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はじめに  

本ドキュメントは、ATR CALL BRIX を「学習者」としてご利用になるユーザーを対象と

したマニュアルです。 

 本機能を利用するには、「学習者」としてログインする必要があります。 

 

ご注意  

 本資料に記載の情報は本資料発行時点のものであり、弊社は本資料に記載した内容

を予告なしに変更することがあります。 

 本資料に記載した情報は、正確を期すため慎重に制作したものですが、万一本資料

の記述の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、弊社はその責任を

負いかねます。 
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ログインとログアウト  

Web ブラウザのバージョンと設定によっては、ログインできない場合もあります。その

場合は、本説明書巻末の「動作環境：ブラウザの設定」をご覧いただくか、お使いのコン

ピュータの管理者にお問い合わせください。 

 

操作上の注意  

 Web ブラウザの「すすむ」ボタンや「もどる」ボタン、「閉じる」ボタンは使用しな

いでください。異常終了により、データが正しく保持されないことがあります。 

 使用してはいけないボタン (Internet Explorer の例） 

 

多重ログインの禁止  

ログイン ID の共有や、複数のコンピュータや複数の Web ブラウザを利用しての多重ログ

インは行わないでください。同時操作により不整合なデータが作成され、正常に動作しな

くなる恐れがあります。 
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ログイン  

ログイン画面 

 Web ブラウザで ATR CALL BRIX サーバーにアクセスしてください。ログイン画面が表

示されますので、ID と PASS (パスワード)を入力して「ログイン」ボタンをクリックして

ください。お使いの環境によっては、ID、PASS の他に、さらに UGID を入力してログイン

します。UGID はトップ画面に「グループ ID」として表示され、また、UGID と対応するグ

ループ名がトップ画面の名前の上に表示されます。 

ATR CALL BRIX では、学習者ひとりひとりの進み具合や成績を記録して、休んだあとで

も続きからできるようにしています。このため、基本的に、他の受講者と、ID を共用する

ことはありません。 

 

ログアウト  

画面右上に、「ログアウト」ボタンが表示されますので、ATR CALL BRIX を終了する場

合はこのボタンをクリックしてください。  
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トップ画面  

正しい ID とパスワードを入力するとトップ画面が表示されます。 

トップ画面 

画面上部に表示されている下記ボタンをクリックすることで、それぞれの画面に移動し

ます。 

●「自習教材」： 自習可能な教材の一覧を表示します。自習教材が無い場合は、この

場所にボタンが表示されません。 

●「クラス」： 選択可能なクラスの一覧を表示します。 

●「My BRIX」：「My BRIX」にアクセスして、自分が登録した BRIX の一覧を表示す

ることができます。「My BRIX」は、自分専用の単語帳で、気になる課題を繰り返

し練習できます。  

●「eポ―トフォリオ」：自分の成績表やふりかえり、プロフィールの確認や変更など

ができます。 
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●「ツール」：学習の際に必要な環境設定が行えます。 

 

トップ画面の「前回の続きへジャンプ」を押すと、最後に学習した BRIX へ移動します。

また、コース詳細画面のしおりがついている場合は、クリックするとそれぞれの BRIX へ移

動します。 

 トップ画面下部には、あなたの学習履歴や現在のスキルが表示されます。また、トップ

画面右下部には、システム管理者からのお知らせが掲示されます。 

ランキングをクリックすると、実施した BRIX の数について、ニックネームでランキング

TOP20 を表示します。 

ランキング表示 

なお、ランキング表示はシステム管理者の設定により機能 OFF になっている場合があり

ます。  
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自習教材  

自習教材一覧  

「自習教材」ボタンをクリックすると、受講クラスとは関係なく自習可能なコースの一

覧が表示されます。 

自習教材一覧画面 

 自習教材一覧画面では、コース毎に以下の内容が表示されています。 

項目 説明 

コース名 
コースの名前です。クリックするとコース詳細画面に移

動します。 
コース説明 学習内容を説明しています。 
対象者 想定している学習者像です。 
所要時間 すべての BRIX を実施するのに必要な時間の目安です。 
達成率 実施済み BRIX の割合です。 
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クラス情報  

クラス一覧  

「クラス」ボタンをクリックすると、受講可能なクラスの一覧が表示されます。 

クラス一覧画面 

「クラス一覧」に表示されるのは、「分類」、「開始」ボタン、「ID(※1)」「クラス名」、

「開講期間」、「管理者名（担当教師）」、「学習した時間」です。また、各クラス名を

マウスオーバーすると「補足」がバルーン表示されます（補足設定時）。 

※1 ID はシステム側で自動的に付けられる番号です。 
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「クラス分類」については、以下のとおりです。 

クラス分類 説明 
開講中クラス 現在、受講しているクラスが表示されます。 
終了クラス 過去に受講し、開講期間の終了したクラスが表示されます。 

開講予定クラス 
現在は開講日前のクラスのため、受講することができません。 
開講日になると「開講中クラス」になり、受講することができ

ます。 

受講可能クラス 
学習者が自由に受講を決定できるクラスが表示されます。 
受講するには、「サインアップ(※2)」（受講登録）が必要です。 

クラスの「開始」ボタンをクリックすると、受講クラス情報画面へ移動します。 

※2 受講可能クラスの「開始」ボタンをクリックすると、受講クラス情報画面に「サイン

アップ」ボタンが表示されますので、受講登録を行ってください（詳細は『受講可能

クラスと「サインアップ」』をご参照ください）。 
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受講クラス情報  

受講クラスのトップページです。ここにはクラスに関する、さまざまな情報が表示され

ています。 

受講クラス情報画面 
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学習を開始するには、「START」ボタンまたは「WALL 表示」ボタンをクリックし、そ

れぞれのコース画面に移動します。 

その他、受講クラスに関する次のボタンが表示されています。 

項目 説明 

「サインアップ」 
学習者が自由に受講を決定できる受講可能クラスの場合

に表示されます。受講登録する場合は「サインアップ」

ボタンを選択してください。 

「My 目標の設定」 

クラス管理者（教師）の設定した目標（「公式進捗目標」、

「公式成績目標」）に応じて、自分だけの目標を設定す

ることができます。クリックすると、My 目標設定画面に

移動します。（☛My 目標の設定） 

「成績の確認」 
これまでの自分の成績を分析し、振り返ることができま

す。クリックすると、成績の確認画面へ移動します。 
（☛成績の確認） 

「ふりかえりを入力」 

ふりかえりを入力できます。クリックすると、ふりかえ

り入力画面へ移動します。（☛ふりかえりの入力と編集） 
※ふりかえりの入力ボタンは教師側が設定している場合

にのみ表示されます。 

「成績表の保存」 
現時点の成績を保存できます。クリックすると、成績表

の保存画面へ移動します。 
（☛e ポートフォリオ成績表の保存） 

 

