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■zVoiceBook(ボイスブック）システム構成図

HTTPで録音ファイルを送信

zSuperRecorderで通話録音したファイルを
zCloakServerで自動送信する。

ユーザはインターネットに接続したパソコンで
自由にファイルを⼀元管理します。

zVoiceBook(ボイスブック）を利⽤する為に準備するもの

zVoiceBook(ボイスブック）を利⽤する為にGoogle PlayStoreより下記アプリをインストールして下さい。

zSuperRecorderはスマートフォンの通話録音専⽤アプリでファイルを送信する機能は搭載されておりません。
zSuperRecorderで録音したファイルをzVoiceBookに接続・送信する為に、送信アプリzCloakServerを利⽤します。

連携は全て自動で⾏うので、⼀度設定するとアプリ自体を操作する必要はありません。
zVoiceBookのご利⽤にはzSuperRecorderフルバージョン（300円税込）が必要です。
別エディションの3days（無料）/7days（100円税込）では初回の送信日を含めた3日間お試し頂くことが可能です。
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■zSuperRecorderの設定（高機能・通話録音アプリ）

起動時に本アプリの利⽤規約を表⽰ アップデート時には毎回アップデー
するので最下⾏までスクロールさせ ト案内を表⽰するので内容を確認し
て「同意しました。」にチェックをい てOKを押して下さい。
れてOKボタンを押して下さい。

zSuperRecorderの設定は設定30番 設定が完了したら、右側のほうき
で表⽰される5番と6番の設定を抜粋 ボタンを⼀回タップして下さい。
して表⽰します。
ほとんどの端末は５．受話+送話設 ほうきボタンをタップして準備完
定をタップして全ての設定が完了し 了します。
す。 または、⼀度「rec」ボタンをタッ

プしてボイスレコーダー録音をテ
6番の設定は、極⼀部の機種で設定 ストしてもかまいません。
する場合に利⽤します。 ボイスレコーダーに失敗した場合

設定50番のチェックを外して下さ
違いはオーディオソースだけです。 い（ステレオ録音設定）

アプリ更新の場合は設定せずに
キャンセルして下さい。

オーディオソースチェッカーはメイン画面タイトルをタップ

従来の設定ではオーディオソースチェッカーも表
⽰していましたが、通話録音する為のオーディオ
ソースは基本的に受話+送話なので、上⼿く⾏か
ない時のチェック⽤として初期設定では表⽰しな
い様にしました。

現在の発売の機種にはほぼ伝言メモを搭載するよ
うになったので受話+送話が利⽤可能です。
マイクにしないと上⼿く⾏かない機種はNexusシ
リーズやLG製端末に限られるようになりました。
（伝言メモ非搭載機）

メイン画面のタイトルをタップすると表⽰される
ので、チェックしたい場合はご利⽤下さい。
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zSuperRecorderメイン画面説明

状態確認要アイコン

通話録音の

保存形式

AMR,3GP,AAC
OGG,MP4,MP3
WAV切替え

ICレコーダーの

保存形式

ICレコーダー録音開始/停止

スイッチ

カレンダーリスト

通常リスト

設定内容付問いあわせ機能

ここからGmailを送信して下さ
録音一時停止

WAV/MP3/OGGの場合有効

フラグリセット

タップで録音開始

zSuperRecorderのフルメ

ニュー表示はWidgetの
zSR設定でも可能です。

ボイスレコーダー用の

Widgetも用意しています。

タップで集約設定メニュー表示

長押しでフルメニューを表示

タイマー録音スイッチ

保存場所の容量確認

1:全体の保存 大容量

2:空き容量

3:録音ファイルの総量

オーディオソースチェッカー

起動

ボイスレコーダー録音経過時間
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■zCloakServerの初期設定

お客様専⽤のアドレスに変更して下さい。
初期値はお試しサーバーのアドレスです。
「http://vbook.pro.tok2.com/voice/trial/http̲up.php」

・認証IDの設定と認証パスワードの設定には契約時にご案内するIDと
PWを設定します。
初期値はお試しサーバーへアクセス出来る設定になっています。
お試しサーバー

ID:trialuser PW:password

・削除キーの設定
削除キーはボイスブックに送信したファイルを削除する際に必要なキ
ーです。
このキーに設定した内容を削除時に⼊⼒しないとボイスブックのファ
イルは削除出来ません。

