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AVレシーバー

本書には、スタートアップに必要な内容や、使用頻
度が高い機能の操作について掲載されています。
また、エコロジーの観点から、応用的な設定や機
能、詳細な情報についてはWEB詳細ガイドとして
電子マニュアルをWEB上で公開しています。

基本操作マニュアル

http://www.onkyo.com/manual/txnr646/adv/ja.html

WEB詳細ガイドは
こちらから
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目次特長
7チャンネルアンプを搭載
頭上を含めて360度の音の定位、移動感を実現する
DolbyAtmosフォーマットの再生に対応
高さの情報を含んだオブジェクトベースのサラウンド
音声技術であるDTS：Xの再生に対応
2チャンネルや5.1チャンネル、7.1チャンネルのソース
をご使用のスピーカー構成に合わせて再生するDolby
Surroundリスニングモード
4Kに対応したHDMI入出力端子を装備
HDMI出力端子を2系統装備
スタンバイ状態のときも再生機器の信号をテレビに伝
送できるHDMIスタンバイスルー機能
高品位なコンテンツを楽しむためのより強固な著作
権保護技術HDCP2.2に対応（HDMIIN1～IN3/HDMI
OUTMAIN/SUB対応）
ARC（AudioReturnChannel）に対応
USBストレージ内の音楽再生に対応
インターネットラジオやDLNA、AirPlayなどさまざまな
ネットワーク機能に対応
Wi-Fi接続、Bluetooth®機能に対応
レコードプレーヤーと接続できるPHONO端子を装備
バイアンプ接続が可能
音声と映像のズレを補正する、A/Vシンク機能
メインルームで再生しながら別室で異なる音声も楽し
めるマルチゾーン機能
極めて高い演算能力を持つ、32bitDSP（DigitalSignal
Processor）搭載
圧縮された音楽ファイルを、より良い音で楽しむミュー
ジックオプティマイザー機能搭載
PhaseMatchingBassシステム搭載
付属の測定用マイクで自動スピーカー設定が可能
（AccuEQRoomCalibration）
ネットワーク、USBストレージ経由でMP3、WMA、
WMALossless、FLAC、WAV、OggVorbis、AAC、
AppleLossless、DSD、DolbyTrueHDフォーマットの
音楽ファイルを再生可能（再生できるフォーマットは、
ご使用の環境によって異なります）

付属品については裏表紙をご覧ください。

WEB詳細ガイド

WEB詳細ガイドは、つねに最新の情報で更新され、PCはも
ちろんスマートフォンでも読みやすいレイアウトでご覧い
ただけます。WEB詳細ガイドの掲載内容概要は以下のとお
りです。

AM/FM放送受信の詳細
USBストレージの音楽を再生する
インターネットラジオを聴く
DLNAで音楽を再生する
共有フォルダの曲を再生する
音楽ファイルをリモコンで操作する
リスニングモードの詳細
応用的な設定
リモコンで他の製品を操作する
応用的なスピーカー接続
RI端子付きオンキヨー製品との接続・操作
ファームウェアアップデート
困ったときは
参考情報

WEB詳細ガイドはこちらから
http://www.onkyo.com/manual/txnr646/adv/ja.html
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前面パネル

1 zON/STANDBYボタン :電源のオン/スタンバイを切
り換えます。

2 DOLBY ATMOSインジケーター :DolbyAtmosの再
生中に点灯します。

3 DTS:Xインジケーター:DTS:Xの再生中に点灯します。
4 RIHDボタン :HDMI連動機能のオン/オフを切り換えま

す。
5 リモコン受光部 :リモコンからの信号を受信します。
6 MUSIC OPTIMIZERボタン :圧縮された音声をより良

い音質にするミュージックオプティマイザーをオン/オ
フします。

7 表示部 
8 LISTENING MODEボタン :リスニングモードを選び

ます。
9 DIMMERボタン :表示部の明るさを切り換えます。
F MEMORYボタン :放送局を登録するときに使用しま

す。

G TUNING MODEボタン :選局モードを切り換えるとき
に使用します。

H DISPLAYボタン :表示部の情報を切り換えます。
I SETUPボタン :各種設定を行うときに使います。
J カーソル、lTUNINGj、dPRESETc、ENTERボタン :

カーソルの移動や確定に使用します。また、AM/FM放
送を聴くときにlTUNINGjボタンで周波数を選び、
dPRESETcボタンで登録した放送局を選びます。

K RETURNボタン :設定中にひとつ前の表示に戻しま
す。

L MASTER VOLUME :音量を調整します。
M PURE AUDIOボタン/インジケーター :表示部とアナ

ログビデオ回路がオフになり、よりピュアな音質が楽し
めるPureAudioモードに切り換えるときに使用しま
す。

N PHONES端子 :標準プラグのステレオヘッドホンを接
続します。

O AUX INPUT HDMI端子 :HDビデオカメラなどを接続
します。

P TONE、トーンレベルボタン :高音、低音を調整します。
Q 入力切換ボタン :再生する入力を切り換えます。
R SETUP MIC端子 :付属の測定用マイクを接続します。
S HYBRID STANDBYインジケーター :HDMIスタンバ

イスルー、スタンバイ時のUSB電源供給、ネットワーク
スタンバイ、Bluetoothの起動機能が有効に設定されて
いるときに本機がスタンバイになると点灯します。
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後面パネル

1 RI REMOTE CONTROL端子 :RI端子付きオンキヨー
製品と接続し、連動させる端子です。

2 TUNER AM/FM（75Ω）端子 :付属のアンテナを接続
します。

3 USB端子 :USBストレージを接続して音楽ファイルを
再生します。USB機器とUSBケーブルで接続すると、電
源供給することもできます。

4 COMPONENT VIDEO IN端子 :コンポーネント映像
の入力端子です。

5 ETHERNET端子 :LAN接続に使用します。
6 VIDEO IN端子 :アナログ映像信号を入力する端子で

す。
7 HDMI IN/OUT端子 :接続した機器とデジタル映像信

号および音声信号を伝送する端子です。
8 無線アンテナ :Wi-Fi接続を行う場合や、Bluetooth対応

機器をご使用の場合に使用します。
接続状況に応じて、アンテナの角度
を調整してください。

9 電源入力AC100V端子 :付属の電源コードを接続しま
す。

F SPEAKERS端子 :スピーカーを接続します。
G DIGITAL IN COAXIAL/OPTICAL端子 :デジタル音

声を入力する端子です。
H GND端子 :レコードプレーヤーのアース線を接続しま

す。
I AUDIO IN端子 :アナログ音声信号を入力する端子で

す。
J LINE OUT ZONE 2端子 :マルチゾーン機能を使用す

る際に、別室のプリメインアンプを接続する音声出力端
子です。

K PRE OUT SUBWOOFER端子 :アンプ内蔵サブウー
ファーを接続します。

1 4 623 75

9 8

AAC

表示部

1 次の状態のときに点灯します。「Z2」：ゾーン2出力時/
「HDMI」：HDMI信号が入力かつ選択されているとき/
「ARC」：ARC対応テレビからの音声信号が入力かつ選
択されているとき/「3D」：入力信号が3Dのとき/「USB」
（＊）：入力切換が「NET」でUSBストレージが接続されて
いるとき/「NET」（＊）：入力切換が「NET」でネットワー
クに接続されているとき/「DIGITAL」：デジタル信号が入
力かつ選択されているとき/カーソル表示：NET、USB操
作時

＊「USB」および「NET」は、正しく接続されていないときは点滅します。
2 ヘッドホンを接続時に点灯します。
3 NET、USB操作時に点灯します。
4 入力されているデジタル信号の種類やリスニングモー

ドに応じて点灯します。
5 ミュージックオプティマイザーが有効に設定されてい

るときに点灯します。
6 次の状態のときに点灯します。「AUTO」：選局モードが

オートのとき/「TUNED」：AM/FM放送局の受信時。
放送局を自動的に探しているときは、が点滅します。
/「FMSTEREO」：FMステレオ局の受信時

7 ミュート（消音）中に点滅します。
8 次の状態のときに点灯します。「SLEEP」：スリープタイ

マーが設定されているとき/「ASb」：自動スタンバイが
設定されているとき/「ch」：チャンネルの設定時/「Hz」：
クロスオーバー周波数の設定時/「m/ft」：スピーカー距
離の設定時/「dB」：スピーカー音量の設定時

9 入力信号のさまざまな情報を表示します。DISPLAYボタ
ンを押すと、入力されている信号のフォーマットやリス
ニングモードなどを表示します。

90°

180°

90°
180°
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Step 1: 接続する
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1 スピーカーを接続する

スピーカーの設置位置

#

$

%

&'

7

8

9

G

H

F

"

重要 ：電源コードはすべての接続が終了してから接続してください。

"# フロントスピーカー DolbyAtmosリスニングモードを再
生するには、ハイトスピーカーまたは
バックスピーカーの設置が必要です。
ハイトスピーカーには、この他にもい
くつかのバリエーションがあります。
詳しくは次項をご覧ください。
マルチゾーン機能を使用する場合は、
「Step3：再生する」の「6マルチゾー
ン」をご覧ください。

$ センタースピーカー
%& サラウンドスピーカー
' サブウーファー
78 バックスピーカー
9F ハイトスピーカー（フロントハイ）
GH ハイトスピーカー（リアハイ）

5.1ch："#$%&'

7.1ch："#$%&'＋78、または
"#$%&'＋9F、または
"#$%&'＋GH 

78用、9F用およびGH用のス
ピーカー接続端子は兼用になってい
ます。いずれかを選択して接続して
ください。

各スピーカーの役割
"#は前方のステレオ音声を、$はセリフ
やボーカルなど画面中央の音声を出力しま
す。%&は後方音場を創出します。'は重低
音を再生し、音場の密度感を高めます。
78または9FまたはGHのスピーカーを
接続することで、7.1chでの再生を実現し
ます。78（バックスピーカー）は、後方音場
による包囲感や後方の音のつながりを向上
させ、より自然な音場を創出します。9Fと
GH（ハイトスピーカー）は、サラウンドの
高さ方向の演出を可能にします。なお、本機
は初期設定で実際に設置したハイトスピー
カーのタイプを登録して、最適な音場処理
を行うことができます。

ハイトスピーカーのバリエーション

天井にスピーカーを設置する

a b

dc

a b トップフロント
c d トップミドル
e f トップリア

天井埋め込み型スピーカーなどを使用し
て、DolbyAtmosやDolbySurroundリ
スニングモードの効果を最大に高めます。

トップフロントは視聴位置の真上とフロ
ントスピーカー真上の中間位置あたりに、
トップミドルは視聴位置の真上に、トップ
リアは視聴位置の真上とバックスピーカー
真上の中間位置あたりに設置します。本機
ではabまたはcdまたはefのタイプが
選択できます。本機との接続はSPEAKERS
BACKorHEIGHT端子を使用します。

ドルビーラボラトリーズはDolby
Atmosの効果を最大に高める設置とし
て、「天井にスピーカーを設置する」のバ
リエーションを推奨しています。

Dolby Enabled Speakerを使用す
る

g

i

h

j

g h DolbyEnabledSpeaker(フロン
ト)

i j DolbyEnabledSpeaker(サラウ
ンド)

DolbyEnabledSpeakerはハイトスピー
カー専用のスピーカーで、フロントスピー
カーやサラウンドスピーカーの天板の上
に設置するタイプのものと、通常のスピー
カーと一体型になったタイプのものがあ

e f
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'
パワーアンプ内蔵
サブウーファー

&
右サラウンド

8FH
右バック

または右ハイト

79G
左バック

または左ハイト

%
左サラウンド

$ 
センター

#
右フロント

" 
左フロント

バックスピーカーを1台
しか使用しないスピー
カー構成には対応してい
ません

ります。スピーカーの振動板が天井に向くように取り付け
られており、天井での音の反射を利用してDolbyAtmosや
DolbySurroundリスニングモードの効果を高めます。本機
ではghまたはijのタイプが選択できます。本機との接
続はSPEAKERSBACKorHEIGHT端子を使用します。

DolbyAtmosを再生する場合、バックスピーカーまたはハ
イトスピーカーの設置方法によって必要となるスピーカー
が異なります。スピーカーの組み合わせは以下のとおりで
す。

1 バックスピーカー 

2 フロントハイ  

3 リアハイ  

4 トップフロント  

5 トップミドル  

6 トップリア  

7 DolbyEnabledSpeaker(フロント)  

8 DolbyEnabledSpeaker(サラウンド） 

接続
パターン フロ

ント

セン
ター

サラ
ウン

ド

バックまたはハイト

必須　任意　サブウーファー接続は任意です

重要：
スピーカーはインピーダンスが4～16Ωのものを接
続してください。また、接続するスピーカーの中に4Ω
以上6Ω未満のスピーカーが1台でもあるときは、設
定を行う必要があります。設定よりも低いインピーダ
ンスのスピーカーをお使いの場合、故障の原因になる
ことがあります。設定操作はテレビ画面に表示される
操作画面で行います。リモコンのカーソルで内容を選
び、ENTERボタンで決定します。ひとつ前の画面に戻
るにはRETURNボタンを押します。リモコンの
RECEIVERボタンを押したあとに、SETUPボタンを押
し、「2.スピーカー」-「配置・構成」-「インピーダンス」を
順に選び「6オーム」（初期値）を「4オーム」にしてくださ
い。
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接続について

スピーカーコードは先端のビニールを切り取って芯線をよ
じって端子に接続してください。その際に、本機の端子のプ
ラス（＋）側とスピーカーの端子のプラス（＋）側を、マイナ
ス（－）側はマイナス（－）側とを、チャンネルごとに必ず合
わせて接続してください。間違って接続すると、位相が逆に
なり低音が出にくくなります。SUBWOOFER端子には、パ
ワーアンプ内蔵サブウーファーが最大2台まで接続できま
す。サブウーファーのカットオフフィルター切換スイッチ
はDIRECTにしてください。カットオフフィルター切換ス
イッチがなく、カットオフ周波数調整ツマミがある場合は、
周波数を最大にしてください。ご使用のサブウーファーに
アンプが内蔵されていない場合は、間にパワーアンプを接
続してご使用ください。

お買い上げ時は、7.1チャンネル接続の設定になってい
ます。チャンネル数を変更する場合は自動スピーカー設
定や手動設定で変更することができます。
プラス（＋）のコードとマイナス（－）のコードをショー
トさせたり、コードの芯線を本機の後面パネルと接触さ
せると故障の原因になります。また1つのスピーカー端
子に2本以上のコードを接続したり、1台のスピーカーを
複数の端子に接続しないでください。

市販のバナナプラグをご使用の場合は :スピーカー端子を
しっかり締めてから、バナナプラグを挿入してください。ス
ピーカーコードの芯線を、スピーカー端子のバナナプラグ
用の穴に直接挿入して接続しないでください。
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Step 1:接続する
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2 テレビや再生機器を接続する

HDMI
IN

HDMI
OUT

HDMI
OUT HDMI

OUT

HDMI
OUT

HDMI
OUT

TV

ブルーレイディスク/
DVDプレーヤー

ストリーミングボックスなど衛星放送/ケーブルテレビ用
チューナーなど

ゲーム機

PC

HDMIケーブル

ARC機能を使用する場合はテレビのARC対応HDMI端
子との接続および本機側の設定が必要です。「Step2：
初期設定」の「2接続確認」をご覧ください。

HDMIケーブルでの接続

本機の後面パネルにはHDMI端子が多数装備されており、そ
れぞれの端子は前面パネルと同じ名称の入力切換ボタンが
割り当てられています。例えば、ブルーレイディスクプレー
ヤーはHDMIIN1の端子に接続して、再生の際には前面パネ
ルのBD/DVDボタンを押して再生音を楽しみます（CEC規
格に準拠したプレーヤーとは、再生の際に自動で入力切換
が可能です）。なお、ブルーレイディスクプレーヤーをもう1
台接続する場合は、HDMIIN1以外の端子に接続することも
可能です。入力端子と入力切換ボタンの割り当てを変更す
ることもできます。設定方法はWEB詳細ガイドでご確認く
ださい。

テレビと本機を接続するには、本機のHDMIOUTMAIN端
子とテレビのHDMI入力端子をHDMIケーブルで接続しま
す。この接続によって本機の設定画面をテレビに映したり、

再生機器の映像/音声信号をテレビへ伝送することができ
ます。テレビがARC（AudioReturnChannel）機能に対応
していれば、この接続のみでテレビの音声信号を本機のス
ピーカーで再生することもできます。テレビがARC機能に
対応していない場合は、HDMIOUTMAIN端子の接続に加
えて、テレビの光デジタル音声出力端子と本機のDIGITAL
INOPTICAL端子を光デジタルケーブルで接続するか、オー
ディオ用ピンケーブルを使用して、テレビの音声出力端子
と本機のAUDIOINTV端子を接続してください。

DIGITAL
OPTICAL

OUT

AUDIO
OUT

TV

 テレビがARC機能に対応していない場合の音声接続
＊お使いのテレビに応じた音声の

接続方法をお選びください。

本機の電源がスタンバイ状態になっているときでも再生
機器の映像/音声信号をテレビに伝送できる「HDMIスタ
ンバイスルー」機能を搭載しています。CEC（Consumer
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ElectronicsControl）対応機器との入力切換連動や、ARC
対応テレビとの接続、およびHDMIスタンバイスルー機能を
有効にするには設定が必要です。「Step2：初期設定」の「2
接続確認」をご覧ください。

HDMIOUTSUB端子に、もう1系統テレビを接続できま
す。
HDCP2.2に対応した映像を楽しむには再生機器を
HDMIIN1～IN3端子に接続し、本機のHDMI出力端
子とテレビのHDCP2.2対応HDMI入力端子を接続し
てください。HDCP2.2対応入力端子のないテレビは、
HDCP2.2で保護された映像を視聴することができませ
ん。
4K、1080pの映像を再生する場合は、ハイスピー
ドHDMIケーブルまたはハイスピードHDMIwith
Ethernetケーブルをご使用ください。

HDMI端子のない機器と接続する

HDMI端子を持たないAV機器は、お持ちの機器にある端子
に合わせて本機の端子とケーブルを接続してください。

4

1 2 3

5

1 デジタル音声出力端子のある再生機器と接続します。
光デジタルケーブル（OPTICAL）

＊本機の光デジタル入力端子は、とびらタイプで
す。とびらを奥へ倒すようにしてケーブルを挿
しこんでください。

同軸デジタルケーブル（COAXIAL）

2 コンポーネントビデオ出力端子のある再生機器と接続
します。

コンポーネントビデオケーブル
＊コンポジットビデオケーブルより高画質な映

像信号を伝送します。

3 コンポジットビデオ出力端子のある再生機器と接続し
ます。

コンポジットビデオケーブル

4 アナログ音声出力端子のある再生機器と接続します。映
像入力に②や③の端子をお使いの場合は、②や③で接続
した端子に対応した音声入力端子に接続してください。
（例：映像入力を②BD/DVD端子に接続する場合、音声入
力も④BD/DVD端子に接続します）

＊入力端子と入力切換ボタンの割り当てを変更することもできます。設
定方法はWEB詳細ガイドでご確認ください。

＊再生機器の音声をマルチゾーン出力するには、再生機器を1または4

の端子に接続することが必要です。

オーディオ用ピンケーブル

5 カートリッジがMM型でフォノイコライザーを内蔵し
ていないレコードプレーヤーと接続します。レコードプ
レーヤーがフォノイコライザーを内蔵している場合は、
④CD端子に接続します。

＊MC型カートリッジの場合は、MCカートリッジ対応のフォノイコラ
イザーを本機とレコードプレーヤーの間に介して、④CD端子に接続
します。詳しくは、レコードプレーヤーの取扱説明書をご参照くださ
い。

＊レコードプレーヤーにアース線がある場合は、GND端子に接続して
ください。ノイズが大きくなる場合は、アース線を外してください。

ビデオアップコンバート機能
VIDEOIN端子、COMPONENTVIDEOIN端子に入
力された映像信号はHDMI信号にアップコンバート
されてHDMI出力端子から出力されます。

AVレシーバー

＊COMPONENTVIDEOIN端子に入力された映像信
号をアップコンバートしてHDMI出力端子から出力
する場合、再生機器の出力解像度を480iに設定して
ください。480p以上の解像度で入力があった場合
は、解像度設定の変更を促すメッセージが表示され
ます。再生機器が480iで出力できない場合は、VIDEO
IN端子をご使用ください。

＊1つの入力系統に複数の映像信号が入力された場合
は、HDMIの信号が優先出力されます。
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3 その他の接続

AM/FMアンテナの接続
AM/FM放送を聴く場合は、必ずアンテナを接続してくださ
い。初めて放送を聴くときに、放送を聴きながら受信状態が
良好になるようアンテナの位置を変えたり向きを調整して
ください。

付属のAMアンテナ

付属のFMアンテナ

画びょうなどで
壁面に取り付ける

プラグは奥まで
しっかりと押し込んでください

付属のAMアンテナを組み立てる

ネットワークの接続
LANに接続して、インターネットラジオやDLNA、AirPlay
を楽しむことができます。接続の方法はLANケーブルを使
用してルーターに有線接続する方法と、無線LANルーター
とWi-Fi接続する方法があります。有線の場合はイーサー
ネット端子にLANケーブルを接続してください。Wi-Fiの設
定は「Step2:初期設定」の「4ネットワーク接続」をご覧く
ださい。

インターネットラジオ

ルーター

NAS

ヘッドホンの接続
標準プラグ（φ6.3mm）のステレオヘッドホンを、前面パ
ネルのPHONES端子に接続します。ヘッドホン使用中はス
ピーカーからの音が出力されません。

PureAudio、Stereo、MonoまたはDirect以外のリスニ
ングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続す
ると、自動的にStereoリスニングモードになります。

電源コードの接続

重要 :電源コードはすべての接続が終了してから接続して
ください。

音質向上のため、電源の極性を合わせます。電源プラグのN
の印字がある側をコンセントの溝の長い方に合わせて差し
込んでください。コンセントの溝の長さが同じ場合は、どち
らを接続してもかまいません。

1. 2.