管理者からのお知らせ  

クラス管理者（先生）からの、クラス全員に対するお知らせです。新しいお知らせが届く

と、トップ画面中央にメッセージがポップアップ表示されます。 
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管理者からのあなたへのメッセージ  

クラス管理者（先生）からの、あなたひとりに対するお知らせです。他の人には表示さ

れません。 

 

学習コース  

クラスに割り当てられているコースについて、次の情報が表示されています。 

項目 説明 

「>>START」 

対応するコース詳細画面に移動します。 
[共有コース] 
 別クラスで受講している学習の進捗が引き継がれ、コ

ースの続きから学習することが可能です。 
[クラス専用コース] 
 進捗の引継ぎがされないため、同じコースでも最初か

ら学習していく必要があります。 

「WALL 表示」 
BRIX ごとの学習状況を一覧できる WALL 表示画面に移

動します。（☛WALL 表示画面） 

総学習時間 
これまでに学習した時間の合計です。「共有」クラスの

場合は他のクラスの学習時間も合算です。 
平均 これまでの平均学習時間です。 

進捗率 コースの全 BRIX を学習すると 100%になります。 

 学習にあたってコースにアクセスするのに、2 つの画面が用意されています。1 つは

「>>START」ボタンから進むコース詳細画面、もう 1 つは「WALL 表示」ボタンから進む

WALL 表示画面です。コース詳細画面では、コースの構成や BRIX の内容、BRIX ごとの成

績の詳細を表示しています。「WALL 表示」画面は、詳しい情報を表示しないかわりに、進

捗状況が一目でわかるようにしています。いずれの画面からでも、任意の BRIX を選んで、

学習を開始できます。 

※クラス専用コースでは「WALL 表示」画面はご利用いただけません。 
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このクラスについて  

クラスに関する情報です。「概要」、「開講期間」、「管理者連絡先」、「公式進捗目

標」、「公式成績目標」、「修了認定進捗条件」、「修了認定成績条件」が表示されます。

「概要」、「管理者連絡先」は空欄になることもあります。「公式進捗目標」、「公式成

績目標」、「修了認定進捗条件」、「修了認定成績条件」は管理者が設定している場合に

表示されます。 

このクラスについて 

 

公式進捗目標、公式成績目標、修了認定進捗条件、修了認定成績条件の「指定の箇所」

ボタンを押すと、以下のように「達成の期限」「達成の条件」の詳細が表示されます。 

公式進捗目標の詳細表示 
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コース詳細画面  

「>>START」ボタンをクリックすると、コース詳細画面が表示されます。 

コース詳細画面 

コース詳細画面では、コースの内容と学習状況を把握することができます。 

通常、1 つの「コース」は、1 つの「テストパート」と複数の「学習パート」からできて

います。さらに、「パート」は「ユニット」、「ユニット」は「セクション」、そして「セ

クション」は「BRIX」という最小の問題セットから構成されています。 

コース詳細画面では、BRIX ごとに、課題の概要と、自分の「ハイスコア」、「ベストタ

イム」、「トータルタイム」が表示されます。それぞれの BRIX は何度でも繰りかえすこと

ができ、「ハイスコア」が 100 点（満点）になると、星印が金色にかわります。 
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BRIX の情報  

各 BRIX の表示 

各 BRIX に関して、以下の内容が表示されます。 

項目 説明 
星マーク/背景色 星マークの色、背景色で BRIX の学習状況を表示します。 

BRIX タイプ アイコンとアルファベットで BRIX タイプを表示します。 
例） 

BRIX 名 BRIX の名称を表示します。 例） 
ハイスコア BRIX で獲得した最高点を表示します。 
ベストタイム BRIX の学習にかかった最速タイムを表示します。 

トータルタイム BRIX を学習した合計時間を表示します。 
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BRIX の状態表示の凡例 

星マークと背景色の意味は以下のとおりです。  

星マーク 説明 

 100 点をとったことのある BRIX です。 

 学習したことのある BRIX です。 

 学習したことのない BRIX です。 
背景色 説明 

 学習可能な BRIX です。 

 
最近実施したテストの結果をもとに、あなたのスキルを分析し

て、お勧めの BRIX を表します。 
弱点を克服するためには、推奨 BRIX の学習を進めてください。 

 

「TOEIC®テスト学習～ETS 公式問題収録コース～」など一部

のコースで、これまで学習した BRIX やテストにおいて、あな

たにとって苦手と思われるタイプのトライアルを含む BRIX を

表します。 
（コースによってはこのタイプの BRIX は現れません） 

 
開講期間や、クラス管理者が設定する「学習の進行方向」設定

により、今は学習できない BRIX を表します。 
「実施可能」BRIX の学習を進めてください。 

 実施済みのテストに対して復習ができる BRIX を表します。ス

コアの更新は出来ません。 
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 公式目標・My 目標  

WALL 表示画面で、公式目標や My 目標が設定されているパートや、そのパートを含むコ

ースは、背景色と下線で目標設定状態が表示されます。 

目標設定状態表示の凡例 

背景色と下線の意味は以下のとおりです。 

項目 説明 

公式進捗目標 
クラス管理者が設定する、クラス受講者全体への目標です。 
目標設定されたパートの学習を完了することが、達成の基準になりま

す。 

公式成績目標 
クラス管理者が設定する、クラス受講者全体への目標です。 
目標設定されたパートの得点が、達成の基準になります。 
平均点が設定される場合と、最低点が設定される場合があります。 

My 進捗目標 
あなたが設定する、あなた自身の目標です。 
目標設定されたパートの学習を完了することが、達成の基準になりま

す。 

My 成績目標 
あなたが設定する、あなた自身の目標です。 
目標設定されたパートの得点が、達成の基準になります。 
平均点が設定される場合と、最低点が設定される場合があります。 

 

「ワークシート印刷」と「解答印刷」  

「ワークシート」、「解答」の印刷が設定されているクラスやコースでは、「ワークシー

ト印刷」ボタン、「解答印刷」ボタンをクリックすると、それぞれワークシート画面、解

答画面に移動し、ワークシートや解答の印刷が可能になります。（☞「ワークシート印刷」

と「解答印刷」） 
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TOEIC テストパートの成績表示  

「TOEIC®テスト学習コース」など一部のコースでは、「模擬テスト」の成績（正答率）に

ついて、各 Part 単位、Listening・Reading 別、および総合スコアを見ることができます。 

TOEIC テストパートの成績表示 

 Part1 から Part7 の最後まで終了したテストユニットには、「TOEIC 結果表示」ボタンが

表示されます。このボタンを押すと Part 別、Listening・Reading 別、総合スコアの画面が

ポップアップウィンドウに表示されます。 

TOEIC 結果表示 
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各項目に記載される内容は以下のとおりです。 