・ダウンロードキーの設定
録音ファイルをボイスブック上で簡単に再生出来ないようにロックを
かける場合に設定します。
空白の場合ボイスブック上で簡単に再生出来ますが、キーを設定して
いた場合、ダウンロード画面に切り替わりキーを⼊⼒しないと再生出
来ない様になっています。

他、DropboxとEvernoteへの送信にも対応しているので、ボイスブ
ックを利⽤しなくても、通話ログのクラウド管理は可能です。
お勧めはEvernoteです。

←「zCloakServerフルメニュー」

 シマウマソフト株式会社  
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■zCloakServerの自動送信設定について

起動時にアプリの利⽤規約を表⽰ ⻭⾞ボタンを⻑押しするとボイスモア
するので最下⾏までスクロールし ねっと必須設定だけの設定画面が表⽰
て「同意しました。」にチェック されます。
を⼊れて了解ボタンを押して下さ 他のCloud設定などが表⽰されないの
い。 で上から順番に設定して下さい。

このマニュアルではDropboxやEvern
ote等のご利⽤⽅法の説明は記載して
いませんので、ご利⽤になりたい場合
はアプリのWEBマニュアルを参照願い
ます。

zVoiceBook(ボイスブック）専⽤設定
・zVoiceBook(ボイスブック）自動送信設定にチェックをいれる。

・zVoiceBook自動送信設定にチェックをいれる
※通知された、IDとPWを予め設定しておく必要があります。

・自動送信するファイルにチェックをいれる受話・送話・ボイスレコーダーそれぞれを
個別に自動送信するかしないかは適宜設定して下さい。
運⽤上、ボイスレコーダーは高音質で録音するケースが考えられるので外して運⽤し

ていた方が良いでしょう。(保存形式をWAV等にした場合）

・Wi-Fiのみ送信設定ではパケットの節約が可能です。
また、Wi-Fiが切断中は送信を保留にして、自動で再送信する事も可能です。
3G/LTE通信でのパケット節約運⽤が可能です。
※お使いの端末でまだWi-Fiの設定が完了していない場合はチェックを外して運⽤して
下さい。（ファイルが送信出来ません）
Wi-Fiのみ送信の時のみ、再送信機能が働きますが、3G/LTEでの送信失敗は⼿動で再送
信する必要があります。

・zSuperRecorderでファイルを保存するフォルダーを選択する。

↑ ⻑押しメニュー（自動送信に関する設定を集約しています。）
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zCloakServer手動送信機能

zCloakServerはzSuperRecorderで録音したファイルを任意に直接送信する機能が搭載されています。

雲のボタンを押すと、「録音ファイル保存場所設定」で指定しているフォルダー内のファイル⼀覧を表⽰します。
⼿動で送信したいファイルをタップすると、そのファイルの詳細内容が確認出来るので、「送信する」ボタンをタップす
る事で「送信⽅法の選択」ダイアログが表⽰されます。
zVoiceBookはHTTP送信するので「HTTP送信」ボタンを押すと、⼿動でファイルを送信することが出来ます。

zSuperRecorderとzCloakServerの専⽤マニュアル

このマニュアルはzVoiceBook(ボイスブック）接続並びに操作説明に特化したマニュアルになっております。
アプリ自体のマニュアルはWEBマニュアルが⽤意されておりますので、他の機能をご利⽤になりたい場合はWEBマニュ
アルをそれぞれ参照するようにお願いいたします。

マニュアルサイトは「http://www.zebrasoft.co.jp/zvoicebook/」にございます。
他に、DropboxやEvernote等の設定⽅法や、録音する場合の保存形式、変更⽅法などの詳しい説明がございますので、
それらの機能をご利⽤になりたい場合は別途参照して下さい。

zVoiceBook(ボイスブック）はシマウマソフト株式会社の商材ですが、スマートフォンアプリのzSuperRecorderとzClo
akServerはシマウマソフト株式会社の製品となっております。

アプリの詳しい内容やお問い合わせなどは直接ご連絡下さい。

インストールしたzSuperRecorderに問いあわせ⽤のメールボタンがございますのでそこから直接お問い合わせ頂けるよ
うになっています。

ボタンをタップしてお使いのメールアプリより送信して下
さい。
Gmailのご利⽤を推奨いたします。

zVoiceBook(ボイスブック）への送信結果はファイルリス
ト上のアイコンで確認する事が可能です。
アイコンは、3G/LTE送信とWi-Fi送信、失敗などでそれぞ
れ⼀目でわかる様にしています。