本機の電源を入れると、瞬間的に大きな電流が流れて、
コンピューターなどの機器の動作に影響することがあ
ります。コンピューターなど、繊細な機器とは別系統の
コンセントに接続することをおすすめします。
電源コードをコンセントから抜くときは、本機をスタン
バイ状態にしてから抜いてください。

Nの印字がある方
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はじめて本機の電源を入れると、テレビの画面で「初期設
定」が自動的に始まります。

　English

　Deutsch

　Français

　Español

　Italiano

　Nederlands

　Svenska

　

SETUP

設定は以下の順で進みます。

1 AccuEQ Room Calibration
最適なスピーカー設定を自動測定

2 接続確認
各入力の接続確認
HDMI連動機能の設定

3 リモコン登録
リモコンで他機器を操作するための設定

4 ネットワーク接続
ネットワーク接続の確認
Wi-Fi設定

＊ファームウェアアップデート通知について:本機をLAN接続している場合、
ファームウェアの更新が可能なときは「最新のファームウェアがリリースさ
れました」というメッセージが表示されます。アップデートを行う場合は、リ
モコンのカーソルボタンで、「アップデートします」を選んでENTERボタン
で決定してください。
「Completed!」が表示されたら、本体のzON/STANDBYボタンを押して本
機をスタンバイ状態にすると、更新が完了します。（zON/STANDBYボタン
を押さなくても、約3分後に自動的にスタンバイ状態になり、更新が完了しま
す）

はじめに
スタートアップに必要な設定を質問形式で行いますので、
リモコンのカーソルで内容を選び、ENTERボタンで決定し
てください。ひとつ前の画面に戻るにはRETURNボタンを
押します。

テレビの入力を本機と接続した入力に切り換えること
が必要です。

最初に言語を選択します。次に、初期設定の概要が表示され
ますので、この画面で「はい」を選んでリモコンのENTERボ
タンを押してください。

SETUP

再度初期設定を行うには:途中で終了してしまった
場合や、再度初期設定を変更する場合は、リモコンの

RECEIVERボタンを押したあとに、SETUPボタ
ンを押し、「8.その他」-「初期設定」を選んでENTER
ボタンを押してください。

1 AccuEQ Room Calibration

各スピーカーから再生されるテスト音を測定して、スピー
カーの数/音量レベル/各スピーカーの最適なクロスオー
バー周波数/視聴位置からの距離を設定したり、部屋の環境
による音のひずみを補正することができます。

スピーカー設定中はRETURNボタンを押しても前の画
面には戻れません。

1� 測定用マイクを設置する

SETUP

上記の画面が表示されたら、操作を始める前に次の図を参
照して付属の測定用マイクを測定位置★に設置してくださ
い。

視聴エリア マイク測定位置

＊マイクを手で固定していると正確に測定できません。また、ヘッドホ
ンを使用しているときは測定できません。

＊サブウーファーの音声は、超低域のため認識されない場合がありま
す。サブウーファーの音量を半分程度に設定してください。
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＊周囲の雑音や無線周波妨害（RFI）があると、部屋の測定が中断される
場合があります。その場合は窓を閉めて家電機器や蛍光灯などをオフ
にしてください。

2� マイクを測定位置に設置したら、スタート画面で「すぐに
設定します」を選び、ENTERボタンを押す

3� 「AVレシーバーに同梱されているマイクを挿入してくだ
さい」と表示されたら、マイクを本機のSETUP MIC端子
に接続する

SETUPMIC端子

測定用
マイク

4� 接続したスピーカーや、ハイトスピーカーのタイプなど
を設定する

AccuEQ Room Calibration

ENTER

上記の画面が表示されたら、リモコンのカーソルを使用
して各項目を設定してください。「スピーカーチャンネ
ル」では、チャンネル数を選ぶごとに画面の図が切り換わ
りますので参考にしてください。すべての設定が終了し
たら、リモコンのENTERボタンを押してください。
その後、テレビ画面に表示されるガイダンスに沿って操
作してください。

それぞれの項目にカーソルを移動すると画面の下部
に設定内容が表示されますのでご参照ください。

5� 接続したスピーカーからテスト音が出て、自動スピー
カー設定が始まる
測定は各スピーカーに対して3回以上行います。完了す
るまでに数分かかります。測定中は、できるだけ静かにし

てください。テスト音が出ないスピーカーがあれば接続
されていない可能性がありますのでご確認ください。

測定中は各スピーカーより大音量のテスト音が出力
されます。近隣住宅への音漏れや小さなお子様など
に、充分ご注意ください。

6� 測定が完了したら、測定結果が表示される
リモコンのt/uボタンで各設定が確認できます。「設定
保存」が選ばれた状態でENTERボタンを押してくださ
い。さらに次の画面で「オン」を選び、リモコンのENTER
ボタンを押してください。

通常は「オン（すべてのチャンネル）」を選び、フロント
スピーカーのみ無効に設定したい場合は「オン（フロ
ント左/右以外）」を選んでください。
エラーメッセージが出たときは、画面の指示に従って
エラーの原因を取り除いてください。サブウーファー
が検出されない場合は、サブウーファーの音量を最大
にして、「再試行」を選んでください。

7� 「測定マイクを抜いてください」と表示されたら、マイク
を取り外す

2 接続確認

各入力の接続確認やHDMI連動機能の設定ができます。

1� 接続確認のスタート画面が表示されたら、カーソルで「は
い、続けます」を選び、ENTERボタンを押す

SETUP

2� 接続を確認したい入力を選び、ENTERボタンを押す
選んだ機器の再生を開始してください。接続が正しいと、
本機から選んだ入力の映像/音声が再生されます。

3� 接続を確認できたら、カーソルで「はい」を選び、ENTER
ボタンを押す

「いいえ」を選び、ENTERボタンを押すと、エラーの原
因が表示されます。ガイダンスに沿ってエラーの原因
を取り除き、接続を再度確認してください。

4� 他の入力の接続を確認する場合はカーソルで「はい」を、
確認しない場合は「いいえ、確認を終了します」を選び、リ
モコンのENTERボタンを押す
「はい」を選んだ場合は手順2の画面に戻ります。
「いいえ、確認を終了します」を選んだ場合は、手順5に進
みます。

5� CEC連動機能を設定する
CEC対応機器とのHDMI連動機能を有効にするには「は
い」を選び、次の画面でもう一度「はい」を選んでくださ
い。

        xxxxxxxxxxx

SETUP

「はい」を選んだ場合は、ARC対応テレビとの接続、およ
びHDMIスタンバイスルー機能も有効になります。
（初期設定終了後）本体のRIHDボタンを押すことで、
CEC連動機能のオン/オフ切換えが可能です。

3 リモコン登録

SETUP

本機のリモコンで他機器の操作を行うことができるように
なります。リモコン登録のスタート画面が表示されたら、
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カーソルで「はい、続けます」を選び、リモコンのENTERボ
タンを押します。ガイダンスに沿って、設定したいREMOTE
MODEボタンを選んだあとは、キーボードの画面でプログ
ラムするブランド名を3文字入力して、リモコンコードを検
索してください。ガイダンスではリモコンの設定方法など
も説明しています。

4 ネットワーク接続

ネットワーク接続の設定を行いますか？AVレシーバーの

サポートするネットワークサービスを提供します。

このステップを飛ばす場合は

「いいえ、とばします」を選んでください。

SETUP

ネットワーク接続の確認やWi-Fi設定を行うことができま
す。ネットワーク接続のスタート画面が表示されたらカー
ソルで「はい」を選び、リモコンのENTERボタンを押しま
す。次の画面で「有線」を選んだ場合はLANケーブル接続の
接続状況を確認できます。Wi-Fi設定を行う場合は、「ワイヤ
レス」を選んでリモコンのENTERボタンを押して、以下の
項をご参照ください。

事前にご確認ください
Wi-Fi接続には無線LANルーターなどのアクセスポ
イント（＊）が必要です。アクセスポイントのSSIDと
パスワード（キー）が本体ラベルに記載されている場
合がありますのでメモに控えてください。アクセス
ポイントに自動設定ボタン（メーカーによって呼称
が異なります）が装備されている場合は、パスワード
の入力を行わずに設定することができます。アクセ
スポイントの自動設定ボタンの使用方法は取扱説明
書でご確認ください。

＊本機は2.4GHz帯対応のアクセスポイントとWi-Fi接続
が可能です。

1� カーソルでWi-Fi接続の方法を選び、ENTERボタンを押
す

ネットワークを検索する:本機から無線LANルーターな
どのアクセスポイントを検索して接続します。
iOSデバイス（iOS7以降）を使用する:iOS端末をお使い
の場合、iOS端末のWi-Fi設定を本機に共有させることで
簡単にWi-Fi接続が行えます。

■  「ネットワークを検索する」を選んだ場合
2� カーソルで接続するアクセスポイントのSSIDを選び、

ENTERボタンを押す
テレビ画面にアクセスポイントのSSIDが表示されます
ので、接続するアクセスポイントを選んでください。

アクセスポイントの初期設定を変更してパスワード
入力を不要にしている場合は、手順3は不要です。
アクセスポイントの初期設定を変更してSSIDを非表
示にしている場合は、「アクセスポイントが表示され
ない場合は」をご参照ください。

3� 認証方法を選んで設定する
無線LANルーターに自動設定ボタンが装備されていな
い場合は、自動的に「パスワード入力」の画面が表示され
る場合があります。

PIN code

Wi-Fi Setup

この画面が表示されたら、「パスワード入力」、「プッシュ
ボタン」、「PINcode」の3つ認証方法のうち、いずれかを
選んで設定を行ってください。それぞれの内容と設定方
法については以下をご参照ください。

パスワード入力 :アクセスポイントのパスワードを入力し
て設定する方法です。
1 カーソルで「パスワード入力」を選び、ENTERボタンを押す
2 キーボード画面で、パスワードを入力（＊）してから、カー

ソルで「OK」を選び、ENTERボタンを押す
＊「A/a」を選びENTERボタンを押すと、大文字/小文字が切り換わりま

す。「」「」を選びENTERボタンを押すと、その方向にカーソルが
移動します。 を選びENTERボタンを押すと、カーソルの左側の文
字を1文字消去します。また、リモコンのDボタンを押すと、パスワー
ドを「＊」で表示するか入力した文字をそのまま表示するか切り換え
ます。リモコンの＋10ボタンを押すと大文字/小文字切り換えの機
能が使え、CLRボタンを押すと入力した文字をすべて消去します。

3 接続するアクセスポイントのセキュリティ方式がWEP
の場合は、「デフォルトキーID」を選び、「OK」を選び、
ENTERボタンを押す

プッシュボタン :アクセスポイントの自動設定ボタンを使
用して設定する方法です。
1 カーソルで「プッシュボタン」を選び、ENTERボタンを押

す
2 アクセスポイントの自動設定ボタンを必要な秒数間押し

たあと、カーソルで「OK」を選び、ENTERボタンを押す
PIN code :アクセスポイントの自動設定ボタンに手が
届かない場合など、この方法をご使用ください。カーソル
で「PINcode」を選び、ENTERボタンを押すと、8桁のPIN
codeが表示されます。表示されたPINcodeをアクセスポイ
ントに登録してから、カーソルで「OK」を選び、ENTERボタ
ンを押します。アクセスポイントへのPINcodeの登録方法
については取扱説明書でご確認ください。

アクセスポイントが表示されない場合は
リモコンのカーソルのcボタンで「その他…」を選
び、ENTERボタンを押すとキーボード画面が表示
されますので、SSIDとパスワードを入力してくださ
い。ルーターの設定に応じて次の設定を行ってくだ
さい。

■ WPA/WPA2方式
「認証方法」で「WPA」または「WPA2」を選び、「OK」
を選び、ENTERボタンを押します。

■ WEP方式
「認証方法」で「WEP」を選び、「デフォルトキーID」を
選びます。そのあと「OK」を選び、ENTERボタンを押
します。

無線LANルーターで暗号化設定がされていない
場合は、「認証方法」で「無し」を選び、「OK」を選
び、ENTERボタンを押します。
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■  「iOSデバイス（iOS7以降）を使用する」を選んだ
場合

2� iOS端末の「設定」-「Wi-Fi」をオンに設定し、「新しい
AIRPLAYスピーカーを設定…」から本機を選択する

3� 「次へ」をタップする

■  接続が成功すると

画面に「接続に成功しました。」と表示されます。

�MAC アドレス xxxxxxxxxxx

�IP アドレス/サブネットマスク/ ゲートウェイ/ DNS サーバー

�ゲートウェイの確認

�インターネットサービステスト

　接続に成功しました

　Next

ネットワーク接続

終了SETUP

この画面が表示されない場合は、再度設定し直してくだ
さい。無線LANルーターと「プッシュボタン」で接続でき
ない場合は、「パスワード入力」でもお試しください。

接続後にプライバシーポリシーに同意するかの確認
画面が表示されます。同意する場合は「はい」を選択
し、ENTERボタンを押してください。

オンキヨー株式会社は、製品の品質やサービスの向上のため、お客様の
製品の使用状況に関する情報を取得させていただく場合がございます。
取得する情報の種類および利用目的等につきましては、
以下のウェブサイトをご確認ください。

http://www.onkyo.com/privacy/
http://www.jp.onkyo.com/riyoukiyaku.htm#kojinjyouhouhogo

私はプライバシーステートメントを確認しました。内容に同意します。

はい

いいえ

オンキヨープライバシーステートメント

■ 初期設定を終了するには

初期設定が終了したら、「完了」が選ばれた状態でリモコン
のENTERボタンを押してください。これで本機の接続と設
定が完了します。

接続する再生機器の音声出力について
DolbyDigitalやDTSなどのデジタルサラウンド音
声を楽しむためには、接続したブルーレイディスクプ
レーヤーなどの音声出力を「ビットストリーム出力」
に設定する必要があります。また、ブルーレイディス
クプレーヤーの設定によっては、DolbyTrueHDや
DolbyAtmos、DTS-HDMasterAudioの音声が音源
どおりのフォーマットで出力されないことがありま
す。その場合は、ブルーレイディスクプレーヤーの設
定で、「BDビデオ副音声」(またはセカンダリ音声)機
能を「切」にしてお試しください。設定を変更したあと
は、リスニングモードを切り換えてご確認ください。
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1 基本操作

●本機を操作するときは ：本機のリモコンには、
他の機器を操作するためのリモートモード機能
が備わっています。リモートモードがRECEIVER
モード(本機を操作するモード)以外の状態では、本
機を操作できないので、本機を操作する際は、必ず
3RECEIVERボタンを押してRECEIVERモードに
してから操作してください。

1� 電源を入れる
リモコンの1zRECEIVERボタンを押して電源を入れま
す。

テレビの入力を本機と接続した入力に切り換えるこ
とが必要です。テレビのリモコンを使用して行ってく
ださい。

2� 本機の入力切換を選ぶ
視聴する再生機器を接続した②INPUTSELECTORボタ
ンを押してください。なお、テレビの音声を聴くにはTV
ボタンを押します。本体の入力切換ボタンでも操作が可
能です。

本機とHDMI接続したCEC対応テレビや再生機器と
は入力切換が自動で行われます。

3� お好みのリスニングモードを選ぶ
3RECEIVERボタンを押したあと、6リスニングモード
ボタンを押すことでモードが切り換わり、さまざまなリ
スニングモードをお楽しみいただけます。

4� Gボリュームボタンで音量を調整する

リモコンの各部の名称とはたらき

1

8

9

F

I

H

G

2

3

4

5

6

7
J

1 zRECEIVERボタン :電源のオン/スタンバイを切り換
えます。

2 REMOTE MODE/INPUT SELECTORボタン :再生
する入力を切り換えます。また、任意のボタンに特定の
リモコンコードを登録したうえで、そのボタンを押す
と、他機器を操作するリモートモードに切り換えること
ができます。

3 RECEIVERボタン :リモコンを、本機を操作するモード
に切り換えます。

4 カーソル、ENTERボタン :カーソルの移動や確定に使
用します。

5 SETUPボタン :本機の各種設定項目画面を表示しま
す。

6 リスニングモードボタン :リスニングモードを選びま
す。
MOVIE/TVボタン ：映画やテレビを楽しむのに適した
リスニングモードが選べます。
MUSICボタン ：音楽を楽しむのに適したリスニング
モードが選べます。
GAMEボタン ：ゲームを楽しむのに適したリスニング
モードが選べます。
STEREOボタン ：ステレオおよびオールチャンネルス
テレオのリスニングモードが選べます。

リスニングモードの詳細は、WEB詳細ガイドでご覧
いただけます。

7 DIMMERボタン :表示部の明るさを切り換えます。
8 ZONE2ボタン :別室のプリメインアンプと本機を接続

して、別室で音声を聴くときに使用します。
9 MUSIC OPTボタン :圧縮された音声をより良い音質

にするミュージックオプティマイザーをオン/オフしま
す。

F MUTINGボタン :一時的に消音します。もう一度押すと
消音状態を解除できます。

G ボリュームボタン :音量を調整します。本機が消音状態
のときは、消音状態を解除できます。

H RETURNボタン :設定中にひとつ前の表示に戻しま
す。

I Qボタン :音質の調整など、よく利用する設定項目にす
ばやくアクセスできるQuickSetupメニューが表示さ
れます。

J DISPLAYボタン :表示部の情報を切り換えます。
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2 ネットワーク機能

本機をネットワークに接続すると、さまざまなネットワー
ク機能をお楽しみいただけます。表示部にお好みの項目を
表示して、リモコンの簡単な操作で再生することができま
す。（テレビの画面には表示が出ません）

リモコンのNETボタンを押したあと、カーソルの▲/▼ボタ
ンをくり返し押して項目を選び、ENTERボタンで決定しま
す。

AirPlayについては次項の「3AirPlay®」で、My
Favoritesやネットワーク機能の詳細についてはWEB詳
細ガイドでご覧いただけます。
＊サービスプロバイダーがサービスを終了していると、そのネットワーク

サービスやコンテンツが利用できなくなる場合があります。

重要：
本体表示部は日本語の表示には対応しておりません。表
示できない文字はアスタリスク（＊）に置き換わります。
ONKYORemoteアプリを使うと、日本語の表示にも対
応しているため快適に操作できます。

 インターネットラジオ
本機にはTuneInRadioとradiko.jpがあらかじめ登録され
ています。本体表示部に「TuneInRadio」または「radiko.
jp」を表示させた状態でENTERボタンを押します。その後、
カーソルでラジオ局や番組を選び、ENTERボタンで再生し
ます。

ひとつ前の表示に戻るにはRETURNボタンを押します。
お住まいの地域によって利用できるサービスは異なり
ます。

 DLNA
ネットワークに接続したPCやNASに保存された音楽ファ
イルを再生できます。本体表示部に「DLNA」を表示させた
状態でENTERボタンを押します。その後、カーソルでサー
バーを選んでから、再生する曲を選んでENTERボタンで再
生します。

本機とPCまたはNASは同じルーターに接続する必要が
あります。
ひとつ前の表示に戻るにはRETURNボタンを押します。

 Home Media（ホームメディア）
ネットワークに接続したPCやNASの共有フォルダ内の曲
を再生できます。本体表示部に「HomeMedia」を表示さ
せた状態でENTERボタンを押します。その後、カーソルで
サーバーを選んでから、再生する曲を選んでENTERボタン
で再生します。

本機とPCまたはNASは同じルーターに接続する必要が
あります。
ひとつ前の表示に戻るにはRETURNボタンを押します。

 USB
USBストレージの音楽ファイルを再生できます。USBス
トレージを後面のUSB端子に接続したあと、本体表示部に
「USB」を表示させた状態でENTERボタンを押します。その
後、カーソルでフォルダや曲を選び、ENTERボタンで再生
します。

ひとつ前の表示に戻るにはRETURNボタンを押します。

3 AirPlay® 

iPhone®、iPodtouch®、iPad®の音楽ファイルをワイヤレス
で楽しむことができます。また、iTunesを搭載したPCの音
楽ファイルを再生することができます。

重要 ：本機とiOS端末やPCが同じルーターにネットワーク
接続されている必要があります。

■ iPhone、iPod touch、iPadの音楽ファイルを再
生する

本機と接続する前にiOS端末のOSを最新のバージョンに
アップデートしてください。

1� リモコンのNETボタンを押す
2� iPhone、iPod touch、iPadのAirPlayアイコンをタッ

プして、表示される機器から本機を選択し、完了をタップ
する

iOS7以降の場合はAirPlayアイコンがコントロールセ
ンターに表示されます。コントロールセンターを表示す
るには、iOS端末の画面を下から上にスワイプします。
AirPlayアイコンが表示されない場合は、本機やiOS端末
が正しくルーターに接続されているか確認してくださ
い。

3� iPhone、iPod touch、iPadの音楽ファイルを再生する

■ PCの音楽ファイルを再生する
AirPlayはiTunes10.2以降で対応しています。

1� リモコンのNETボタンを押す
2� PCの電源を入れ、iTunesを起動する
3� iTunesのAirPlayアイコンをクリックして、表示される

機器から本機を選ぶ
4� iTunesの音楽ファイルを再生する

Setupメニューの「6.ハードウェア」-「電源管理」-「ネッ
トワークスタンバイ」で設定を「オン」にしているとき
は、AirPlayの再生を始めると本機の電源が自動的に入
り、「NET」入力切換が選ばれます。設定を「オフ」にして
いるときでも本機の電源が入っていれば「NET」入力切
換が選ばれます。
AirPlayワイヤレス技術の特性上、本機での再生音は
AirPlay対応機器での再生音と比べてやや遅れることが
あります。
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本体表示部にはAirPlay再生中の曲名などが表示されま
すが、日本語の表示には対応しておりません。表示でき
ない文字はアスタリスク（＊）に置き換わります。
iOS、iTunesのバージョンによっては操作内容が異なる
場合があります。

音量について:本機とAirPlay対応機器の音量は連
動します。AirPlay対応機器で音量を調節するとき
は音量が大きくなりすぎないよう注意してくださ
い。本機やスピーカーが故障する場合があります。再
生中に音量が大きくなってしまったときは、すぐに
AirPlay対応機器の再生を停止してください。

4 Bluetooth® 

スマートフォンなどBluetooth対応機器の音楽ファイルを
ワイヤレスで楽しむことができます。約15メートル圏内で
通信できます。

Bluetooth対応機器がA2DPプロファイルをサポートし
ている必要があります。
SCMS-Tコンテンツ保護方式に対応しています。
すべてのBluetooth対応機器との接続動作を保証するも
のではありません。

■ ペアリングする
Bluetooth対応機器と接続するには、はじめに1回だけペア
リングを行う必要があります。事前にBluetooth対応機器の
「Bluetooth設定機能を有効（オン）にする方法」および「対応
機器と接続する方法」の操作手順をお調べください。

1� リモコンのBLUETOOTHボタンを押す
ペアリングモードになり表示部に“NowPairing...”が表
示されます。

2� 表示部に｢Now Pairing���」が点灯している間に、近接し
た距離でBluetooth対応機器の接続操作を約2分以内に
行う

Bluetooth対応機器の画面などで本機の名称が表示され
たら、本機を選んでください。しばらくするとペアリング
が完了します。

パスワードを要求された場合、「0000」を入力してく
ださい。
別のBluetooth対応機器と接続する場合は、表示部に
｢NowPairing...」が点灯するまでBLUETOOTHボタ
ンを長押しするとペアリングができます。本機は最大
8台のペアリング情報を記憶できます。

■ Bluetoothの音声を再生する
本機の電源がオンの状態のとき、Bluetooth対応機器の接続
操作を行うと、自動的に「BLUETOOTH」入力切換が選ばれ
ます。この状態で音楽ファイルを再生してください。

本機の電源をオンにした状態から接続するまでは、
Bluetooth機能の起動のため約1分間かかることがあり
ます。
Bluetooth対応機器のボリューム設定が小さいと、本機
から音声が出力されません。
Bluetoothワイヤレス技術の特性上、本機での再生音は
Bluetooth対応機器での再生音と比べてやや遅れること
があります。
本体表示部にはBluetooth対応機器名が表示されます
が、日本語の表示には対応しておりません。表示できな
い文字はアスタリスク（＊）に置き換わります。

5 AM/FM 放送

基本操作マニュアルでは自動選局による操作方法を紹介し
ています。手動での選局方法などはWEB詳細ガイドでご覧
いただけます。

1� 本体のTUNERボタンをくり返し押して、「AM」または
「FM」を選ぶ

2� 本体のTUNING MODEボタンを押して、表示部の
「AUTO」を点灯させる

3� 本体の TUNING ボタンを押す
自動選局が始まり、放送局が見つかると自動的に停止し
ます。放送局を受信すると、表示部の「 TUNED 」が点
灯します。FMステレオ局の場合は、「FMSTEREO」が点
灯します。

TUNED

FM STEREO

AUTO

放送局を登録する:お好きなAM/FM放送局を最大40局
まで登録できます。
1.登録したいAM/FM放送局を受信します。
2.本体のMEMORYボタンを押して、表示部のプリセッ

ト番号を点滅させます。
3.プリセット番号が点滅している間（約8秒間）に、本体

の PRESET ボタンをくり返し押して1～40の間
で番号を選びます。

4.再度本体のMEMORYボタンを押して登録します。
登録されるとプリセット番号の点滅が止まります。登
録したプリセット局を選ぶには、本体の PRESET
ボタンまたはリモコンのCH＋/－ボタンを押しま
す。