項目 説明 
パート TOEIC テストの Part および BRIX 名です。 

設問数 
出題された設問数の合計です。Part1,2,5では 1トライアル 1設問、

Part3,4,6,7 では、1 トライアルに 2～5 の設問が含まれています。 
正解数 正答した設問数の合計です。 

正答率(%) 
ATR CALL BRIX に記録される成績です。Part の正答率に相当し

ます。 

素点 

正答数を本番の TOEIC テストでの設問数に換算した得点です。 
満点は以下のとおりです。 
Part1: 10 点, Part2～4: 30 点, Part5: 40 点, Part6: 12 点, Part7: 48
点 
Listening・Reading それぞれ 100 点, 合計 200 点満点 

予測 TOEIC スコア 
素点を元に本番の TOEIC スコアを予測した点数です。目安として

ご覧ください。なお、「TOEIC®テスト学習～ETS 公式問題収録

コース～」など一部のコースでは表示されません。 

「閉じる」ボタンを押すと、ウィンドウが閉じます。 
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しおり  

コース詳細画面で星マークをクリックすることで、その場所にしおりをつけることができ

ます。 

しおり選択画面 

しおりをつけたあとは、コース詳細画面で小さなしおり画像をクリックすることで、メモ

を入力することができます。 

しおりのメモ入力画面 
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WALL 表示画面  

受講クラス情報画面の「WALL 表示」ボタンをクリックすると、WALL 表示画面が表示さ

れます。WALL 表示画面では、詳しい情報は表示されませんが、星マークの色やその背景色

によって、進み具合が一目でわかるようにしています。 

WALL 表示画面 

 

WALL 表示  

星マークと背景色の意味は以下のとおりです。 

  をクリックすると、そのパート内のユニット・BRIX の情報が一覧表示されます。  

  マークにマウスカーソルをあわせると、その BRIX の情報（BRIX タイプ、BRIX

名、ハイスコア、ベストタイム）が吹き出しで表示されます。 

  マークをクリックすると、その BRIX の学習を開始できます。  

ユニット名をクリックすると、該当するユニットの詳細表示へ移動します。（☞コー

ス詳細画面） 
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公式目標・My 目標  

公式目標や My 目標が設定されているパートや、そのパートを含むコースは、背景色と下

線で目標設定状態が表示されます。 

 

「ワークシート印刷」と「解答印刷」  

「ワークシート」、「解答」の印刷が設定されているクラスやコースでは、「ワークシー

ト印刷」ボタン、「解答印刷」ボタンをクリックすると、それぞれワークシート画面、解

答画面に移動し、ワークシートや解答の印刷が可能になります。 

（☞「ワークシート印刷」・「解答印刷」） 

ワークシート印刷ボタン（左）と解答印刷ボタン（右） 
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「ワークシート印刷」と「解答印刷」  

 コース詳細画面、WALL 表示画面に、「ワークシート印刷」あるいは「解答印刷」という

ボタンが表示される場合があります。ただし、クラスの管理者により印刷の可否が設定さ

れるため受講するクラスにより異なります。 

 また、コースによっては、「ワークシート印刷」「解答印刷」ができないものもありま

す。 

 ■「ワークシート印刷」 

「ワークシート印刷」ボタンをクリックすると、ワークシート形式で表示された問題を、

プリンタで印刷することができます。 

 ■「解答印刷」 

 「解答印刷」ボタンをクリックすると、上記「ワークシート」の解答が表示され、プリ

ンタで印刷することができます。 

  

 「ワークシート」画面、「解答」画面から元の画面に戻るときは、画面左上あるいは左

下の「戻る」ボタンをクリックしてください。 
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受講可能クラスと「サインアップ」  

 「受講可能クラス」に割り当てられているクラスは、「サインアップ」をすることによ

って初めて受講することができるようになります。 

 

 受講可能クラスに「サインアップ」する  

① 「クラス一覧」の「受講可能クラス」に分類されたクラスをクリックすると、「受講

クラス情報」画面に移動しますが、このとき「サインアップ」ボタンが表示されます。 

受講可能クラスのサインアップ 

② 「サインアップ」ボタンをクリックすると確認画面が表示されます。 

③ 「OK」ボタンをクリックして、サインアップを完了してください。完了すると学習

できる状態になります。 

 なお、この手続きは 1 回だけです。サインアップが完了したクラスは、「受講可能クラ

ス」でなく「受講クラス」と表示されます。  
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BRIX 学習画面  

「コース」画面の BRIX アイコン、あるいは「WALL 表示」画面の星マークをクリックす

ると問題が始まります。クリックするとすぐに音声が流れる BRIX もありますので、予めヘ

ッドホンを用意しておきましょう。 

ATR CALL BRIX にはさまざまな種類の BRIX が用意されています。それぞれの画面の指

示にしたがって課題を進めてください。 

BRIX の学習画面（例：専用 ActiveX の場合） 

BRIX の学習画面（例：Adobe Flash の場合）  
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問題別結果一覧画面と復習モード  

通常、1 つの BRIX は複数の問題から構成されています。 

1 つづきの問題が終了すると、問題別結果一覧画面が表示されます。 

問題別結果一覧画面でできることは、結果（回答と正答）の確認、My BRIX への登録、復

習モードへの移動です。My BRIX への登録については次章（☞「My BRIX」）を参照して

ください。 

それぞれの BRIX では、間違った問題のみを再実施する復習モードに移動し、間違いが 0

になるまで繰り返すことができます。 

問題別結果一覧画面 
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 学習の終了  

「おわる」ボタンをクリックすると、今回の成績（「スコア」と「所要時間」）の保存

が行われます。このとき、画面右上の「学習を中断」ボタンを使用すると、記録が保持さ

れませんので、注意してください。なお、管理者側で「強制的に復習」が設定されている

場合は復習が完了するまで「おわる」ボタンが表示されませんので注意してください。 

なお、「スコア」とは「復習」モードを除く平均得点、「所要時間」とは BRIX の学習に

かかったタイムを表示します。 

My BRIX 登録のチェックボックスにチェックが付いている状態で「おわる」ボタンをク

リックしたときは、このタイミングで My BRIX への登録が行われます。 

 

 復習モード  

「復習へ」ボタンをクリックすると、復習モードに移動します。 

 

復習モード終了後に、再度、問題別結果一覧画面が表示されます。間違った問題が 0 に

なると「復習へ」ボタンが表示されなくなります。 

  

© 2014 ATR Learning Technology Corporation. All rights reserved.  31 

 



 