HTTP送信送信する

送信したい

ファイルを

タップ
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■zVoiceBook設定手順

利⽤開始

１．最初にzSuperRecorderをインストールして正常に通話録音可能かご確認下さい。
２．zSuperRecorderでの通話録音が確認出来たらzCloakServerをインストールして設定して下さい。
３．通知されたIDとPWを⼊⼒して終了。

適宜zCloakServerの⼿動送信機能で送信テストして下さい。

設定は以上で完了です。
zSuperRecorderは基本的にメモリーに常駐しないアプリです。
再起動後も、特に何も設定する必要はありません。
zSuperRecorderは電話の状態を検出して適宜録音を開始して停止します。
録音が終了したら、自動的にzCloakServerに通知して、zCloakServerはその時点でzVoiceBookに接続を開始して自動
送信を開始し終了します。

zSuperRecorderの状態を確認する為に通知にアイコンを表⽰する設定（設定５番にチェック）で利⽤している場合、再
起動後も自動的にアイコンを表⽰します。

zSuperRecorderでの通話録音方法

zSuperRecorderで通話録音する場合、自動通話録音、⼿動通話録音が可能です。
自動通話録音がオンの場合、⼿動録音は機能しません。
手動通話録音は電話アプリ上にrecボタンをオーバーラップ表示します。
通話中にそのボタンを押すことで録音開始、停止が可能です。
また、端末をシェイクする事で録音の開始、停止を制御する事も可能です。
通話録音の保存形式はファイル容量が⼩さい⽅が通信時間が短くて済むのでAMR形式を推奨いたします。
7種類の保存形式がご利⽤になれますが、MP3で保存するよりもAMRで保存した⽅がファイル容量は⼩さくなります。

zSuperRecorderでボイスレコーダーの使⽤方法

zSuperRecorderにはボイスレコーダーとしての機能も搭載しています。
ボイスレコーダーの開始スイッチは、メイン画面のrecボタンと通知にアイコンを表⽰していれば、通知をスワイプダウ
ンしてタップして録音を開始可能です。
また、デスクトップウィジットからでも録音を開始する事が可能です。
ボイスレコーダーで録音したファイルもzVoiceBookに自動送信する事が可能です。
ボイスレコーダーとして録音する場合、リニアPCM録音機能を利⽤すると⾼音質で録音可能です。
また、機種がハードウェアの機能として対応している必要がありますが、「ステレオ録音」する事も可能です。
ボイスレコーダーとしての録音は、端末自体のマイクの集音能⼒が⼤きく影響してきます。
保存形式はPCM（WAV）録音が波形データを圧縮しないので最も⾼音質に録音可能ですがファイル容量がかなり⼤きく
なるので、OGG/MP3等をご利⽤した⽅が良いでしょう。
AAC録音の場合、録音時のプロファイルが設定出来ないのでLCで録音出来た場合はスマートフォン内蔵のメディアプレ

イヤーで再生出来ますが、SSR/LTPになってしまった場合は別途再生するアプリ若しくはパソコンで再生して下さい。
（詳しくはアプリマニュアルを参照願います。）

zCloakServerその他の機能

zCloakServerにはzVoiceBook以外にもEvernoteやDropbox、暗号化などの機能もあります。
詳しくは「http://www.zebrasoft.co.jp/zvoicebook/」アプリマニュアルサイトをご覧下さい。
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■zVoiceBook操作手順

インターネットにつながっているパソコンでお使いのブラウザのアドレス欄にシマウマソフト株式会社から通知された
開通通知書にあるアドレスを⼊⼒して下さい。

開通通知書にあるログインIDとPWを⼊⼒してログインして下さ
い。

（zCloakServerで設定した ID・PWと同じです。）

ログインすると左に番号メニューが表⽰されているので、該当している番号の通話ログを確認したい場合はバナーをク
リックするとスマートフォンから送信された通話ログの⼀覧が表⽰されます。

また、相⼿欄の「E」をクリックする事で、メモを⼊⼒、編集する事が可能です。
右上の検索ボックスにに、キーワードを自由に⼊⼒して、データを絞り込めます。
録音ファイルをクリックすると、ブラウ上で簡単に再生可能です。（MP3、OGG、WAV形式の場合）
その他の保存形式を利⽤している場合、ダウンロードして再生して下さい。（ブラウザの対応に依存）

12桁の数字ID
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■パソコンで通話録音ファイルを再生する場合

