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■アプリ概要
　このアプリはAndroidOS搭載のスマートフォンで通話内容の録音やボイスレコーダーの機能を提供
します。
端末内の電話帳から会話相手の電話番号を検索し、登録名をファイル名やリスト表示に使用します。

　また、必要であればインターネットのサーバー上にデータをバックアップするzCloakServerと連携
することも可能です。

録音するファイルの形式はPCM(WAV)、MP3、OGG、AMR、3GP、MP4の6種類の保存形式に対応し
ており、WAV、MP3、OGG等の場合、録音中の一時停止、サンプルレートの変更8000Hz～48000Hz
を自由に設定することが可能です。（サンプルレートは端末のハードウェア仕様に準じます）

端末上部の通知エリア(ステータスバー)に録音スイッチを表示する事も出来、スイッチを表示してい
た場合、録音状態をアイコンの色で確認出来る様になっており、タップすることで直ぐに録音可能と
なります。

録音するためのウィジットも実装しており、ボイスレコーダーとして使用する場合の録音トリガーは
メイン画面の「Rec」ボタン、ステータスバーのタップ、ウィジットとシチュエーションに合わせて好
みの方法を自由に選択することが出来る、大変自由度の高い録音ソリューションを提供しています。



■注意事項
　通話録音は端末に搭載しているAndroidのオーディオソース機能が正しく動作している必要があり
ます。
全てのAndroid搭載スマートフォンにおいて、オーディオソースに関しては発売元がシステムをカスタ
マイズしている関係で、仕様書通りに動作しない場合もあり、また、搭載している電話アプリ自体も
カスタマイズしている場合、通話録音非対応の端末も存在します。
この場合、zSuperRecorder側では対応出来ず、発売元がAndroidOSの仕様に準じていないカスタマイ
ズを行っている事が原因となります。
ある程度は、zSuperRecorderで柔軟に対応してカスタマイズへの対応を試みておりますが、根本的に
対応出来ない場合もございますので、予めご了承願います。

　基本的にハードウェア依存では無く、ソフトウェア依存なので、発売元のメーカー次第で修正可能
な場合もございますので、zSuperRecorderが設定を色々と変更しても正常に動作しない場合、発売元
のメーカーへお問い合わせ頂くしかございません。

　また、相手に録音をしている事を通知する仕組みがアプリ内で提供する機能が開発出来ません。
「この通話を録音しています」などのメッセージを通話相手に聞かせると言う機能がAndroid 
SDK（開発キット）のAPI（機能）に無い為で、通話相手に無断で録音する事となります。
無断通話録音に関して、基本的に当事者録音なので日本国内において違法制はありませんが、「無断
通話録音」に関してコンプライアンス上違法としている国もございますのでご注意願います。

このアプリは日本国内において使用する場合、一切コンプライアンス上の問題は発生しませんが、録
音されたファイル自体の取り扱いにおいては十分ご注意願います。

zSuperRecorderを使って発生したいかなる損害に関して開発元のZEBRASOFT Tamayanが責任は負
い兼ねますので予めご了承願います。(免責)



■設定項目
・言語選択
　１．言語選択(アプリ内言語設定）
・タイマー録音
　２．タイマー録音設定
・自動録音設定
　３．自動録音
　４．手動録音ボタン表示
　５．手動録音ボタン配置
　６．タスクバーに録音スイッチ表示
　７．点滅するLEDの色
　８．トーストメッセージの表示
・特定番号の制御
　９．ターゲット番号の動作設定
１０．ターゲット番号リスト作成
１１．電話帳未登録番号制御
１２．電話帳登録済番号制御
１３．特定番号の着信拒否
１４．着信拒否番号リスト作成
１５．自動保護リスト作成
１６．非通知着信拒否
・録音ファイル
１７．録音ファイルリスト
１８．ファイル自動削除設定
１９．自動削除ダイアログ表示設定

