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設定指図書【教育用コンピュータ（CALL）】 

１ 前提 
サーバ及びクライアントは、「設定指図書【教育用コンピュータ（Windows）】」に準じ、設定するこ

と。

２ CALL 教室の設定 
⑴ 主要機器類の説明

ア 教員用 PC 
教材作成、生徒用 PC とのデータの送受信等を行うための PC 

イ コントロール用 PC 
システム全体をコントロールするための PC 

ウ タッチパネル

システム全体を簡易に操作するための端末であり、コントロール用 PC に指示を与える

（以下、コントロール用 PC マウスを含め「タッチパネル等」という。）

エ コントロールユニット

システムの核となり、システム全体を制御するユニット

オ センターモニタ

教員用 PC からの指示や映像等を受信するためのモニタであり、生徒用 PC２台につき、１台を

配置する。

⑵ 基本機能（画像・音声転送）

ア タッチパネル等により、以下の操作が可能なこと。

(ｱ) 生徒用 PC の電源を一斉に ON、OFF、再起動ができること。

(ｲ) 教員用 PC から生徒用 PC への画面送出時、生徒用 PC の画面内において、全画面表示、ウ

インドウサイズでの縮小表示、表示位置移動ができること。

(ｳ) 教員用 PC から生徒用 PC への画面送出時、教員用 PC で再生された動画を、生徒用 PC で   

表示できること。

(ｴ) 教員用 PC から生徒用 PC への画面送出時、教員が PC 画面を操作している様子をリアル   

タイムに表示できること。

(ｵ) 生徒用 PC のアプリケーションを一斉に起動できること。

(ｶ) 生徒用 PC のアプリケーション(インターネットエクスプローラ等)の起動を一時的に利用 

不可にできること。また、そのアプリケーションは、タッチパネル上で選択できること。

(ｷ) 生徒用 PC のキーボードとマウスの入力を禁止し、また、生徒用 PC 画面をブラックアウト

できること。

(ｸ) PC の音源からの出力及び会話の音声、転送された AV 機器の音声を同一のヘッドセットに

てステレオ音声で聞くことができること。

イ タッチパネルの表記は、日本語、英語に変更できること。

ウ 教員が使用する機器類について、電源制御（一斉 ON、一斉シャットダウン）ができること。

⑶ 座席表示

ア タッチパネル等により、以下の操作が可能なこと。

(ｱ) タッチパネル上の座席ボタンで、生徒のフルネームが確認できること。

(ｲ) タッチパネル上で、生徒の出席状態が確認できること。

イ タッチパネル上の座席ボタンを、教室の座席配置に合わせて、自由にレイアウトできること。

⑷ モニタ

特定の生徒、若しくは生徒ペア・グループの話し声や生徒用 PC の画面を、教員側でモニタリン

グし、生徒の学習状況を教員側で確認する機能。下記ア及びイの要件を満たすこと。

ア タッチパネル等の操作により、生徒用 PC の画面と音声を、任意に切り替え、教員用 PC でモ

ニタリングできること。

イ 教員用 PC で、最大 50 画面以上まで同時に、画面を分割して受信できること。
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⑸ インカム