パソコンでスマートフォンから送信した録音ファイルを再生する場合、再生する為のソフトウェアがインストールされ
ている必要あります。

zSuperRecorderで保存出来るファイル形式はWAV/MP3/OGG/AMR/3GP/MP4/AACの７種類ありますが、AMR/3GP
形式で保存したファイルはWindows標準のMediaPlayerでは再生出来ません。

その場合、再生出来るコーデックを内蔵した音楽プレイヤーを別途インストールして下さい。

お勧めはVLCメディアプレイヤーなどがあります。
「http://www.videolan.org/vlc/」

こちらはPOT Player
「http://potplayer.daum.net/」

どちらも７種類のフォーマット全て再生可能です。

他に、GOM player、DVD Fab MediaPlayer等でも再生可能ですが、これら、フリーソフトをご利⽤する場合は自⼰責
任でご利⽤願います。

また、利⽤においてもそれぞれの開発元が提⽰しているライセンス規約を遵守して下さい。
シマウマソフト株式会社はこれらのソフトウェアとは⼀切関係ありません。
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■注意事項・免責事項

本システムご利⽤時、故意や正常な操作に関わらず、当アプリケーションをご利⽤頂いたことにより生じる直接的また
間接的な損失に対して当社は⼀切責任を負うものではありません。
また、⼀切の賠償等は⾏わないものとします。
当アプリケーションにおいては、お客様利⽤環境、通信環境によっては録音または録音データのアップロードが正常に
⾏われない場合がございます。
当アプリケーションは予告無しに変更を⾏う可能性があります。
その際、Google PlayStoreより自動的に更新通知がスマートフォンに送信されるので適宜更新して下さい。

尚、当社は理由の如何に関わらず、情報の内容及び変更により生じるお客様の直接的または間接的な損失に関しても、
⼀切責任を負うものではありません。

付与されたユーザIDとPWを別の端末で重複利⽤しないで下さい。

zVoiceBookサービスについて
弊社「zVoiceBook」スマホ通話録音システムは、当社開発の通話録音アプリとファイル送信アプリを活⽤、

zVoiceBookサービスを提供しています。

zVoiceBookサービスをご利⽤頂くには、シマウマソフト株式会社がGoogle PlayStoreにて販売、公開している
zSuperRecorderフルバージョン（300円税込）を購⼊インストールして、zCloakServer（無料）をインストール頂き当
該zVoiceBookサービスをご利⽤下さい。

zSuperRecorderとzCloakServerについて
zSuperRecorderとzCloakServerは別途WEBマニュアルを⽤意しています。

アプリの操作⽅法などは「http://www.zebrasoft.co.jp/zvoicebook/」をご覧下さい。
また、アプリの機能についてご不明な点は直接当社へお問い合わせ下さい。

お問い合わせフォーム 「http://www.zebrasoft.co.jp/?page̲id=121」
直接メールでお問い合わせしたい場合は「info@zebrasoft.co.jp」宛に送信して下さい。
その際、会社名、ご担当者名、連絡先、ご利⽤の機種名、ご利⽤状況などをメール本⽂にご記⼊願います。

また、アプリの操作に関してはzSuperRecorderからGmailボタンで簡単に問いあわせする事も可能です。
アプリからメールを送信すると、現時点の設定内容もメール本⽂に自動的に記載して送信出来るのでお問い合わせに迅
速に対応可能です。

当マニュアルはシマウマソフト株式会社が提供するzVoiceBookサービスについての接続・操作マニュアルです。
他のCloudへの接続などはアプリの操作マニュアル等でお客様ご自⾝で参照頂き、ご利⽤願います。
DropboxやEvernoteを利⽤する場合、予め該当Cloudのアカウントを登録しておく必要があります。

以上
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■上手く⾏かない場合の確認事項

上手く設定出来ない場合、下記内容を参照して下さい。

zSuperRecorder 通話録音アプリ
１．通話録音出来ない場合のチェック
通話録音が出来ない場合、設定２２番 オーディオソースの設定をご確認下さい。
基本的に「３．受話＋送話」が通話録音の場合の設定です。オーディオソースチェッカーの確認時にマイクにしている
場合がございますので、その場合３．受話＋送話に戻して下さい。

２．保存場所を確認して下さい。
お使いの端末がAndroid4.3迄の端末か、Android4.4以降の端末かで保存の場所に注意が必要です。
Android4.3までの端末であれば外部SDカードのどの場所にもフォルダーを作って保存可能ですが、Android4.4の場合
は外部SDの保存場所は限定されています。