・zSuperRecorder基本設定
２０．送信先メールアドレス
２１．保存フォルダーの作成
２２．オーディオソース選択（重要）
２３．保存形式選択
２４．PCM録音サンプルレート
２５．ボイスレコーダー設定
・時間設定
２６．着信録音開始時間
２７．発信録音開始時間 
２８．保存時のダイアログ設定
２９．ダイアログ表示時間
・設定初期化
３０．アプリ簡単設定
３１．設定の保存と復元
・端末特有設定
３２．電話リスナーの破棄
３３．長電話対策タイマー設定
３４．スピーカフォン設定
３５．Bluetooth接続設定
３６．外部SDカードの設定
３７．外部SDカード手動入力
３８．外部SDカードマウント名
３９．タスクトレイ録音設定
４０．SDカード容量チェック
４１．音声コーデック

■おまけ
・Environmen（環境変数リスト）
・Select skin（画面デザインの変更）
・デスクトップウィジット



インストール

内容を確認してOK
を押して下さい。

1行めの「確定す
る」をタップ 言語などを設定 最初にPlayCheckを

押して下さい
使えるオーディオソ
ースを判定

PlayCheku結果を表
示して設定終了

スキンの変更可能 メイン画面の歯車ボ
タンをおして最下行
にSKINリスト

お好きな方を選択

初期インストールは端末の戻るボタンなどで
画面を消さずに、確実に記載している操作を
行って下さい。
アップデートの場合は、操作をキャンセルし
てもかまいません。（既に設定済みなので）

デフォルトの初期設定が入れば、どの端末で
も取りあえず正常に動作すると思います。

オーディオソースチェッカー機能（自動でチェックします）外部SD(microSD)確認機能

SKINセレクト

初回起動時



画面説明

① ② ③

④

⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

① 録音ファイルリスト表示ボタン

② ショートメニュー表示ボタン
フルメニューは端末の「設定」ボタンをおしてください。

③ 設定確認、お問い合わせボタン
Tamayan宛にメールと設定情報を送信出来ます。

④ リセットボタン
録音が正常に行かない場合フラグをリセットします。

⑤ 録音ボタン
メイン画面でボイスレコーダー機能を使います。

⑥ 録音一時停止ボタン
PCM)WAV)、MP3、OGGの場合操作出来ます。

⑦ 通話録音の保存形式ボタン
通話録音の保存形式をタップで変更出来ます。

⑧ ボイスレコーダー保存形式ボタン
ボイスレコーダーの保存形式をタップで変更出来ます。

⑨ SDカード情報表示
設定でSDカードの空き容量を表示します。

録音ファイルリストを表示します。

端末メニューボタン対応

端末メニューボタン対応
zCloakServer送信済みアイコン
送信結果をアイコンで表示します。

端末メニューボタン対応

フル設定画面 設定送信画面

録音中タイマー作動

⑩

⑩ タイマー録音スイッチ
設定したタイマーを作動させます。

デフォルト画面

⑪

⑪ カレンダーリスト表示ボタン
カレンダーに録音件数を表示します。



言語選択

Terminal settingsは製造元の言語が反映される可能性があるので、日本語で使用する場合、日本語を明確
に設定しておくと良いと思います。
また、最後の言語はヒンディー語（インド）ですが、フォント自体を搭載してない端末もございます。
ここの設定は端末自体の言語設定とは独立して設定可能です。
端末設定は中国語で、zSuperRecorderだけ日本語と言った設定が可能です。
但し、日本語以外はGoogleの翻訳サイトでの機械翻訳なので、正確に翻訳されてない可能性があります
がご了承願います。
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タイマー録音設定

タイマー録音設定では、Androidのアラームマネージャに録音開始時間と停止時間を設定することが可能
です。
最小設定時間は１分間で２３時間５９分までの範囲内で開始と停止を設定出来ます。
録音時間の設定は、時計の開始時刻と停止時刻で、それぞれの時間に録音をオンオフする機能です。
録音開始時間に通話中などの場合、録音停止時間で録音が開始されます。
タイマー録音を設定していた場合、ご注意願います。
基本的に開始時刻と停止時刻はそれぞれの時刻に録音スイッチを押すだけで、そのとき録音中であれ
ば、オフに、録音していなければオンにすると言うトグルスイッチの関係となっています。
時刻を設定しても録音タイマー設定にチェックをいれなければ動作しません。
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自動録音