登録したプリセット局を削除するには、本体の
PRESET ボタンを押して、削除したいプリセッ

ト番号を選び、本体のMEMORYボタンを押しながら
TUNINGMODEボタンを押します。削除されたら、表示
部から番号が消えます。
本機のFMチューナーは、周波数76～95MHzに対応し
ており、FM補完放送を視聴することができます。
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6 マルチゾーン

本機を操作して、メインルーム（本機のある部屋）以外の部
屋（ゾーン2）でも音声を楽しむことができます。

■ 再生できるソース
外部再生機器
NET
Bluetooth
AM/FM放送

重要 ：外部再生機器との接続について
再生機器をゾーン2で聴くには、オーディオ用ピンケーブル
または光デジタルケーブル（OPTICAL）または同軸デジタ
ルケーブル（COAXIAL）での接続が必要です。再生機器側で
音声出力の設定が必要な場合があります。

AUDIO
OUT

DIGITAL
OPTICAL

OUT

マルチゾーン接続をする

メインルームで7.1チャンネル再生をしながら、別室で2
チャンネルの音声をお楽しみいただけます。
本機のLINEOUTZONE2端子と別室のプリメインアンプ
などのラインイン端子をオーディオ用ピンケーブルで接続
します。

メインルーム

ゾーン2

音量は別室で使用するプリメインアンプで調整してく
ださい。

マルチゾーン再生をする

本機を設置したメインルームでブルーレイディスクプレー
ヤーを再生し、別室でインターネットラジオを再生するな
どメインルームと別室を同時に再生することも、別室のみ
で再生をすることも可能です。

外部再生機器の音声は、本機を設置したメインルームと
別室とで同じソースを聴くことも別々のソースを聴く
こともできます。
「NET」、「BLUETOOTH」入力切換は、メインルームと別
室とでそれぞれ別々に選ぶことはできません。例えば、
メインルームで「NET」入力切換を選んでいるときに別
室で再生する入力として「BLUETOOTH」を選ぶと、メイ
ンルームも自動的に「BLUETOOTH」入力切換に切り換
わります。
AM/FM放送をお聴きになる場合、メインルームと別室
で違う放送局を選ぶことはできません。同じ放送局をそ
れぞれの部屋でお聴きいただけます。

再生するには
1� リモコンのZONE2ボタンを押したあとに、リモコンを

本機に向けてzRECEIVERボタンを押す
本体表示部の「Z2」が点灯し、マルチゾーン機能が使用で
きるようになります。（ゾーン2がオンになります）

2� 再度リモコンのZONE2ボタンを押したあとに、別室で
再生したい入力のINPUT SELECTORボタンを押す

マルチゾーン再生時に本機の電源をスタンバイにす
ると、Z2表示がうす暗く点灯し、別室のみの再生モー
ドに切り換わります。また、本機がスタンバイ時に上
記の1～2の操作を行っても、別室のみの再生モード
になります。メインルームと別室で同じソースを再生
する場合は、ZONE2ボタンを約3秒間押します。

機能をオフにするには
リモコンのZONE2ボタンを押したあとにzRECEIVERボ
タンを押します。
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ゾーン2がオンのときは、スタンバイ時の消費電力が増
加します。
メインルームでPureAudioリスニングモード選択時
に、ゾーン2をオンにすると、自動的にDirectリスニング
モードに変更されます。
ゾーン2がオンになっているときは、RI連動機能（オンキ
ヨー機器同士の連動機能）は働きません。
ゾーン2をリモコンで操作しているときに、リモコンの
INPUTSELECTORボタンを押すと、リモコンがメイン
ルームの操作モードに切り換わります。再度ゾーン2の
操作をするには、ZONE2ボタンを押して、ゾーンの操作
モードにしてください。

7 Quick Setup メニュー

再生しながらテレビ画面でよく利用する設定を行うことが
できます。

1� リモコンのQボタンを押す
接続したテレビ画面にQuickSetupメニューが表示され
ます。

Quick Setup

 

HDMI

MOVIE/TV

MUSIC

GAME

BD/DVD

2� リモコンのカーソルで項目を選び、ENTERボタンを押
す

ひとつ前の画面に戻るにはRETURNボタンを押しま
す。

3� リモコンのカーソルで内容を選ぶ
■ リスニングモード :「MOVIE/TV」、「MUSIC」、「GAME」
カテゴリーのリスニングモードを選ぶことができます。選
んだあとは、ENTERボタンで決定します。

音声をテレビのスピーカーで聴いているときは設定で
きません。

■ オーディオ :音質やスピーカーレベルの調整などさまざ
まな音声設定を変更できます。

音声をテレビのスピーカーで聴いているときはこの設
定を選べません。

低域、高域 :フロントスピーカーの音質を調整できます。
リスニングモードがPureAudioまたはDirectのとき
は、設定できません。

Phase Matching Bass :中音域での位相ずれを抑え
て低音を増強します。滑らかで、かつパワフルな低音域
再生を実現します。

リスニングモードがPureAudioまたはDirectのとき
は、設定できません。

センター、サブウーファー :音声を聴きながら、スピー
カーレベルを調整できます。調整した内容は、本機をス
タンバイ状態にすると設定前の内容に戻ります。

スピーカーの設定によっては、調整できない場合があ
ります。
ミュート（消音）中やヘッドホン使用時は設定できま
せん。

A/Vシンク :映像が音声より遅れている場合、音声を遅
らせて映像と音声のずれを調整できます。各入力切換に
個別に設定することができます。

リスニングモードがPureAudioまたはDirectのとき
は、設定できません。

AccuEQ Room Calibration :自動スピーカー設定の
内容を有効/無効に切り換えます。有効にする場合、通常
は「オン（すべて）」を選び、フロントスピーカーのみ無効
に設定したい場合は「オン（左/右以外）」を選んでくださ
い。この設定は各入力切換ごとに行えます。

この設定は、自動スピーカー設定を行っていないと選
べません。
ヘッドホンを接続している、またはリスニングモード
がPureAudioまたはDirectのときは、設定できませ
ん。

イコライザ :Setupメニューの「2.スピーカー」-「イコラ
イザ設定」で設定した「Preset1」～「Preset3」を選択で
きます。「オフ」に設定すると、すべての音域で同じ音場
設定になります。

リスニングモードがPureAudioまたはDirectのとき
は、設定できません。

Music Optimizer :圧縮された音声をより良い音質に

します。MP3などの非可逆圧縮ファイルの再生時に効果
があります。この設定は、各入力切換ごとに行えます。

サンプリング周波数が48kHz以下の信号に働きま
す。ビットストリーム信号は効果がありません。
リスニングモードがPureAudioまたはDirectのとき
は、設定できません。

レイトナイト :小さな音でも細かな音が聴こえやすく
なる機能です。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞す
るときに便利です。DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、
DolbyTrueHD、DTS系の入力信号再生時のみに効果が
あります。

本機をスタンバイ状態にすると「オフ」に設定されま
す。DolbyTrueHDの場合は「自動」に設定されます。
以下の場合、この機能を使用することはできません。

ô「LoudnessManagement」を「オフ」に設定し、
DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHDを再生して
いる場合
ô 入力信号がDTS系で、「DialogControl」が0dB
以外の場合

シネマフィルター :高音域が強調されたサウンドトラッ
クをホームシアター用に補正します。

この機能が使用できるリスニングモードは、Dolby
Digital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、
Multichannel、DTS、DTS-ES、DTS96/24、DTS-HD
HighResolutionAudio、DTS-HDMasterAudio、
DTSExpress、DSD、AACです。

Center Spread :DolbySurroundリスニングモード
を再生する際の、フロント音場の広がりを調整します。
左右に音を広げる場合は「オン」に、中央に音を集中させ
る場合は「オフ」に設定してください。

スピーカーの設定によっては「オフ」になります。
Dialog Control :音声の会話部分を1dBステップで6
dBまで引き上げ、騒音下でも会話部分を聴こえやすくし
てくれます。

DTS:Xコンテンツ以外では設定できません。
コンテンツによっては選択できない場合もあります。

■ HDMI :出力するHDMIOUT端子を選びます。
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■ 情報表示 :
オーディオ :音声の入力、フォーマット、チャンネル数、
サンプリング周波数、リスニングモード、出力チャンネ
ル数などを表示できます。
ビデオ :映像の入力、解像度、信号形式、色階調、3D情報、
アスペクト比、出力などを表示できます。
チューナー :バンド、周波数、プリセット番号などを表示
できます。入力切換が「TUNER」のときのみ表示されま
す。

8 その他の便利な機能

音質を調整する
フロントスピーカーの低音域や高音域を強調したり、弱め
たりすることができます。本体のTONEボタンを繰り返し押
して、「Bass」、「Treble」、「PhaseMatchingBass」から調
整したい内容を選び、＋/－ボタンで調整してください。

リスニングモードがPureAudio、Directのときは、設定
できません。

「Bass」 :低音域を強調したり、弱めたりすることができま
す。

「Treble」 :高音域を強調したり、弱めたりすることができ
ます。

「Phase Matching Bass」 :クリアーな中音域を維持しな
がら、低音域を効果的に強調することができます。

入力フォーマットを確かめる
リモコンのDISPLAYボタンをくり返し押すと、本体表示部
が次の順に切り換わります。

入力ソースと音量

リスニングモード

入力フォーマット

サンプリング周波数

入力解像度

フォーマットの表示で「DolbyD5.1」が表示された
場合は、DolbyDigital5.1chの信号が入力している
ことを示します。また、AM/FM放送を聴いているとき
は、バンド、周波数、プリセット番号が表示されます。
入力信号がAACの音声多重放送（2ヶ国語放送など）
の場合、サンプリング周波数は表示されません。音声
の数（1+1）が表示されます。

異なるソースの音声と映像を再生する
CDプレーヤーの音声に合わせてブルーレイディスク/DVD
プレーヤーの映像を再生するなど、異なるソースの音声と
映像を再生することができます。この場合は、BD/DVDボタ
ンを押したあと、CDボタンを押します。このあとで、ブルー
レイディスク/DVDプレーヤーとCDプレーヤーを再生し
ます。この機能は音声のみの入力切換（初期設定ではCD、
NET、BLUETOOTH、TUNER、PHONO）を選んだときに有
効です。
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その他
困ったときは

はじめにお読みください
トラブルは接続や設定、操作方法を見直す以外にも、
電源のオン/オフ、電源コードの抜き差しで改善する
ことがあります。本機や接続している機器の両方で
お試しください。また、映像や音声が出ない、HDMI
連動ができないなどの場合、接続しているHDMI
ケーブルの抜き差しを行うと改善することもありま
す。差し直す際は、HDMIケーブルが巻かれていると
接触が悪くなりますので、なるべく巻かずに差し直
してください。差し直したあとは、本機と接続してい
る機器の電源を一度オフにし、再度電源を入れ直し
てください。

本機の電源が切れる
自動スタンバイまたはスリープタイマーが作動すると、自動的に
スタンバイ状態になります。
保護回路機能が作動した可能性があります。この場合、再度電源
を入れると本体表示部に「AMPDiagMode」と表示され、本機に
異常がないかを診断するモードになります。その結果、問題がな
い場合は表示部の「AMPDiagMode」が消えて正常にお使いい
ただける状態になります。表示部に「CHECKSPWIRE」と表示
された場合は、スピーカーコードがショートしている可能性があ
ります。スピーカーコードの芯線が別のスピーカーコードの芯線
や後面パネルと接触していないかを確認し、再度電源を入れてく
ださい。「NG」と表示された場合は、すぐに電源プラグをコンセン
トから抜き、オンキヨーの販売店にお問い合わせください。

音声が出力されない/小さい
入力切換ボタンが正しく選ばれていないことがあります。再生機
器の入力を選んでください。また、リモコンのMUTINGボタンを
押していないかご確認ください。
リスニングモードによっては、音声が出力されないスピーカーが
あります。

映像が出ない/乱れる
入力切換ボタンが正しく選ばれていないことがあります。
リスニングモードがPureAudioのときは、アナログ入力の映像
が映し出されません。
本機の電源がスタンバイ状態の場合、接続した再生機器の映像を
テレビに映し出すにはHDMIスタンバイスルー機能を有効にす
る必要があります。
テレビの映像が乱れる場合は、本機の電源コードや接続ケーブル

が干渉している場合があります。テレビのアンテナ線と本機の
ケーブル類を離してお試しください。
HDCP2.2対応の再生機器と接続する場合は、必ず本機のHDMI
IN1～IN3端子に接続してください。

映像と音声にずれがある
お使いのテレビの設定や接続環境などによっては、映像が音声
より遅れて表示されることがあります。「Step3：再生する」の「7
QuickSetupメニュー」の「A/Vシンク」で調整してください。

デジタルサラウンド再生できない
DolbyDigitalやDTSなどのデジタルサラウンド音声を楽しむた
めには、接続したブルーレイディスクプレーヤーなどの音声出力
を「ビットストリーム出力」に設定する必要があります。

Dolby Atmosなどの音声が音源どおりのフォーマットで
出力されない

DolbyTrueHDやDolbyAtmos、DTS-HDMasterAudioなど
の音声が音源どおりのフォーマットで出力されない場合、接続し
たブルーレイディスクプレーヤーなどの設定で、「BDビデオ副音
声」(またはセカンダリ音声)機能を「切」にしてお試しください。
設定を変更したあとは、各ソース用のリスニングモードに切り換
えてご確認ください。

HDMIコントロール機能がうまく働かない
本機のCECの連動機能をオンにする必要があります。また、テレ
ビもHDMI連動の設定が必要です。テレビの取扱説明書などを
ご参照ください。

ネットワークに接続できない
本機および無線LANルーターの電源の抜き差しや電源オン状態
の確認などをお試しください。改善することが多くあります。
アクセスポイント一覧に該当のルーターが表示されないときは、
無線LANルーターがSSIDを隠す設定になっている場合や、ANY
接続がオフになっている場合があります。設定を変えてお試しく
ださい。

■ 初期設定に戻す
本機をリセットして、すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すこ
とで、トラブルが解消されることがあります。「困ったときは」の各項
目をお試しになっても改善されない場合、次の手順で本機をリセッ
トしてみてください。なお、リセットを行うとお客様の設定内容が初
期設定に戻ります。リセットの前に設定内容をメモなどに記録して
ください。

●リセット方法 :

1� 本体のCBL/SATボタンを押しながら（必ず押した状態で2�の操
作を行ってください）

2� 本体のzON/STANDBYボタンを押す（表示部に「Clear」が表示
されてスタンバイ状態に戻ります）
表示部から「Clear」が消えるまで、絶対に電源コードを抜かない
でください。

1. CBL/SATボタンを
押したまま

2. zON/STANDBYボ
タンを押す

●リモコンのリセット方法 :

1� リモコンのRECEIVERボタンを押しながら、リモートインジ
ケーターが点灯するまでQボタンを3秒以上押す

2� 30秒以内にRECEIVERボタンをもう一度押すとリセットされ
る

RECEIVER
ボタン

リモート
インジケーター

Qボタン
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主な仕様

アンプ（音声）部
定格出力
 160W×7ch（1kHz、全高調波歪率0.7%以下、6Ω、非同時駆動、JEITA）
 100W×7ch（20Hz-20kHz、全高調波歪率0.08%以下、8Ω、2ch駆

動時、JEITA）
実用最大出力
 190W×7ch（1kHz、6Ω、非同時駆動、JEITA）
ダイナミックパワー（＊）

＊IEC60268-Short-termmaximumoutputpower
 240W（3Ω、Front）
 210W（4Ω、Front）
 120W（8Ω、Front）
総合ひずみ率
 0.08%（20Hz-20kHz、ハーフパワー）
入力感度/インピーダンス
 200mV/47kΩ（LINE、1kHz100W/8Ω）
 2.5mV/47kΩ（PHONOMM）
RCA定格出力電圧/インピーダンス
 100mV/2.3kΩ（ZONE2LINEOUT）
 1V/470Ω（SUBWOOFERPREOUT）
PHONO最大許容入力
 70mV（MM1kHz0.5%Direct）
周波数特性
 10Hz-100kHz/+1dB、–3dB（Directモード）
トーンコントロール最大変化量
 ±10dB、20Hz（BASS）
 ±10dB、20kHz（TREBLE）
SN比
 100dB（LINE、IHF-A）　
 80dB（PHONOMM、IHF-A）
スピーカー適応インピーダンス
 4Ω-16Ωまたは6Ω-16Ω

映像部
信号レベル
 1.0Vp-p/75Ω（コンポーネントY）
 0.7Vp-p/75Ω（コンポーネントPb/Cb、Pr/Cr）
 1.0Vp-p/75Ω（コンポジット）
コンポーネント映像最大対応解像度
 480i/576i

AM/FMチューナー部
FM受信範囲
 76.0MHz-95.0MHz
AM受信範囲
 522kHz-1629kHz
プリセットチャンネル数
 40

ネットワーク部
イーサネットLAN
 10BASE-T/100BASE-TX
無線LAN
 対応規格IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi®準拠）

2.4GHzband:1-13または14ch（Wi-Fi®準拠）

Bluetooth部
通信システム

Bluetoothバージョン2.1+EDR（EnhancedDataRate）
最大通信範囲見通し線

約15m（＊）
周波数帯域

2.4GHz帯域
変調方式

FHSS（周波数ホッピングスペクトラム拡散）
対応プロファイル

A2DP1.2（AdvancedAudioDistributionProfile）
AVRCP1.3（AudioVideoRemoteControlProfile）

対応コーデック
SBC

伝送範囲（A2DP）
20Hz-20,000Hz（サンプリング周波数44.1kHz）

＊ 実際の通信範囲は機器間の障害物、電子レンジの電磁波、静電気、コードレ
スフォン、受信感度、アンテナの性能、操作システム、アプリケーションソフ
トウェアなどの影響により異なります。

総合
電源・電圧
 AC100V・50/60Hz
消費電力

470W
 0.1W（待機時）
 2.6W（ネットワークスタンバイ時）

65W（無音時）
最大外形寸法
 435（幅）×173.5（高さ）×329（奥行）mm
質量
 9.4kg

 HDMI
入力
 IN1（BD/DVD、HDCP2.2）、IN2（CBL/SAT、HDCP2.2）、IN3（STRM

BOX、HDCP2.2）、IN4（PC）、IN5（GAME）、IN6、IN7、AUXINPUTHDMI
（前面）

出力
 OUTMAIN（ARC）、OUTSUB
映像解像度
 4K60Hz（RGB/YCbCr4:4:4/YCbCr4:2:2、24bit）
音声形式
 DolbyAtmos、DolbyTrueHD、DolbyDigitalPlus、DolbyDigital、

DTS:X、DTS-HDMasterAudio、DTS-HDHighResolutionAudio、
DTS96/24、DTS-ES、DTS、DTSExpress、MPEG2-AAC、DSD、
MultichannelPCM（上限8チャンネル）

対応
 3D、オーディオリターンチャンネル、ディープカラー、x.v.Color™、

リップシンク、CEC、4K、対応カラー（sYCC601、AdobeRGB、Adobe
YCC601）、コンテントタイプ、3Dデュアルビュー、21:9アスペクト比

 映像入力
コンポーネント
 IN1（BD/DVD）、IN2（GAME）
コンポジット
 IN1（CBL/SAT）、IN2（STRMBOX）、IN3（PC）

 音声入力
デジタル
 OPTICAL1（CD）、2（TV）

COAXIAL（BD/DVD）
アナログ
 BD/DVD、CBL/SAT、STRMBOX、PC、GAME、TV、CD、PHONO

 音声出力
アナログ
 ZONE2LINEOUT
 SUBWOOFERPREOUT2個
スピーカー
 FRONTL/R、CENTER、SURROUNDL/R、BACKorHEIGHTL/R
ヘッドフォン
 PHONES（前面、ø6.3）

 その他
セットアップマイク 1（前面）
RIREMOTECONTROL 1
USB 1（1.1、5V/1A）
イーサネット 1

マルチ言語画面表示（OSD）
 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、

スウェーデン語

※仕様および外観は予告なく変更することがあります。
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解像度一覧

入力信号に対して、本機の出力する映像信号の種類と解像度は下記の表をご参照ください

出力
入力

HDMI
4K 1080p/24 1080p 1080i 720p 480p 480i

HDMI

4K ○
1080p/24 ○
1080p ○
1080i ○
720p ○
480p ○
480i ○

コンポーネント

1080p
1080i
720p
480p
480i ○

コンポジット 480i ○

HDMI対応解像度

入力対応 著作権保護技術 表示解像度 フレームレート カラースペース 色深度 備考

HDMI入力
IN1～IN3

HDCP1.4
HDCP2.2

720×480i 60Hz

RGB/YCbCr4:4:4/
YCbCr4:2:2 8/10/12/16bit 

720×480p 60Hz
1920×1080p 50/60Hz

1280×720p 24/25/30/50/60
Hz

1680×720p 24/25/30/50/60
Hz

1920×1080p 24/25/30/50/60
Hz

2560×1080p
24/25/30Hz
50/60Hz

4K
(3840×2160p)

24/25/30Hz RGB/YCbCr4:4:4/
YCbCr4:2:2 8/10/12/16bit 

50/60Hz
RGB/YCbCr4:4:4 8bit
YCbCr4:2:2 12bit
YCbCr4:2:0 8/10/12/16bit

4KSMPTE
(4096×2160p)

24/25/30Hz
RGB/YCbCr4:4:4/
YCbCr4:2:2 8/10/12/16bit 

RGB/YCbCr4:4:4 8bit

50/60Hz
YCbCr4:2:2 12bit
YCbCr4:2:0 8/10/12/16bit

HDMI入力
IN4～IN7
Front

HDCP1.4

720×480i 60Hz

RGB/YCbCr4:4:4/
YCbCr4:2:2 8/10/12/16bit 

720×480p 60Hz
1920×1080i 50/60Hz

1280×720p 24/25/30/50/60
Hz

1680×720p 24/25/30/50/60
Hz

1920×1080p 24/25/30/50/60
Hz

2560×1080p
24/25/30Hz

50/60Hz RGB/YCbCr4:4:4/
YCbCr4:2:2 8/10/12bit 

4K
(3840×2160p)

24/25/30Hz
RGB/YCbCr4:4:4 8bit
YCbCr4:2:2 12bit

50/60Hz YCbCr4:2:0 8bit

4KSMPTE
(4096×2160p)

24/25/30Hz
RGB/YCbCr4:4:4 8bit
YCbCr4:2:2 12bit

50/60Hz YCbCr4:2:0 8bit

＊ YCbCr4:2:2の場合、色深度は12bitのみの対応となります。
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GNUライセンス
Important Notice Regarding Software
ThesoftwarepackageinstalledinthisproductincludessoftwarelicensedtoOnkyoCorporation(hereinafter,
called"Onkyo")directlyorindirectlybythirdpartydevelopers.Pleasebesuretoreadthisnoticeregardingsuch
software.

Notice Regarding GNU GPL/LGPL-applicable Software
ThisproductincludesthefollowingsoftwarethatiscoveredbyGNUGeneralPublicLicense(hereinafter,called
"GPL")orbyGNULesserGeneralPublicLicense(hereinafter,called"LGPL").
Onkyonotifiesyouthat,accordingtotheattachedGPL/LGPL,youhaverighttoobtain,modify,andredistribute
softwaresourcecodeforthelistedsoftware.