Android4.4以降で外部SDカードに保存する場合
「<外部SDのパス>/Android/data/jp.co.zebrasoft.android.zsuperrecorder/ les/」
※外部SDのパスは機種によって違います。GALAXYの場合は/storage/extSdCard/、XPERIAの場合/sdcard1/など

機種によりますので、お使いの機種の設定をご確認願います。

外部SDカードのルートパスに、Android/data/フォルダーがあるので、その中にzSuperRecorderのアプリケーション
フォルダーを探して開くとfilesと言うフォルダーがありますので、そこを選択して下さい。

Andorid4.4以降はそのパスなら、外部SDカードへ録音フィルを保存する事が可能です。
Andorid4.4以降はそれ以外のパスへは保存が出来ませんのでご確認願います。
また、設定36番を開くと、「Internal Storage」と言う⾏があるので、その⾏をタップすると端末本体のアプリケーシ
ョンフォルダーに簡単に設定する事が可能です。

３．ステレオ録音（設定47番）にチェックをいれていると通話録音出来ません。
ステレオ録音は端末自体が対応していないと、そもそもステレオ録音出来ないのですが、オーディオソースが受話＋送
話の場合もステレオ録音出来ません。
ステレオ録音のオーディオソースは必ずマイクである必要があります。
通話録音がマイクで録音出来る端末の場合、ステレオ録音可能となり、その場合、Lレンジに相⼿の音声、Rレンジに自
分の音声がそれぞれ録音を分ける事が可能です。
しかし、通話録音のオーディオソースをマイクにした場合、相⼿の音声がまともに聞こえるレベルにならないので実⽤
的ではありませんのでご注意願います。
アプリは自動的にオーディオソースをチェックして、ステレオ録音にチェックが⼊っていても自動的にモノラルに切替
えるので問題はないとは思いますが、念のためご確認願います。

４．伝言メモ機能がオンになっていると録音に失敗します。
伝言メモ機能は、いわば通話録音機能です。
従いまして、Androidの仕様上、録音機能は1つしか動作出来ない為に、どちらも強制終了していまいます。
但し、GALAXYシリーズに搭載の伝言メモは共存可能です。
通常、端末内蔵のボイスレコーダーアプリを開いて伝言メモファイルを確認出来ますが、GALAXYシリーズの伝言メモと
zSuperRecorderを同時に利⽤していた場合、録音ファイルはzSuperRecorder側のリストに登録されるようになります。

５．設定したサンプリングレートが対応していない
設定24番で通話録音のサンプリングレートを設定可能ですが、集約メニュー設定47番の下⾏にあるUSE MaeiaRecorde
r optionにチェックが⼊っていなければ適⽤されないので問題ありませんが、XPERIAシリーズはMediaRecorderの拡張
機能を使う設定ではエラーして録音出来なくなるのでご注意願います。（XPERIA⽤で使わない様に追加した設定です。）
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zCloakServerでファイルが送信出来ない場合のチェック

IDとPWは半角アルファベット⼤⽂字⼩⽂字数字交じりとなってお
ります。

「I」アイ、「１」イチ、「ｌ」エル、「O」オー、「０」ゼロ等間違い
やすいので、⼊⼒にはご注意願います。

IDとPWはご案内の通知書に、読みを記載しておりますので参照し
て下さい。

送信出来ないと言う場合の⼀番多い設定ミスはWi-Fiの設定です。
お使いのスマートフォンがWi-Fi接続の設定が完了している場合は
Wi-Fiの設定が有効に利⽤出来ますが、Wi-Fiの設定をしてない端末
で「Wi-Fiのみ送信」にチェックが⼊っていると、送信出来ません。

Wi-Fi時のみ送信機能を使ってパケット通信を節約したい場合は適
宜お使いの端末をWi-Fiで通信できる様に設定しておいて下さい。

Wi-Fi時のみ送信オプションを利⽤する場合、必ずWi-Fi接続でスマ
ートフォンが利⽤出来る様にして下さい。
Wi-Fi環境がない場合は、チェックを外して運⽤して下さい。
パケット節約の為に、初期値はWi-Fi時の送信にチェックが⼊る様
になっています。