自動録音にチェックをいれて置けば、電話の発着信を検知して自動的に録音を開始出来ます。
録音の為になにかを操作する必要は一切無く、ただ、通話を開始するだけで自動的に録音が開始されます。

zSuperRecorderを使う場合、最も基本的な設定で、デフォルトでは自動録音設定になっています。

アプリはメモリーに常駐せずに、発着信の時のみ、Androidシステムが自動的に起動してくれる仕組みがあ
り、それを利用しています。
録音開始後、通話が終了すると直ちに、メモリーから削除されるので端末の負担になりません。

3



手動録音ボタン表示

手動録音ボタンは電話アプリ上に「rec」ボタンが表示されるようになります。
お使いの端末に搭載している電話アプリに合わせてお好きな位置にボタンを予め設定する必要があります。
また配置する場合、ダイヤル表示のじゃまにならない場所に配置する事をお勧めいたします。
配置を確定する場合、端末の「戻る」を押して下さい。
手動録音は通話中何度でも録音開始停止を繰り返し行う事が可能です。
通話メモとして利用するには最適の設定で、必要な内容のみ録音して保存する事が可能です。
また、手動録音開始したまま電話を切った場合、自動的にその時点で録音を終了します。
自動録音と手動録音の両方にチェックがある場合、自動録音が優先されます。
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タスクバーに録音スイッチ表示

タスクバーに録音スイッチを表示する場合、端末のメモリーに稼働中のアプリとして表示されます。
表示した場合、現在録音中か待機中かが直ぐに確認出来るので便利です。
デフォルトはあえて、非表示設定でメモリーに常駐しない設定にしています。
また、表示していることで、録音中のLEDの点滅や、タップすることで直ぐに録音する機能が利用出来ま
す。
録音スイッチとして利用する場合、Android4.0搭載機の場合ロック画面のまま録音を開始することも出来る
様になり、ICレコーダーとして利用する場合の録音開始がスピーディーに行えます。
ウィジットの搭載していますが、ウィジットの場合現在使っているアプリの画面を閉じて操作する必要があ
りますが、ステータスバースイッチの場合、その必要もありません。
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トーストメッセージの表示

トーストメッセージとは画面下の方に、トースト焼き器からパンが飛び出す様な表示を意味しており
録音中のzSuperRecorderの動作を表示する機能です。
録音を開始します～保存する録音内容を表示します。
通話録音アプリの性質上、初期状態では通話を録音していると言う事を画面に表示して、隠蔽動作を極力し
ない状態にしているために、うっとうし画面表示となっております。
通話録音アプリをインストールした認識があれば8番のチェックをはずして普段は運用してください。
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ターゲット番号の動作設定

ターゲット番号（特定番号）機能は次に説明するターゲットリストに登録している番号に対する機能を制御
します。
特定番号のみを録音するかしないか、特定番号以外を録音対象にするなどと言った使い方です。
例えば会社からの電話以外を録音すると言う設定が可能です。

本来はこの機能がメインだったのですが、まぁ全ての通話を録音するに超したことはないでしょう。

9



ターゲット番号リスト作成

ターゲット番号リストは通話履歴、電話帳登録内容、直接入力などで簡単に登録する事が可能です。
また、登録している登録名を自由に編集する事が可能です。
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電話帳未登録番号制御
電話帳登録済番号制御
特定番号の着信拒否
着信拒否番号リスト作成
自動保護リスト作成
非通知着信拒否
機能がそのままなので詳細な説明は割愛します。
電話帳に登録している番号を録音するかしないか、電話帳未登録の番号に対して録音するかしないか、登録
している番号からの着信を拒否するか、着信拒否のリストを作成する、自動保護リストでは、録音ファイル
に必ず保護フラグを付けて保存する、非通知の着信は拒否する機能を１１番～１６番で設定します。
リストの作成は先のターゲット番号リストの操作方法と同じです。
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録音ファイルリスト

録音ファイルリストは非常に項目が多いリストです。
長押しすると長押しメニューが表示され、直接発信や端末搭載のメディアプレイヤーなどでも再生可能で
す。zSuperRecorderに搭載のプレイヤーは通常のタップで直ぐに再生可能です。
次のページで長押しメニューの内容を説明していきます。

