイルの更新
を許可する」にチェックを入れて「OK」をクリックします。
≪パソコンの OS が Windows XP Professional の場合≫
①

「マイコンピュータ」から C ドライブを開きます。

②

Ｃドライブ内の「lsoft」フォルダを右クリックし、プロパ
ティをクリックします。

③ 「共有」タブをクリックし、
「このフォルダを共有する」を選
択します。

④ 「セキュリティ」タブをクリックし、
「everyone」を選択しま
す。
⑤ フルコントロールから書き込みまでの許可にチェックを入れ
て、
「OK」をクリックします。
※

「lsoft」フォルダに手のマークがつけば完了です。

以上で学習システム用パソコン(親機)の設定は完了です。
引き続き、6 ページの「3．生徒採点システム用パソコン(子機)の設定」へ進んでください。
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3．生徒採点システム用パソコン(子機)の設定
【設定の対象となるパソコン：生徒採点システム用パソコン(子機)】
① 「生徒採点システム」のアイコンをダブルクリックして、
「生徒採点
システム」を起動してください。
※

「親機のデータベースが見つかりません」と表示される場合は、「OK」をクリ

ックしてください。

② 起動画面(右図)が表示されます。『Shift』キーを押しながら『S』キ
ーを押すと、
「システム設定」画面が起動します。
③ 「システム設定」画面で『その他の設定』タブをクリックしてくだ
さい。
④ 接続先データベースに「¥¥学習システムパソコン(親機)の IP アドレ
ス¥lsoft¥etr7.mdb」と入力し、「このデータベースに接続する」を
クリックしてください。
※ IP アドレスにつきましては、本マニュアルの「1．ネットワークの
設定」をご参照ください。[例] 10.10.10.1

⑤ 「親機データベースの場所を確認しました」と表示されますので
「OK」をクリックしてください。
⑥ 『保存』ボタンをクリックします。
「保存しますか？」と表示されま
すので「はい」をクリックしてください。
⑦ 「保存が完了しました」と表示されますので「OK」をクリックし、
「閉じる」をクリックしてください。
以上で生徒採点システム用パソコン(子機)の設定は完了です。

4. 接続の確認
① 「学習システム(親機)」を起動し、任意の生徒を学習開始にします。
任意の問題を選択して学習中の状態にします。
② 「生徒採点システム(子機)」を起動し、①で学習中の生徒の生徒番
号をキー入力して、生徒名が表示すれば接続は完了です。
■ご注意ください■
「生徒採点システム」を使用する際は、必ず先に「学習システム(親機)」を起動させておいてください。
また、終了する際は必ず先に「生徒採点システム(子機)」を終了してから「学習システム(親機)」を終了
してください。
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