ソフトウェアに関する重要なお知らせ 
本製品に搭載されるソフトウェアには、オンキヨー株式会社（以下「弊社」とします）が第三者より直接的に又は間接的に使用の許
諾を受けたソフトウェアが含まれております。これらのソフトウェアに関する本お知らせを必ずご一読くださいますようお願い
申しあげます。

GNU GPL/LGPL 適用ソフトウェアに関するお知らせ
本製品には、以下のGNUGeneralPublicLicense（以下「GPL」とします）またはGNULesserGeneralPublicLicense（以下
「LGPL」とします）の適用を受けるソフトウェアが含まれております。
お客様は添付のGPL/LGPLに従いこれらのソフトウェアソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたし
ます。

Package List
パッケージリスト
linux uClibc busybox
libgcc libstdc++ libmms
compat-wireless wpa_supplicant dnsmasq
libiconv bluez dbus
iperf faad

これらのソースコードのご提供に関しましては、コールセンターにお問い合わせください。
なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせはご遠慮ください。

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2�1, February 1999
Copyright(C)1991,1999FreeSoftwareFoundation,Inc.59TemplePlace,Suite330,Boston,MA02111-1307
USAEveryoneispermittedtocopyanddistributeverbatimcopiesofthislicensedocument,butchangingitisnot
allowed.
[ThisisthefirstreleasedversionoftheLesserGPL.ItalsocountsasthesuccessoroftheGNULibraryPublic
License,version2,hencetheversionnumber2.1.]

Preamble
Thelicensesformostsoftwarearedesignedtotakeawayyourfreedomtoshareandchangeit.Bycontrast,the
GNUGeneralPublicLicensesareintendedtoguaranteeyourfreedomtoshareandchangefreesoftware--tomake
surethesoftwareisfreeforallitsusers.
Thislicense,theLesserGeneralPublicLicense,appliestosomespeciallydesignatedsoftwarepackages--typically
libraries--oftheFreeSoftwareFoundationandotherauthorswhodecidetouseit.Youcanuseittoo,butwe
suggestyoufirstthinkcarefullyaboutwhetherthislicenseortheordinaryGeneralPublicLicenseisthebetter
strategytouseinanyparticularcase,basedontheexplanationsbelow.
Whenwespeakoffreesoftware,wearereferringtofreedomofuse,notprice.OurGeneralPublicLicenses
aredesignedtomakesurethatyouhavethefreedomtodistributecopiesoffreesoftware(andchargeforthis
serviceifyouwish);thatyoureceivesourcecodeorcangetitifyouwantit;thatyoucanchangethesoftware
andusepiecesofitinnewfreeprograms;andthatyouareinformedthatyoucandothesethings.
Toprotectyourrights,weneedtomakerestrictionsthatforbiddistributorstodenyyoutheserightsortoaskyou
tosurrendertheserights.Theserestrictionstranslatetocertainresponsibilitiesforyouifyoudistributecopiesof
thelibraryorifyoumodifyit.
Forexample,ifyoudistributecopiesofthelibrary,whethergratisorforafee,youmustgivetherecipientsallthe
rightsthatwegaveyou.Youmustmakesurethatthey,too,receiveorcangetthesourcecode.Ifyoulinkother
codewiththelibrary,youmustprovidecompleteobjectfilestotherecipients,sothattheycanrelinkthemwith
thelibraryaftermakingchangestothelibraryandrecompilingit.Andyoumustshowthemthesetermssothey
knowtheirrights.
Weprotectyourrightswithatwo-stepmethod:(1)wecopyrightthelibrary,and(2)weofferyouthislicense,
whichgivesyoulegalpermissiontocopy,distributeand/ormodifythelibrary.Toprotecteachdistributor,we
wanttomakeitveryclearthatthereisnowarrantyforthefreelibrary.Also,ifthelibraryismodifiedbysomeone
elseandpassedon,therecipientsshouldknowthatwhattheyhaveisnottheoriginalversion,sothattheoriginal
author'sreputationwillnotbeaffectedbyproblemsthatmightbeintroducedbyothers.
Finally,softwarepatentsposeaconstantthreattotheexistenceofanyfreeprogram.Wewishtomakesurethat
acompanycannoteffectivelyrestricttheusersofafreeprogrambyobtainingarestrictivelicensefromapatent
holder.Therefore,weinsistthatanypatentlicenseobtainedforaversionofthelibrarymustbeconsistentwith
thefullfreedomofusespecifiedinthislicense.
MostGNUsoftware,includingsomelibraries,iscoveredbytheordinaryGNUGeneralPublicLicense.Thislicense,
theGNULesserGeneralPublicLicense,appliestocertaindesignatedlibraries,andisquitedifferentfromthe
ordinaryGeneralPublicLicense.Weusethislicenseforcertainlibrariesinordertopermitlinkingthoselibraries
intonon-freeprograms.
Whenaprogramislinkedwithalibrary,whetherstaticallyorusingasharedlibrary,thecombinationofthetwois
legallyspeakingacombinedwork,aderivativeoftheoriginallibrary.TheordinaryGeneralPublicLicensetherefore
permitssuchlinkingonlyiftheentirecombinationfitsitscriteriaoffreedom.TheLesserGeneralPublicLicense
permitsmorelaxcriteriaforlinkingothercodewiththelibrary.
Wecallthislicensethe"Lesser"GeneralPublicLicensebecauseitdoesLesstoprotecttheuser'sfreedomthan
theordinaryGeneralPublicLicense.ItalsoprovidesotherfreesoftwaredevelopersLessofanadvantageover
competingnon-freeprograms.ThesedisadvantagesarethereasonweusetheordinaryGeneralPublicLicensefor
manylibraries.However,theLesserlicenseprovidesadvantagesincertainspecialcircumstances.

Forexample,onrareoccasions,theremaybeaspecialneedtoencouragethewidestpossibleuseofacertain
library,sothatitbecomesade-factostandard.Toachievethis,non-freeprogramsmustbeallowedtousethe
library.Amorefrequentcaseisthatafreelibrarydoesthesamejobaswidelyusednon-freelibraries.Inthiscase,
thereislittletogainbylimitingthefreelibrarytofreesoftwareonly,soweusetheLesserGeneralPublicLicense.
Inothercases,permissiontouseaparticularlibraryinnon-freeprogramsenablesagreaternumberofpeople
tousealargebodyoffreesoftware.Forexample,permissiontousetheGNUCLibraryinnon-freeprograms
enablesmanymorepeopletousethewholeGNUoperatingsystem,aswellasitsvariant,theGNU/Linuxoperating
system.
AlthoughtheLesserGeneralPublicLicenseisLessprotectiveoftheusers'freedom,itdoesensurethattheuser
ofaprogramthatislinkedwiththeLibraryhasthefreedomandthewherewithaltorunthatprogramusinga
modifiedversionoftheLibrary.
Theprecisetermsandconditionsforcopying,distributionandmodificationfollow.Paycloseattentiontothe
differencebetweena"workbasedonthelibrary"anda"workthatusesthelibrary".Theformercontainscode
derivedfromthelibrary,whereasthelattermustbecombinedwiththelibraryinordertorun.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0.ThisLicenseAgreementappliestoanysoftwarelibraryorotherprogramwhichcontainsanoticeplacedbythe
copyrightholderorotherauthorizedpartysayingitmaybedistributedunderthetermsofthisLesserGeneral
PublicLicense(alsocalled"thisLicense").Eachlicenseeisaddressedas"you".
A"library"meansacollectionofsoftwarefunctionsand/ordatapreparedsoastobeconvenientlylinkedwith
applicationprograms(whichusesomeofthosefunctionsanddata)toformexecutables.
The"Library",below,referstoanysuchsoftwarelibraryorworkwhichhasbeendistributedundertheseterms.
A"workbasedontheLibrary"meanseithertheLibraryoranyderivativeworkundercopyrightlaw:thatisto
say,aworkcontainingtheLibraryoraportionofit,eitherverbatimorwithmodificationsand/ortranslated
straightforwardlyintoanotherlanguage.(Hereinafter,translationisincludedwithoutlimitationintheterm
"modification".)
"Sourcecode"foraworkmeansthepreferredformoftheworkformakingmodificationstoit.Foralibrary,
completesourcecodemeansallthesourcecodeforallmodulesitcontains,plusanyassociatedinterface
definitionfiles,plusthescriptsusedtocontrolcompilationandinstallationofthelibrary.
Activitiesotherthancopying,distributionandmodificationarenotcoveredbythisLicense;theyareoutside
itsscope.TheactofrunningaprogramusingtheLibraryisnotrestricted,andoutputfromsuchaprogramis
coveredonlyifitscontentsconstituteaworkbasedontheLibrary(independentoftheuseoftheLibraryinatool
forwritingit).WhetherthatistruedependsonwhattheLibrarydoesandwhattheprogramthatusestheLibrary
does.
1.YoumaycopyanddistributeverbatimcopiesoftheLibrary'scompletesourcecodeasyoureceiveit,inany
medium,providedthatyouconspicuouslyandappropriatelypublishoneachcopyanappropriatecopyright
noticeanddisclaimerofwarranty;keepintactallthenoticesthatrefertothisLicenseandtotheabsenceofany
warranty;anddistributeacopyofthisLicensealongwiththeLibrary.
Youmaychargeafeeforthephysicalactoftransferringacopy,andyoumayatyouroptionofferwarranty
protectioninexchangeforafee.
2.YoumaymodifyyourcopyorcopiesoftheLibraryoranyportionofit,thusformingaworkbasedonthe
Library,andcopyanddistributesuchmodificationsorworkunderthetermsofSection1above,providedthat
youalsomeetalloftheseconditions:
a)Themodifiedworkmustitselfbeasoftwarelibrary.
b)Youmustcausethefilesmodifiedtocarryprominentnoticesstatingthatyouchangedthefilesandthedate
ofanychange.
c)Youmustcausethewholeoftheworktobelicensedatnochargetoallthirdpartiesunderthetermsofthis
License
d)IfafacilityinthemodifiedLibraryreferstoafunctionoratableofdatatobesuppliedbyanapplication
programthatusesthefacility,otherthanasanargumentpassedwhenthefacilityisinvoked,thenyoumust
makeagoodfaithefforttoensurethat,intheeventanapplicationdoesnotsupplysuchfunctionortable,the
facilitystilloperates,andperformswhateverpartofitspurposeremainsmeaningful.
(Forexample,afunctioninalibrarytocomputesquarerootshasapurposethatisentirelywell-defined
independentoftheapplication.Therefore,Subsection2drequiresthatanyapplication-suppliedfunctionortable
usedbythisfunctionmustbeoptional:iftheapplicationdoesnotsupplyit,thesquarerootfunctionmuststill
computesquareroots.)
Theserequirementsapplytothemodifiedworkasawhole.Ifidentifiablesectionsofthatworkarenotderived
fromtheLibrary,andcanbereasonablyconsideredindependentandseparateworksinthemselves,thenthis
License,anditsterms,donotapplytothosesectionswhenyoudistributethemasseparateworks.Butwhen
you
distributethesamesectionsaspartofawholewhichisaworkbasedontheLibrary,thedistributionofthe
wholemustbeonthetermsofthisLicense,whosepermissionsforotherlicenseesextendtotheentirewhole,
andthustoeachandeverypartregardlessofwhowroteit.
Thus,itisnottheintentofthissectiontoclaimrightsorcontestyourrightstoworkwrittenentirelybyyou;rather,
theintentistoexercisetherighttocontrolthedistributionofderivativeorcollectiveworksbasedontheLibrary.
Inaddition,mereaggregationofanotherworknotbasedontheLibrarywiththeLibrary(orwithaworkbasedon
theLibrary)onavolumeofastorageordistributionmediumdoesnotbringtheotherworkunderthescopeof
thisLicense.
3.YoumayopttoapplythetermsoftheordinaryGNUGeneralPublicLicenseinsteadofthisLicensetoagiven
copyoftheLibrary.Todothis,youmustalterallthenoticesthatrefertothisLicense,sothattheyrefertothe
ordinaryGNUGeneralPublicLicense,version2,insteadoftothisLicense.(Ifanewerversionthanversion2of
theordinaryGNUGeneralPublicLicensehasappeared,thenyoucanspecifythatversioninsteadifyouwish.)
Donotmakeanyotherchangeinthesenotices.
Oncethischangeismadeinagivencopy,itisirreversibleforthatcopy,sotheordinaryGNUGeneralPublic
Licenseappliestoallsubsequentcopiesandderivativeworksmadefromthatcopy.
ThisoptionisusefulwhenyouwishtocopypartofthecodeoftheLibraryintoaprogramthatisnotalibrary.
4.YoumaycopyanddistributetheLibrary(oraportionorderivativeofit,underSection2)inobjectcodeor
executableformunderthetermsofSections1and2aboveprovidedthatyouaccompanyitwiththecomplete
correspondingmachine-readablesourcecode,whichmustbedistributedunderthetermsofSections1and2
aboveonamediumcustomarilyusedforsoftwareinterchange.
Ifdistributionofobjectcodeismadebyofferingaccesstocopyfromadesignatedplace,thenoffering
equivalentaccesstocopythesourcecodefromthesameplacesatisfiestherequirementtodistributethe
sourcecode,eventhoughthirdpartiesarenotcompelledtocopythesourcealongwiththeobjectcode.
5.AprogramthatcontainsnoderivativeofanyportionoftheLibrary,butisdesignedtoworkwiththeLibraryby
beingcompiledorlinkedwithit,iscalleda"workthatusestheLibrary".Suchawork,inisolation,isnota
derivativeworkoftheLibrary,andthereforefallsoutsidethescopeofthisLicense.
However,linkinga"workthatusestheLibrary"withtheLibrarycreatesanexecutablethatisaderivativeofthe
Library(becauseitcontainsportionsoftheLibrary),ratherthana"workthatusesthelibrary".Theexecutableis
thereforecoveredbythisLicense.Section6statestermsfordistributionofsuchexecutables.
Whena"workthatusestheLibrary"usesmaterialfromaheaderfilethatispartoftheLibrary,theobjectcode

fortheworkmaybeaderivativeworkoftheLibraryeventhoughthesourcecodeisnot.Whetherthisistrueis
especiallysignificantiftheworkcanbelinkedwithouttheLibrary,oriftheworkisitselfalibrary.Thethreshold
forthistobetrueisnotpreciselydefinedbylaw.
Ifsuchanobjectfileusesonlynumericalparameters,datastructurelayoutsandaccessors,andsmallmacros
andsmallinlinefunctions(tenlinesorlessinlength),thentheuseoftheobjectfileisunrestricted,regardlessof
whetheritislegallyaderivativework.(ExecutablescontainingthisobjectcodeplusportionsoftheLibrarywillstill
fallunderSection6.)
Otherwise,iftheworkisaderivativeoftheLibrary,youmaydistributetheobjectcodefortheworkunderthe
termsofSection6.AnyexecutablescontainingthatworkalsofallunderSection6,whetherornottheyarelinked
directlywiththeLibraryitself.
6.AsanexceptiontotheSectionsabove,youmayalsocombineorlinka"workthatusestheLibrary"withthe
LibrarytoproduceaworkcontainingportionsoftheLibrary,anddistributethatworkundertermsofyour
choice,providedthatthetermspermitmodificationoftheworkforthecustomer'sownuseandreverse
engineeringfordebuggingsuchmodifications.
YoumustgiveprominentnoticewitheachcopyoftheworkthattheLibraryisusedinitandthattheLibraryand
itsusearecoveredbythisLicense.YoumustsupplyacopyofthisLicense.Iftheworkduringexecutiondisplays
copyrightnotices,youmustincludethecopyrightnoticefortheLibraryamongthem,aswellasareference
directingtheusertothecopyofthisLicense.Also,youmustdooneofthesethings:
a)Accompanytheworkwiththecompletecorrespondingmachine-readablesourcecodefortheLibrary
includingwhateverchangeswereusedinthework(whichmustbedistributedunderSections1and2above);
and,iftheworkisanexecutablelinkedwiththeLibrary,withthecompletemachine-readable"workthat
usestheLibrary",asobjectcodeand/orsourcecode,sothattheusercanmodifytheLibraryandthenrelink
toproduceamodifiedexecutablecontainingthemodifiedLibrary.(Itisunderstoodthattheuserwhochanges
thecontentsofdefinitionsfilesintheLibrarywillnotnecessarilybeabletorecompiletheapplicationtouse
themodifieddefinitions.)
b)UseasuitablesharedlibrarymechanismforlinkingwiththeLibrary.Asuitablemechanismisonethat(1)
usesatruntimeacopyofthelibraryalreadypresentontheuser'scomputersystem,ratherthancopying
libraryfunctionsintotheexecutable,and(2)willoperateproperlywithamodifiedversionofthelibrary,ifthe
userinstallsone,aslongasthemodifiedversionisinterface-compatiblewiththeversionthattheworkwas
madewith.
c)Accompanytheworkwithawrittenoffer,validforatleastthreeyears,togivethesameuserthematerials
specifiedinSubsection6a,above,forachargenomorethanthecostofperformingthisdistribution.
d)Ifdistributionoftheworkismadebyofferingaccesstocopyfromadesignatedplace,offerequivalent
accesstocopytheabovespecifiedmaterialsfromthesameplace.
e)Verifythattheuserhasalreadyreceivedacopyofthesematerialsorthatyouhavealreadysentthisusera
copy.
Foranexecutable,therequiredformofthe"workthatusestheLibrary"mustincludeanydataandutility
programsneededforreproducingtheexecutablefromit.However,asaspecialexception,thematerialstobe
distributedneednotincludeanythingthatisnormallydistributed(ineithersourceorbinaryform)withthemajor
components(compiler,kernel,andsoon)oftheoperatingsystemonwhichtheexecutableruns,unlessthat
componentitselfaccompaniestheexecutable.
Itmayhappenthatthisrequirementcontradictsthelicenserestrictionsofotherproprietarylibrariesthatdonot
normallyaccompanytheoperatingsystem.SuchacontradictionmeansyoucannotuseboththemandtheLibrary
togetherinanexecutablethatyoudistribute.
7.YoumayplacelibraryfacilitiesthatareaworkbasedontheLibraryside-by-sideinasinglelibrarytogether
withotherlibraryfacilitiesnotcoveredbythisLicense,anddistributesuchacombinedlibrary,providedthatthe
separatedistributionoftheworkbasedontheLibraryandoftheotherlibraryfacilitiesisotherwisepermitted,
andprovidedthatyoudothesetwothings:
a)AccompanythecombinedlibrarywithacopyofthesameworkbasedontheLibrary,uncombinedwithany
otherlibraryfacilities.ThismustbedistributedunderthetermsoftheSectionsabove.
b)GiveprominentnoticewiththecombinedlibraryofthefactthatpartofitisaworkbasedontheLibrary,and
explainingwheretofindtheaccompanyinguncombinedformofthesamework.
8.Youmaynotcopy,modify,sublicense,linkwith,ordistributetheLibraryexceptasexpresslyprovidedunder
thisLicense.Anyattemptotherwisetocopy,modify,sublicense,linkwith,ordistributetheLibraryisvoid,and
will
automaticallyterminateyourrightsunderthisLicense.However,partieswhohavereceivedcopies,orrights,
fromyouunderthisLicensewillnothavetheirlicensesterminatedsolongassuchpartiesremaininfull
compliance.
9.YouarenotrequiredtoacceptthisLicense,sinceyouhavenotsignedit.However,nothingelsegrantsyou
permissiontomodifyordistributetheLibraryoritsderivativeworks.Theseactionsareprohibitedbylawifyou
donotacceptthisLicense.Therefore,bymodifyingordistributingtheLibrary(oranyworkbasedonthe
Library),youindicateyouracceptanceofthisLicensetodoso,andallitstermsandconditionsforcopying,
distributingormodifyingtheLibraryorworksbasedonit.
10.EachtimeyouredistributetheLibrary(oranyworkbasedontheLibrary),therecipientautomaticallyreceives
alicensefromtheoriginallicensortocopy,distribute,linkwithormodifytheLibrarysubjecttothesetermsand
conditions.Youmaynotimposeanyfurtherrestrictionsontherecipients'exerciseoftherightsgrantedherein.
YouarenotresponsibleforenforcingcompliancebythirdpartieswiththisLicense.
11.If,asaconsequenceofacourtjudgmentorallegationofpatentinfringementorforanyotherreason(not
limitedtopatentissues),conditionsareimposedonyou(whetherbycourtorder,agreementorotherwise)that
contradicttheconditionsofthisLicense,theydonotexcuseyoufromtheconditionsofthisLicense.Ifyou
cannotdistributesoastosatisfysimultaneouslyyourobligationsunderthisLicenseandanyotherpertinent
obligations,thenasaconsequenceyoumaynotdistributetheLibraryatall.Forexample,ifapatentlicense
wouldnotpermitroyalty-freeredistributionoftheLibrarybyallthosewhoreceivecopiesdirectlyorindirectly
throughyou,thentheonlywayyoucouldsatisfybothitandthisLicensewouldbetorefrainentirelyfrom
distributionoftheLibrary.
Ifanyportionofthissectionisheldinvalidorunenforceableunderanyparticularcircumstance,thebalanceofthe
sectionisintendedtoapply,andthesectionasawholeisintendedtoapplyinothercircumstances.
Itisnotthepurposeofthissectiontoinduceyoutoinfringeanypatentsorotherpropertyrightclaimsorto
contestvalidityofanysuchclaims;thissectionhasthesolepurposeofprotectingtheintegrityofthefree
softwaredistributionsystemwhichisimplementedbypubliclicensepractices.Manypeoplehavemadegenerous
contributionstothewiderangeofsoftwaredistributedthroughthatsysteminrelianceonconsistentapplication
ofthatsystem;itisuptotheauthor/donortodecideifheorsheiswillingtodistributesoftwarethroughany
othersystemandalicenseecannotimposethatchoice.
ThissectionisintendedtomakethoroughlyclearwhatisbelievedtobeaconsequenceoftherestofthisLicense.
12.Ifthedistributionand/oruseoftheLibraryisrestrictedincertaincountrieseitherbypatentsorby
copyrightedinterfaces,theoriginalcopyrightholderwhoplacestheLibraryunderthisLicensemayaddan
explicitgeographicaldistributionlimitationexcludingthosecountries,sothatdistributionispermittedonlyinor
amongcountriesnotthusexcluded.Insuchcase,thisLicenseincorporatesthelimitationasifwritteninthe
bodyofthisLicense.
13.TheFreeSoftwareFoundationmaypublishrevisedand/ornewversionsoftheLesserGeneralPublicLicense
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fromtimetotime.Suchnewversionswillbesimilarinspirittothepresentversion,butmaydifferindetailto
addressnewproblemsorconcerns.
Eachversionisgivenadistinguishingversionnumber.IftheLibraryspecifiesaversionnumberofthisLicense
whichappliestoitand"anylaterversion",youhavetheoptionoffollowingthetermsandconditionseitherofthat
versionorofanylaterversionpublishedbytheFreeSoftwareFoundation.IftheLibrarydoesnotspecifyalicense
versionnumber,youmaychooseanyversioneverpublishedbytheFreeSoftwareFoundation.
14.IfyouwishtoincorporatepartsoftheLibraryintootherfreeprogramswhosedistributionconditionsare
incompatiblewiththese,writetotheauthortoaskforpermission.Forsoftwarewhichiscopyrightedbythe
FreeSoftwareFoundation,writetotheFreeSoftwareFoundation;wesometimesmakeexceptionsforthis.Our
decisionwillbeguidedbythetwogoalsofpreservingthefreestatusofallderivativesofourfreesoftwareand
ofpromotingthesharingandreuseofsoftwaregenerally.
NO WARRANTY
15.BECAUSETHELIBRARYISLICENSEDFREEOFCHARGE,THEREISNOWARRANTYFORTHELIBRARY,TO
THE
EXTENTPERMITTEDBYAPPLICABLELAW.EXCEPTWHENOTHERWISESTATEDINWRITINGTHECOPYRIGHT
HOLDERSAND/OROTHERPARTIESPROVIDETHELIBRARY"ASIS"WITHOUTWARRANTYOFANY
KIND,EITHEREXPRESSEDORIMPLIED,INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOF
MERCHANTABILITYANDFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.THEENTIRERISKASTOTHEQUALITYAND
PERFORMANCEOFTHELIBRARYISWITHYOU.SHOULDTHELIBRARYPROVEDEFECTIVE,YOUASSUMETHE
COSTOFALLNECESSARYSERVICING,REPAIRORCORRECTION.
16.INNOEVENTUNLESSREQUIREDBYAPPLICABLELAWORAGREEDTOINWRITINGWILLANYCOPYRIGHT
HOLDER,ORANYOTHERPARTYWHOMAYMODIFYAND/ORREDISTRIBUTETHELIBRARYASPERMITTED
ABOVE,BELIABLETOYOUFORDAMAGES,INCLUDINGANYGENERAL,SPECIAL,INCIDENTALOR
CONSEQUENTIALDAMAGESARISINGOUTOFTHEUSEORINABILITYTOUSETHELIBRARY(INCLUDINGBUT
NOTLIMITEDTOLOSSOFDATAORDATABEINGRENDEREDINACCURATEORLOSSESSUSTAINEDBYYOU
ORTHIRDPARTIESORAFAILUREOFTHELIBRARYTOOPERATEWITHANYOTHERSOFTWARE),EVENIF
SUCHHOLDEROROTHERPARTYHASBEENADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries
Ifyoudevelopanewlibrary,andyouwantittobeofthegreatestpossibleusetothepublic,werecommend
makingitfreesoftwarethateveryonecanredistributeandchange.Youcandosobypermittingredistribution
undertheseterms(or,alternatively,underthetermsoftheordinaryGeneralPublicLicense).
Toapplytheseterms,attachthefollowingnoticestothelibrary.Itissafesttoattachthemtothestartofeach
sourcefiletomosteffectivelyconveytheexclusionofwarranty;andeachfileshouldhaveatleastthe"copyright"
lineandapointertowherethefullnoticeisfound.
<onelinetogivethelibrary'snameandanideaofwhatitdoes.>
Copyright(C)<year><nameofauthor>
Thislibraryisfreesoftware;youcanredistributeitand/ormodifyitunderthetermsoftheGNULesserGeneral
PublicLicenseaspublishedbytheFreeSoftwareFoundation;eitherversion2.1oftheLicense,or(atyouroption)
anylaterversion.
Thislibraryisdistributedinthehopethatitwillbeuseful,butWITHOUTANYWARRANTY;withouteventhe
impliedwarrantyofMERCHANTABILITYorFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.SeetheGNULesserGeneral
PublicLicenseformoredetails.
YoushouldhavereceivedacopyoftheGNULesserGeneralPublicLicensealongwiththislibrary;ifnot,writeto
theFreeSoftwareFoundation,Inc.,59TemplePlace,Suite330,Boston,MA02111-1307USA
Alsoaddinformationonhowtocontactyoubyelectronicandpapermail.
Youshouldalsogetyouremployer(ifyouworkasaprogrammer)oryourschool,ifany,tosigna"copyright
disclaimer"forthelibrary,ifnecessary.Hereisasample;alterthenames:
Yoyodyne,Inc.,herebydisclaimsallcopyrightinterestinthelibrary`Frob'(alibraryfortweakingknobs)writtenby
JamesRandomHacker.
signatureofTyCoon,1April1990
TyCoon,PresidentofVice
That'sallthereistoit!
GNUGENERALPUBLICLICENSE
Version2,June1991
Copyright(C)1989,1991FreeSoftwareFoundation,Inc.59TemplePlace-Suite330,Boston,MA02111-1307,
USA
Everyoneispermittedtocopyanddistributeverbatimcopiesofthislicensedocument,butchangingitisnot
allowed.
Preamble
Thelicensesformostsoftwarearedesignedtotakeawayyourfreedomtoshareandchangeit.Bycontrast,
theGNUGeneralPublicLicenseisintendedtoguaranteeyourfreedomtoshareandchangefreesoftware--to
makesurethesoftwareisfreeforallitsusers.ThisGeneralPublicLicenseappliestomostoftheFreeSoftware
Foundation'ssoftwareandtoanyotherprogramwhoseauthorscommittousingit.(SomeotherFreeSoftware
FoundationsoftwareiscoveredbytheGNULibraryGeneralPublicLicenseinstead.)Youcanapplyittoyour
programs,too.
Whenwespeakoffreesoftware,wearereferringtofreedom,notprice.OurGeneralPublicLicensesaredesigned
tomakesurethatyouhavethefreedomtodistributecopiesoffreesoftware(andchargeforthisserviceifyou
wish),thatyoureceivesourcecodeorcangetitifyouwantit,thatyoucanchangethesoftwareorusepiecesof
itinnewfreeprograms;andthatyouknowyoucandothesethings.
Toprotectyourrights,weneedtomakerestrictionsthatforbidanyonetodenyyoutheserightsortoaskyouto
surrendertherights.Theserestrictionstranslatetocertainresponsibilitiesforyouifyoudistributecopiesofthe
software,orifyoumodifyit.
Forexample,ifyoudistributecopiesofsuchaprogram,whethergratisorforafee,youmustgivetherecipients
alltherightsthatyouhave.Youmustmakesurethatthey,too,receiveorcangetthesourcecode.Andyoumust
showthemthesetermssotheyknowtheirrights.
Weprotectyourrightswithtwosteps:(1)copyrightthesoftware,and(2)offeryouthislicensewhichgivesyou
legalpermissiontocopy,distributeand/ormodifythesoftware.
Also,foreachauthor'sprotectionandours,wewanttomakecertainthateveryoneunderstandsthatthereisno
warrantyforthisfreesoftware.Ifthesoftwareismodifiedbysomeoneelseandpassedon,wewantitsrecipients
toknowthatwhattheyhaveisnottheoriginal,sothatanyproblemsintroducedbyotherswillnotreflectonthe
originalauthors'reputations.
Finally,anyfreeprogramisthreatenedconstantlybysoftwarepatents.Wewishtoavoidthedangerthat
redistributorsofafreeprogramwillindividuallyobtainpatentlicenses,ineffectmakingtheprogramproprietary.
Topreventthis,wehavemadeitclearthatanypatentmustbelicensedforeveryone'sfreeuseornotlicensedat
all.
Theprecisetermsandconditionsforcopying,distributionandmodificationfollow.

