
概要

SQala はリスニングテストの作成、実行の為の
ArtemiS SUITE のソフトウエアモジュールです。

SQala の特徴はそのシンプルで便利なユー
ザーインターフェイスにあります。ページレイアウト
が斬新で見易く、シンプルなリスニングテストか
ら複雑なものまで素早く簡単に作成可能です。
リスニングテストはカスタマイズ、保存、再利用
でき様々なシナリオに対応可能です。

リスニングテストの種類はカテゴリー尺度法、
一対比較法、格付け法、SD法と幅広く対応
しています。使い勝手のよいモニタリングと管理
ツールにより常に全体を俯瞰しながらテストのマ
ネジメントが可能です。テストセッションづくりから
インタラクティブ管理まで快適に行うことができ、
テスト結果はSQalaサーバー上に保存されま
す。

SQala 拡張 API はユーザーニーズに応じた
テストステップの作成と SQala へのフルインテ
グレーションを可能にします。

準備とポスト処理の為に SQala はArtemiS
SUITE の様々な機能にシームレスにアクセス可
能です。
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フィーチャー

リスニングテストの作成

・直感的で分かり易いユーザーインターフェ
イス

・斬新で機能的なページデザインで専門
知識がなくても複雑なリスニングテスト
を素早く作成可能

・カスタムデザインも可能

・情報、デモサウンド、インタビュー等の
ページ設定が可能

・一度作成したSQalaプロジェクトは保存し
様々なタイプやシナリオのリスニングテストに
再利用可能

主観テストのシナリオとタイプ

・シングルユーザーシステム

・リスニングスタジオ
- 個別モード、グループモード

・カテゴリー尺度法、同時カテゴリー尺度法、
一対比較法、格付け法、SD法

リスニングテストの管理と保存

・SQalaプロジェクトの管理保存の為の
機能的なサーバー

・SQala Server Manager による
リスニングスタジオのセッションの分かり易い
表示。

リスニングテストの管理

・SQala Session Administration
によるリスニングテストのインタラクティブ
モニタリング、管理

・リスニングテスト中のすべての被験者の
一括ステータス確認

リスニングテストの実施

・リスニングテストの各実施場所に
SQala Clientを配置

・フルタッチスクリーン対応

・テスト結果のExcelへのエクスポート

ArtemiS SUITEによる結果の準備と
評価

・広範なプレ処理 / ポスト処理ツール
(ASM 01 ～ 27)

正しいバイノーラル再生の為のイコライザー

・SQalaソフトウエアがヘッドホン、サブウー
ファー、スピーカー再生のバイノーラル
イコライザーに最適対応。
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SQala – ArtemiS SUITE

Jury Test (主観テスト) モジュール
・SQala Basic (Code 5050)
・SQala Net (Code 5051)
・SQala Server (Code 5058)
・SQala Client (Code 5059)
[ライセンスは必要ありません]
リスニングテストの作成と実行の為の拡張モジュール

SQala 拡張 API

・主観テストソフトウエア SQala を個別に
拡張する為のプログラミングインターフェイス

・設定事例を含む広範なプログラミング
ドキュメンテーション



SQalaシステム
SQalaはモジューラーソフトウエアです。

・SQala Basic : リスニングテスト作成
（テストリーダー）

・SQala Net : リスニングスタジオ等で
複数の被験者でテストを実行
（テスト・リーダー）

・SQala Server : リスニングテスト管理
マネジメント（テストリーダー）

・SQala Client : リスニングテスト実施
（被験者）

SQala Basic – ASM 50

SQala Basic を用いてローカルモードでリス
ニングテストを素早く作成実行することがで
きます。

・テストテンプレート

SQala 統合ページレイアウトは機能的で
リスニングテストが素早く作成できるように
設計されています。斬新かつ分かり易い
デザインは最新の標準規格に基づき
テストの最中に被験者の集中できるように
工夫されています。