My BRIX  

学習した問題は、「My BRIX」へ登録することで、繰り返し学習することができます。苦

手な問題を登録しておき、試験前に復習するといった使い方もできます。 

「My BRIX」へ登録された問題は、BRIX タイプごとにまとめられます。 

例えば、BRIX タイプ BW03 は「単語訳：英日」の課題ですが、BW03 という BRIX タイプ

は、別のコース/パート/ユニットにも出題内容を変えて用意されています。異なるコース/

パート/ユニットの問題でも、「My BRIX」に登録された問題は「BW03」という 1 つの BRIX

タイプにまとめられます。 

 

学習したい BRIX のアイコンをクリックすると、登録されている問題からランダムに選ば

れたものが出題されます。 

登録できる問題数/出題される問題数は、BRIX タイプによって異なります。 
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My BRIX へ登録  

通常の BRIX 学習が終わると、問題別結果一覧画面が表示されます。 

問題別結果一覧画面 

このとき、My BRIX に登録したい問題のチェックボックスにチェックし、「My BRIX

へ登録」ボタンをクリックします。 

 

 この登録ボタンは、次のような条件に合った時に、画面に表示されます。 

・復習モードに入る前 

・テスト以外 

・登録可能数残が１以上 

・いくつか特定の BRIX タイプ以外 
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■登録できる場合 

「My BRIX へ登録」ボタンのクリック後、実際に登録できる場合は図のように表示され

ます。「OK」ボタンで閉じた後、「おわる」ボタンで BRIX 学習を終了してください。 

My BRIX へ登録可 

■登録できない場合 

登録できない場合は、エラー画面が表示されます。図の場合は登録できる問題数をオー

バーしていて、この状態では 1 件も My BRIX に登録されません。チェックの数を減らして、

再度「My BRIX へ登録」ボタンを押してください。 

My BRIX に登録不可 

「My BRIX へ登録」操作後に復習を行った場合も、復習終了後に My BRIX 登録が行われ

ます。この際も、必ず「おわる」ボタンで BRIX 学習を終了してください。 

【ご注意】 

「学習を中断する」ボタンや Web ブラウザの「閉じる」ボタンを押した場合は、My 

BRIX には登録されませんので、注意してください。  
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My BRIX で学習  

「My BRIX」を使用するときは、画面上段メニューの「My BRIX」をクリックしてくださ

い。「My BRIX」画面が表示され、あなたが登録した、自分だけの「My BRIX」一覧が表示

されます。 

BRIX のアイコンをクリックすると学習を開始できます。 

My BRIX 画面 

 

項目 説明 
BRIX タイプ名 BRIX タイプを、アイコンと BRIX タイプ名で表示します。 
トータルタイム 今まで「My BRIX」で学習した学習時間の合計です 

スコア 「My BRIX」で学習した、過去 3 回の平均点です。 
登録済み BRIX タイプごとの、現在登録されている問題の数です。 

問題数 MAX BRIX タイプごとの、登録可能な問題数の上限です。 
出題数 1 回の My BRIX 学習で出題される問題数です。 
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My BRIX の編集  

「My BRIX」画面の「編集」ボタンをクリックすると、登録されている問題が一覧表示さ

れます。 

My BRIX 編集画面 

トライアル一覧のチェックボックスにチェックし、「削除」ボタンをクリックすること

で、該当の問題を削除することができます。 

確認画面が表示されますので、削除して問題なければ「OK」ボタンを押してください。 
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成績の確認  

 ATR CALL BRIX の特徴の 1 つは、いつでも自分の成績をふりかえり、弱点を分析するこ

とができることです。このため、ATR CALL BRIX には、自己診断ツールが豊富に用意され

ています。 

成績を確認するには、受講クラス情報画面で「成績の確認」をクリックしてください。 

成績確認画面（通常のコース） 

【ご注意】 

表示される内容はコースによって異なります。 
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学習の軌跡  

このクラスにおける学習の達成度を表示します。 

学習済みの BRIX について、各 BRIX のハイスコアの合計がグラフで表示されます。 

学習の軌跡 

ここでは、このクラスで学習した BRIX のハイスコアが合計されます。 

例えば、このクラスに BRIX が 100 個ある場合、全ての BRIX で 100 点をとると、合計が

10000 点になり、学習の達成度の「学習の軌跡」が 100 を示します。 
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目標達成率  

公式目標が設定されている場合、クラスに設定されている公式進捗目標および公式成績

目標に対する達成率を表示します。 

「目標達成率」ボタンをクリックすると「目標達成率」画面が表示されます。 

目標達成率の表示ボタン 

目標達成率 
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 目標達成率  

■公式進捗目標 

クラス管理者が設定している、「公式進捗目標」に対する達成率を表示します。 

対象となるパートに含まれる BRIX の、進捗目標の達成率が表示されます。 

■公式成績目標 

クラス管理者が設定している、「公式成績目標」に対する達成率を表示します。 

対象となるパートに含まれる BRIX の得点の、成績目標の達成率が表示されます。 

 

クラス受講者全体の中で、あなたの達成率がどこに位置しているのかを把握できるよ

うに、あなたの達成率とクラス平均の達成率、あなたの順位が数値と図によって表示さ

れます。 

（順位は、クラスによっては表示されない場合もあります。） 

 

 目標達成率の遷移  

■公式目標達成率の遷移 

公式目標の達成率の遷移をグラフで表示します。 

■【参考データ】：あなた自身が設定した My目標達成率の遷移です。 

あなたが設定した、My 目標の達成率の遷移をグラフで表示します。 

目標達成率として集計されるのは、目標の達成日までの学習データが集計対象になり

ます。そこから外れる学習実績は含まれません。  
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学習の進捗  

コース全体、およびパートごとの実施率、学習時間、スコアを表示します。 

「学習の進捗」ボタンをクリックすると「学習の進捗」画面が表示されます。 

学習の進捗の表示ボタン  

 

実施率  

クラス受講者全体の中で、あなたの実施率がどこに位置しているのかが把握できるよう

に、あなたの実施率とクラス平均の実施率、あなたの順位が数値と図によって表示されま

す。（順位は、クラスによっては表示されない場合もあります。） 

実施率は、開講期間に関係なく、今までに該当のコースを実施した全ての学習実績が集

計されます。よって、他のクラスで、同じコースを受講していた場合はそれらが合算され

て表示されます。 

実施率 
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コース名をクリックすると、パートごとの実施率を表示することができます。 

実施率のパート別表示 

 

順位の枠内「ランキング」（【クラス全体】【コース別】【パート別】で選択可）を押

すと、以下のようにランキングが表示されます。（赤文字が自分） 

全体進捗ランキング 

 

 

© 2014 ATR Learning Technology Corporation. All rights reserved.  42 

 



 

学習時間  

コース全体、およびパートごとの学習時間を表示します。 

クラス受講者全体の中で、あなたの実施率がどこに位置しているのかが把握できるよう

に、あなたの学習時間とクラス平均の学習時間、あなたの順位が数値と図によって表示さ

れます。（順位は、クラスによっては表示されない場合もあります。） 

学習時間は、開講期間に関係なく、今までに該当のコースを実施した全ての学習実績が

集計されます。よって、他のクラスで、同じコースを受講していた場合はそれらが合算さ

れて表示されます。 

学習時間 
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コース名をクリックすると、パートごとの学習時間を表示することができます。 