ファイル送信について
通話録音ファイルを送信する場合、ファイル自体の容量は⼩さいに
こしたことは有りませんのでAMRを推奨しています。
AMR形式で録音した場合、3分録音しても約160Kb程度の容量しか
ありません。
MP3形式の場合、約700Kb、WAVの場合は約5.5Mbにもなってし
まいます。
同じ3分しか録音しなくても保存形式によって極端な差があるので
アップロードする場合、容量が⼩さい⽅が早く処理も終わるのでA
MRを推奨しております。
それ以外の保存形式をご利⽤になる場合はファイル容量にご注意下
さい。

zSuperRecorderでの設定になりますが、AMR≠3GP≠MP4<AAC
<OGG≠MP3<WAVの順でファイル容量は⼤きくなってしまいま
す。
しかし、録音品質を⼤きくすると、AAC形式でもWAV並に容量が⼤
きくなってしまうので、変更する場合は録音時間では無く、ファイ
ルの容量にご配慮願います。

注意
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■ターゲット番号機能について

特定番号のみ録音すると言った制御機能を活⽤するには

zSuperRecorderには特定番号で動作を制御する機能が搭載されています。
これは、会社からの通話は録音せずに、得意先の番号のみを通話録音の対象にすると言った制御が可能です。

設定9番の「ターゲット番号の動作設定」では、特定番号のみ録音するか特定番号以外を録音
するかを選択する事で、リストに登録した番号に対する処理を選択する事が可能です。

設定初期値は1番の特定番号機能は使わない設定
にしています。
適宜、運⽤⽅法に合わせて変更して下さい。

特定番号は次の項で説明しているリストに予め
適宜作成して下さい。

特定番号リストの作成
特定番号機能を利⽤するには設定10番で特定番号をあらかじめ登録しておく必要があります。

テキストボックスをタップすると、電話の履歴リストから番号を追
加したり、電話帳に登録している番号を登録する事が出来ます。
直接⼿動で⼊⼒する事も可能です。
※登録した番号をタップすると表⽰する名前を編集出来ます。

設定11番にチェック（初期値）がある場合、電話帳に登録してない番号を録音対象とする事が
出来ますが、チェックを外すと電話帳に登録が無ければ録音対象から外します。

設定13番にチェック（初期値）がある場合、電話帳に登録している番号を録音対象とする事が
出来ますが、チェックを外すと電話帳に登録している番号は録音対象から外します。

設定13番にチェックをいれると、着信拒否リストに応じて着信拒否をする事が可能です。
着信拒否番号は設定14番で着信拒否番号を特定番号同様に追加する事が可能です。

※特定番号機能などに同⼀番号が設定している場合、着信拒否機能が最も優先して機能します。

設定15番の自動保護リストを作成しておくと、通話録音ファイルを保存と同時に保護フラグを⽴て、リスト上から誤っ
て削除するのを防ぐ事が可能です。
これは、アプリ簡単設定で設定すると自動削除日数が90日になっています。
端末内のファイルを指定した日数の間端末内に残し、日数が過ぎた順から自動的に削除しますが、その自動削除からも
保護する事が可能です。
※自動削除日数に達しても、画面に⼀旦削除しても良いか確認するダイアログが表⽰されるので、そこでキャンセルす

ると、自動削除日数が過ぎているファイルも削除を⼀旦キャンセルする事が可能です。



- 14 -

スマートフォンで通話録音内容を確認する場合

通話録音したファイルは2種類のリストで確認可能です。
1つはカレンダーリストで⾚丸が着信録音、⻘丸が発信録音、緑丸
がボイスレコーダーのそれぞれの件数を表しています。
1つの種類で20件以上は数値で反映しませんがリストには表⽰され
ます。
確認したい日付をタップすると、その日付で絞り込んだ通話録音フ
ァイルを確認する事が可能です。

もう⼀つは全てのファイルを⼀覧で表⽰する標準ファイルリストで
す。
ファイルリストは通話中にキャッチが⼊った場合でも、リスト上に
表⽰されるようになっています。
※キャッチが⼊っても複数段表⽰しない設定（e14）もあります。

内蔵再生プレイヤー
通話録音ファイルの再生は、リスト上のファイルをタップするだけで、専⽤のプレイヤーがその
ファイルを取り込んで画面に表⽰するので再生ボタンを押すだけです。
その際、シークバーを調整して早送りして確認する事が可能です。

また、確認する際、シークバーの左のボタンをオンにすると、受話スピーカーで録音ファイルを
再生する事が可能です。
内容を確認したい時、周りに人がいるような場合、受話スピーカーで再生する事で自分だけで内
容を確認するプライバシー機能となっています。
ファイルを再生する前に、オンかオフを確定して再生して下さい。
次回の再生時は最後の設定を記憶します。

