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アップデート、お知らせの確認、基本画面について

1アップデートの確認画面

2お知らせの確認画面

3ライセンスキーを入力して「入力完了」をクリック。

4登録が完了したら「閉じる」をクリック。

■今すぐ更新プログラムを取得
　更新プログラムを公開しているWEB サイトにアクセスします。
　ページの手順に沿って最新版を取得して下さい。

■後で取得する
　今回はプログラムを取得せずに、「録るラジ」の起動を進めます。

□このバージョンは確認済み
　四角にチェックを入れると、次回のバージョンアップまで、この
　画面は表示されません。

■今すぐWebで確認する
　お知らせを公開しているWEB サイトにアクセスします。
　
■後で確認する
　今回はお知らせを確認せずに、「録るラジ」の起動を進めます。

□このメッセージは確認済み
　四角にチェックを入れると、次回のお知らせまで、この画面は表
　示されません。

提供されたライセンスキーを入力してください。

ライセンスは起動後の設定画面から後で登録も可能です。

ライセンスがない場合は、試用版での利用が可能です。
（14 日間）

ライセンスキーについて



4

5基本画面の説明①

英会話などの勉強等にゆっくり再生で効率アップ！

※部分リピートと併せて利用すれば語学勉強が捗り
　ます！

英会話のヒヤリング等に最適！

①電源ボタン
　「録るラジ」を終了します。
　クリックすると、終了確認画面が表示されるので、「はい」で終了できます。

②隠すボタン、ミニサイズボタン
　隠すボタンで、タスクバーに表示させます（最小化）
　ミニサイズボタンで、録るラジをミニサイズ表示させます。

③選局された局ボタン
　選局されたラジオ局がボタン表示されます。
　クリックしたボタン（ラジオ局）が赤のランプが点灯し番組を聞くことができます。
　（録音も可能）

④聴取中、再生中の番組情報の表示
　リアルタイム聴取中は「番組名、放送時間」
　録音データ再生中は「局名、番組名、録音時間」等が表示されます。

➄再生スピードバー
　録音データの再生スピードを変更出来ます。
　-2.5 倍速（ゆっくり）〜 2.5 倍速（早い）

「通常にサイズに戻す」ボタンで通常サイズに戻ります。

①

④

②

⑤

③
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5基本画面の説明②

⑥録音、停止、再生ボタン

　　　リアルタイム聴取時にクリックすると録音開始、録音停止ができます。

　　　リアルタイム聴取時は番組停止。　録音データ再生時は再生を停止します。

　　　録音データを再生します。

⑦リピート再生、リピート位置ボタン

　　　録音データの好きな部分だけをリピート再生する際に利用します。

　　　リピート再生ボタン…リピート再生する最終位置を設定します。

　　　リピート位置ボタン…リピート再生のスタート位置を設定します。

　※詳細はリピート再生の方法 ** ページを参照ください。

⑧音量バー、ミュートボタン
　音量バー…音量を大きさを調整します。
　ミュートボタン…ミュート ON/OFF を切替ます。

⑨設定ボタン
　設定画面が表示され、以下の設定が出来ます。
　設定タブ：「radiko プレミアム・ログイン」「録音ファイルの保存先」の設定。
　ヘルプタブ：ホームページ、ヘルプページへのリンク、バージョン情報の確認。
　ライセンスキー入力タブ：ライセンスキーの登録が出来ます。
　※ライセンス登録が完了すると「ライセンスキー入力」タブは非表示になります。

⑪番組表、録音済みリスト、予約一覧、選局
　番組表…　番組表を表示します。　検索や予約設定が行えます。
　録音済みリスト…　録音したデ－タの確認、再生等が可能です。
　予約一覧…　予約の確認、削除等を行います。
　選局…　選局および固定選局（③局ボタンへの設定）の変更を行います。

⑩再生位置バー
　録音データ再生時に、再生位置を表示します。

ミュート ON（消音）

ミュート OFF（音が出ます）

それぞれの設定ページで
詳細を説明します。

⑪

⑩
⑨

⑧

⑥ ⑦
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画面右側はメイン画面の局ボタンの設定に
なっています。
左側で選択した局を　　　　ボタンで、割り
当てることができます。

