フルデジタルCALLシステム

システム構成例

外部機器
コントローラー
（特型対応）

カセット

ブルーレイ

教材制作
ソフトウェア

サウンドユニット
EV-B124S-W
ヘッドセット
ML-H200B

学習者PC

スイッチングハブ

AVスイッチャー

CD／DVD

マスター
コンソール
ソフトウェア

教員用PC

ソフトウェア
レコーダー
ムービー
プレーヤー
ナビゲーター

サウンドユニット
EV-B124S-W
プロジェクター

書画カメラ

USBカメラ
ネットワークエンコーダー

スピーカー

マイク

アンプ

WeLL UX

ヘッドセット
ML-H200B

USBカメラ
CD／MD

サウンドユニット
EV-B124S-W

データベース
ソフトウェア

ファイルサーバー

ヘッドセット
ML-H200B

学習者PC

関連機器
CALLシステムソフトウェア

ML-S2200

サウンドユニット

EV-B124S-W

ヘッドセット

ML-H200B

※システムソフトウェアのみではシステムは動作しません。以下の使用ライセンス
ならびに、各機能ソフトウェアが別途必要になります。

●機能拡張ソフトウェアパック
●学習者用ソフトウェア・ライセンス
●自習用ソフトウェア・ライセンス
●教材作成用TTSライセンス
●話速変換（ゆっくり再生）機能搭載
●USBバスパワー

●ヘッドホン部：密閉ダイナミック型ステレオ
●マイク部：エレクトレットコンデンサ型

動作環境
Server 2016 Standard/Datacenter、
Windows Server 2012 R2 Standard/Datacenter
SQL Server 2016/2012 ●CPU…Intel Xeon以上 ●メモリ…4GB以上
●HDD…300GB以上
（RAID構成推奨）※必要なHDD容量は、保管する教材データの容量に依存します
サーバー

●オペレーティングシステム…Windows

●データベース…Microsoft

教員用PC

●オぺレーティングシステム…Windows

10 Pro/Enterprise/Education(64bit)、
Windows 8.1 Pro/Enterprise(64bit)、
Windows 7 Professional SP1(64bit)
Core i5 以上 ●チップセット…Intel製チップセット推奨 ●メモリ…4GB以上 ●HDD…40GB以上 ●サウンドチップ…HDオーディオコーデック
●ディスプレイ解像度…プライマリ
（送受信画面）1280×1024〜1920×1080 セカンダリ
（操作画面）
1920×1080 ※デュアルディスプレイ構成
●必要ポート…USBポート
（機器構成により必要ポート数は異なります）
●CPU…lntel

学習者PC

●オペレーティングシステム…Windows

10 Pro/Enterprise/Education(64bit)、
Windows 8.1 Pro/Enterprise(64bit)、
Windows 7 Professional SP1(64bit)
Core i3 以上 ●チップセット…Intel製チップセット推奨 ●メモリ…4GB以上 ●HDD…40GB以上 ●サウンドチップ…HDオーディオコーデック
●ディスプレイ解像度…1280×1024〜1920×1080 ●必要ポート…USBポート
（機器構成により必要ポート数は異なります）
●CPU…Intel

※上記条件のすべての環境で動作を保証するものではありません。※AVコントロール機能を実現するためには、弊社既定のマルチスイッチャー、外部機器コントローラー、AV機器が必要になります。

事業統括部
ソリューション第2推進部
1グループ

新しい学びのカタチを提案するWeLLがさらに進化！
分かりやすく、
使いやすい、
先進の語学授業を支援します。
カタログ番号

2019年7月作成
K/AVT9073530 Z

※オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ●本カタログ掲載商品の価格には、
配送・設置調整費・工事費、
使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

「聴く・話す・読む・書く」が実践的に学べる！
教材管理・指導なども効率的にサポートします。

スタイリッシュで洗練された画面デザインと、
ユーザビリティを考え
抜いた操作パネルの採用により、
見やすく直感で操作できる優れた
パフォーマンス性を実現しました。
教員側のマネジメント機能もいっそう充実させ、
効果的かつ
コミュニケーション性の高い先進的な語学授業をサポートします。

WeLL UXは、従来のLLシステムにAV／ネットワークシステムを採り入れたCALLを
さらに大きく進化させた、最新のマルチメディア語学学習支援システムです。

使いやすさ、
理解しやすさが

!