TERMSANDCONDITIONSFORCOPYING,DISTRIBUTIONANDMODIFICATION
ThisLicenseappliestoanyprogramorotherworkwhichcontainsanoticeplacedbythecopyrightholdersaying
itmaybedistributedunderthetermsofthisGeneralPublicLicense.The"Program",below,referstoanysuch
programorwork,anda"workbasedontheProgram"meanseithertheProgramoranyderivativeworkunder
copyrightlaw:thatistosay,aworkcontainingtheProgramoraportionofit,eitherverbatimorwithmodifications
and/ortranslatedintoanotherlanguage.(Hereinafter,translationisincludedwithoutlimitationintheterm
"modification".)Eachlicenseeisaddressedas"you".
Activitiesotherthancopying,distributionandmodificationarenotcoveredbythisLicense;theyareoutsideits
scope.TheactofrunningtheProgramisnotrestricted,andtheoutputfromtheProgramiscoveredonlyifits
contentsconstituteaworkbasedontheProgram(independentofhavingbeenmadebyrunningtheProgram).
WhetherthatistruedependsonwhattheProgramdoes.
 YoumaycopyanddistributeverbatimcopiesoftheProgram'ssourcecodeasyoureceiveit,
inanymedium,providedthatyouconspicuouslyandappropriatelypublishoneachcopyanappropriatecopyright
noticeanddisclaimerofwarranty;keepintactallthenoticesthatrefertothisLicenseandtotheabsenceofany
warranty;andgiveanyotherrecipientsoftheProgramacopyofthisLicensealongwiththeProgram.
Youmaychargeafeeforthephysicalactoftransferringacopy,andyoumayatyouroptionofferwarranty
protectioninexchangeforafee.
YoumaymodifyyourcopyorcopiesoftheProgramoranyportionofit,thusformingaworkbasedonthe
Program,andcopyanddistributesuchmodificationsorworkunderthetermsofSection1above,providedthat
youalsomeetalloftheseconditions:
a) Youmustcausethemodifiedfilestocarryprominentnoticesstatingthatyouchangedthe
filesandthedateofanychange.
b) Youmustcauseanyworkthatyoudistributeorpublish,thatinwholeorinpartcontainsoris
derivedfromtheProgramoranypartthereof,tobelicensedasawholeatnochargetoallthirdpartiesunderthe
termsofthisLicense.
c) Ifthemodifiedprogramnormallyreadscommandsinteractivelywhenrun,youmustcause
it,whenstartedrunningforsuchinteractiveuseinthemostordinaryway,toprintordisplayanannouncement
includinganappropriatecopyrightnoticeandanoticethatthereisnowarranty(orelse,sayingthatyouprovide
awarranty)andthatusersmayredistributetheprogramundertheseconditions,andtellingtheuserhowto
viewacopyofthisLicense.(Exception:iftheProgramitselfisinteractivebutdoesnotnormallyprintsuchan
announcement,yourworkbasedontheProgramisnotrequiredtoprintanannouncement.)
Theserequirementsapplytothemodifiedworkasawhole.Ifidentifiablesectionsofthatworkarenotderived
fromtheProgram,andcanbereasonablyconsideredindependentandseparateworksinthemselves,thenthis
License,anditsterms,donotapplytothosesectionswhenyoudistributethemasseparateworks.Butwhen
youdistributethesamesectionsaspartofawholewhichisaworkbasedontheProgram,thedistributionofthe
wholemustbeonthetermsofthisLicense,whosepermissionsforotherlicenseesextendtotheentirewhole,and
thustoeachandeverypartregardlessofwhowroteit.
Thus,itisnottheintentofthissectiontoclaimrightsorcontestyourrightstoworkwrittenentirelybyyou;rather,
theintentistoexercisetherighttocontrolthedistributionofderivativeorcollectiveworksbasedontheProgram.
Inaddition,mereaggregationofanotherworknotbasedontheProgramwiththeProgram(orwithaworkbased
ontheProgram)onavolumeofastorageordistributionmediumdoesnotbringtheotherworkunderthescope
ofthisLicense.
YoumaycopyanddistributetheProgram(oraworkbasedonit,underSection2)inobjectcodeorexecutable
formunderthetermsofSections1and2aboveprovidedthatyoualsodooneofthefollowing:
a) Accompanyitwiththecompletecorrespondingmachine-readablesourcecode,whichmustbe
distributedunderthetermsofSections1and2aboveonamediumcustomarilyusedforsoftwareinterchange;or,
b) Accompanyitwithawrittenoffer,validforatleastthreeyears,togiveanythirdparty,fora
chargenomorethanyourcostofphysicallyperformingsourcedistribution,acompletemachine-readablecopy
ofthecorrespondingsourcecode,tobedistributedunderthetermsofSections1and2aboveonamedium
customarilyusedforsoftwareinterchange;or,
c) Accompanyitwiththeinformationyoureceivedastotheoffertodistributecorresponding
sourcecode.(Thisalternativeisallowedonlyfornoncommercialdistributionandonlyifyoureceivedtheprogram
inobjectcodeorexecutableformwithsuchanoffer,inaccordwithSubsectionbabove.)
Thesourcecodeforaworkmeansthepreferredformoftheworkformakingmodificationstoit.Foran
executablework,completesourcecodemeansallthesourcecodeforallmodulesitcontains,plusanyassociated
interfacedefinitionfiles,plusthescriptsusedtocontrolcompilationandinstallationoftheexecutable.However,
asaspecialexception,thesourcecodedistributedneednotincludeanythingthatisnormallydistributed(ineither
sourceorbinaryform)withthemajorcomponents(compiler,kernel,andsoon)oftheoperatingsystemonwhich
theexecutableruns,unlessthatcomponentitselfaccompaniestheexecutable.
Ifdistributionofexecutableorobjectcodeismadebyofferingaccesstocopyfromadesignatedplace,then
offeringequivalentaccesstocopythesourcecodefromthesameplacecountsasdistributionofthesource
code,eventhoughthirdpartiesarenotcompelledtocopythesourcealongwiththeobjectcode.
Youmaynotcopy,modify,sublicense,ordistributetheProgramexceptasexpresslyprovidedunderthisLicense.
Anyattemptotherwisetocopy,modify,sublicenseordistributetheProgramisvoid,andwillautomatically
terminateyourrightsunderthisLicense.However,partieswhohavereceivedcopies,orrights,fromyouunderthis
Licensewillnothavetheirlicensesterminatedsolongassuchpartiesremaininfullcompliance.
YouarenotrequiredtoacceptthisLicense,sinceyouhavenotsignedit.However,nothingelsegrantsyou
permissiontomodifyordistributetheProgramoritsderivativeworks.Theseactionsareprohibitedbylawif
youdonotacceptthisLicense.Therefore,bymodifyingordistributingtheProgram(oranyworkbasedonthe
Program),youindicateyouracceptanceofthisLicensetodoso,andallitstermsandconditionsforcopying,
distributingormodifyingtheProgramorworksbasedonit.
EachtimeyouredistributetheProgram(oranyworkbasedontheProgram),therecipientautomaticallyreceivesa
licensefromtheoriginallicensortocopy,distributeormodifytheProgramsubjecttothesetermsandconditions.
Youmaynotimposeanyfurtherrestrictionsontherecipients'exerciseoftherightsgrantedherein.Youarenot
responsibleforenforcingcompliancebythirdpartiestothisLicense.
If,asaconsequenceofacourtjudgmentorallegationofpatentinfringementorforanyotherreason(notlimited
topatentissues),conditionsareimposedonyou(whetherbycourtorder,agreementorotherwise)thatcontradict
theconditionsofthisLicense,theydonotexcuseyoufromtheconditionsofthisLicense.Ifyoucannotdistribute
soastosatisfysimultaneouslyyourobligationsunderthisLicenseandanyotherpertinentobligations,thenasa
consequenceyoumaynotdistributetheProgramatall.Forexample,ifapatentlicensewouldnotpermitroyalty-
freeredistributionoftheProgrambyallthosewhoreceivecopiesdirectlyorindirectlythroughyou,thentheonly
wayyoucouldsatisfybothitandthisLicensewouldbetorefrainentirelyfromdistributionoftheProgram.
Ifanyportionofthissectionisheldinvalidorunenforceableunderanyparticularcircumstance,thebalanceofthe
sectionisintendedtoapplyandthesectionasawholeisintendedtoapplyinothercircumstances.
Itisnotthepurposeofthissectiontoinduceyoutoinfringeanypatentsorotherpropertyrightclaimsorto
contestvalidityofanysuchclaims;thissectionhasthesolepurposeofprotectingtheintegrityofthefree
softwaredistributionsystem,whichisimplementedbypubliclicensepractices.Manypeoplehavemadegenerous
contributionstothewiderangeofsoftwaredistributedthroughthatsysteminrelianceonconsistentapplication
ofthatsystem;itisuptotheauthor/donortodecideifheorsheiswillingtodistributesoftwarethroughany
othersystemandalicenseecannotimposethatchoice.

ThissectionisintendedtomakethoroughlyclearwhatisbelievedtobeaconsequenceoftherestofthisLicense.
Ifthedistributionand/oruseoftheProgramisrestrictedincertaincountrieseitherbypatentsorbycopyrighted
interfaces,theoriginalcopyrightholderwhoplacestheProgramunderthisLicensemayaddanexplicit
geographicaldistributionlimitationexcludingthosecountries,sothatdistributionispermittedonlyinoramong
countriesnotthusexcluded.Insuchcase,thisLicenseincorporatesthelimitationasifwritteninthebodyofthis
License.
TheFreeSoftwareFoundationmaypublishrevisedand/ornewversionsoftheGeneralPublicLicensefromtime
totime.Suchnewversionswillbesimilarinspirittothepresentversion,butmaydifferindetailtoaddressnew
problemsorconcerns.
Eachversionisgivenadistinguishingversionnumber.IftheProgramspecifiesaversionnumberofthisLicense
whichappliestoitand"anylaterversion",youhavetheoptionoffollowingthetermsandconditionseitherof
thatversionorofanylaterversionpublishedbytheFreeSoftwareFoundation.IftheProgramdoesnotspecifya
versionnumberofthisLicense,youmaychooseanyversioneverpublishedbytheFreeSoftwareFoundation.
IfyouwishtoincorporatepartsoftheProgramintootherfreeprogramswhosedistributionconditionsare
different,writetotheauthortoaskforpermission.ForsoftwarewhichiscopyrightedbytheFreeSoftware
Foundation,writetotheFreeSoftwareFoundation;wesometimesmakeexceptionsforthis.Ourdecisionwillbe
guidedbythetwogoalsofpreservingthefreestatusofallderivativesofourfreesoftwareandofpromotingthe
sharingandreuseofsoftwaregenerally.
NOWARRANTY
BECAUSETHEPROGRAMISLICENSEDFREEOFCHARGE,THEREISNOWARRANTYFORTHEPROGRAM,
TOTHEEXTENTPERMITTEDBYAPPLICABLELAW.EXCEPTWHENOTHERWISESTATEDINWRITINGTHE
COPYRIGHTHOLDERSAND/OROTHERPARTIESPROVIDETHEPROGRAM"ASIS"WITHOUTWARRANTYOF
ANYKIND,EITHEREXPRESSEDORIMPLIED,INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOF
MERCHANTABILITYANDFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.THEENTIRERISKASTOTHEQUALITYAND
PERFORMANCEOFTHEPROGRAMISWITHYOU.SHOULDTHEPROGRAMPROVEDEFECTIVE,YOUASSUME
THECOSTOFALLNECESSARYSERVICING,REPAIRORCORRECTION.
INNOEVENTUNLESSREQUIREDBYAPPLICABLELAWORAGREEDTOINWRITINGWILLANYCOPYRIGHT
HOLDER,ORANYOTHERPARTYWHOMAYMODIFYAND/ORREDISTRIBUTETHEPROGRAMASPERMITTED
ABOVE,BELIABLETOYOUFORDAMAGES,INCLUDINGANYGENERAL,SPECIAL,INCIDENTALOR
CONSEQUENTIALDAMAGESARISINGOUTOFTHEUSEORINABILITYTOUSETHEPROGRAM(INCLUDINGBUT
NOTLIMITEDTOLOSSOFDATAORDATABEINGRENDEREDINACCURATEORLOSSESSUSTAINEDBYYOUOR
THIRDPARTIESORAFAILUREOFTHEPROGRAMTOOPERATEWITHANYOTHERPROGRAMS),EVENIFSUCH
HOLDEROROTHERPARTYHASBEENADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGES.
ENDOFTERMSANDCONDITIONS
HowtoApplyTheseTermstoYourNewPrograms
Ifyoudevelopanewprogram,andyouwantittobeofthegreatestpossibleusetothepublic,thebestwayto
achievethisistomakeitfreesoftwarewhicheveryonecanredistributeandchangeundertheseterms.
Todoso,attachthefollowingnoticestotheprogram.Itissafesttoattachthemtothestartofeachsourcefile
tomosteffectivelyconveytheexclusionofwarranty;andeachfileshouldhaveatleastthe"copyright"lineanda
pointertowherethefullnoticeisfound.
<onelinetogivetheprogram'snameandanideaofwhatitdoes.>
Copyright(C)<year><nameofauthor>
Thisprogramisfreesoftware;youcanredistributeitand/ormodifyitunderthetermsoftheGNUGeneralPublic
LicenseaspublishedbytheFreeSoftwareFoundation;eitherversion2oftheLicense,or(atyouroption)anylater
version.
Thisprogramisdistributedinthehopethatitwillbeuseful,butWITHOUTANYWARRANTY;withouteventhe
impliedwarrantyofMERCHANTABILITYorFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.SeetheGNUGeneralPublic
Licenseformoredetails.
YoushouldhavereceivedacopyoftheGNUGeneralPublicLicensealongwiththisprogram;ifnot,writetothe
FreeSoftwareFoundation,Inc.,59TemplePlace-Suite330,Boston,MA02111-1307,USA.
Alsoaddinformationonhowtocontactyoubyelectronicandpapermail.
Iftheprogramisinteractive,makeitoutputashortnoticelikethiswhenitstartsinaninteractivemode:
Gnomovisionversion69,Copyright(C)yearnameofauthorGnomovisioncomeswithABSOLUTELYNO
WARRANTY;fordetailstype`showw'.Thisisfreesoftware,andyouarewelcometoredistributeitundercertain
conditions;type`showc'fordetails.
Thehypotheticalcommands`showw'and`showc'shouldshowtheappropriatepartsoftheGeneralPublic
License.Ofcourse,thecommandsyouusemaybecalledsomethingotherthan`showw'and`showc';theycould
evenbemouse-clicksormenuitems--whateversuitsyourprogram.
Youshouldalsogetyouremployer(ifyouworkasaprogrammer)oryourschool,ifany,tosigna"copyright
disclaimer"fortheprogram,ifnecessary.Hereisasample;alterthenames:
Yoyodyne,Inc.,herebydisclaimsallcopyrightinterestintheprogram`Gnomovision'(whichmakespassesat
compilers)writtenbyJamesHacker.
<signatureofTyCoon>,1April1989
TyCoon,PresidentofVice
ThisGeneralPublicLicensedoesnotpermitincorporatingyourprogramintoproprietaryprograms.Ifyour
programisasubroutinelibrary,youmayconsideritmoreusefultopermitlinkingproprietaryapplicationswiththe
library.Ifthisiswhatyouwanttodo,usetheGNULibraryGeneralPublicLicenseinsteadofthisLicense.
NoticeRegardingThird-partySoftware
ThisproductincludesthefollowingsoftwarethatisdirectlyorindirectlylicensedtoOnkyobythird-party
developers.
1. bfsh-sk
2. ixml
3. libcurl
4. libFLAC
5. libjpeg
6. libogg
7. libpng
8. libvorbis
9. ntp
10. OpenSSL
11. popt
12. RSADataSecurity,Inc.MD5Message-DigestAlgorithm
13. thttpd2.25b
14. zlib
15. AppleLossless
16. Boost
17. Expat
18. FastDelegate
19. Tremolo
20. Tremor
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その他
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21. MersenneTwister
22. cURL
23. c-ares
24. LZ4

Inresponsetorequestsfromthecopyrightownersofeachpieceofsoftware,Onkyonotifiesyouofthefollowing:
その他第三者ソフトウェアに関するお知らせ
本製品には弊社が第三者より直接的に又は間接的に使用の許諾を受けた下記ソフトウェアが含まれております。
1. bfsh-sk
2. ixml
3. libcurl
4. libFLAC
5. libjpeg
6. libogg
7. libpng
8. libvorbis
9. ntp
10. OpenSSL
11. popt
12. RSADataSecurity,Inc.MD5Message-DigestAlgorithm
13. thttpd2.25b
14. zlib
15. AppleLossless
16. Boost
17. Expat
18. FastDelegate
19. Tremolo
20. Tremor
21. MersenneTwister
22. cURL
23. c-ares
24. LZ4