また、「×」ボタンで、選択を解除すること
が出来ます。

radikoPremium の設定、選局設定

radiko Premium は「radiko.jp」の有料サービスです。アカウントを設定すると全国のラジオ局を選局できるようにな
ります。
radiko Premium が無くても「録るラジ」は通常に利用可能ですので、[2] 選局と固定選局の変更に進んで下さい。

（ご利用の地域で受信できるラジオ局の利用となります）

！

1設定画面を表示して、radiko Premium のログイン情報を入力し、保存ボタンをクリック。

2選局と固定選局の変更画面を表示して、選局と固定選局の設定を行う。

ログイン情報が正しいか試す
ことが可能です。

左側の局をワンクリックで選択できます。

ダブルクリックすると、メイン画面の選局ボ
タンに選んだ局の名前が表示されます。
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ラジオを聴く、聞いている番組をダイレクト録音する　

1選局されたラジオ局をクリックすると、現在放送中の番組を聴くことができます。

2再生中の番組を録音する。

3録音を停止する。

再生中の局は赤ランプが点灯します。　
もう一度クリックで停止ができます。

「停止」ボタンでも、番組の停止ができます。

再生中の番組情報が表示されます。

録音中は番組情報と「録音中」が交互に表示されます。

「録音」ボタンをクリックすると、赤ランプがついて録音が始まります。

「録音」ボタンをクリックすると録音終了の確認が
表示されるので「はい」で録音が終了します。
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「録音済みデータリスト」画面の説明

4録音ファイルを情報を確認して保存する。

5保存した録音ファイルを確認して、再生する。

タイトルを自由に変更ができます。

保存先を変更できます。
標準の場合は設定画面の「標準保存先」に
保存されます。
■ Windows: ドキュメントフォルダ
■ MAC：ユーザーフォルダ

「保存」ボタンでファイルの保存ができます。

「録音済みリスト」ボタンで録音データリストが表示されます。

①再生したいデータをクリックして選択
②再生ボタンで再生ができます。

②

①

選択したデータを再生します。

iTunes のプレイリストに選択したデータを追加します。

選択したデータを音声ファイルとして出力します（MP4、WAV、AAC 形式）

選択したデータを編集、削除ができます。

録音済みデータを検索できます。

項目をクリックすると、降順▲降順▼で並び替えができます。
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番組表を確認して、録音予約を行う

番組表画面の説明

1番組表を呼び出して、番組を確認する。

2予約したい番組を決定し、予約設定を行う。

「番組表」ボタンで番組表が表示されます

①番組をクリック
②上部の「予約」ボタン。
※または番組をダブルクリックで新規予約の詳細画面が表
　示されます。

「予約する」ボタンで予約されます。

①

②

局一覧と局選択を切り替えます。

フォントの大きさを変更します。

番組表を更新します。

番組を検索できます。

今の時間の番組表を表示します。

当日から一週間の日付を選択できます。

選択した番組を予約します。

選択したラジオ局の現在の番組を再生します。

選択した番組の情報詳細が表示されます。
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予約画面の説明

■日付 ･･･ 予約の日付を設定します。[･･･] ボタンでカレンダーを呼び出します。

■繰り返し設定 ･･･ 毎週特定曜日、毎日 /平日、期間で設定ができます。

■予約時刻 ･･･ 予約の日程が設定できます。日付をまたぐ長時間対応の場合は確認画面が表示されます。

■保存場所 ･･･ 保存場所を設定できます。
　　　　　　　標準：標準保存先に保存されます（標準保存先は設定画面で変更可能）
　　　　　　　指定：「参照」ボタンから任意に選択した場所へ保存されます。

古い日付を選択し「予約する」を
クリックすると「番組は終了して
います」エラーを表示します。

！
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予約一覧を確認する、変更する

予約一覧画面の説明

1予約一覧を表示させて、予約を確認する。

2予約を変更（削除）する

「予約一覧」ボタンで予約一覧が表示されます。

番組をクリック→上部の「変更」ボタン。
または番組をダブルクリックで予約の変更の詳細画面が
表示されます。

選択した予約を変更または削除が出来ます。

選択した予約の有効 /無効が設定できます。

録音中の予約を中止します。

予約一覧を検索できます。

内容を変更して、「変更する」ボタンで変更
が完了します。予約を削除する時は「予約を
取り消す」ボタンで予約の削除が出来ます。

選択した番組の情報詳細が表示されます。
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録音済みデータを編集する