学習時間のパート別表示 

 

順位の枠内「ランキング」を押すと、以下のように、学習時間ランキングが表示されま

す。 

学習時間ランキング 
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スコア平均  

コース全体、およびパートごとのスコア平均を表示します。 

クラス受講者全体の中で、あなたのスコア平均がどこに位置しているのかが把握できる

ように、あなたのスコア平均とクラス平均のスコア平均、あなたの順位が数値と図によっ

て表示されます。（順位は、クラスによっては表示されない場合もあります。） 

スコア平均は、開講期間に関係なく、今までに該当のコースを実施した全ての学習実績

が集計されます。よって、他のクラスで、同じコースを受講していた場合はそれらが合算

されて表示されます。 

スコア平均 
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コース名をクリックすると、パートごとのスコア平均を表示することができます。 

スコア平均のパート別表示 

 

順位の枠内「ランキング」を押すと、以下のようにスコアランキング図が表示されます。 

スコア平均ランキング 
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テストの成績  

テストを受けると「テストの成績」ボタンが表示されます。このボタンをクリックする

と、テストの成績をコース別に示す「テストの成績」画面が表示されます。 

テストの成績の表示ボタン 

 クラス受講者全体の中で、あなたのテストスコアがどこに位置しているのかが把握でき

るように、あなたのテストスコアとクラス平均のテストスコア、あなたの順位が数値と図

によって表示されます。（順位は、クラスによっては表示されない場合もあります。） 

テストの成績 
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■課題・分野別分析 

BRIX 別の分析結果がレーダーチャートで表示されます。 

テストの成績に基づき、BRIX 別のスコアが表示されます。テスト結果を分析して、重点

的に学習すべき BRIX などをアドバイスします。 

■スキル別分析 

スキル別の分析結果がレーダーチャートで表示されます。 

テストの成績に基づいた、スキル別の分析結果が表示されます。学習者の得意なスキル、

あるいは苦手なスキルを分析し、今後の学習を進める上でのアドバイスを行います。 

テストユニットを完了していない場合は、いずれの情報も表示されません。 

各コースに用意されているテストユニットは、一度きりしか実施できません。 

学習計画に応じた実施をお勧めします。 

 

順位の枠内「ランキング」を押すと、以下のようにテスト成績ランキング図が表示され

ます。 

テスト成績ランキング 
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TOEIC スコアアップに向けてのポイント解析  

 「TOEIC®テスト学習コース～ETS 公式問題収録～」など一部のコースでは、さらに詳細

な成績の分析を行う、「TOEIC スコアアップに向けてのポイント解析」が追加されていま

す。ここでは、この項目について説明します。 

「TOEIC 解析」ボタンをクリックすると「TOEIC 解析」画面が表示されます。 

TOEIC 解析の表示ボタン 

TOEIC スコアアップに向けてのポイント解析 
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英語力  

 英語力の項目では、Part1～Part7 のそれぞれの設問（トライアル）について、問題に正

答するために必要と思われる英語のスキルを細かく定めています。以下に一例を示します。 

・ 似た発音の語句を正しく聞きわけられる 

・ 日常会話でよく用いられる表現を理解している 

・ 名詞のタイプ（具象／抽象、加算／不加算、物質名詞など）を理解している 

・ 関係代名詞・関係副詞について理解している 

・ 新聞記事で用いられる独特の表現や文章の構成について理解している  etc. 

これにより、どのスキルを重点的に鍛える必要があるかを診断します。 

英語力の分析明細 

各項目に表示される内容は以下のとおりです。 

項目名 内容 
パート TOEIC テストの Part1～7 のそれぞれを表示しています。 

総合スコア 
これまでに実施した Part1～7 の学習やテストの正答率を、スキルごと

に集計して算出した総合スコアを 100 点満点で表示しています。 
（解答のコツでの総合スコアとは異なります） 

コメント 
これまでに実施した Part1～7 の学習やテストの結果を見て、もっとも

正答率の低いスキルのタイプを指摘し、克服のためのワンポイントア

ドバイスを表示します。 
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「詳細分析」のボタンを押すと別ウィンドウが開き、詳細分析を表示します。 

英語力の詳細分析 

多く学習しているスキル項目ごとに上位 10 個が表示され、クラス内の最高点・平均点・最

低点およびあなたの位置を帯グラフで示します。 
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解答のコツ  

 この項目では、Part1～Part7 のそれぞれの設問（トライアル）について、問題に正答す

るために身につけておきたいコツについて細かく定めています。以下に一例を示します。 

・ 写真を見て「どこで誰が何をしているか」を即座に見抜く 

・ 質問文のキーワードが、解答の選択肢では言い換えられることに注意する 

・ 選択肢を見る前に、空欄の前後を見て何が入るのかを推定する 

・ 語彙の問題や短い設問を優先的に解答する 

これにより、どのような訓練が必要なのかを診断します。 

解答のコツの分析明細 

各項目に表示される内容は以下のとおりです。 

項目名 内容 
パート TOEIC テストの Part1～7 のそれぞれを表示しています。 

総合スコア 

これまでに実施した Part1～7 の学習やテストの正答率をもとに、解答

のコツのタイプごとに集計した総合スコアを100点満点で表示してい

ます。 
（英語力での総合スコアとは異なります） 

コメント 
これまでに実施した Part1～7 の学習やテストの結果を見て、もっとも

正答率の低かった解答のコツのタイプを指摘し、克服のためのワンポ

イントアドバイスを表示します。 
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「詳細分析」のボタンを押すと別ウィンドウが開き、詳細分析を表示します。 

解答のコツの詳細分析 

多く学習している解答のコツの項目ごとに上位 10 個が表示され、クラス内の最高点・平均

点・最低点およびあなたの位置を帯グラフで示します。 
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語彙  

 語彙の項目では、Part1～7 のそれぞれに出現する単語・イディオムを用いて出題される

基礎スキル練習や集中学習パートでの各種トライアルについての成績を能力別に、TOEIC

の Part 単位に分析します。分析対象となる語彙の能力は、以下の 6 種類です。 

・語句の意味理解（英語表現の日本語訳） ・適切な英語訳（日本語表現の英語訳） 

・リスニング  ・発音  ・正書法（タイピング） ・構文能力（正しい語順） 

 分析結果は、レーダーチャートで表示されます。 

語彙の分析 

各パートのラベルの近くにカーソルを持っていくと、上図のように、重点的に学習すべき

項目がポップアップで表示されます。 
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総評  

実施率・学習時間・成績などに基づいたコメントが表示されます。 

総評はクラス管理者が表示します。通常、クラス開講期間終了頃に表示されますので、

クラスや時期によっては表示されない場合があります。 

「総評」ボタンをクリックすると「総評」画面が表示されます。 

総評の表示ボタン 

 