インストールしていなければPlayStoreへジャンプします。
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リスト長押しメニュー
■直接発信（リストの電話番号で直接発信する事が出来ます）
■MediaPlayer（端末搭載のMediaPlayerで再生します）
■ファイル保護/解除（自動削除などの削除を制御します）
■ファイル削除（リスト上のファイルを削除します）
■ファイル選択削除（選択した複数のファイルを削除します）
■DB登録漏れ確認（リストに登録されなかったファイルを再
登録します。機種変更などで既存のファイルを再登録するな
どと言った使い方も可能です。）
■ファイル共有（EvernoteやDropbox、メール等に送信する
機能です）
■zCloakServer（zCloakServerによって管理サイトにファイル
を直接POST送信する事が出来ますがzCloakServerがインス
トールされている必要があります）
■編集（登録名をリスト上で編集出来ます）
■ZIP圧縮（録音ファイルをZIP圧縮する機能ですがjavaのzipラ
イブラリを使用しているためパソコンへ送信するとファイル
名に全角文字があると文字化けします）
■ZIP解凍（圧縮された録音ファイルをリスト内に解凍しま
す）
■PCMファイル修正（PCM録音中、最後のヘッダ情報が狂っ
た場合、再度ヘッダ情報を修復します）

ファイルリスト長押し



ファイル自動削除設定

ファイル自動削除設定は端末に録音したファイルを何日間保存しているかを設定します。
任意の日数を設定することで、設定した期間保存し続けます。（０設定で無効）
また、次の自動削除ダイアログ表示にチェックを入れておくと、期間外の対象ファイルがあった場合、一旦
画面に件数を表示して自動削除をキャンセルする事が可能です。
自動削除される前に、削除されるファイルを一旦確認してから削除すると言ったワンクッションを置いてま
すので、大事なファイルを間違って削除する事を防ぐことも可能です。
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送信先メールアドレス

録音ファイルをメールに添付したい場合、予め送信先のメールアドレスを設定しておくことが可能です。
設定しているアドレスに対してメールアドレスと、添付ファイルを追加した状態でメールアプリを起動する
ことが可能です。
そのとき、本文にはファイル名を自動的に表示させるので簡単にメール添付送信操作が出来ます。
但し、メール添付は容量が大きいと添付出来ない場合や、ファイル名の文字数が多いと添付出来ないメール
アプリもございますのでお使いになるメールアプリの仕様もご確認願います。
Gmailアプリの添付最大容量は25MBまで対応しています。
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保存フォルダーの作成

録音ファイルを保存するフォルダーを作成します。
zSuperRecorderを使う上では必須の設定で、空白にした場合、正常に保存出来なくなる可能性があります。
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オーディオソース選択

オーディオソースはAPIレベルを８に設定したので7番のVoice_Communicationと言う設定も出来る様にして
いますが、基本的に機能するのは2番のマイクと3番の受話＋送話のみ以外は正常に動作する端末は少ない様
です。
よって、Andoridの仕様書記載のオーディオソースを一通り設定は可能ですが、機能するかしないかは端末
に搭載しているAndroidOSのカスタマイズレベルに左右されてしまいます。
簡単に言いますと、メーカー側が正しく実装しないと機能しないと言う事になります。

使う状況が不明ですが仕様書にあるので
設定できる様にしています。

メーカー毎に正しく実装、機能しない最
も通話録音に重要な設定です。

マイクはほぼどのメーカーも正しく動作し
ますが、他の設定で完璧にバグを修正し
ている端末をみたことがありません。

3番の受話＋送話（VOICE_CALL）が利用
出来ない場合、残念ですがその端末は通
話録音に対応していません。

マイク利用になると、ノイズなどが入りま
すが、端末の仕様となります

アプリはこの設定が正しく動作する事が
正常動作の条件です。
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保存形式選択