当該ソフトウェアの著作権者の要求に基づき、弊社は以下の内容をお客様に通知いたします。
(1)bfsh-sk
Copyright(c)2007SamuelKABAK
Permissionisherebygranted,freeofcharge,toanypersonobtainingacopyofthissoftwareandassociated
documentationfiles(the"Software"),todealintheSoftwarewithoutrestriction,includingwithoutlimitationthe
rightstouse,copy,modify,merge,publish,distribute,sublicense,and/orsellcopiesoftheSoftware,andtopermit
personstowhomtheSoftwareisfurnishedtodoso,subjecttothefollowingconditions:
Theabovecopyrightnoticeandthispermissionnoticeshallbeincludedinallcopiesorsubstantialportionsofthe
Software.
THESOFTWAREISPROVIDED"ASIS",WITHOUTWARRANTYOFANYKIND,EXPRESSORIMPLIED,INCLUDING
BUTNOTLIMITEDTOTHEWARRANTIESOFMERCHANTABILITY,FITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAND
NONINFRINGEMENT.INNOEVENTSHALLTHEAUTHORSORCOPYRIGHTHOLDERSBELIABLEFORANY
CLAIM,DAMAGESOROTHERLIABILITY,WHETHERINANACTIONOFCONTRACT,TORTOROTHERWISE,
ARISINGFROM,OUTOFORINCONNECTIONWITHTHESOFTWAREORTHEUSEOROTHERDEALINGSINTHE
SOFTWARE.
(2)ixml
Copyright(c)2000-2003IntelCorporationAllrightsreserved.
Redistributionanduseinsourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,arepermittedprovidedthatthe
followingconditionsaremet:
* Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislistofconditions
andthefollowingdisclaimer.
* Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,thislistof
conditionsandthefollowingdisclaimerinthedocumentationand/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.
* NeithernameofIntelCorporationnorthenamesofitscontributorsmaybeusedtoendorse
orpromoteproductsderivedfromthissoftwarewithoutspecificpriorwrittenpermission.
THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHECOPYRIGHTHOLDERSANDCONTRIBUTORS"ASIS"ANDANYEXPRESS
ORIMPLIEDWARRANTIES,INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITY
ANDFITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.INNOEVENTSHALLINTELORCONTRIBUTORS
BELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,ORCONSEQUENTIALDAMAGES
(INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODSORSERVICES;LOSSOFUSE,DATA,
ORPROFITS;ORBUSINESSINTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDONANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHER
INCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDINGNEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISINGINANYWAY
OUTOFTHEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.
(3)libcurl
COPYRIGHTANDPERMISSIONNOTICE
Copyright(c)1996-2007,DanielStenberg,<daniel@haxx.se>.
Allrightsreserved.
Permissiontouse,copy,modify,anddistributethissoftwareforanypurposewithorwithoutfeeishereby
granted,providedthattheabovecopyrightnoticeandthispermissionnoticeappearinallcopies.
THESOFTWAREISPROVIDED"ASIS",WITHOUTWARRANTYOFANYKIND,EXPRESSORIMPLIED,INCLUDING
BUTNOTLIMITEDTOTHEWARRANTIESOFMERCHANTABILITY,FITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAND
NONINFRINGEMENTOFTHIRDPARTYRIGHTS.INNOEVENTSHALLTHEAUTHORSORCOPYRIGHTHOLDERS
BELIABLEFORANYCLAIM,DAMAGESOROTHERLIABILITY,WHETHERINANACTIONOFCONTRACT,TORT
OROTHERWISE,ARISINGFROM,OUTOFORINCONNECTIONWITHTHESOFTWAREORTHEUSEOROTHER
DEALINGSINTHESOFTWARE.
Exceptascontainedinthisnotice,thenameofacopyrightholdershallnotbeusedinadvertisingorotherwiseto
promotethesale,useorotherdealingsinthisSoftwarewithoutpriorwrittenauthorizationofthecopyrightholder.
(4)libFLAC
Copyright(C)2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007JoshCoalson
Redistributionanduseinsourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,arepermittedprovidedthatthe
followingconditionsaremet:
- Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislistofconditions
andthefollowingdisclaimer.
- Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,thislistof
conditionsandthefollowingdisclaimerinthedocumentationand/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.
- NeitherthenameoftheXiph.orgFoundationnorthenamesofitsybeuscontributorsmaybe
usedtoendorseorpromoteproductsderivedfromthissoftwarewithoutspecificpriorwrittenpermission.

THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHECOPYRIGHTHOLDERSANDCONTRIBUTORS"ASIS"ANDANY
EXPRESSORIMPLIEDWARRANTIES,INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOF
MERCHANTABILITYANDFITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.INNOEVENTSHALLTHE
FOUNDATIONORCONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,
ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODS
ORSERVICES;LOSSOFUSE,DATA,ORPROFITS;ORBUSINESSINTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDON
ANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDINGNEGLIGENCE
OROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHE
POSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.
(5)libjpeg
TheauthorsmakeNOWARRANTYorrepresentation,eitherexpressorimplied,withrespecttothissoftware,its
quality,accuracy,merchantability,orfitnessforaparticularpurpose.Thissoftwareisprovided"ASIS",andyou,its
user,assumetheentireriskastoitsqualityandaccuracy.
Thissoftwareiscopyright(C)1991-1998,ThomasG.Lane.
AllRightsReservedexceptasspecifiedbelow.
Permissionisherebygrantedtouse,copy,modify,anddistributethissoftware(orportionsthereof)forany
purpose,withoutfee,subjecttotheseconditions:
Ifanypartofthesourcecodeforthissoftwareisdistributed,thenthisREADMEfilemustbeincluded,withthis
copyrightandno-warrantynoticeunaltered;andanyadditions,deletions,orchangestotheoriginalfilesmustbe
clearlyindicatedinaccompanyingdocumentation.
Ifonlyexecutablecodeisdistributed,thentheaccompanyingdocumentationmuststatethat"thissoftwareis
basedinpartontheworkoftheIndependentJPEGGroup".
Permissionforuseofthissoftwareisgrantedonlyiftheuseracceptsfullresponsibilityforanyundesirable
consequences;theauthorsacceptNOLIABILITYfordamagesofanykind.
TheseconditionsapplytoanysoftwarederivedfromorbasedontheIJGcode,notjusttotheunmodifiedlibrary.
Ifyouuseourwork,yououghttoacknowledgeus.
PermissionisNOTgrantedfortheuseofanyIJGauthor'snameorcompanynameinadvertisingorpublicity
relatingtothissoftwareorproductsderivedfromit.Thissoftwaremaybereferredtoonlyas"theIndependent
JPEGGroup'ssoftware".
Wespecificallypermitandencouragetheuseofthissoftwareasthebasisofcommercialproducts,providedthat
allwarrantyorliabilityclaimsareassumedbytheproductvendor.
ansi2knr.cisincludedinthisdistributionbypermissionofL.PeterDeutsch,soleproprietorofitscopyrightholder,
AladdinEnterprisesofMenloPark,CA.ansi2knr.cisNOTcoveredbytheabovecopyrightandconditions,but
insteadbytheusualdistributiontermsoftheFreeSoftwareFoundation;principally,thatyoumustincludesource
codeifyouredistributeit.(Seethefileansi2knr.cforfulldetails.)However,sinceansi2knr.cisnotneededaspart
ofanyprogramgeneratedfromtheIJGcode,thisdoesnotlimityoumorethantheforegoingparagraphsdo.
TheUnixconfigurationscript"configure"wasproducedwithGNUAutoconf.ItiscopyrightbytheFreeSoftware
Foundationbutisfreelydistributable.Thesameholdsforitssupportingscripts(config.guess,config.sub,ltconfig,
ltmain.sh).Anothersupportscript,install-sh,iscopyrightbyM.I.T.butisalsofreelydistributable.
ItappearsthatthearithmeticcodingoptionoftheJPEGspeciscoveredbypatentsownedbyIBM,AT&T,and
Mitsubishi.Hencearithmeticcodingcannotlegallybeusedwithoutobtainingoneormorelicenses.Forthis
reason,supportforarithmeticcodinghasbeenremovedfromthefreeJPEGsoftware.
(SincearithmeticcodingprovidesonlyamarginalgainovertheunpatentedHuffmanmode,itisunlikelythatvery
manyimplementationswillsupportit.)Sofarasweareaware,therearenopatentrestrictionsontheremaining
code.
TheIJGdistributionformerlyincludedcodetoreadandwriteGIFfiles.ToavoidentanglementwiththeUnisys
LZWpatent,GIFreadingsupporthasbeenremovedaltogether,andtheGIFwriterhasbeensimplifiedtoproduce
"uncompressedGIFs".ThistechniquedoesnotusetheLZWalgorithm;theresultingGIFfilesarelargerthanusual,
butarereadablebyallstandardGIFdecoders.
Wearerequiredtostatethat
"TheGraphicsInterchangeFormat(c)istheCopyrightpropertyofompuServeIncorporated.GIF(sm)isaService
MarkpropertyofCompuServeIncorporated."
(6)libogg
Copyright(c)2002,Xiph.orgFoundation
Redistributionanduseinsourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,arepermittedprovidedthatthe
followingconditionsaremet:
- Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislistofconditions
andthefollowingdisclaimer.
- Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,thislistof
conditionsandthefollowingdisclaimerinthedocumentationand/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.
- NeitherthenameoftheXiph.orgFoundationnorthenamesofitscontributorsmaybeusedto
endorseorpromoteproductsderivedfromthissoftwarewithoutspecificpriorwrittenpermission.
THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHECOPYRIGHTHOLDERSANDCONTRIBUTORS"ASIS"ANDANY
EXPRESSORIMPLIEDWARRANTIES,INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOF
MERCHANTABILITYANDFITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.INNOEVENTSHALLTHE
FOUNDATIONORCONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,
ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODS
ORSERVICES;LOSSOFUSE,DATA,ORPROFITS;ORBUSINESSINTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDON
ANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDINGNEGLIGENCE
OROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHE
POSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.
(7)libpng
COPYRIGHTNOTICE,DISCLAIMER,andLICENSE:
Ifyoumodifylibpngyoumayinsertadditionalnoticesimmediatelyfollowingthissentence.
Thiscodeisreleasedunderthelibpnglicense.
libpngversions1.2.6,August15,2004,through1.4.0,January3,2010,areCopyright(c)2004,2006-2007
GlennRanders-Pehrson,andaredistributedaccordingtothesamedisclaimerandlicenseaslibpng-1.2.5withthe
followingindividualaddedtothelistofContributingAuthors:
CosminTruta
libpngversions1.0.7,July1,2000,through1.2.5-October3,2002,areCopyright(c)2000-2002GlennRanders-
Pehrson,andaredistributedaccordingtothesamedisclaimerandlicenseaslibpng-1.0.6withthefollowing
individualsaddedtothelistofContributingAuthors:
Simon-PierreCadieux
EricS.Raymond
GillesVollant
andwiththefollowingadditionstothedisclaimer:
Thereisnowarrantyagainstinterferencewithyourenjoymentofthelibraryoragainstinfringement.Thereisno
warrantythatoureffortsorthelibrarywillfulfillanyofyourparticularpurposesorneeds.Thislibraryisprovided
withallfaults,andtheentireriskofsatisfactoryquality,performance,accuracy,andeffortiswiththeuser.
libpngversions0.97,January1998,through1.0.6,March20,2000,areCopyright(c)1998,1999GlennRanders-

Pehrson,andaredistributedaccordingtothesamedisclaimerandlicenseaslibpng-0.96,withthefollowing
individualsaddedtothelistofContributingAuthors:
TomLane
GlennRanders-Pehrson
WillemvanSchaik
libpngversions0.89,June1996,through0.96,May1997,areCopyright(c)1996,1997AndreasDilger
Distributedaccordingtothesamedisclaimerandlicenseaslibpng-0.88,withthefollowingindividualsaddedtothe
listofContributingAuthors:
JohnBowler
KevinBracey
SamBushell
MagnusHolmgren
GregRoelofs
TomTanner
libpngversions0.5,May1995,through0.88,January1996,areCopyright(c)1995,1996GuyEricSchalnat,
Group42,Inc.
Forthepurposesofthiscopyrightandlicense,"ContributingAuthors"isdefinedasthefollowingsetofindividuals:
AndreasDilger
DaveMartindale
GuyEricSchalnat
PaulSchmidt
TimWegner
ThePNGReferenceLibraryissupplied"ASIS".TheContributingAuthorsandGroup42,Inc.disclaimall
warranties,expressedorimplied,including,withoutlimitation,thewarrantiesofmerchantabilityandoffitness
foranypurpose.TheContributingAuthorsandGroup42,Inc.assumenoliabilityfordirect,indirect,incidental,
special,exemplary,orconsequentialdamages,whichmayresultfromtheuseofthePNGReferenceLibrary,even
ifadvisedofthepossibilityofsuchdamage.
Permissionisherebygrantedtouse,copy,modify,anddistributethissourcecode,orportionshereof,forany
purpose,withoutfee,subjecttothefollowingrestrictions:
 Theoriginofthissourcecodemustnotbemisrepresented.
 Alteredversionsmustbeplainlymarkedassuchandmustnotbemisrepresentedasbeingthe
originalsource.
ThisCopyrightnoticemaynotberemovedoralteredfromanysourceoralteredsourcedistribution.
TheContributingAuthorsandGroup42,Inc.specificallypermit,withoutfee,andencouragetheuseofthissource
codeasacomponenttosupportingthePNGfileformatincommercialproducts.Ifyouusethissourcecodeina
product,acknowledgmentisnotrequiredbutwouldbeappreciated.
(8)libvorbis
Copyright(c)2002-2004Xiph.orgFoundation
Redistributionanduseinsourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,arepermittedprovidedthatthe
followingconditionsaremet:
- Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislistofconditions
andthefollowingdisclaimer.
- Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,thislistof
conditionsandthefollowingdisclaimerinthedocumentationand/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.
- NeitherthenameoftheXiph.orgFoundationnorthenamesofitscontributorsmaybeusedto
endorseorpromoteproductsderivedfromthissoftwarewithoutspecificpriorwrittenpermission.
THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHECOPYRIGHTHOLDERSANDCONTRIBUTORS"ASIS"ANDANY
EXPRESSORIMPLIEDWARRANTIES,INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOF
MERCHANTABILITYANDFITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.INNOEVENTSHALLTHE
FOUNDATIONORCONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,
ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODS
ORSERVICES;LOSSOFUSE,DATA,ORPROFITS;ORBUSINESSINTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDON
ANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDINGNEGLIGENCE
OROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHE
POSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.
(9)ntp
Thisfileisautomaticallygeneratedfromhtml/copyright.html
CopyrightNotice
jpg"Cloneme,"saysDollysheepishly
Lastupdate:20:31UTCSaturday,January06,2007
ThefollowingcopyrightnoticeappliestoallfilescollectivelycalledtheNetworkTimeProtocolVersion4
Distribution.Unlessspecificallydeclaredotherwiseinanindividualfile,thisnoticeappliesasifthetextwas
explicitlyincludedinthefile.
Copyright(c)DavidL.Mills1992-2007
Permissiontouse,copy,modify,anddistributethissoftwareanditsdocumentationforanypurposewithor
withoutfeeisherebygranted,providedthattheabovecopyrightnoticeappearsinallcopiesandthatboththe
copyrightnoticeandthispermissionnoticeappearinsupportingdocumentation,andthatthenameUniversityof
Delawarenotbeusedinadvertisingorpublicitypertainingtodistributionofthesoftwarewithoutspecific,written
priorpermission.TheUniversityofDelawaremakesnorepresentationsaboutthesuitabilitythissoftwareforany
purpose.Itisprovided"asis"withoutexpressorimpliedwarranty.
ThefollowingindividualscontributedinparttotheNetworkTimeProtocolDistributionVersion4andare
acknowledgedasauthorsofthiswork.
[1]MarkAndrews<mark_andrews@isc.org>Leitchatomicclockcontroller
[2]BerndAltmeier<altmeier@atlsoft.de>hopfElektronikseriallineandPCI-busdevices
[3]VirajBais<vbais@mailman1.intel.com>and[4]ClaytonKirkwood<kirkwood@striderfm.intel.com>portto
WindowsNT3.5
[5]MichaelBarone<michael,barone@lmco.com>GPSVMEfixes
[6]Jean-FrancoisBoudreault<Jean-Francois.Boudreault@viagenie.qc.ca>IPv6support
[7]KarlBerry<karl@owl.HQ.ileaf.com>syslogtofileoption
[8]GregBrackley<greg.brackley@bigfoot.com>MajorreworkofWINNTport.Cleanuprecvbufandiosignalcode
intoseparatemodules.
[9]MarcBrett<Marc.Brett@westgeo.com>MagnavoxGPSclockdriver
[10]PieteBrooks<Piete.Brooks@cl.cam.ac.uk>MSFclockdriver,TrimblePARSEsupport
[11]RegClemens<reg@dwf.com>Oncoredriver(Currentmaintainer)
[12]SteveClift<clift@ml.csiro.au>OMEGAclockdriver
[13]CaseyCrellin<casey@csc.co.za>vxWorks(Tornado)portandhelpwithtargetconfiguration
[14]SvenDietrich<sven_dietrich@trimble.com>Palisadereferenceclockdriver,NTadj.residuals,integratedGreg's
Winntport.
[15]JohnA.DundasIII<dundas@salt.jpl.nasa.gov>AppleA/UXport
[16]TorstenDuwe<duwe@immd4.informatik.uni-erlangen.de>Linuxport

150323_TX-NR646_BAS_Ja_SN29401985.indd   26 2015/03/23   19:48:21



その他

Ja-27

[17]DennisFerguson<dennis@mrbill.canet.ca>foundationcodeforNTPVersion2asspecifiedinRFC-1119
[18]JohnHay<jhay@icomtek.csir.co.za>IPv6supportandtesting
[19]GlennHollinger<glenn@herald.usask.ca>GOESclockdriver
[20]MikeIglesias<iglesias@uci.edu>DECAlphaport
[21]JimJagielski<jim@jagubox.gsfc.nasa.gov>A/UXport
[22]JeffJohnson<jbj@chatham.usdesign.com>massiveprototypingoverhaul
[23]HansLambermont<Hans.Lambermont@nl.origin-it.com>or[24]<H.Lambermont@chello.nl>ntpsweep
[25]Poul-HenningKamp<phk@FreeBSD.ORG>Oncoredriver(Originalauthor)
[26]FrankKardel[27]<kardel(at)ntp(dot)org>PARSE<GENERIC>driver(>14referenceclocks),STREAMS
modulesforPARSE,supportscripts,syslogcleanup,dynamicinterfacehandling
[28]WilliamL.Jones<jones@hermes.chpc.utexas.edu>RS/6000AIXmodifications,HPUXmodifications
[29]DaveKatz<dkatz@cisco.com>RS/6000AIXport
[30]CraigLeres<leres@ee.lbl.gov>4.4BSDport,ppsclock,MagnavoxGPSclockdriver
[31]GeorgeLindholm<lindholm@ucs.ubc.ca>SunOS5.1port
[32]LouisA.Mamakos<louie@ni.umd.edu>MD5-basedauthentication
[33]LarsH.Mathiesen<thorinn@diku.dk>adaptationoffoundationcodeforVersion3asspecifiedinRFC-1305
[34]DannyMayer<mayer@ntp.org>NetworkI/O,WindowsPort,CodeMaintenance
[35]DavidL.Mills<mills@udel.edu>Version4foundation:clockdiscipline,authentication,precisionkernel;clock
drivers:Spectracom,Austron,Arbiter,Heath,ATOM,ACTS,KSI/Odetics;audioclockdrivers:CHU,WWV/H,IRIG
[36]WolfgangMoeller<moeller@gwdgv1.dnet.gwdg.de>VMSport
[37]JeffreyMogul<mogul@pa.dec.com>ntptraceutility
[38]TomMoore<tmoore@fievel.daytonoh.ncr.com>i386svr4port
[39]KamalAMostafa<kamal@whence.com>SCOOpenServerport
[40]DerekMulcahy<derek@toybox.demon.co.uk>and[41]DamonHart-Davis<d@hd.org>ARCRONMSFclock
driver
[42]RainerPruy<Rainer.Pruy@informatik.uni-erlangen.de>monitoring/trapscripts,statisticsfilehandling
[43]DirceRichards<dirce@zk3.dec.com>DigitalUNIXV4.0port
[44]WilfredoSanchez<wsanchez@apple.com>addedsupportforNetInfo
[45]NickSayer<mrapple@quack.kfu.com>SunOSstreamsmodules
[46]JackSasportas<jack@innovativeinternet.com>SavedaLotofspaceonthestuffinthehtml/pic/subdirectory
[47]RaySchnitzler<schnitz@unipress.com>Unixware1port
[48]MichaelShields<shields@tembel.org>USNOclockdriver
[49]JeffSteinman<jss@pebbles.jpl.nasa.gov>DatumPTSclockdriver
[50]HarlanStenn<harlan@pfcs.com>GNUautomake/autoconfiguremakeover,variousotherbits(seethe
ChangeLog)
[51]KennethStone<ken@sdd.hp.com>HP-UXport
[52]AjitThyagarajan<ajit@ee.udel.edu>IPmulticast/anycastsupport
[53]TomoakiTSURUOKA<tsuruoka@nc.fukuoka-u.ac.jp>TRAKclockdriver
[54]PaulAVixie<vixie@vix.com>TrueTimeGPSdriver,genericTrueTimeclockdriver
[55]UlrichWindl<Ulrich.Windl@rz.uni-regensburg.de>correctedandvalidatedHTMLdocumentsaccordingtothe
HTMLDTD
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(10)OpenSSL
LICENSEISSUES
==============
TheOpenSSLtoolkitstaysunderaduallicense,i.e.boththeconditionsoftheOpenSSLLicenseandtheoriginal
SSLeaylicenseapplytothetoolkit.Seebelowfortheactuallicensetexts.ActuallybothlicensesareBSD-style
OpenSourcelicenses.IncaseofanylicenseissuesrelatedtoOpenSSLpleasecontactopenssl-core@openssl.org.
OpenSSLLicense
---------------
============================================
Copyright(c)1998-2007TheOpenSSLProject.Allrightsreserved.
Redistributionanduseinsourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,arepermittedprovidedthatthe
followingconditionsaremet:
 Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislistofconditions
andthefollowingdisclaimer.
Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,thislistofconditionsandthefollowing
disclaimerinthedocumentationand/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.
Alladvertisingmaterialsmentioningfeaturesoruseofthissoftwaremustdisplaythefollowingacknowledgment:
"ThisproductincludessoftwaredevelopedbytheOpenSSLProjectforuseintheOpenSSLToolkit.(http://www.
openssl.org/)"
Thenames"OpenSSLToolkit"and"OpenSSLProject"mustnotbeusedtoendorseorpromoteproductsderived
fromthissoftwarewithoutpriorwrittenpermission.Forwrittenpermission,pleasecontactopenssl-core@openssl.
org.
Productsderivedfromthissoftwaremaynotbecalled"OpenSSL"normay"OpenSSL"appearintheirnames
withoutpriorwrittenpermissionoftheOpenSSLProject.
Redistributionsofanyformwhatsoevermustretainthefollowingacknowledgment:
"ThisproductincludessoftwaredevelopedbytheOpenSSLProjectforuseintheOpenSSLToolkit
(http://www.openssl.org/)"
THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHEOpenSSLPROJECT"ASIS"ANDANYEXPRESSEDORIMPLIED
WARRANTIES,INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITYAND
FITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.INNOEVENTSHALLTHEOpenSSLPROJECT
ORITSCONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,OR
CONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODS
ORSERVICES;LOSSOFUSE,DATA,ORPROFITS;ORBUSINESSINTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDON
ANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDINGNEGLIGENCE
OROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHE
POSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.
============================================
ThisproductincludescryptographicsoftwarewrittenbyEricYoung(eay@cryptsoft.com).Thisproductincludes
softwarewrittenbyTimHudson(tjh@cryptsoft.com).
OriginalSSLeayLicense
---------------------------
Copyright(C)1995-1998EricYoung(eay@cryptsoft.com)Allrightsreserved.
ThispackageisanSSLimplementationwrittenbyEricYoung(eay@cryptsoft.com).
TheimplementationwaswrittensoastoconformwithNetscapesSSL.
Thislibraryisfreeforcommercialandnon-commercialuseaslongasthefollowingconditionsareahearedto.
Thefollowingconditionsapplytoallcodefoundinthisdistribution,beittheRC4,RSA,lhash,DES,etc.,code;not
justtheSSLcode.TheSSLdocumentationincludedwiththisdistributioniscoveredbythesamecopyrightterms
exceptthattheholderisTimHudson(tjh@cryptsoft.com).
CopyrightremainsEricYoung's,andassuchanyCopyrightnoticesinthecodearenottoberemoved.
Ifthispackageisusedinaproduct,EricYoungshouldbegivenattributionastheauthorofthepartsofthelibrary
used.
Thiscanbeintheformofatextualmessageatprogramstartuporindocumentation(onlineortextual)provided
withthepackage.
Redistributionanduseinsourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,arepermittedprovidedthatthe
followingconditionsaremet:
 Redistributionsofsourcecodemustretainthecopyrightnotice,thislistofconditionsandthe
followingdisclaimer.
Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,thislistofconditionsandthefollowing
disclaimerinthedocumentationand/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.
Alladvertisingmaterialsmentioningfeaturesoruseofthissoftwaremustdisplaythefollowingacknowledgement:
"EricYoung(eay@cryptsoft.com)"
Theword`cryptographic'canbeleftoutiftherouinesfromthelibrarybeingusedarenotcryptographicrelated
:-).
IfyouincludeanyWindowsspecificcode(oraderivativethereof)fromtheappsdirectory(applicationcode)you
mustincludeanacknowledgement:"ThisproductincludessoftwarewrittenbyTimHudson(tjh@cryptsoft.com)"
THISSOFTWAREISPROVIDEDBYERICYOUNG"ASIS"ANDANYEXPRESSORIMPLIEDWARRANTIES,
INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITYANDFITNESSFORA
PARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.INNOEVENTSHALLTHEAUTHORORCONTRIBUTORSBELIABLE
FORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,
BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODSORSERVICES;LOSSOFUSE,DATA,OR
PROFITS;ORBUSINESSINTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDONANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERIN
CONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDINGNEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUT
OFTHEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.
============================================
(11)popt
Copyright(c)1998RedHatSoftware
Permissionisherebygranted,freeofcharge,toanypersonobtainingacopyofthissoftwareandassociated
documentationfiles(the"Software"),todealintheSoftwarewithoutrestriction,includingwithoutlimitationthe
rightstouse,copy,modify,merge,publish,distribute,sublicense,and/orsellcopiesoftheSoftware,andtopermit
personstowhomtheSoftwareisfurnishedtodoso,subjecttothefollowingconditions:
Theabovecopyrightnoticeandthispermissionnoticeshallbeincludedinallcopiesorsubstantialportionsofthe
Software.
THESOFTWAREISPROVIDED"ASIS",WITHOUTWARRANTYOFANYKIND,EXPRESSORIMPLIED,INCLUDING