イコライザーを使った音質調整

プレイヤー右上のEqualizerボタンを押すと周波数レベル調整画面が表⽰され、選択している録
音ファイルの再生が開始されます。
各レベルを好みのレベルの調整して画面を閉じれば、以後、通常のプレイヤー画面での再生も、
調整したレベルで再生出来る様になります。
レベル調整バーは端末毎にシステムが⽤意しているレベルを全て表⽰しています。

メールボタンを押すと、共有メニューが表⽰されるので、選択している録音ファイルをメールに
添付したり、クラウドにアップロードする事が可能です。
予め設定15番で送信先メールアドレスを設定していると、共有メニューでメールアプリを選択
した場合、自動的に送信先アドレスもセットされるようになっています。

 シマウマソフト株式会社  
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ファイルリスト⻑押しメニュー
ファイルリストを⻑押しすると様々なメニューを⽤意しています。
・ダイヤル発信ーファイルリストの電話番号を直接ダイヤル画面に転送します。

ダイヤル画面から電話帳に登録したりする時に便利です。
・MediaPlayerー端末にインストールしている他の音楽プレイヤーで再生したい場合

に選択します。暗号化しているファイルは自動的に復号してから送信します。
・ファイル保護/解除ーリストの削除機能から保護したい場合に設定します。
・ファイル削除ーリストからファイルを削除します。
・ファイル選択削除ーリストのファイルを複数⼀気に削除したい時に利⽤します。
・DB登録漏れ確認ー強制終了などでリストに登録しきれなかったファイルの確認や、

機種変更の際に前機種でめ保存していたファイルを再登録する時に利⽤します。
・ファイル共有ー録音ファイルをメールやDrobox等に転送したい時に利⽤します。
・zCloakServerーファイルをzCloakServerに⼿動で送信したい場合に利⽤します。
・編集ーファイル名を編集する時に利⽤します。
・ZIP圧縮ーリスト上のファイルをZIPにまとめる時に利⽤します。
・ZIP解凍ーZIP圧縮したファイルをリスト上に解凍、反映する時に利⽤します。
・PCMファイル修正ーWAV録音失敗時に、再度WAVファイルを修復する事が出来ます。
・未送信ファイルリストーzCloakServerで送信していないファイル⼀覧の取得します。
・暗号化ファイルに⼊替ー元ファイルを残す暗号化の場合、暗号化ファイルをリストに

登録し直す事が可能です。

⻑押しメニューの詳しい説明はWEBマニュアルに記載しておりますので、詳しくお知り
になりたい場合は、そちらを参照して下さい。

暗号化運⽤について
zVoiceBookシステムは送信するファイルを全て暗号化して運⽤する事が可能です。
暗号化⽅式はアメリカのNSAが承認しているラインダールアルゴリズムを利⽤しているので、未だ解読されたと言う事
実は報告されてないので、現時点で改竄することは出来ない暗号化です。
送信時の通信が暗号化してなくても、送信するファイルそのものが暗号化されているので極めて安全に運⽤可能です。

暗号化運⽤にはファイルを暗号化する時に少々時間を要するので、ファイル容量の⼩さくなるAMRで運⽤するとベスト
ですが、MP3でもサンプルレート等を調整してファイル容量が⼩さくなる設定であれば特に⽀障はないと思いますので、
適宜、お使いの環境で調整して下さい。

暗号化運⽤する場合、端末内に暗号化した元ファイル自体を残さない設定も可能です。
zSuperRecorderで通話録音ファイルを作成後、自動的にzCloakServerで送信する設定の場合、最初に端末内で暗号化
が実施刺されます。
暗号化が完了したら、zVoiceBookに自動送信し、その後、端末内の暗号化元ファイルを削除します。
zSuperRecorderで再生する場合、暗号化ファイルは自動的に復号して再生し、再生終了後は復号したファイルは削除す
るので、端末内にも復号したファイルは存在しない為、万が⼀データをとられたとしても安全です。

暗号化したファイルはパソコン版で暗号化定番のフリーソフトであるアタッシェケースが利⽤可能です。

「http://hibara.org/software/attachecase/#overview」
java版もあるので、Windows、Mac、Linuxなどマルチプラットフォームで暗号化ファイルを運⽤可能です。
zCloakServerもこのアタッシェケースのライブラリを内蔵しており完全互換アプリとなっております。
アタッシェケースの使⽤⽅法などは当該サイトにマニュアルがあるので参照して下さい。
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■Android端末における通話録音機能について