ユーザーはリスニングテストタイプを任意に
組み合わせてカスタム化し、直感的に
ステップごとにテストを組んでいきます。
ユーザーインターフェイスが分かり易く、使い
勝手がいい為、専門的な知識は必要あ
りません。大規模のリスニングテストでも
素早く安心して作成できます。

・プレビュー

プレビューはページの範囲やレイアウト等
被験者に実際に見えるのと全く同じ状態
でリスニングテストを常に表示します。

・ローカルモードでのテストの実行

リスニングスタジオがない、或いはワーク
プレイスがひとつだけしか利用できない場合
は、SQala Basic を用いてローカルで
SQala プロジェクトを実行することができま
す。複数の被験者とリスニング・テストを順番
に行うことが可能です。

評点づけ項目を素早く設定する為の様々なオプションが利用でき、マニュアル編集も可能です。

最適なレイアウトを選択する為に、ユーザーはいろいろなページからリスニングテストのタイプを選択し、
さらにカスタマイズが可能です。

セレクションダイアログがリスニングテストの作成をアシストする為、専門知識がないユーザーでも
大規模なリスニングテストを作成することができます。
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SQala Net – ASM 5051

SQala Net を用いてリスニングスタジオ
で複数の被験者によるリスニングテストを
行うことができます。（個別モード或いは
グループモード）テストリーダーは様々な
管理ツールが利用可能です。

・SQala Server Manager

SQala Server Manager はリスニン
グスタジオで複数の被験者によるセッシ
ョンを行うのに用います。SQala server
（テスト・リーダー）と個々のSQala
Clients（被験者）の接続が瞬時に
確立されます。

・SQala Session Administration 

リスニングテストを管理する為にSQala
Session Administrationが簡単な
モニタリングと管理ツールとして用いられ
ます。このツールはテストリーダーがリス
ニングテストのすべてのステップを一括
管理するのに便利です。

テストリーダーは随時介入し特定の
ステップを利用可能にしたり新たな被験
者を追加することができます。

仮に被験者が意図せず再生内容を
変えてしまった場合、管理者に自動
通知されます。

グラフィックインターフェイスが常にそれぞ
れの被験者の進捗状況や終了した旨
を表示します。Tooltip がレファレンス
されたサウンドファイルの数等の追加情報
を表示します。

・リスニングテストの結果は Excel にエク
スポートしてさらに処理を行うことができ
ます。

SQala Net はASM 58 ライセンスが
必要です。

SQala Server – ASM 58

SQala Server はSQala プロジェクト
の保存と管理に用います。

SQala Server は ASM 51 ライセンス
が必要です。

SQala Client – ASM 59

SQala Client は各被験者がリスニング
を行う場所にインストールされる必要が
あります。ドングルや別ライセンスは必要あり
ません。

リスニングスタジオまたはネットワークで SQala Server Managerを用いて簡単に分かり易く
リスニングテストを行うことができます。

SQala Session Administration はテストリーダーが リスニングテストのステータス全体を把握するのに
便利です。

被験者は SQala Client を介してテスト結果を提出します。 機能的なレイアウトにより、
被験者の集中力を促進する為、テスト結果の信憑性向上につながります。
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Studio Control

Studio Control (ASM 11に含まれてい
ます。) を用いてリスニングスタジオで用いる
再生フロントエンドの設定を素早く行うことが
できます。

ユーザーは再生シナリオ（再生フロントエンド
の配線やフィルター設定）を詳細に編集し
て保存することができます。個別のリスニング
スタジオ設定を行った後、ユーザーは複数の
設定の選択肢の中から必要なものをワン
クリックで選択できます。再生フロントエンドの
配線と個別のフィルター設定は自動調整さ
れます。

Studio Control は設定内容をボタン表示します。
ワンクリックで対応する設定データが接続したフロント
エンドに自動転送されます。

メトリックプロジェクト

SQala の主観テスト レーティングは
メトリックプロジェクト (ASM 27 に含まれ
ています）で使用可能です。ユーザーは
SQala プロジェクトのどの レーティング
(ステップや評価基準）、どのタイプ
（カテゴリー尺度法、一対比較法、
格付け法、SD法）でメトリックを計算
するかを選択します。