基本機能
相手の顔を見ながら会話ができます。

分かりやすく使いやすい、
マスターコンソール操作画面。

これなら
授業進行も
スムーズ！

［教員用PC操作画面］

USBカメラ機能
USBカメラで学習者の顔をモニターできます。
ペア・グループレッスンなどでは相手の顔を見な
がら会話でき、
よりアクティブなコミュニケーションを実現します。
1 カメラ映像がより滑らかに
1秒間に処理するフレーム数が増え、動画をより滑
らかに表示できます。
2 画面表示のカスタマイズ
動画の画面表示サイズを4段階で変更できます。

モデル状態

録音練習状態

アナライザー回答状態

音声・映像メディアの活用が
ぐっとカンタンに！

学生PCの状態がアイコン表示されます。

AV機器操作パネル

スピードの速い会話も、
速度を段階的に落とせます。
ゆっくり再生機能

CD・DVD・ブルーレイなどの映像・

「ゆっくり再生」機能を使えばWEB配信された音声からPC専用教材まで、

音声メディアを選択して送り出すま

どんな音声でも
「ゆっくり」
「はっきり」変換して聴き取りやすくできます。

でを、
タテに1-2-3ステップでボタン

段階的にスピードを調節することでヒアリング力のアップに役立ちます。

操作していくだけ。
分かりやすく、

無音区間を
確保することによって
自然な話速を実現！

スムーズに操作が完了します。

無音
区間

初めて使う先生でもマニュアルいらず！2つの親切ガイド機能。

※この機能の開発にはNHK放送技術研究所の協力を得ました。

お手軽操作ガイド
（かんたんウィザード機能）

フキダシガイド

初めてCALLを使うなら、
まずこの「お手軽操作ガイド」
。
教材の選択・送り出しの操作を順を追って

カーソルをボタンに近づけると、
そのボタンの機能

進めることができます。

説明が自動的にフキダシになって表示されるので、
授業の進行がスムーズです。

ファイルやOfﬁceデータなどの取り出しも便利に！
教材学習（映像・音声／アプリ教材）
［映像・音声］
サーバー内のフォルダーにある映像や音声ファイルを選択して、
授業や自習の教材として
学習者に簡単に送出できます。
［アプリケーション教材］
Microsoft Ofﬁce®やPDFなどのアプリデータも教材として使えます。
［外部メディア］
USBメモリやSDカードなどに入れたファイルも、
ワンアクションで呼び出して活用できます。

動画に映画のような字幕を追加できます。

!

主体性、
協調性の育成に

字幕機能

応用機能

近年のアクティブラーニングの広がりに着目し、

動画教材を再生しながら、
場面を選択して字幕を作成・編集し、
映画のように

タブレットやノートPCを活用した語学学習にも新たに対応しています。

セリフなどを表示させることができます。
グループワークで会話の聴き取り、
翻訳、
セリフ作りを行い発表するなど、
学習者の学習・創作意欲を高める

タブレットやノートPCで学習できます。

主体的な授業が展開できます。

アクティブ・ラーニングモード

プレゼンテーション資料を
みんなで同時編集できます。
グループ学習機能

おなじみのペア・グループレッスンも、
よりスムーズに！
エリア分け機能

2〜10人で、
Word、
Excel、
PowerPointなどの1つの書類を共有し、

学習者をエリアでグループ分けし、
そのエリアごとでのランダムな組替え

同時に添削・編集できます。
グループ発表の素材づくりなどに最適です。

が可能。
グループレッスンをよりキメ細やかにオペレートできます。

自由な
スタイルで
学習できて
便利ね！

Wi-Fi接続を使用して、
タブレットやノートPCでアクティブ・ラーニング形式

堀越

の授業を行えます。
席を自由に移動してグループごとに集まり、
画面共有

晋一郎

機能を使った協働学習が可能です。教員操作画面からは、
学習者の

座席アイコン上部に、
Wi-Fi電波強度、
電池
残量を表示。

現場の先生方の意見を反映した賢い機能が他にも色々。
学習者指名

アプリケーション確認

タブレット
（PC）
画面はもちろん、
バッテリー残量やWi-Fiの電波強度も
モニターできます。

見やすく、操作しやすい学習者用ソフトウェアレコーダー。

［学習者PC操作画面］

動画再生機能

学習者を自動的に指名

学習者が起動しているアプリケーションを教員側から一覧

できる学習者自動指名

で確認できます。特定のアプリケーションを許可または禁止

動画の再生も、
音声教材と同じインターフェースで操作できます。
画面サイズを

機能を追加しました。

することもできます。

自由に変更できるようになったので、
動画も大きなサイズで視聴できます。

教員ごとの教材フォルダ設定
教 員ごとに自分 専 用の教 材フォルダが 使 用できるように
なりました。

［その他］
●一斉ログオン●多元送出●画面モニター
（個別／一覧）●URLリンク
・
インターネット抑止●提出締切●ファイルの配布・回収・返却●画面リモート
コントロール●Active Directory認証連携機能●教室統合モード

ナビゲーター

ソフトウェアレコーダー