総評 
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My 目標の設定  

My 目標設定画面 

パートごとに進捗と成績の目標を設定することができます。 

目標を設定した場合、成績の確認画面から目標の達成率のグラフを見ることができます。 

この画面では、進捗目標と成績目標を個別に設定することができます。 

クラス管理者が設定している公式目標に応じて、あなたの目標を設定されることをお勧め

します。  
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進捗目標  

目標の設定 

受講クラス情報画面に表示されている公式進捗目標を参考に、あなたの進捗目標を設定

してください。 

達成の期限 
目標を達成する期限を入力してください。(半角数字) 
※カレンダー機能を使って日付を入力できます。 

チェックボックス 目標の対象とするパートにチェックしてください。 
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成績目標  

個人成績目標の設定 

受講クラス情報画面に表示されている公式成績目標を参考に、あなたの成績目標を設定

してください。 

達成の期限 
目標を達成する期限を入力してください。(半角数字) 
※カレンダー機能を使って日付を入力できます。 

達成の条件 
達成の条件として、リストボックスから「最低」か「平均」を

選び、目標とする点数を入力してください。 
チェックボックス 目標の対象とするパートにチェックしてください。 
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カレンダー機能  

日付入力欄の右にある「カレンダー」ボタンを押して、表示されるカレンダーから日を

指定することができます。 

カレンダー 

年月日を指定するには、年・月をリストボックスから選択し、下に表示されるカレンダ

ーの該当する日をクリックすると、「現在選択中の日時：」の欄が変更されます。その後

「決定」ボタンを押すとカレンダーが消え、ボタンを押した場所にある年月日へそれぞれ

カレンダーで指定した値が自動的に入力されます。 

「前の月」「次の月」ボタンを押すと、現在表示されている月の前月・翌月のカレンダ

ーが表示されます。  
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ふりかえりの入力と編集   

受講クラス情報の画面に「ふりかえりを入力」ボタンが表示されている場合、「ふりか

えり」の入力ができます。学習の状況に応じて、「ふりかえり」を入力し学習に役立てま

しょう。 

「ふりかえりを入力」ボタン 

「ふりかえりを入力」ボタンをクリックすると、「ふりかえり入力」画面が表示されま

す。 

ふりかえり入力画面（未登録の状態） 
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「新規作成」ボタンをクリックすると、ふりかえりの新規作成画面が表示されるので、

ふりかえりの内容を入力してください。 

入力文字数は最大 1000 文字までとなっていて、入力中に 1000 文字を超えると次のよう

に警告が表示されます。 

新規作成（文字制限を超える場合） 
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 警告が表示されたときに「追加」ボタンをクリックすると、警告画面が表示されます。 

文字制限を超える場合の警告画面 

 

規定文字数以内を入力して、「追加」ボタンをクリックすると追加確認画面が表示され

ます。 

追加確認画面 

「OK」ボタンをクリックすると入力した内容が保存され、「ふりかえりの入力」の一覧

画面に戻ります。ふりかえりの一覧に、作成した内容が追加されています。 
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なお、ふりかえりは 1 クラスにつき 16 個までしか作成できませんのでご注意ください。

すでにふりかえりが 16 個登録されている場合、「新規作成」をクリックすると、次の警告

画面が表示されます。 

追加警告画面 

「OK」ボタンをクリックして、元の画面に戻ってください。 

ふりかえり一覧の右側に「表示」ボタンがあります。クリックすると、作成した内容が

以下のように表示されます。 

ふりかえりの表示 

一旦登録したふりかえりの編集を行いたい場合、上図の画面から、ふりかえりの編集、

印刷および削除ができますので、必要に合わせて編集後、「更新」ボタンをクリックして

下さい。「閉じる」ボタンをクリックすると、リスト画面に戻ります。  
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修了証書  

修了認定条件が達成された場合、修了証書が発行され、修了証書の項目が受講クラス情

報画面に追加されます。 

修了証書が発行された画面 

「修了証書」ボタンを押すことで、修了証書が表示されます。 

修了証書 

「e ポートフォリオに保存」ボタンで学習者の e ポートフォリオに保存でき、「印刷」ボ

タンで直接印刷することもできます。  

© 2014 ATR Learning Technology Corporation. All rights reserved.  64 

 



 

e ポートフォリオの表示・作成・編集  

画面上段メニューの「e ポートフォリオ」をクリックしてください。以下の図のように  

「e ポートフォリオ」画面が表示されます。 

e ポートフォリオ画面 

ここでは、ユーザーの学習成績を記録したファイルの表示ができます。ユーザーは学習成

績の記録を見直して、成績の変容を確認できます。 
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e ポートフォリオの成績表の表示  

 「e ポートフォリオ」メニューの「成績表」ボタンをクリックすると、今まで保存した

成績表の一覧が表示されます。 

e ポートフォリオの成績表リスト 

登録された成績リスト右側の「表示」ボタンをクリックすると、保存した成績および

「ふりかえり入力」記録が表示されます。「削除」ボタンをクリックすると、該当行の

内容が削除されます。 

 

事前に成績を登録していない場合、「成績表はありません」が表示されます。 

e ポートフォリオの成績表がない場合 

「e ポートフォリオ」を活用するため、成績の保存方法の方法を以下に紹介します。 
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e ポートフォリオ成績表の保存  

 画面上段メニューの「クラス」をクリックし、クラス一覧から成績を保存したいクラス

を選んで「開始」ボタンを押し、受講クラス情報画面に移動してください。「学習情報」

の「成績表の保存」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます（成績表がない

場合）。 

成績表の保存画面（成績表がない場合） 

 

「e ポートフォリオに保存」ボタンをクリックすると、現在までの成績が保存されます。 

成績表の保存画面（成績表が保存した場合） 

右側の「表示」ボタンをクリックすると、保存した成績および「ふりかえり入力」記録

が表示されます。「削除」ボタンをクリックすると、該当行の内容が削除されます。 
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 なお、e ポートフォリオに保存できる成績表は 1 クラスにつき 3 個までとなっています。