BUTNOTLIMITEDTOTHEWARRANTIESOFMERCHANTABILITY,FITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAND
NONINFRINGEMENT.INNOEVENTSHALLTHEXCONSORTIUMBELIABLEFORANYCLAIM,DAMAGESOR
OTHERLIABILITY,WHETHERINANACTIONOFCONTRACT,TORTOROTHERWISE,ARISINGFROM,OUTOFOR
INCONNECTIONWITHTHESOFTWAREORTHEUSEOROTHERDEALINGSINTHESOFTWARE.
Exceptascontainedinthisnotice,thenameoftheXConsortiumshallnotbeusedinadvertisingorotherwiseto
promotethesale,useorotherdealingsinthisSoftwarewithoutpriorwrittenauthorizationfromtheXConsortium.
(12)RSADataSecurity,Inc.MD5Message-DigestAlgorithm
Copyright(C)1991-2,RSADataSecurity,Inc.Created1991.Allrightsreserved.
Licensetocopyandusethissoftwareisgrantedprovidedthatitisidentifiedasthe"RSADataSecurity,Inc.MD5
Message-DigestAlgorithm"inallmaterialmentioningorreferencingthissoftwareorthisfunction.
Licenseisalsograntedtomakeandusederivativeworksprovidedthatsuchworksareidentifiedas"derivedfrom
theRSADataSecurity,Inc.MD5Message-DigestAlgorithm"inallmaterialmentioningorreferencingthederived
work.
RSADataSecurity,Inc.makesnorepresentationsconcerningeitherthemerchantabilityofthissoftwareorthe
suitabilityofthissoftwareforanyparticularpurpose.Itisprovided"asis"withoutexpressorimpliedwarrantyof
anykind.
Thesenoticesmustberetainedinanycopiesofanypartofthisdocumentationand/orsoftware.
(13)thttpd2.25b
Copyrightc2000byJefPoskanzer<jef@mail.acme.com>.Allrightsreserved.
Redistributionanduseinsourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,arepermittedprovidedthatthe
followingconditionsaremet:
 Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislistofconditions
andthefollowingdisclaimer.
Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,thislistofconditionsandthefollowing
disclaimerinthedocumentationand/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.
THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHEAUTHORANDCONTRIBUTORS"ASIS"ANDANYEXPRESSOR
IMPLIEDWARRANTIES,INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITY
ANDFITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.INNOEVENTSHALLTHEAUTHOR
ORCONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,OR
CONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODS
ORSERVICES;LOSSOFUSE,DATA,ORPROFITS;ORBUSINESSINTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDON
ANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDINGNEGLIGENCE
OROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHE
POSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.
(14)zlib
zlib.h--interfaceofthe`zlib'generalpurposecompressionlibraryversion1.1.4,March11th,2002
Copyright(C)1995-2002Jean-loupGaillyandMarkAdler
Thissoftwareisprovided`as-is',withoutanyexpressorimpliedwarranty.Innoeventwilltheauthorsbeheld
liableforanydamagesarisingfromtheuseofthissoftware.
Permissionisgrantedtoanyonetousethissoftwareforanypurpose,includingcommercialapplications,andto
alteritandredistributeitfreely,subjecttothefollowingrestrictions:
 Theoriginofthissoftwaremustnotbemisrepresented;youmustnotclaimthatyouwrotethe
originalsoftware.Ifyouusethissoftwareinaproduct,anacknowledgmentintheproductdocumentationwould
beappreciatedbutisnotrequired.
Alteredsourceversionsmustbeplainlymarkedassuch,andmustnotbemisrepresentedasbeingtheoriginal
software.
Thisnoticemaynotberemovedoralteredfromanysourcedistribution.
Jean-loupGailly MarkAdler
jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

ThedataformatusedbythezliblibraryisdescribedbyRFCs(RequestforComments)1950to1952inthefiles
ftp://ds.internic.net/rfc/rfc1950.txt(zlibformat),rfc1951.txt(deflateformat)andrfc1952.txt(gzipformat).
(15)AppleLossless
ApacheLicense
Version2.0,January2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMSANDCONDITIONSFORUSE,REPRODUCTION,ANDDISTRIBUTION

 Definitions.

"License"shallmeanthetermsandconditionsforuse,reproduction,anddistributionasdefinedbySections1
through9ofthisdocument.

"Licensor"shallmeanthecopyrightownerorentityauthorizedbythecopyrightownerthatisgrantingtheLicense.

"LegalEntity"shallmeantheunionoftheactingentityandallotherentitiesthatcontrol,arecontrolledby,orare
undercommoncontrolwiththatentity.Forthepurposesofthisdefinition,"control"means(i)thepower,director
indirect,tocausethedirectionormanagementofsuchentity,whetherbycontractorotherwise,or(ii)ownership
offiftypercent(50%)ormoreoftheoutstandingshares,or(iii)beneficialownershipofsuchentity.

"You"(or"Your")shallmeananindividualorLegalEntityexercisingpermissionsgrantedbythisLicense.

"Source"formshallmeanthepreferredformformakingmodifications,includingbutnotlimitedtosoftware
sourcecode,documentationsource,andconfigurationfiles.

"Object"formshallmeananyformresultingfrommechanicaltransformationortranslationofaSourceform,
includingbutnotlimitedtocompiledobjectcode,generateddocumentation,andconversionstoothermedia
types.

"Work"shallmeantheworkofauthorship,whetherinSourceorObjectform,madeavailableunderthe
License,asindicatedbyacopyrightnoticethatisincludedinorattachedtothework(anexampleisprovidedin
theAppendixbelow).

"DerivativeWorks"shallmeananywork,whetherinSourceorObjectform,thatisbasedon(orderivedfrom)
theWorkandforwhichtheeditorialrevisions,annotations,elaborations,orothermodificationsrepresent,asa
whole,anoriginalworkofauthorship.ForthepurposesofthisLicense,DerivativeWorksshallnotincludeworks
thatremainseparablefrom,ormerelylink(orbindbyname)totheinterfacesof,theWorkandDerivativeWorks
thereof.
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"Contribution"shallmeananyworkofauthorship,includingtheoriginalversionoftheWorkandanymodifications
oradditionstothatWorkorDerivativeWorksthereof,thatisintentionallysubmittedtoLicensorforinclusion
intheWorkbythecopyrightownerorbyanindividualorLegalEntityauthorizedtosubmitonbehalfofthe
copyrightowner.Forthepurposesofthisdefinition,"submitted"meansanyformofelectronic,verbal,or
writtencommunicationsenttotheLicensororitsrepresentatives,includingbutnotlimitedtocommunication
onelectronicmailinglists,sourcecodecontrolsystems,andissuetrackingsystemsthataremanagedby,oron
behalfof,theLicensorforthepurposeofdiscussingandimprovingtheWork,butexcludingcommunicationthat
isconspicuouslymarkedorotherwisedesignatedinwritingbythecopyrightowneras"NotaContribution."

"Contributor"shallmeanLicensorandanyindividualorLegalEntityonbehalfofwhomaContributionhasbeen
receivedbyLicensorandsubsequentlyincorporatedwithintheWork.

GrantofCopyrightLicense.

SubjecttothetermsandconditionsofthisLicense,eachContributorherebygrantstoYouaperpetual,worldwide,
non-exclusive,no-charge,royalty-free,irrevocablecopyrightlicensetoreproduce,prepareDerivativeWorksof,
publiclydisplay,publiclyperform,sublicense,anddistributetheWorkandsuchDerivativeWorksinSourceor
Objectform.

GrantofPatentLicense.

SubjecttothetermsandconditionsofthisLicense,eachContributorherebygrantstoYouaperpetual,worldwide,
non-exclusive,no-charge,royalty-free,irrevocable(exceptasstatedinthissection)patentlicensetomake,have
made,use,offertosell,sell,import,andotherwisetransfertheWork,wheresuchlicenseappliesonlytothose
patentclaimslicensablebysuchContributorthatarenecessarilyinfringedbytheirContribution(s)aloneorby
combinationoftheirContribution(s)withtheWorktowhichsuchContribution(s)wassubmitted.IfYouinstitute
patentlitigationagainstanyentity(includingacross-claimorcounterclaiminalawsuit)allegingthattheWorkora
ContributionincorporatedwithintheWorkconstitutesdirectorcontributorypatentinfringement,thenanypatent
licensesgrantedtoYouunderthisLicenseforthatWorkshallterminateasofthedatesuchlitigationisfiled.

Redistribution.

YoumayreproduceanddistributecopiesoftheWorkorDerivativeWorksthereofinanymedium,withorwithout
modifications,andinSourceorObjectform,providedthatYoumeetthefollowingconditions:

YoumustgiveanyotherrecipientsoftheWorkorDerivativeWorksacopyofthisLicense;and

YoumustcauseanymodifiedfilestocarryprominentnoticesstatingthatYouchangedthefiles;and

Youmustretain,intheSourceformofanyDerivativeWorksthatYoudistribute,allcopyright,patent,trademark,
andattributionnoticesfromtheSourceformoftheWork,excludingthosenoticesthatdonotpertaintoanypart
oftheDerivativeWorks;and
IftheWorkincludesa"NOTICE"textfileaspartofitsdistribution,thenanyDerivativeWorksthatYoudistribute
mustincludeareadablecopyoftheattributionnoticescontainedwithinsuchNOTICEfile,excludingthosenotices
thatdonotpertaintoanypartoftheDerivativeWorks,inatleastoneofthefollowingplaces:withinaNOTICE
textfiledistributedaspartoftheDerivativeWorks;withintheSourceformordocumentation,ifprovidedalong
withtheDerivativeWorks;or,withinadisplaygeneratedbytheDerivativeWorks,ifandwhereversuchthird-party
noticesnormallyappear.ThecontentsoftheNOTICEfileareforinformationalpurposesonlyanddonotmodify
theLicense.YoumayaddYourownattributionnoticeswithinDerivativeWorksthatYoudistribute,alongsideor
asanaddendumtotheNOTICEtextfromtheWork,providedthatsuchadditionalattributionnoticescannotbe
construedasmodifyingtheLicense.

YoumayaddYourowncopyrightstatementtoYourmodificationsandmayprovideadditionalordifferentlicense
termsandconditionsforuse,reproduction,ordistributionofYourmodifications,orforanysuchDerivativeWorks
asawhole,providedYouruse,reproduction,anddistributionoftheWorkotherwisecomplieswiththeconditions
statedinthisLicense.

SubmissionofContributions.

UnlessYouexplicitlystateotherwise,anyContributionintentionallysubmittedforinclusionintheWorkbyYouto
theLicensorshallbeunderthetermsandconditionsofthisLicense,withoutanyadditionaltermsorconditions.
Notwithstandingtheabove,nothinghereinshallsupersedeormodifythetermsofanyseparatelicenseagreement
youmayhaveexecutedwithLicensorregardingsuchContributions.

Trademarks.

ThisLicensedoesnotgrantpermissiontousethetradenames,trademarks,servicemarks,orproductnames
oftheLicensor,exceptasrequiredforreasonableandcustomaryuseindescribingtheoriginoftheWorkand
reproducingthecontentoftheNOTICEfile.

DisclaimerofWarranty.

Unlessrequiredbyapplicablelaworagreedtoinwriting,LicensorprovidestheWork(andeachContributor
providesitsContributions)onan"ASIS"BASIS,WITHOUTWARRANTIESORCONDITIONSOFANYKIND,either
expressorimplied,including,withoutlimitation,anywarrantiesorconditionsofTITLE,NON-INFRINGEMENT,
MERCHANTABILITY,orFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.Youaresolelyresponsiblefordetermining
theappropriatenessofusingorredistributingtheWorkandassumeanyrisksassociatedwithYourexerciseof
permissionsunderthisLicense.

LimitationofLiability.

Innoeventandundernolegaltheory,whetherintort(includingnegligence),contract,orotherwise,unless
requiredbyapplicablelaw(suchasdeliberateandgrosslynegligentacts)oragreedtoinwriting,shallany
ContributorbeliabletoYoufordamages,includinganydirect,indirect,special,incidental,orconsequential
damagesofanycharacterarisingasaresultofthisLicenseoroutoftheuseorinabilitytousetheWork
(includingbutnotlimitedtodamagesforlossofgoodwill,workstoppage,computerfailureormalfunction,orany
andallothercommercialdamagesorlosses),evenifsuchContributorhasbeenadvisedofthepossibilityofsuch
damages.

AcceptingWarrantyorAdditionalLiability.

WhileredistributingtheWorkorDerivativeWorksthereof,Youmaychoosetooffer,andchargeafeefor,
acceptanceofsupport,warranty,indemnity,orotherliabilityobligationsand/orrightsconsistentwiththisLicense.
However,inacceptingsuchobligations,YoumayactonlyonYourownbehalfandonYoursoleresponsibility,
notonbehalfofanyotherContributor,andonlyifYouagreetoindemnify,defend,andholdeachContributor
harmlessforanyliabilityincurredby,orclaimsassertedagainst,suchContributorbyreasonofyouracceptingany
suchwarrantyoradditionalliability.

ENDOFTERMSANDCONDITIONS

APPENDIX:HowtoapplytheApacheLicensetoyourwork.

ToapplytheApacheLicensetoyourwork,attachthefollowingboilerplatenotice,withthefieldsenclosedby
brackets"[]"replacedwithyourownidentifyinginformation.(Don'tincludethebrackets!)Thetextshouldbe
enclosedintheappropriatecommentsyntaxforthefileformat.Wealsorecommendthatafileorclassnameand
descriptionofpurposebeincludedonthesame"printedpage"asthecopyrightnoticeforeasieridentification
withinthird-partyarchives.

Copyright?2011AppleInc.Allrightsreserved.

LicensedundertheApacheLicense,Version2.0(the"License");
youmaynotusethisfileexceptincompliancewiththeLicense.
YoumayobtainacopyoftheLicenseat

 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unlessrequiredbyapplicablelaworagreedtoinwriting,softwaredistributedundertheLicenseisdistributedon
an"ASIS"BASIS,WITHOUTWARRANTIESORCONDITIONSOFANYKIND,eitherexpressorimplied.
SeetheLicenseforthespecificlanguagegoverningpermissionsandlimitationsunder
theLicense.
(16)Boost
http://www.boost.org/
BoostSoftwareLicense-Version1.0-August17th,2003
Permissionisherebygranted,freeofcharge,toanypersonororganizationobtainingacopyofthesoftware
andaccompanyingdocumentationcoveredbythislicense(the"Software")touse,reproduce,display,distribute,
execute,andtransmittheSoftware,andtopreparederivativeworksoftheSoftware,andtopermitthird-partiesto
whomtheSoftwareisfurnishedtodoso,allsubjecttothefollowing:
ThecopyrightnoticesintheSoftwareandthisentirestatement,includingtheabovelicensegrant,thisrestriction
andthefollowingdisclaimer,mustbeincludedinallcopiesoftheSoftware,inwholeorinpart,andallderivative
worksoftheSoftware,unlesssuchcopiesorderivativeworksaresolelyintheformofmachine-executableobject
codegeneratedbyasourcelanguageprocessor.
THESOFTWAREISPROVIDED"ASIS",WITHOUTWARRANTYOFANYKIND,EXPRESSORIMPLIED,INCLUDING
BUTNOTLIMITEDTOTHEWARRANTIESOFMERCHANTABILITY,FITNESSFORAPARTICULARPURPOSE,
TITLEANDNON-INFRINGEMENT.INNOEVENTSHALLTHECOPYRIGHTHOLDERSORANYONEDISTRIBUTING
THESOFTWAREBELIABLEFORANYDAMAGESOROTHERLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,TORTOR
OTHERWISE,ARISINGFROM,OUTOFORINCONNECTIONWITHTHESOFTWAREORTHEUSEOROTHER
DEALINGSINTHESOFTWARE.
(17)Expat
http://www.jclark.com/xml/expat.html
ExpatLicense.Copyright(c)1998,1999,2000ThaiOpenSourceSoftwareCenterLtd
Permissionisherebygranted,freeofcharge,toanypersonobtainingacopyofthissoftwareandassociated
documentationfiles(the"Software"),todealintheSoftwarewithoutrestriction,includingwithoutlimitationthe
rightstouse,copy,modify,merge,publish,distribute,sublicense,and/orsellcopiesoftheSoftware,andtopermit
personstowhomtheSoftwareisfurnishedtodoso,subjecttothefollowingconditions:
Theabovecopyrightnoticeandthispermissionnoticeshallbeincludedinallcopiesorsubstantialportionsofthe
Software.
THESOFTWAREISPROVIDED"ASIS",WITHOUTWARRANTYOFANYKIND,EXPRESSORIMPLIED,INCLUDING
BUTNOTLIMITEDTOTHEWARRANTIESOFMERCHANTABILITY,FITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAND
NONINFRINGEMENT.INNOEVENTSHALLTHEAUTHORSORCOPYRIGHTHOLDERSBELIABLEFORANY
CLAIM,DAMAGESOROTHERLIABILITY,WHETHERINANACTIONOFCONTRACT,TORTOROTHERWISE,
ARISINGFROM,OUTOFORINCONNECTIONWITHTHESOFTWAREORTHEUSEOROTHERDEALINGSINTHE
SOFTWARE.
(18)FastDelegate
http://www.codeproject.com/KB/cpp/FastDelegate.aspx
THEWORK(ASDEFINEDBELOW)ISPROVIDEDUNDERTHETERMSOFTHISCODEPROJECTOPENLICENSE
("LICENSE").THEWORKISPROTECTEDBYCOPYRIGHTAND/OROTHERAPPLICABLELAW.ANYUSEOFTHE
WORKOTHERTHANASAUTHORIZEDUNDERTHISLICENSEORCOPYRIGHTLAWISPROHIBITED.
BYEXERCISINGANYRIGHTSTOTHEWORKPROVIDEDHEREIN,YOUACCEPTANDAGREETOBEBOUNDBY
THETERMSOFTHISLICENSE.THEAUTHORGRANTSYOUTHERIGHTSCONTAINEDHEREININCONSIDERATION
OFYOURACCEPTANCEOFSUCHTERMSANDCONDITIONS.IFYOUDONOTAGREETOACCEPTANDBE
BOUNDBYTHETERMSOFTHISLICENSE,YOUCANNOTMAKEANYUSEOFTHEWORK.
Definitions.
a. "Articles"means,collectively,allarticleswrittenbyAuthorwhichdescribeshowtheSource
CodeandExecutableFilesfortheWorkmaybeusedbyauser.
b. "Author"meanstheindividualorentitythatofferstheWorkunderthetermsofthisLicense.
c. "DerivativeWork"meansaworkbasedupontheWorkorupontheWorkandotherpre-existing
works.
d. "ExecutableFiles"refertotheexecutables,binaryfiles,configurationandanyrequireddata
filesincludedintheWork.
e. "Publisher"meanstheproviderofthewebsite,magazine,CD-ROM,DVDorothermediumfrom
orbywhichtheWorkisobtainedbyYou.
f. "SourceCode"referstothecollectionofsourcecodeandconfigurationfilesusedtocreate
theExecutableFiles.
g. "StandardVersion"referstosuchaWorkifithasnotbeenmodified,orhasbeenmodifiedin
accordancewiththeconsentoftheAuthor,suchconsentbeinginthefulldiscretionoftheAuthor.
h. "Work"referstothecollectionoffilesdistributedbythePublisher,includingtheSourceCode,
ExecutableFiles,binaries,datafiles,documentation,whitepapersandtheArticles.
i. "You"isyou,anindividualorentitywishingtousetheWorkandexerciseyourrightsunderthis
License.
FairUse/FairUseRights.NothinginthisLicenseisintendedtoreduce,limit,orrestrictanyrightsarisingfromfair