保存形式では3GP、AMR、PCM、MP3、MP4、OGG形式で直接保存可能です。
「PCM、MP3、OGG」と「3GP、AMR、MP4」で大きく別れ、前者は高音質PCM録音、後者は保存ファイ
ル容量をかなり圧縮する事が可能です。
PCM録音はマイクで取得した波形データををそのままファイルに保存するのでかなり高音質録音が可能で
す。最も端末搭載のマイクの性能に依存します。
デフォルトでは通話録音にはAMR、ボイスレコーダーにはPCMを採用しています。
サンプルレートは44100Hzにしています。
サンプルレートはPCM系録音でしか利用できません。

音声に最適化（ブラウザ再生不可）

高音質だけどファイル容量が巨大化

お勧め 高音質ファイル容量小さめ（バッテリー消費大）

設定しないほうが良いと思います。（動画用）

MP3同等（世界ではこちらが主流）

携帯端末に特化（AMR同等）

ブラウザ再生OK
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時間設定

時間設定では着信を受けた時に何秒後に録音を開始するかを設定したり、発信したときに何秒後に録音を開
始するか、録音終了後のダイアログを閉じる時間を設定します。
※発信した場合、オフフックした時からの秒数で、相手が出てからの開始秒数は設定出来ません。
これは、AndroidのAPI（機能）には発信して相手が電話に出たと言うタイミングを知るための機能が公開さ
れていないため、アプリとして開発する事が出来ません。
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保存時のダイアログの設定

録音が終了したときに画面にダイアログを表示する機能を設定可能です。
１はダイアログを表示せずにそのまま保存します。２はダイアログを表示して処理を待機します。３はダイ
アログを表示して、操作しなければ設定した秒数後に自動的にダイアログを閉じ保存します。４はダイアロ
グを表示し、操作しなければ録音ファイルを削除して閉じます。
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アプリ簡単設定

アプリ簡単設定でワンタップでzSuperRecorderの設定プリセットを適用可能です。
３～６番までがプリセットで、3番が通話録音に対応している端末向けの設定となります。
4番はXPERIA（機種特定）向けの設定で、XPERIAで通話録音する場合、AndroidOSに致命的なバグがある
ため、そのバグを回避する必要があり、その設定を適用した状態で通話録音設定を行えます。
3番と5番はほぼ内容的には同じ設定、6番はマイク設定で4番とほぼ同じですが、XPERIAのバグ設定ははず
しています。
基本的には3番と5番の設定で通話録音出来ない端末は通話録音に対応していません。
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設定の保存と復元

zSuperRecorderの設定項目は非常に多いので、設定した内容を保存する事が出来ます。
設定ファイルはZSR_(お使いの機種名).zsrconfと言うファイル名で外部SDのルートに保存します。
また、その設定をバックアップしておけば、外部SDのルートに保存しておけば復元する事も出来ます。
念のため、正常に動作する設定が完了したら設定保存をすることをお勧めいたします。
問い合わせの際、自動的に設定ファイルを作成してメールに添付していますが、ここでの設定ファイルを自
動的に添付するようにしています。
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電話リスナーの破棄
長電話対策タイマー設定
スピーカフォン設定
Bluetooth接続設定

電話リスナーの破棄はXPERIAの特定機種で必須です。発信録音が出来ないXPERIAはここにチェックをいれ
てください。（XPERIAのサービスシステムのバグ対策）
長電話対策タイマー設定ではAndroidシステムが自動的に録音中のzSuperRecorderをスリープ状態にしてし
まうことを回避する為の設定です。Androidシステムには自動的にメモリーの空き容量を回復するためにユ
ーザが認識しないサービスを停止する機能があるための対策ですが、回避する方法は提供されておらず、苦
肉の策でステータスバーにカウント情報を1分毎に送る様にしています。それでも停止させられる場合もあり
ますのでご了承願います。
スピーカフォン設定は旧XPERIA(SO-01B)で通話録音する場合やXPERIA Arcにて録音する場合無音になる
のを回避する為のオプション設定です。近接センサーが働き画面消灯時にミュートしてしまう端末で有効に
なる場合があります。（0.1秒間、電話アプリ上のスピーカボタンをオンオフする事をプログラムで実施）
Bluetooth接続設定はこれも、電話アプリ上のBluetooth接続ボタンをオフオンする機能です。
Bluetoothで通話録音出来ない場合有効になる場合もありますが、通常必要ありません
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外部SDカードの設定