3 個以上保存しようとすると、次のように警告が表示されます。 

成績表の保存警告画面 
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修了証書  

ここでは受講クラス画面で保存した修了証書を確認することができます。 

修了証書画面 

「表示」ボタンで修了証書を表示、「削除」ボタンで修了証書を削除することができます。 

修了証書  
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プロフィール登録と変更  

e ポートフォリオ画面の「プロフィール」ボタンをクリックすると、「プロフィール編集」

画面が表示され、パスワード（※1）のほか、さまざまな個人情報の登録・変更ができます。 

プロフィール編集画面 

編集したい項目に入力を行い、「更新」ボタンをクリックすると編集した内容で更新され

ます。 

※1  学校の認証サーバーと連携している場合は、パスワードの欄は表示されず、

変更できません。 

※2  図中の「TOEIC」「TOEFL」「学籍番号」「学部」「留学経験」の欄につい

ては、学校が独自に設定する「ユーザー属性項目」の例ですので、お使いの

環境によってこの部分の内容は異なります。 
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パスワードの変更  

 パスワードは、「プロフィール」画面から簡単に変更することができます。定期的に変

更し、セキュリティに十分配慮してください。なお、学校の認証サーバーと連携している

場合は、パスワードの変更はできません。 

 画面上段メニューの「プロフィール」ボタンをクリックし、「プロフィール編集」画面

が表示されたら、チェックボックス「パスワードを変更する」をチェックし、これから使

用する新しいパスワードを入力します。入力ミスを防ぐため、2 回入力してください。 

 パスワードを紛失された場合はシステム管理者にお問い合わせください。 
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ツール  

音量のチェックや学習に必要な環境設定と、スマートフォン（タブレット）用アプリ情

報を確認できます。学習を開始する前にこちらから環境設定を行います。 

ツール画面 

「ツール」メニューの表示内容はお使いの環境によって異なり、下記項目の中から必要

な項目が表示されます。 

●「音量チェック」： 学習に使用するスピーカーやマイクの設定をします。 

●「アドオンのインストール」： 学習に必要なアドオンをインストールします。 

●「音声分析プログラム」： 音声分析に必要なプログラムをインストールします。 

●「アプリ情報」： スマートフォン（タブレット）用アプリの情報を確認します。 
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音量チェック  

 学習に使用するスピーカーやマイクの調整を行います。学習を開始する前に必ず適切な

設定を行ってください。 

1. ツール画面から「音量チェック」ボタンをクリックします。 

2. 音量チェック画面が表示されますので「音声再生チェック」の項目でサンプルの音声

を再生し、再生音量の調整を行ってください。 

3. 「録音の準備」の手順に従い Flash のマイクアクセス許可設定を行ってください。 

※この設定を行わない場合、学習の途中でマイクのアクセス許可を求められます。 

4. 「録音音量チェック」でマイクでの録音音量を調整します。録音した音声を聞いて適

切なマイク設定を行ってください。 

音量チェック画面（音声再生チェック） 
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アドオンのインストール  

※お使いの環境によってはこのメニューは表示されません。 

 学習に必要なアドオンをインストールします。 

1. ツール画面から「アドオンのインストール」ボタンをクリックします。 

2.  「インストール」ボタンをクリックします。 

※「インストール」ボタンが表示されていない場合は、アドオンのインストールは

不要です。ツール画面に戻ってください。 

※「全 OCX をインストール」ボタンは管理者が設定している場合のみ表示されま

す。管理者の指示があった場合のみ利用してください。 

3. アドオンのインストールが始まりますので「許可（実行）」を選択してインストー

ルを行ってください。画面に表示されているアドオンの「インストール状態」が全

て OK になったらアドオンのインストールは完了です。（必要なアドオンの内容・

個数は学習する環境によって異なります） 

アドオンインストール画面 

アドオン一括インストール画面 
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音声分析プログラム  

 音声分析に必要なプログラムをインストールします。 

1. ツール画面から「音声分析プログラム」ボタンをクリックします。 

 

音声分析プログラムインストール画面 

2. Windows 用と Mac 用それぞれの音声分析プログラムをダウンロードするリンクが

ありますので、お使いの環境に適したリンクをクリックしてダウンロードしてくだ

さい。 

3. ダウンロードしたファイルを展開すると、インストーラが入っています。ダブルク

リックして実行し、画面の指示に従ってインストールを行ってください。 

※環境によってはセキュリティの警告が表示されることがあります。 

※Macで「"ATRCALLSpeechAnalysis.pkg" は、開発元が未確認のため開けません。」

のように表示された場合は、ダブルクリックではなく Control キーを押しながらク

リックし、「開く」を選択してください。 
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アプリ情報  

 スマートフォン（タブレット）用アプリの情報を確認することができます。 

 ※お使いの環境によってはこのメニューは表示されません。 

1. ツール画面から「アプリ情報」をクリックします。 

2. アプリのインストール情報、アプリ会員の設定方法が表示されますので画面の指示

に従って設定を行ってください。 

  アプリ情報画面 
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動作環境  

 ATR CALL BRIX の動作環境は以下のとおりです。 

クライアント  

Windows (PC) 

OS（※1） 
Windows 8/8.1 ［32 ビット版 / 64 ビット版］（※2） 
Windows 7 ［32 ビット版 / 64 ビット版］ 
Windows Vista ［32 ビット版］ 

CPU Intel Core2 Duo 1.6GHz 相当以上 

メモリ 2GB 以上推奨 

ディスプレイ 1024×768 以上の解像度、ハイカラー以上を推奨 

ブラウザ 
Microsoft Internet Explorer 9,10,11 ［32 ビット］（※3） 
Mozilla Firefox（※4） 
Google Chrome（※4） 

通信環境 ブロードバンド以上（常時接続必須） 

その他 
音声再生および録音が可能なこと 
Adobe Flash Player 11 以上がインストールされていること 

※1 日本語版のみ対応しています。 
※2 Windows8 以降についてはデスクトップ UI にて動作確認しております。 
※3 Internet Explorer 8 につきましては動作確認を行っておりますが、動作を保証するも

のではございませんので、あらかじめご了承ください。 
Internet Explorer に搭載されている「互換表示」機能を使用しての表示は動作保障外

となります。 
※4 最新バージョンとその前のバージョンで動作確認しております。 
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Windows (タブレット) 

OS（※1） Windows 8/8.1 ［32 ビット版 / 64 ビット版］（※2） 
CPU Intel Atom Z2760 相当以上 

メモリ 2GB 以上推奨 

ディスプレイ 1366×768 以上の解像度 

ブラウザ 
Microsoft Internet Explorer 10,11 ［32 ビット］（※3） 
Mozilla Firefox（※4） 
Google Chrome（※4） 

通信環境 ブロードバンド以上（常時接続必須） 

その他 
音声再生および録音が可能なこと 
Adobe Flash Player 11 以上がインストールされていること 
スクリーンキーボードの手書きオプションには対応しておりません 

※1 日本語版のみ対応しています。 
※2 デスクトップ UI にて動作確認しております。 
※3 Internet Explorer に搭載されている「互換表示」機能を使用しての表示は動作保障外

となります。 
※4 最新バージョンとその前のバージョンで動作確認しております。 
 

Mac 

OS（※1） 
Mac OS X 10.7 [Lion] 
Mac OS X 10.8 [Mountain Lion] 
Mac OS X 10.9 [Mavericks] 