教員と生徒の相互通話により、生徒に個別指導を行う機能。タッチパネル等により、下記ア及び

イの操作が可能なこと。

ア 教員と選択した任意の生徒の間で、ヘッドセットを通じ、会話ができること。

イ 上記アの会話時に、当該生徒用 PC 画面を教員用 PC 画面に表示し、教員用 PC から生徒用 PC
をリモート操作できること。

⑹ モデル

教員が、特定の生徒、若しくは生徒ペア・グループの話し声や当該生徒用 PC の画面を、その他

の生徒及び教員に送信し、手本として示す機能。

ア タッチパネル等により、特定の生徒、若しくは特定の生徒ペア・グループを選択し、当該生徒

の話し声や PC 画面を他の生徒又はグループ内の生徒用 PC に発表が可能なこと。

イ 上記アの発表時に、生徒用 PC 画面を教員用 PC 画面に表示し、教員用 PC から生徒用 PC をリ

モート操作できること。

ウ 教員用 PC により、生徒用 PC を操作できること。

⑺ ペア

特定の生徒２人以上を、相互会話が可能な状態にして、会話練習を行わせる機能。

ア タッチパネル等により、以下の操作が可能なこと。

(ｱ) 任意の生徒ペア又は３人以上の生徒グループに分け、会話練習やディスカッションができる

こと。

(ｲ) 上記の際に、生徒用 PC 間で文字によるチャットができること。また、チャットの内容をフ

ァイルに保存できること。

(ｳ) 会話相手が無作為に決まる、ランダムペアを作成できること。

(ｴ) 座席ボタンをドラッグ＆ドロップすることで、リアルタイムにペアの組み替えができる  

こと。

(ｵ) 教員は、任意の生徒ペア又は生徒グループに参加し、会話及びチャットができること。

イ 上記アの会話の内容を、生徒用 PC により録音できること。

⑻ アナライザー

教員の出題した選択問題やアンケートに対して、生徒が回答を行い、その結果を集計・分析する

機能。教員用 PC により、下記ア及びイの操作が可能なこと。

ア 選択式（６択式以上）の問題を作成、回答時間を設定し、生徒用 PC から回答させることがで

きること。

イ 上記アの回答終了後、結果表示で問題ごとに正解率と正解・不正解の生徒氏名を表示できるこ

と。また、回答結果は CSV 形式で保存できること。

⑼ ファイル操作

下記ア～ウの要件を満たすこと。

ア 任意の教材ファイルを、教員用 PC から、全員・グループ・個人の生徒用 PC に配布し、教材フ

ァイルに関連したアプリケーションを自動起動できること。

イ 複数の教材ファイルを、フォルダごと一度に、教員用 PC から、全員・グループ・個人の生徒

用 PC に配布できること。

ウ 生徒用 PC に保存されている任意、又はフォルダ内の複数のファイルを教員用 PC の任意のフ

ォルダに回収できること。

⑽ 生徒メニュー

タッチパネル等により、下記ア及びイの操作が可能なこと。

ア 授業開始時において、生徒用 PC に、自動的に出席票ダイアログが表示され、タッチパネル上

で、生徒の出席を確認できること。

イ タッチパネル上で、遅刻した生徒は、生徒用 PC を通じ、出席票を出すことができること。

⑾ 音声教材・作成及び利用ツール

タッチパネル等により、下記ア～カの操作が可能なこと。

ア 教員側から配信される映像、音声ファイル、又は AV 機器の映像を、生徒用 PC で繰り返し学習

できること。

イ 映像・音声教材の録音、再生の制御を一斉に操作できること。
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ウ 生徒用 PC で、音声教材を再生しながら自分の音声を録音したり、教材音声と録音音声のピッ

チ波形を表示したりして、教材と録音音声を比較しながら学習できること。

エ 音声教材は、教材全体又は教材の一部を、学習用ソフトウェアとともにメディアに保存して持

ち帰り学習ができること。

オ 生徒用 PC で声を録音し、その音声ファイルを教員用 PC に提出できること。

カ 上記(ｵ)の音声ファイルを WAV ファイルで保存することができ、評価することができること。

⑿ センターモニタシステム

タッチパネル等により、下記ア～ウの操作が可能なこと。

ア 教員用 PC、教員用ディスプレイ、ビデオ、DVD、教材提示装置等の映像を、センターモニタに

送出できるとともに、スピーカ（生徒用 PC、センターモニタ、壁設置スピーカ）から音声出力が

できること。この際、生徒用 PC とセンターモニタに異なった音声を送出できること。

イ RGB３系統＋NTSC ビデオ４系統/計６系統以上の音声と映像を、センターモニタ及びスピーカ

（生徒用 PC、センターモニタ、壁設置スピーカ）に自由に送出できること。

ウ センターモニタへの切替操作ができること。

⒀ 音声合成

入力した文章（テキストデータ）を、読み上げて確認できる機能。下記ア及びイの要件を満たす

こと。

ア 生徒用 PC において、音声合成ができること。

イ 教員用 PC において、文字入力により、簡易音声教材が作成できること。

⒁ 発音レッスン

手本及び生徒のそれぞれの音声の強弱を表す波形、イントネーションを表すピッチ表示ができる

こと。また、ピッチ表示によりアクセントやイントネーションの表示ができること。更に、ピッチ

表示はソフトレコーダー上の音声波形に重ねて表示し、強弱と高低が同時に確認できること。

⒂ リズム学習

生徒用 PC に発せられた音声のリズムを表示、判定する機能。下記ア～エの要件を満たすこと。

ア アセスメント機能

(ｱ) 音声のリズムチェックを行うことができ、初級から上級までの９段階以上にレベルを振り分

けられる機能を有すること。

(ｲ) 教員用 PC に、以下の機能を持たせること。

ａ ネイティブの音声と生徒用 PC に発せられた音声の聞き比べができること。

ｂ 上記 a の違いをグラフで表示でき、また、プリントアウトできること。

ｃ 生徒用 PC に発せられた音声を特定してダウンロードできること。

イ リズム学習機能

(ｱ) アセスメント機能によるリズム評価に従い、初級・中級・上級のレベルに合ったリズム   

訓練ができること。また、そのレベルに応じ、単語・句・センテンスのリズム学習ができるこ

と。

(ｲ) ネイティブの音声のリズムの強弱を明示したモデルを聞けること。また、そのモデルに従っ

て発音することにより、ネイティブの音声のリズムとの違いを視覚的に表示されること。

(ｳ) ネイティブの音声と生徒用 PC に発せられた音声を同時に聞くことにより、リズムの違いを

把握できること。

(ｴ) 生徒用 PC に発せられた発音の音量が目視できること。

(ｵ) 生徒用 PC に発せられた発者のリズムのパターンについて、解説が表示され、練習用の   

データを学習できること。

ウ 英語における特徴機能

生徒用 PC において、ネイティブの音声モデルの後に、センテンスを読み上げることができ、

また、その結果をグラフとして表示するとともに、その特徴について、解説が表示されること。

エ 英文速読練習用のコンテンツが使えること。

⒃ その他

ア オプションの追加教材として、英検や TOEIC、TOEFL、日常英会話に対応する用意された教

材を全て設定とインストールを行い学習可能な状態にすること。

イ 視聴覚利用時に、生徒用 PC のモニタをブラックアウトして、映像をセンターモニタのみ
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に送出できること。

ウ iPad に教材をダウンロードして使えること。

エ Web 上でコンソール操作の一部が可能なこと。

オ 生徒用 PC の復元機能を設定すること。また、イメージ配信機能も付加していること。

カ CALL 教室内で iPad を接続するため、インターネットを接続しない無線 LAN の設定を行うこ

と。

キ iPad で CALL システムのコンソールをコントロールできるように設定すること。

ク iPad から無線 LAN を使用して直接、プリンタに印刷できるように設定すること。