通話録音について知っておいてほしい事

ご存じの通り、Android OSはGoogle社がスマートフォン向けに公開しているmobile端末向けのOSです。
他に有名なmobile向けのOSには、Apple社の iOS が存在しています。

この両mobileOSの違いは、通話録音機能がOSの機能として搭載されているかいないかいないかです。
AndroidにはVOICE̲CALLと言う通話を録音する為の機能がOSレベルで提供されており、OSの仕様書に記載されており
その機能を利⽤する事が保障されています。
しかし、iOSには通話を録音する機能は搭載されておらず、iOS8でも搭載される事はありません。

その理由としては、Google社もApple社もアメリカ本社の会社でコンプライアンス上Apple社のiOSには通話録音機能が
搭載されておらずAppStoreにも通話を録音するアプリ自体が存在しません。

では、何故、同じアメリカ本社のGoogleが提供するAndroidには通話を録音する機能が搭載されているのかと言うと、
AndroidOSを搭載した端末は世界中でそれぞれ各国のメーカーから発売可能としており、OSそのものは無償でオープン
ソースとして提供されており、それぞれの国の法律に則して、コンプライアンス上開発されています。

よって、アメリカ本社のメーカーが発売しているAndroid端末の多くは通話録音機能が利⽤出来ない場合があります。
そもそも、Android OS自体、通話録音機能は完結していない為に、何もしなければバグが発生して利⽤出来ません。
各メーカーがそのバグを修正して、日本国内の端末などは、伝言メモ機能などを実装している事になり、修正したメー
カー責任で通話録音機能の利⽤が出来る様にOSを修正して搭載しています。

Apple社のiPhoneはApple社が独占開発している端末なので、どこまで⾏ってもアメリカ自体のコンプライアンスの枠か
らは抜け出せない為に今後も通話録音をOSの機能として提供される事はありません。

アメリカの州法に「無断通話録音の禁止」と言う条⽂があるからですが、Android OS自体に、スマートフォンに⽤意し
ている音声を相⼿にアプリから送信する機能自体が無い為、どうしても無断通話録音アプリしか開発出来ません。
日本国内において、無断通話録音を禁止する法律は整備されておりませんので、日本国内に置いては合法です。
無断通話録音を回避し、送話相⼿に録音の有無メッセージを送信したくても、その機能自体が利⽤出来ない為に開発す
る事が出来ませんのでメーカーがその機能を解放してくれるのを待つしかありません。
よって、通話録音アプリのzSuperRecorderも万全では無く、「この通話を録音させて頂いています。」と言った様なメッ
セージを通話相⼿に自動的に案内する機能は今のところ搭載自体が出来ないので、運⽤上、ご注意願います。

また、Android OSの事情として、VOICE̲CALLと言う通話を録音する機能を仕様書に記載しているにも関わらず、その
機能を完了させていない事から、その部分のバグを修正せずにAndroidOSを搭載している機種も存在するので、通話録
音出来ない機種はアプリ側の対応では無く、端末自体の問題を解消しなければなりません。

また、Android OSの仕様として、録音機能は1つのプロセスしか動作が保障されていない為に、他に録音機能を利⽤す
る機能がある場合、競合する為に、伝言メモ機能（通話録音、留守番電話機能）との併⽤が出来ません。

簡易留守番機能を使いたい場合、あるメーカーが搭載している伝言メモ機能では、共存出来る機種もあります。
それは伝言メモ側で録音機能を検知して、留守番メッセージだけを機能させ、録音自体は通話録音アプリ側に渡す機能
が搭載されているので簡易留守番電話としてzSuperRecorderを利⽤する事が可能になっています。

他には、通話音声をクリヤーに加工する機能が搭載されている場合、通話録音に失敗する場合があります。
この機能は、音声にエフェクトををかけて送話、受話する為に、⼀旦端末のメモリーに「録音」している事になります。
メモリー上に録音した音声にエフェクトをかけて、ノイズキャンセルなどをリアルタイムにかけ、送信している為に、
AndroidOSの仕様上、先に説明したとおり、録音機能は1つと言う部分に当てはまってしまい、録音に失敗します。
その場合、そう言った機能を全てオフにする事で利⽤出来る場合があります。

通話録音アプリが正常に動作しないのは、アプリ側の問題では無く、端末自体の仕様に⼤きく影響していると言う事を
予めご了承頂き、別途、当社推奨機種の利⽤をお勧めいたします。
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