録音済みファイルの編集画面の説明

1録音済みリストを呼び出す。

2編集を行い、更新する（またはコピーを作成する）

「録音済みリスト」ボタンで録音データリストが表示されます。

編集したい録音済みデータを選択して、上部の「編集」
をクリック

内容を変更して「元データ更新」で変更が完了
します。名前をつけて保存（コピーの出力）も
可能です。
（注意）
※この際、録音データは上書きとなるのでご注
　意下さい。

スライダーで開始位置や終了位置を設定できます。

音声を再生します。

音楽データとして出力します。

一つ前の作業状態に戻します。

開始位置／終了位置
を指定します。

開始位置と終了位置を設定後に設定
した範囲と範囲外の削除が出来ます。

録音済み元データを編集した内容で
更新します。
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録音済みデータを編集する（範囲 / 範囲外除去）

録音済みデータを編集する（CM 自動判定除去）

■範囲除去■

■範囲外除去■

音声データ

この部分を除去したい

①開始位置を決定する

①開始位置を決定する

③範囲除去を実行する。

③範囲外除去を実行する。

②終了位置を決定する

②終了位置を決定する

この部分を除去したい この部分を除去したい

音声データ

①「CM 自動判定」ボタンをクリック。

②自動判別して、CM と思われる部分を内容欄に表示し、カット欄にレ点が入ります。

③「結果を反映」ボタンで、CM と思われる部分とカットを行い結果を反映させます。

データ自体が短い場合は判別できない場合
がございます。CMの前後が番組になって
いないと、判別できない場合がございます。
（CMからスタート、CMで終了等）

再生ボタンで部分的に再生が可能ですので
実際に聞いてみて最終的な判別をお願いい
たします。

CM自動判別について
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録音済みデータを出力する

録音ファイルの出力画面の説明

1録音済みリストを呼び出す。

2録音データを出力する

「録音済みリスト」ボタンで録音データリストが表示されます。

編集したい録音済みデータを選択して、上部の「出力」を
クリック

「出力」ボタンで、データが出力されます。

■保存形式…MP4( 推奨）/WAV/AAC 形式を選択できます。

 ■ビットレート…ビットレートのサンプルレートの選択が出来ます。　

　　　　　　　　「初期化」ボタンでビットレートとサンプルレートが初期化されます。

出力先を選択できます。
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リピート再生の設定

1録音済みリストを呼び出す。

2再生中にリピート開始位置と、終了位置を選択する。

3リピート再生を終了する。

「録音済みリスト」ボタンで録音データリストが表示さ

れます。 ①再生したいデータをクリックして選択

②「再生」ボタンで再生ができます。

①

②

①リピート開始位置で　　　　ボタンをクリック。

②赤い旗（開始位置）が表示されます。

③リピート終了位置で　　　　ボタンをクリック。

④赤い旗（終了位置）が表示されて、以後　旗と旗の間をリピート再生します。

「停止」ボタンで再生をストップすれば、旗マークが消えて終了します。

英語のヒヤリングの勉強等、便利に使える機能です。

リピートと再生スピードの同時設定が可能！
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検索機能について（番組表、予約一覧、録音済みデータ）

1番組表、予約一覧、録音済みデータ画面の検索機能（フィルタ機能）を利用する。

空白欄に検索したい文字を入力して、　　をクリックすると、該当する情報だけ表示されます。

元に戻したい場合は、　　をクリックすると、すべての情報が表示されます。

■詳細検索

AND…複数の検索文字すべてが入ってる場合に表示される。

　　　上記例の場合は「ニュース」と「天気」両方に入ってる場合。

OR…複数の検索文字どれかが入ってる場合に表示される。

　　上記例の場合は「ニュース」と「天気」どちらかに入っている場合。



17

録音済みデータを iTunes に同期させる

1録音済みリストを呼び出す。

2 iTunes と同期を行う。

3 iTunes にプレイリスト「録るラジ」として追加される。

「録音済みリスト」ボタンで録音データリストが表示さ

れます。

同期したい録音済みデータを選択して、上部の「iTunes と同期」

をクリック

プレイリスト作成済みの状態で、再度「iTunes と同期」を実行すると、自動的に判別して、差分のみ更新されます。
新しいプレイリストが作成されたり、音声データが重複することはございません。
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電源 off/ スリープモードからの復帰機能を利用する