CPU Intel プロセッサ搭載 

メモリ 2GB 以上推奨 

ディスプレイ 1024×768 以上の解像度、ハイカラー以上を推奨 

ブラウザ 
Safari （※2, ※3） 
Mozilla Firefox（※2） 

通信環境 ブロードバンド以上（常時接続必須） 

その他 
音声再生および録音が可能なこと 
Adobe Flash Player 11 以上がインストールされていること  

※1 日本語版のみ対応しています。 
※2 最新バージョンとその前のバージョンで動作確認しております。 
※3 音声分析機能は対応しておりません。 
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Web ブラウザの設定            

 上記のクライアントマシン推奨仕様にしたがって、お使いの Web ブラウザの設定を確認

し、必要に応じ変更してください。なお、ユーザーの権限やクライアントマシンの利用環

境によっては、Web ブラウザの設定変更が許可されていない場合があります。設定メニュ

ーが選択できないとか、設定が変更できない場合は、お使いのクライアントマシンの管理

者にご相談ください。 

ポップアップブロックの解除  

 ポップアップブロックを有効にしていると、正常に動作しない場合があります。 

■ポップアップブロックを解除する方法 

1. メニューバーの [ツール] から [ポップアップブロック] を選択  

2. [ポップアップブロックの設定]を選択し、詳細に設定  

3. 詳細に選択する場合は、[許可する Web サイトのアドレス]に ATR CALL BRIX サー

バーを入力し、[追加]ボタンを押す  

4. [閉じる]をクリック  

ActiveX 機能の有効化  

 お使いの環境によっては、学習に際して ActiveX を使用します。その場合、Internet Explorer

が ActiveX を実行できるように設定されている必要があります。  

■ActiveX 機能を有効にする方法  

1. メニューバーの [ツール] から [インターネット オプション] を選択  

2. [セキュリティ] タブを選択し、[レベルのカスタマイズ] をクリック  

3. [ActiveX コントロールとプラグイン] の項目を次のとおりに設定  

4. OK をクリック  
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ActiveX 機能設定の例 

アドオンの管理  

学習に ActiveX を使用する場合、さらに「アドオンの有効化」および、セキュリティの設

定が必要です。下記の手順にてご確認のうえ、設定を行ってください。 

1.  メニューバーの [ツール] から [アドオンの管理] を開く  

2.  [表示]プルダウンから、[ダウンロード済みコントロール] を選択  

3.  発行元が「ATR Learning Technology Corporation」となっている ActiveX の状態が

全て「有効」になっていることを確認する。有効になっていない場合は選択し、[有効に

する]ボタンを押す （次ページ上図） 

4.  [閉じる]をクリック  

（次ページに続く） 
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アドオンの管理と有効化(学習に ActiveX を使用する場合) 

5.  メニューバーの [ツール] から [インターネットオプション] 内 [セキュリティ] 
を選択  

セキュリティの設定 

（次ページに続く） 

無効になっているコントロールを

選択して、「設定」で「有効」の

チェックをオンにします。 
（右クリックでも表示されます） 
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6.  ゾーンの一覧から [信頼済みサイト] を選択し [サイト] ボタンを押す  

7.  [この Web サイトをゾーンに追加する] に ATR CALL BRIX のアドレス（不明な

場合は管理者に問い合わせてください）を入力し [追加] ボタンを押す。 
アドレスが 「https」 で始まらない場合は [このゾーンのサイトにはすべてサー

バの確認（https:）を必要とする] のチェックを外す  

信頼済みサイトの登録 

8.  [閉じる]をクリック  

9.  OK をクリック  

JavaScript 機能の有効化  

 

JavaScript を有効にする必要があります。 

 上記のように表示された場合は、お使いの Web ブラウザのセキュリティ設定で、

JavaScript が動作しないように設定されています。ATR CALL BRIX の動作に JavaScript 

機能が必要になりますので、下記の手順で設定してください。  

■JavaScript を有効にする方法  

1. メニューバーの [ツール] から [インターネット オプション] を選択  

2. [セキュリティ] タブを選択し、[レベルのカスタマイズ] をクリック  

3. [スクリプト] の項目中のアクティブスクリプトを「有効にする」にチェック  

4. OK をクリック  
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Cookie 機能の有効化  

 

Cookie 機能を有効にする必要があります。 

 上記のように表示された場合は、お使いの Web ブラウザの Cookie (クッキー）機能が無

効に設定されています。ATR CALL BRIX の動作に Cookie 機能が必要になりますので、

下記の手順で設定してください。  

■Cookie を有効にする方法  

1. メニューバーの [ツール] から [インターネット オプション] を選択  

2. [プライバシー] タブを選択し、[詳細設定] をクリック  

3. ファーストパーティの Cookie を「受け入れる」にチェック  

4. サードパーティの Cookie を「受け入れる」にチェック  

5. OK をクリック  
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利用上の注意  

項目入力時の制限について  

 本システムでは、各種情報登録時の入力項目に対して、入力できる文字数と使用できる

文字が決まっています。各項目の入力可能な最大字数と入力禁止文字は下表のとおりです。 

■入力制限文字一覧 

画面 入力項目 最大字数 入力禁止文字 

プロフィール編集 

パスワード 40 字 
全角文字 

" ' : ; \ 

ニックネーム 32 字 " ' : ; \ 

メールアドレス 255 字 " ' : ; \ 

ユーザー属性項目 

文字列型 
40 字 " ' : ; \ 

ユーザー属性項目 

数値型 
80 字 半角数字以外の文字 

ふりかえりの 

新規作成 
入力内容 1000 字  
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こんな表示が出たら  

学習画面で表示されるエラー  

ActiveX の学習画面で「エラーが発生しました。エラーID：○」が表示された場合は以下

の一覧表をご確認ください。 

■学習画面エラー一覧 

エラーID 内容 

ID：5 
お使いのコンピュータに、ACM ドライバ（オーディオコーディック）が存在しない

ため、音声ファイルを再生できません。 
コンピュータの管理者または、コンピュータの製造元にお問い合わせください。 

ID：7 
お使いのネットワーク環境の問題（※）により、学習に必要なコンテンツの取得

ができていません。 
システム管理者にお問い合わせください。 

※  ネットワーク環境の問題とは、以下のケースが想定されます。 

・ お使いのコンピュータが、ネットワークから切断された場合。 

・ Proxy 経由で接続している場合、Proxy の種類や環境設定が ATR CALL BRIX に対

応していない場合。 

・ キャッシュサーバをご利用の場合に、キャッシュサーバがネットワークから切断

された状態にある場合。 

上記に記載しているエラーID 以外のエラーが表示された場合は、システム管理者までお問

い合わせください。 
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