録音ファイルを保存する場所を設定します。
基本的には外部SD（microSD）にしてください。
保存されるパス名はタイトルに表示している内容で保存します。
ここで、フォルダーまで設定してしまうと、そのフォルダー内に設定している保存フォルダーが重複して適
用してしまいますのでご注意願います。
外部SDのルートパスを設定してください。（保存フォルダーを設定しないで下さい）

タップして確定

保存場所をフォルダーにしてしまうと、さらにこの中

に保存フォルダーを作成してしまいますのでご注意ね

がいます。

保存されるパスはこのタイ

トル部分となります。①
②

機種によって外部SDのパス名は統一していません。お使い
の機種に合わせて設定してください。
概ね外部SDのパス名は「ext」を含みます。
extSdCard
external_sd
sdcard1
ext_card
sdcard_ext 等々色々あります。
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外部SDカード手動入力

外部SDカード手動入力では36番のフォルダー設定ダイアログで選択出来ないフォルダーに設定したい場合に
のみ利用してください。
必ず先頭は「/」で始まり最後も「/」で終わる様にしてください。
以前のバージョンでは端末毎に外部SDのパス名が違う為、プリセットで正確なパス名を設定出来ない時に
用意した機能ですが、最新バージョンでフォルダー選択ダイアログ機能を実装し、更に、外部SDカードのパ
ス名を取得出来る機能を実装したため、必要無くなった設定ですが、廃止せずに残した機能です。

特別な環境以外では設定の必要はありません。

37,38



タスクトレイ録音スイッチ

Android4.0以上搭載であれば、ロック画面の状態でステータスバーを下げる事が可能となっています。
そのため、録音スイッチを表示しておけば、そのままタップして録音を開始する事が出来る様になります。
Android2.3などではロック画面でタスクバーを下げる機能がないので、ロック画面からは録音することがで
きませんが、ブラウザアプリなどでストリーム再生などをみながらステータスバーを下げて、そのストリー
ムを録音する事は可能です。
また、SDカードの保存容量をメイン画面上で確認する事も可能です。
この機能は正しく保存場所を設定していないとメイン画面自体が起動しなくなるので、その場合、設定ウィ
ジットを使って設定画面のみ表示して正しい保存場所に設定しなおす必要があります。
例えば保存出来ない「/」などにしていた場合は強制終了するのでご注意願います。

Android4.0はロック画面
でもステータスバーが操

作出来ます。
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音声コーデック
41

V3.7.8から音声コーデックを選択出来る様にメニューを追加しました。
今までは、AMR_NB固定で設定していましたが、この機能で適宜変更出来る様になりました。
但し、音声コーデックが正しく実装されている端末は皆無で、GALAXY NOTE2で確認したのですが、
NOTE2は問題ありませんでしたが、MEDIAS Wでも同様のテストをしましたが、ボイスレコーダーでの録音
ではOKでしたが、通話録音時は失敗しました。
よって、かなり機種依存する設定です。
この設定で影響する保存形式はAMR、3GP、MP4でMP4で保存する場合はAACに設定するのが理想です。



環境変数一覧

Environmentをタップすると端末に登録されている環境変数の一覧をリスト表示する事が可能です。
お使いの端末が正しく外部SDを取得出来るようにメーカーが環境変数を用意しているかどうかなどが確認
出来る様になります。
Androidの仕様によれば「EXTERNAL_STORAGE」と言う環境変数には外部SDのパス名が取得出来るとあ
るのですが、殆ど内部メモリーのパスが登録されており、正しく取得出来ない原因となっています。
一般的に「INTERNAL_STORAGE」とすべきとは思いますがその様な環境変数は無く、端末毎に違いが多
いので直ぐに環境変数を確認出来る機能をおまけとして追加しています。
zSuperRecorderの機能的には関係なく、端末の詳細情報を確認するリストを表示するだけです。