Studio Control はリスニングスタジオにおける複数の再生シナリオを保存し、その中から必要なシナリオをワンボタンクリック
でアクティベートすることができます。（ヘッドホン / ヘッドホン＋サブウーファー / スピーカー＋サブウーファー / スピーカー / …）

SQala とメトリックプロジェクトの連携により ユーザーは時間とコストがかかるテストを行わずに、測定技術を用いた
再現可能な分析モデルにより自動計算し結果を出力することが可能です。



納品アイテム
・ライセンス・ファイル：

- SQala Basic モジュール ASM 50
（Code 5050)

及び

- SQala Net モジュール ASM 51
（Code 5051)

- SQala Server モジュール ASM 58
（Code 5058)

及び

・ライセンス不要の：

SQala Client モジュール ASM 59
（Code 5059）

要件
・ArtemiS SUITE ベーシックフレーム
ワーク (Code 5000)

⇒バイノーラル再生用プレーヤーが含
まれています。

推奨プログラミングインターフェイス
ASX

・ASX 03 (Code 5093)

SQala 拡張 API

主観テストソフトウエア SQala の個別
拡張用プログラミングインターフェイス

このプログラミングインターフェイスにより
新規のテストステップを作成し、SQala
に統合し、ローカルモードで実行可能
です。

・ASX 00 (Code 5090)

システム統合と拡張ガイドライン

数多くの実践的アプリケーション例と
プログラミングレファレンスを含む
包括的ドキュメンテーション

ArtemiS SUITE 推奨モジュール
・ベーシック分析モジュール（Code 5001）

⇒ベーシック分析と統計処理、フィルター、
単一値、信号編集他

・心理音響モジュール
（Code 5012）

アドバンスト心理音響モジュール
（Code 5016）

⇒心理音響分析、例：トナリティ、
リラティブアプローチ他

・信号編集モジュール（Coe 5020）

⇒信号編集他

・信号作成モジュール（Code 5021）

⇒信号作成及び、作成信号や
測定信号のマージング

・アドバンスト再生モジュール (Code 5011)

⇒Studio Control

・計算モジュール (Code 5027)

⇒メトリックプロジェクト

推奨再生ハードウエア
リスニングテストを正しく行うには優れた再生
品質が必須です。ヘッドアコースティクスの
イコライザー、ヘッドホン、サブウーファーー、
スピーカー等最適マッチングされたコンポーネン
ツで構成されイコライザーションされた再生
システムが不可欠です。これにより
バイノーラル録音データが正しく再生され、リス
ニングテストの信頼性が向上します。

再生イコライザー

・labP2 (Code 3732)

バイノーラルヘッドホンイコライザー、
USBインターフェイス付

及び / または：

labP2-V1 (Code 3732-V1)

バイノーラルヘッドホンイコライザー
USBインターフェイス付

⇒正しい信号レベルとイコライゼーションが
自動設定されバイノーラルヘッドホン
再生されます。

・labO2 (Code 3731)

2チャンネル再生イコライザー、
Line出力、USBインターフェイス付

及び / または、

labO2-V1 (Code 3731-V1)

2チャンネル再生イコライザー、
Line出力、ヘッドホン接続端子、USB
インターフェイス付

⇒スピーカーとサブウーファーによる低周波
数域の再生

labO2-V1はバイノーラル・ヘッドホンによる
再生にも対応しています

例としてリスニングスタジオではヘッドアコースティ
クスのイコライザーをケーブル一本で接続します。

開放型、ダイナミック・ヘッドホン

・HD IV.2 (Code 2481)

・HD IV.1 (Code 2380)

スピーカー / サブウーファー

・HPL (Code 2968)
2 x 高精度スピーカー

・HSW I (Code 2950)
サブウーファー

Excel はMicrosoft Corporation の登録商標です。
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labP2 イコライザーと HD IV.2 または HD IV.1 ヘッドホンにより原音のスペクトルと音場を
正確に再現することが可能です。