1予約画面で、電源 OFF/ スリープ機能からの復帰機能を利用するにチェックを入れて予約を行う。

管理者権限のパスワードを入力する必要があり
ます。
電源 OFF からの復帰は予約時刻の 5 分前からと
なります。
無線 LAN を利用している場合、インターネット
接続できる接続先に自動的に無線接続を行うこ
とが必要となります。

●電源 OFF ／スリープ状態からの復旧機能

！

Windows

電源 OFF

×

○

○

○

スリープ

Mac
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仕様情報＆ FAQ

録るラジはHE-AAC.V2 形式に対応しています。
この形式はradiko、らじる★らじるから送られてくるデータフォーマットと同一で、音質を劣化させること無く、ファ
イルサイズを抑えて保存できる形式です。

※同音質のMP3 に比べてファイルサイズは 3分の 1程度となります。※以前はこのフォーマットに対応していな
　いソフトが多かったですが現在のバージョンではMediaPlayer や iTunes でもサポートしており問題なくご利用い
　ただけます。

保存形式とビットレート /サンプルレートによって、出力時の時間が異なります。
MP4/AAC で 48kbps/24000Hz が標準で最速で出力可能です。

青紫：現在放送中の番組
ピンク：予約中の番組
緑：朝　　　オレンジ：夕方　　灰色：夜

録音ファイル出力時の保存形式「AAC」について

録音ファイル出力時のファイル形式とビットレートについて

番組票の背景色について
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仕様情報＆ FAQ

予約を同じ時間に複数録音することは可能ですか。

同時に複数の番組を録音出来ます。

録音済みリストが表示されない。

録音済みリストはユーザー毎のフォルダに保存されます。

別のユーザーでログインしてご利用していないかご確認ください。

radiko の地域判定が事なった地域で判定される。

こちらは radiko 側での判定となりますので、「録るラジ」では修正することができません。

radiko 様「http://radiko.jp/」にご確認をお願い致します。

CM 自動判定が上手く判定出来ない。

録音時間が短すぎる場合（１分以下）や 録音のスタートや終了時点が CM の場合は正しく反映されません。

番組〜 CM 〜番組となるようの録音して頂くと、判定の制度があがります。

予約は「録るラジ」をアンインストールすると自動的に削除されますか。

予約プログラムがタスクに残ってしまいます。

お手数ですが、予約を削除してからアンインストールを行って下さい。

電源 OFF/ スリープ状態からの復帰機能を利用しても予約が正しく録音されない（MAC）

管理者権限パスワードが間違っていなかったかご確認ください。

また、無線 LAN をご利用の場合に、起動時に自動的に接続される接続先が Internet に繋がらない場合もござい

ますのでご確認ください。

「エラー：radiko サーバーに接続できません」と表示されてラジオが聞けない。

インターネットに接続出来て居ない場合のエラーです。

有線ケーブルや、無線 LAN の設定を確認して、インターネットに接続出来ているかご確認ください。

リアルタイム録音は停止するまで録音が続いてしまうのでしょうか。　

録音中の番組が終了したら、自動的に録音も停止いたします。

繰り返し録音予約をしたが、本日分は録音できなかった。

予約時に開始時刻を過ぎている場合は録音しません。１回のみの録音予約の場合は、開始時刻を過ぎている場合

は直ぐに録音を開始します。

radiko 側がメンテナンスや障害の場合でも「録るラジ」では聞けますか。

radiko の障害の場合は本ソフトも視聴が出来ません。

番組表の更新はどのぐらいの頻度で行われますか。

1日 1回の更新となります。
尚、更新ボタンを押すことで任意のタイミングで更新することも可能です