環境変数をみるとメーカー

の端末に対する思入れがわ

かる。

おまけ



Select skin

スキンは３種類用意しました。ポップな初期開発時のデザインで「ターゲット録音」をイメージして真ん中
にターゲットを表示しています。
次に、液晶画面をイメージたフォーマルなタイプも用意してみました。
メイン画面での「rec」ボタンの動作の違いがあり、ターゲット版はターゲット画像と一体となっているの
ですが、液晶版は「rec」ボタンは独立させたので録音中はピンクになり一目でわかるようにしています。
スキンの変更はメイン画面の歯車ボタンで表示されるショートメニューの最下部に設置しています。

おまけおまけ(製品版のみ）

Default Formal Check



ウィジット

ウィジットは１１種類用意しています。
ボイスレコーダーウィジットはタップすると直ぐに録音開始するウィジットです。
また、録音ポーズウィジットはPCM録音の場合のみ有効です。
※お勧めは、ボイスレコーダーウィジットとファイルリストウィジットと設定ウィジットを出しておくと結
構便利です。
ボイスレコーダーのトリガーはウィジットよりもステータスバーの方が便利かもしてません。

ウィジットはアプリをSDカードに移動した場合は利用出来なくなります（Androidの仕様）

デスクトップウィジット



お問い合わせ機能

お問い合わせや質問などはメイン画面のメールボタンから簡単に行えます。
質問のやりとりを少なくするために、こちらで確認したい内容を予めメール本文に
設定して送る事が出来るので、具体的な質問内容に注力して記載して下さい。
本体製品名やキャリア名などをメール本文に抽出しておりますのでご確認下さい。

また、送信の際にはキャリアメールの場合文字数や、着信制限などがありますので
極力GMAIL、emailで送信頂けると返信しやすいです。

ユーザサポート機能



クラウド連携機能

クラウド連携では別途「zCloakServer」をインストールすることで対応可能です。
zCloakServer連携でサーバーにファイルを送信したことは、zSuperRecorderのリスト上にzCloakServerの
アイコンが付加されるので直ぐに確認することが可能です。
送信に失敗した場合は、アイコンに×が付くので送信失敗もリストで直ぐに確認可能です。
サーバーにバックアップしたファイルはブラウザ上で再生可能です。
通話録音管理ページはZEBRASOFTのホームページで無料で公開しています。
既にレンタルサーバーなどを契約済みであれば、自分のサイトで通話録音システムを構築可能です。
別途、サーバー込みでZEBRASOFTの製品としてサーバー込みで提供する事も可能なのでご連絡下さい。

zCloakServer アップロードした録音ファイル管理用WEBリスト

録音データバックアップ機能 zCloakServer連携



総合管理サイト

総合管理サイトでは、管理者とユーザでのリスト管理が簡単に構築出来ます。
管理者は契約している録音ファイルリストを全て閲覧、再生可能ですが、ユーザは自分のページのみ表示
すると言った設定で管理することが可能です。

オプションとしてカレンダー表示
機能も実装することが可能です。

録音ファイル管理サイト zVoiceBook連携



設定ファイルダウンロード

機種毎の設定ファイルはダウンロードすることが可能です。
基本的にプリセットメニューで設定が可能ですが、特定機種毎の実際に使用している設定を同じ機種に適用
する事が出来る様にしています。
これらのファイルは問いあわせ頂いたメールの添付ファイルをチェックしてアップしています。
実機で確認出来ているわけではありませんが概ね適用出来ると思います。

http://www.zebrasoft.co.jp/modules/wfdownloads/

設定ファイル ダウンロードサービス



設定フィルの適用方法

http://zebrasoft.co.jp/zsr_conf/へスマートフォンのブラウザからアクセスします。
次に、該当もしくは適用させたい設定のファイルのリンクをタップするとダウンロードページに遷移します。
ダウンロードキーは「z」半角小文字のゼットを入力してダウンロードボタンをおすとステータスバーにダウ
ンロード完了と表示されます。（エミュレータ上では失敗しますが、実際に行うとダウンロード完了します）
そして、ダウンロード完了となる通知をタップすると、自動的にzSuperRecorderの設定画面が起動してダウン
ロードした設定ファイルが適用されます。