use,fairdealing,firstsaleorotherlimitationsontheexclusiverightsofthecopyrightownerundercopyrightlaw
orotherapplicablelaws.
LicenseGrant.SubjecttothetermsandconditionsofthisLicense,theAuthorherebygrantsYouaworldwide,
royalty-free,non-exclusive,perpetual(forthedurationoftheapplicablecopyright)licensetoexercisetherightsin
theWorkasstatedbelow:
a. YoumayusethestandardversionoftheSourceCodeorExecutableFilesinYourown
applications.
b. Youmayapplybugfixes,portabilityfixesandothermodificationsobtainedfromthePublic
DomainorfromtheAuthor.AWorkmodifiedinsuchawayshallstillbeconsideredthestandardversionandwill
besubjecttothisLicense.
c. YoumayotherwisemodifyYourcopyofthisWork(excludingtheArticles)inanywaytocreate
aDerivativeWork,providedthatYouinsertaprominentnoticeineachchangedfilestatinghow,whenandwhere
Youchangedthatfile.
d. YoumaydistributethestandardversionoftheExecutableFilesandSourceCodeorDerivative
Workinaggregatewithother(possiblycommercial)programsaspartofalarger(possiblycommercial)software
distribution.
e. TheArticlesdiscussingtheWorkpublishedinanyformbytheauthormaynotbedistributed
orrepublishedwithouttheAuthor'sconsent.TheauthorretainscopyrighttoanysuchArticles.Youmayusethe
ExecutableFilesandSourceCodepursuanttothisLicensebutyoumaynotrepostorrepublishorotherwise
distributeormakeavailabletheArticles,withoutthepriorwrittenconsentoftheAuthor.
AnysubroutinesormodulessuppliedbyYouandlinkedintotheSourceCodeorExecutableFilesthisWorkshall
notbeconsideredpartofthisWorkandwillnotbesubjecttothetermsofthisLicense.
PatentLicense.SubjecttothetermsandconditionsofthisLicense,eachAuthorherebygrantstoYouaperpetual,
worldwide,non-exclusive,no-charge,royalty-free,irrevocable(exceptasstatedinthissection)patentlicenseto
make,havemade,use,import,andotherwisetransfertheWork.
Restrictions.ThelicensegrantedinSection3aboveisexpresslymadesubjecttoandlimitedbythefollowing
restrictions:
a. Youagreenottoremoveanyoftheoriginalcopyright,patent,trademark,andattribution
noticesandassociateddisclaimersthatmayappearintheSourceCodeorExecutableFiles.
b. YouagreenottoadvertiseorinanywayimplythatthisWorkisaproductofYourown.
c. ThenameoftheAuthormaynotbeusedtoendorseorpromoteproductsderivedfromthe
WorkwithoutthepriorwrittenconsentoftheAuthor.
d. Youagreenottosell,lease,orrentanypartoftheWork.Thisdoesnotrestrictyoufrom
includingtheWorkoranypartoftheWorkinsidealargersoftwaredistributionthatitselfisbeingsold.TheWork
byitself,though,cannotbesold,leasedorrented.
e. YoumaydistributetheExecutableFilesandSourceCodeonlyunderthetermsofthis
License,andYoumustincludeacopyof,ortheUniformResourceIdentifierfor,thisLicensewitheverycopy
oftheExecutableFilesorSourceCodeYoudistributeandensurethatanyonereceivingsuchExecutableFiles
andSourceCodeagreesthatthetermsofthisLicenseapplytosuchExecutableFilesand/orSourceCode.You
maynotofferorimposeanytermsontheWorkthatalterorrestrictthetermsofthisLicenseortherecipients'
exerciseoftherightsgrantedhereunder.YoumaynotsublicensetheWork.Youmustkeepintactallnoticesthat
refertothisLicenseandtothedisclaimerofwarranties.YoumaynotdistributetheExecutableFilesorSource
CodewithanytechnologicalmeasuresthatcontrolaccessoruseoftheWorkinamannerinconsistentwiththe
termsofthisLicense.
f. YouagreenottousetheWorkforillegal,immoralorimproperpurposes,oronpages
containingillegal,immoralorimpropermaterial.TheWorkissubjecttoapplicableexportlaws.Youagreeto
complywithallsuchlawsandregulationsthatmayapplytotheWorkafterYourreceiptoftheWork.
Representations,WarrantiesandDisclaimer.THISWORKISPROVIDED"ASIS","WHEREIS"AND"ASAVAILABLE",
WITHOUTANYEXPRESSORIMPLIEDWARRANTIESORCONDITIONSORGUARANTEES.YOU,THEUSER,
ASSUMEALLRISKINITSUSE,INCLUDINGCOPYRIGHTINFRINGEMENT,PATENTINFRINGEMENT,SUITABILITY,
ETC.AUTHOREXPRESSLYDISCLAIMSALLEXPRESS,IMPLIEDORSTATUTORYWARRANTIESORCONDITIONS,
INCLUDINGWITHOUTLIMITATION,WARRANTIESORCONDITIONSOFMERCHANTABILITY,MERCHANTABLE
QUALITYORFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE,ORANYWARRANTYOFTITLEORNON-INFRINGEMENT,
ORTHATTHEWORK(ORANYPORTIONTHEREOF)ISCORRECT,USEFUL,BUG-FREEORFREEOFVIRUSES.YOU
MUSTPASSTHISDISCLAIMERONWHENEVERYOUDISTRIBUTETHEWORKORDERIVATIVEWORKS.
Indemnity.Youagreetodefend,indemnifyandholdharmlesstheAuthorandthePublisherfromandagainst
anyclaims,suits,losses,damages,liabilities,costs,andexpenses(includingreasonablelegalorattorneys'fees)
resultingfromorrelatingtoanyuseoftheWorkbyYou.
LimitationonLiability.EXCEPTTOTHEEXTENTREQUIREDBYAPPLICABLELAW,INNOEVENTWILLTHE
AUTHORORTHEPUBLISHERBELIABLETOYOUONANYLEGALTHEORYFORANYSPECIAL,INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL,PUNITIVEOREXEMPLARYDAMAGESARISINGOUTOFTHISLICENSEORTHEUSEOFTHE
WORKOROTHERWISE,EVENIFTHEAUTHORORTHEPUBLISHERHASBEENADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOF
SUCHDAMAGES.
Termination.
a. ThisLicenseandtherightsgrantedhereunderwillterminateautomaticallyuponanybreach
byYouofanytermofthisLicense.IndividualsorentitieswhohavereceivedDerivativeWorksfromYouunder
thisLicense,however,willnothavetheirlicensesterminatedprovidedsuchindividualsorentitiesremaininfull
compliancewiththoselicenses.Sections1,2,6,7,8,9,10and11willsurviveanyterminationofthisLicense.
b. IfYoubringacopyright,trademark,patentoranyotherinfringementclaimagainstany
contributoroverinfringementsYouclaimaremadebytheWork,yourLicensefromsuchcontributortotheWork
endsautomatically.
c. Subjecttotheabovetermsandconditions,thisLicenseisperpetual(forthedurationofthe
applicablecopyrightintheWork).Notwithstandingtheabove,theAuthorreservestherighttoreleasetheWork
underdifferentlicensetermsortostopdistributingtheWorkatanytime;provided,howeverthatanysuch
electionwillnotservetowithdrawthisLicense(oranyotherlicensethathasbeen,orisrequiredtobe,granted
underthetermsofthisLicense),andthisLicensewillcontinueinfullforceandeffectunlessterminatedasstated
above.
Publisher.ThepartiesherebyconfirmthatthePublishershallnot,underanycircumstances,beresponsiblefor
andshallnothaveanyliabilityinrespectofthesubjectmatterofthisLicense.ThePublishermakesnowarranty
whatsoeverinconnectionwiththeWorkandshallnotbeliabletoYouoranypartyonanylegaltheoryforany
damageswhatsoever,includingwithoutlimitationanygeneral,special,incidentalorconsequentialdamagesarising
inconnectiontothislicense.ThePublisherreservestherighttoceasemakingtheWorkavailabletoYouatany
timewithoutnotice.
Miscellaneous
a. ThisLicenseshallbegovernedbythelawsofthelocationoftheheadofficeoftheAuthoror
iftheAuthorisanindividual,thelawsoflocationoftheprincipalplaceofresidenceoftheAuthor.
b. IfanyprovisionofthisLicenseisinvalidorunenforceableunderapplicablelaw,itshallnot
affectthevalidityorenforceabilityoftheremainderofthetermsofthisLicense,andwithoutfurtheractionbythe
partiestothisLicense,suchprovisionshallbereformedtotheminimumextentnecessarytomakesuchprovision
validandenforceable.
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c. NotermorprovisionofthisLicenseshallbedeemedwaivedandnobreachconsentedto
unlesssuchwaiverorconsentshallbeinwritingandsignedbythepartytobechargedwithsuchwaiveror
consent.
d. ThisLicenseconstitutestheentireagreementbetweenthepartieswithrespecttothe
Worklicensedherein.Therearenounderstandings,agreementsorrepresentationswithrespecttotheWork
notspecifiedherein.TheAuthorshallnotbeboundbyanyadditionalprovisionsthatmayappearinany
communicationfromYou.ThisLicensemaynotbemodifiedwithoutthemutualwrittenagreementoftheAuthor
andYou.
(19)Tremolo
http://wss.co.uk/pinknoise/tremolo
Copyright(C)2002-2009Xiph.orgFoundationChangesCopyright(C)2009-2010RobinWattsforPinknoise
ProductionsLtd
Redistributionanduseinsourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,arepermittedprovidedthatthe
followingconditionsaremet:
- Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislistofconditions
andthefollowingdisclaimer.
- Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,thislistof
conditionsandthefollowingdisclaimerinthedocumentationand/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.
- NeitherthenameoftheXiph.orgFoundationnorthenamesofitscontributorsmaybeusedto
endorseorpromoteproductsderivedfromthissoftwarewithoutspecificpriorwrittenpermission.
THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHECOPYRIGHTHOLDERSANDCONTRIBUTORS"ASIS"ANDANY
EXPRESSORIMPLIEDWARRANTIES,INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOF
MERCHANTABILITYANDFITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.INNOEVENTSHALLTHE
FOUNDATIONORCONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,
ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODS
ORSERVICES;LOSSOFUSE,DATA,ORPROFITS;ORBUSINESSINTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDON
ANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDINGNEGLIGENCE
OROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHE
POSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.
(20)Tremor
http://wiki.xiph.org/index.php/Tremor
Copyright(c)2002,Xiph.orgFoundation
Redistributionanduseinsourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,arepermittedprovidedthatthe
followingconditionsaremet:
- Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislistofconditions
andthefollowingdisclaimer.
- Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,thislistof
conditionsandthefollowingdisclaimerinthedocumentationand/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.
- NeitherthenameoftheXiph.orgFoundationnorthenamesofitscontributorsmaybeusedto
endorseorpromoteproductsderivedfromthissoftwarewithoutspecificpriorwrittenpermission.
THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHECOPYRIGHTHOLDERSANDCONTRIBUTORS"ASIS"ANDANY
EXPRESSORIMPLIEDWARRANTIES,INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOF
MERCHANTABILITYANDFITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.INNOEVENTSHALLTHE
FOUNDATIONORCONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,
ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODS
ORSERVICES;LOSSOFUSE,DATA,ORPROFITS;ORBUSINESSINTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDON
ANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDINGNEGLIGENCE
OROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHE
POSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.
(21)MersenneTwister
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/~m-mat/MT/MT2002/CODES/mt19937ar.c
Copyright(C)1997-2002,MakotoMatsumotoandTakujiNishimura,
Allrightsreserved.
Redistributionanduseinsourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,arepermittedprovidedthatthe
followingconditionsaremet:
Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislistofconditionsandthefollowing
disclaimer.
Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,thislistofconditionsandthefollowing
disclaimerinthedocumentationand/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.
Thenamesofitscontributorsmaynotbeusedtoendorseorpromoteproductsderivedfromthissoftware
withoutspecificpriorwrittenpermission.
THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHECOPYRIGHTHOLDERSANDCONTRIBUTORS"ASIS"ANDANYEXPRESS
ORIMPLIEDWARRANTIES,INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITY
ANDFITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.INNOEVENTSHALLTHECOPYRIGHT
OWNERORCONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,OR
CONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODS
ORSERVICES;LOSSOFUSE,DATA,ORPROFITS;ORBUSINESSINTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDON
ANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDINGNEGLIGENCE
OROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHE
POSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.
(22)cURL
http://curl.haxx.se
COPYRIGHTANDPERMISSIONNOTICE
Copyright(c)1996-2011,DanielStenberg,<daniel@haxx.se>.Allrightsreserved.
Permissiontouse,copy,modify,anddistributethissoftwareforanypurposewithorwithoutfeeishereby
granted,providedthattheabovecopyrightnoticeandthispermissionnoticeappearinallcopies.
THESOFTWAREISPROVIDED"ASIS",WITHOUTWARRANTYOFANYKIND,EXPRESSORIMPLIED,INCLUDING
BUTNOTLIMITEDTOTHEWARRANTIESOFMERCHANTABILITY,FITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAND
NONINFRINGEMENTOFTHIRDPARTYRIGHTS.INNOEVENTSHALLTHEAUTHORSORCOPYRIGHTHOLDERS
BELIABLEFORANYCLAIM,DAMAGESOROTHERLIABILITY,WHETHERINANACTIONOFCONTRACT,TORT
OROTHERWISE,ARISINGFROM,OUTOFORINCONNECTIONWITHTHESOFTWAREORTHEUSEOROTHER
DEALINGSINTHESOFTWARE.
Exceptascontainedinthisnotice,thenameofacopyrightholdershallnotbeusedinadvertisingorotherwiseto
promotethesale,useorotherdealingsinthisSoftwarewithoutpriorwrittenauthorizationofthecopyrightholder.
(23)c-ares
http://c-ares.haxx.se
Copyright1998bytheMassachusettsInstituteofTechnology.
Permissiontouse,copy,modify,anddistributethissoftwareanditsdocumentationforanypurposeandwithout
feeisherebygranted,providedthattheabovecopyrightnoticeappearinallcopiesandthatboththatcopyright
noticeandthispermissionnoticeappearinsupportingdocumentation,andthatthenameofM.I.T.notbeusedin

advertisingorpublicitypertainingtodistributionofthesoftwarewithoutspecific,writtenpriorpermission.M.I.T.
makesnorepresentationsaboutthesuitabilityofthissoftwareforanypurpose.Itisprovided"asis"without
expressorimpliedwarranty.
(24)LZ4
Copyright(c)2011-2014,YannColletAllrightsreserved.
Redistributionanduseinsourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,arepermittedprovidedthatthe
followingconditionsaremet:
*Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislistofconditionsandthefollowing
disclaimer.
*Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,thislistofconditionsandthe
followingdisclaimerinthedocumentationand/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.
THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHECOPYRIGHTHOLDERSANDCONTRIBUTORS"ASIS"ANDANYEXPRESS
ORIMPLIEDWARRANTIES,INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THEIMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITY
ANDFITNESSFORAPARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.INNOEVENTSHALLTHECOPYRIGHT
HOLDERORCONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,OR
CONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODSOR
SERVICES;
LOSSOFUSE,DATA,ORPROFITS;ORBUSINESSINTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDON
ANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDINGNEGLIGENCEOR
OTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHEPOSSIBILITY
OFSUCHDAMAGE.
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ライセンスと商標について

ManufacturedunderlicensefromDolbyLaboratories.Dolby,Dolby
Atmos,DolbySurroundandthedouble-Dsymbolaretrademarksof
DolbyLaboratories.

ForDTSpatents,seehttp://patents.dts.com.Manufacturedunder
licensefromDTS,Inc.DTS,theSymbol,DTSincombinationwiththe
Symbol,theDTS-HDlogo,andDTS-HDMasterAudioareregistered
trademarksortrademarksofDTS,Inc.intheUnitedStatesand/or
othercountries.©DTS,Inc.AllRightsReserved.

The"AAC"logoisatrademarkofDolbyLaboratories.

“Theater-Dimensional”及び“Theater-Dimensional(ロゴ)”は、オンキヨー株
式会社の商標又は登録商標です。

“CINEMAFILTER”及び“CINEMAFILTER(ロゴ)”は、オンキヨー株式会社の商
標です。

“RIHD”及び“RIHD(ロゴ)”は、オンキヨー株式会社の商標又は登録商標です。

®

ThetermsHDMIandHDMIHigh-DefinitionMultimediaInterface,and
theHDMILogoaretrademarksorregisteredtrademarksofHDMI
LicensingLLCintheUnitedStatesandothercountries.

TheWi-FiCERTIFIEDLogoisacertificationmarkoftheWi-FiAlliance®.

AirPlay、iPad、iPhone、iPodtouchは、米国および他の国々で登録されたApple
Inc.の商標です。

iPadAir、iPadminiは、AppleInc.の商標です。iPhoneの商標は、アイホン株式
会社のライセンスに基づき使用されています。

「MadeforiPod」、「MadeforiPhone」、「MadeforiPad」とは、それぞれ
iPod、iPhone、iPad専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を
満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示
します。
アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任
を負いません。
この製品とiPod、iPhone、iPadを使用する際、ワイヤレス機能に影響する場合が
あります。
AirPlayを利用するには、iOS4.3.3以降を搭載したiPhone/iPodtouch/
iPad、OSXMountainLionを搭載したMac、iTunes10.2.2以降を搭載した
Mac、PCが必要です。
Apple、AppleTV及びSafariは米国および他の国々で登録されたAppleInc.の
商標です。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、BluetoothSIG、Inc.が所有する登
録商標であり、オンキヨー株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて
使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰
属します。

すべてのBluetooth機能対応製品とのワイヤレス通信を保証するものではあり
ません。本機とBluetooth対応機器との互換性については、各Bluetooth対応機
器に付属の取扱説明書を参照するか、または販売店にお問い合わせください。
一部の国では、Bluetooth対応機器の使用が制限されている場合があります。
Bluetooth対応機器の使用については、お住まいの各自治体にお問合せくださ
い。

DLNA、DLNACERTIFIEDは、DigitalLivingNetworkAllianceの商標または
登録商標です。
Thisproductisprotectedbycertainintellectualpropertyrightsof
Microsoft.Useordistributionofsuchtechnologyoutsideofthis
productisprohibitedwithoutalicensefromMicrosoft.
WindowsandtheWindowslogoaretrademarksoftheMicrosoft
groupofcompanies.
QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。
“x.v.Color”and“x.v.Color”logoaretrademarksofSonyCorporation.
DSDおよびDirectStreamDigitalロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
MPEGLayer-3audiocodingtechnologylicensedfromFraunhoferIIS
andThomson.
“AccuEQ”、“MusicOptimizer”及び“WRAT”は、オンキヨー株式会社の商標で
す。

その他記載された会社名、製品名などは該当する各社の商標または登録商標で
す。

音のエチケット
楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になる
ものです。隣り近所への配慮を十分にしましょう。特
に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用
になるのも一つの方法です。
お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

免責事項

外部サービスのご利用にあたって
本製品は外部の音楽配信サービスまたはウェブサイト（以下「外部サービス」と
します）に接続することが可能です。この利用規約は、本製品を通じて外部サー
ビスに接続する際の利用に関する諸条件を定めるものです（以下「本規約」とし
ます）。
また、外部サービスをご利用の場合は、本規約に同意いただいたものとみなしま
す。
1. 定義
（１） 「当社」とは、本製品を設計、製造、販売し、または第三者に設計、製造、

販売させた会社及びその関係会社をいいます。
（２） 「コンテンツ」とは、楽曲、歌詞及びその録音物や録画物（ミュージック

ビデオ等の映像）、楽曲名、カバーアート、アーティスト画像、その他、
外部サービスにより提供される電子データファイルの総称をいいま
す。

2. 非保証
（１） 外部サービスの利用に関して、本製品またはお客様が使用されている

通信機器、通信ソフト等の一切のサポートならびに各種プロバイダと
の接続に関する苦情等は一切受付けないものとし、お客様の通信環境
または外部サービスのサポート状況によって、外部サービスをご利用
いただけない場合に関しましても、当社は保証致しかねます。

（２） お客様は、外部サービスのご利用にあたり、通信回線の接続状況また
は通信速度、お客様が使用する通信機器類の性質等の理由により、外
部サービスの品質が影響を受ける可能性があることを事前に承諾す
るものとし、当社は予見可能性の有無を問わず、外部サービスの均一
性、再現性、安定性、同質性ならびにお客様の期待される水準への合致
等の品質または特定目的への適合性について、何らの保証を行うもの
ではありません。

（3） 外部サービスにより提供されるコンテンツまたはサービスの内容及
び権利の帰属について、当社は一切保証致しません。

3. 免責
 外部サービスの提供の遅滞または不能、外部サービスにより提供される情

報等の未到達その他外部サービスに関連して生じたいかなる損害について
も、当社は理由の如何を問わず一切責任を負いません。

4. 権利義務の譲渡禁止
 お客様は、当社の事前の書面による承諾によらず、本規約に基づく権利義務

の全部または一部について、第三者に譲渡、移転等の処分または担保権の設
定等をしてはならないものとします。

5. 規約の変更・改訂
（１） 当社は、お客様の承諾なくこの規約を変更または改訂できるものとし

ます。
（２） 当該変更または改訂は、本製品にかかる当社所定のウェブサイト上に

掲示するものとし、掲示された時点で効力を生じるものとします。
6. お問い合わせ
 当社は外部サービスに関するいかなるお問い合わせもお受け致しかねま

す。
 外部サービスに関するお問い合わせは、お客様が直接外部サービスの事業

者に対して行うものとします。
7. 準拠法及び管轄裁判所
（１） 本規約は日本法に従って解釈されるものとします。
（２） 本規約に関して紛争が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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Ja-31

販売店の「長期保証」制度にご加入の場合は :保証の手続き
上、お買い上げになった販売店様での受付けが必要となり
ます。長期保証期間内の製品は、店頭への修理品持込みをお
願いいたします。

■ お電話による故障判定と、修理受付け

意外な操作ミスが故障と思われています。お問い合わせ
の前に取扱説明書をもう一度お調べください。
また弊社ホームページサポート情報にもトラブル解決
のFAQを掲載していますので、ご参照ください。

オンキヨーオーディオコールセンター
050-3161-9555
（受付時間：10:00～18:00土・日・祝日および弊社で定
める休業日を除きます）

製品操作のご案内、リモコン等付属パーツのご要望、そ
の他ご不明な点についても受付けております。
スムーズな対応のため、お問い合わせの前に以下の情報
をお調べください。
－製品の型番
－接続している他機器
－できるだけ詳しい不具合状況
－ご購入店名
－ご購入年月日

■ メールによる修理お申込み

http://www�jp�onkyo�com/support/servicebase�htm
からお申込みいただけます。

■ お近くの修理拠点へ持込みをご希望の場合は

下記のURLに全国の修理拠点の案内がございます。
http://www�jp�onkyo�com/support/servicebase�htm

保証書について
保証書の記載事項をご確認ください。また、所定事項をご記
入いただき大切に保管してください。保証期間内に万一、故
障や異常が生じたときは、保証書をご用意のうえ、上記相談
窓口にご相談ください。

保証期間終了後の修理について
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望に
より有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について
本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後、最大8年間保有
しています。保有期間経過後でも故障箇所によっては修理
可能な場合がありますので、ご相談ください。

電話番号、受付時間などは変更になることがございます。

ご相談窓口・修理窓口のご案内
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付属品

FM室内アンテナ…（1）

AM室内アンテナ…（1）

リモコン（RC-898M）…（1）
乾電池（単3形、R6）…（2）

電源コード…（1）

測定用マイク…（1）

保証書…（1）

＊（　）内の数字は数量を表しています。包装箱などに表示されている型名
の最後のアルファベットは、製品の色を表す識別記号です。

リモコンの使い方

電池（単3形、R6)

リモコン受光部

約5m

本機

＊長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために、電池を
取り出しておいてください。

＊消耗した電池を入れたままにしておきますと、腐食によりリモコンをいた
めることがあります。

*   2   9   4   0   1   9   8   5   *
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     Onkyo has the Privacy Policy. You can review it at [http://www.onkyo.com/privacy/] / [http://www.jp.onkyo.com/riyoukiyaku.htm#kojinjyouhouhogo].

〒541-0041　大阪市中央区北浜二丁目2番22号 北浜中央ビル

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：
オンキヨーオーディオコールセンター
　  050-3161-9555（受付時間 10：00～18：00（土･日･祝日･弊社の定める休業日を除きます））

サポートのご案内、オンラインユーザー登録（＊）：http://www.jp.onkyo.com/support/
（＊）ユーザーの皆様により快適な製品サービスを提供するために、オンラインユーザー登録を行っています。
　　　Ｅメールによる製品サポート情報や製品関連情報のお届け、ONKYO DIRECTオンラインショップからの情報
　　　メールのご案内などのサービスをご利用いただくことができます。
　　　（ご登録いただいたお客様情報は、オンキヨーのサービス以外の目的で使用されることはありません）
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