設定ファイル ダウンロードサービス



まとめ
zSuperRecorderはAndroidOS搭載のスマートフォンであればAndoridの仕様に準じて開発しているので、
Android搭載端末全てで動作可能です。
しかし、現在発売されているAndroid搭載スマートフォンには仕様書に準じたAndroidを搭載しておらず、
100%メーカーがカスタマイズしたAndroidOSを搭載して販売しています。
そのため、我々デベロッパーが入手出来る仕様書通りに動作しないカスタマイズがされている為、仕様書
に準じて開発したzSuperRecorderが正常に機能しない端末も多く存在しています。
特に録音周りにAndroid自体の元バグがあり、このバグはGoogle自体も把握しているのですが、提供する
ソースを修正せずに公開、提供しています。
その関係で、メーカーは録音周りを必ず修正する事になるのですが、その修正にオーディオソースを正確
に修正し、搭載している電話アプリに録音機能を実装しない端末でないと上手く動作してくれません。

一般的に提供しているアプリが正常に動作しない場合、アプリの不具合を指摘されますが、こと通話録音
に限っては、ほぼメーカー責任による不具合の方が多く、アプリ開発側ではどうする事も出来ないと言う
事を知っておいて欲しいと思います。

zSuperRecorderの場合、実績を積み重ね、ソースコード部分のロジックミスによるバグはほぼ解消できて
いるので、100%バグの無い正しい実装で提供しているという自信があります。
よって、zSuperRecorderが正しく動作しない場合、搭載している端末にバグがあると100%言い切れるレ
ベルまで達しています。

特にXPERIAのバグ対策で用意している電話リスナー破棄オプションなど、バグを100%再現出来る簡単な
サンプルアプリをメーカーに送って指摘しましたが、そのまま修正しないので、メーカーはあまり一般消
費者の意見を取り入れない傾向にあると思っており、正常に動作しない端末に対して当方で、特にバグを
回避するためのロジックを追加する事はありません。（電話リスナー絡みのある条件の元Bugあり）



通話録音アプリはTelRecを発売した2011年当初はさほどありませんでしたが、zSuperRecorderを公開した
2012年4月頃には少しずつ増えて、現在は相当数、通話録音アプリが存在します。
それらほぼ、TelRecの仕様を模倣しているものも多く、録音は常に行い、保存するかしないかと言うUIが
合理的に受け入れられたものと自負しております。

しかし、TelRecは常に常駐するタイプのロジックなので、zSuperRecorderでは完全にメモリーに常駐しな
いロジックを採用して完全に作り直してと言うわけです。

また、保存フォーマットにMP3を採用し、MP3ファイルとして直接保存出来るアプリはまだまだ数も少な
く、通話録音に対応しているアプリは更に少ない中、MP3通話録音と言う機能は画期的な機能です。
高音質でありながらファイル容量も抑えた録音ファイルが作成出来る高機能録音アプリの地位を確保出来
のではないでしょうか。

今回、zCloakServer POST送信と言うアプリと連携する事で、WEB上で録音フィルを管理する事も出来る
様になり、今後益々増えていくであろう、クラウドサービスをいち早く取り入れて、通話録音の管理シス
テムをAndroidアプリで簡単に提供することに成功しています。

zSuperRecorderは他の通録音アプリよりも非常に幅広い機種に対応しており対応機種においてはトップで
はないかと思います。

zSuperRecorderで通話録音出来ない端末は、他のどんな通話録音アプリでも不可能と言う事がいえるので
はないかと思います。

今後、各プロバイダーが提供を拡大していくであろう、クラウド系のサービスを踏まえて、対応していく
予定ですので、今後ともzSuperRecorder、zCloakServerを宜しくお願いいたします。

平成25年5月（ZEBRASOFT Tamayan）



シマウマソフト株式会社
Developer name:ZEBRASOFT Tamayan

あくまでも個人開発企業ですのでご了承願います。

キャリアはdocomoですが、単なる一利用者に過ぎません。

新機種など、自腹で確認しているだけで、自分の所持しない端末の挙動は図り知ることが出来ません。


