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はじめに 

Amazon Merchant Transport Utilityについて 

Amazon Merchant Transport Utility  (AMTU) は、ディレクトリにドラッグ&ドロップするだけでファイルの送信

や Amazonからのレポート受信を、簡単にできるよう開発されたユーティリティです。AMTUは自動的に実行

されるシステムで、関連ディレクトリから Amazonへのファイルのアップロード、およびアップロード結果の取り

込みが可能です。 また、AMTUのシステムでは、Amazonからの注文レポート内容をダウンロードすることも

できます。 

AMTUの機能は以下のとおりです。 

 XML 形式またはテキス形式のファイルを送信用のディレクトリに保存して、バッチ処理で Amazon

へデータを送信することが可能 

 Web サービスのトランスポートレイヤーを構築せず、正確にフォーマット化された XML ファイルや

DB データの出力を送信用フォルダに保存したり、レポート用フォルダの自動確認を定期的に行った

り、分散型アプリケーションの一部として使用可能 

 Amazonからのレポートをダウンロードするだけでも可能 

Version 2.2の変更点 

 Windows 版の AMTU は、Windows サービスとしてインストールできる選択が可能。一方、

Windows版ヘッドレス GUIアプリケーションは廃止。 

 インターネット接続にプロキシサーバーを利用している AMTUユーザーをサポート。 

Version 2.1（前バージョン）の変更点 

 出品用アカウントが登録されている他の Amazon マーケットプレイスのサイトに、フィードが送信可

能。また、出品者が複数の Amazon マーケットプレイスに登録している場合、言語別にフィードを送

信することも可能。 

 イタリアの Amazon マーケットプレイスに対応可能となり、イタリアの Amazon MWS エンドポイント

をサポート。 

 

旧バージョン 2.0からの機能 

AMTU 2には、従来の AMTU 1.0の全機能の他、以下の機能が追加されました。 

 単体の AMTU 2をインストールすることで、複数の出品者用アカウントをサポート＆個々のアカ

ウントのカスタマイズも可能 

 出品者が使用可能なすべてのデータフィードフォーマットをサポート 

 GUIによる簡単インストール・アンインストール 

 プログラムの自動アップデート 

 Windows、Mac、Linuxをサポート 

 出品者がレポート管理のため別のプログラムを使用する際に、AMTUレポートのダウンロードを

無効にする機能 

 すべての Amazonマーケットプレイスのサイトの言語に対応 
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動作環境 

システム要件 

 

事前に必要なシステム要件は以下のとおりです。 

 AMTU 2 にはバージョン 1.6.0 以降の Java が必要。 最新バージョンは以下の URL からダウンロ

ード可能。 

 http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html （「JDK/JRE – 6」に掲載） 

注： AMTUは Sunまたは Oracleバージョンの Javaのみでサポート 

 

 取得した出品者アカウントが有効である（出店準備中も可能） 

 

ハードウェア要件 

ハードウェアの要件は以下のとおりです。 

 プロセッサ速度：166 MHz以上 

 メモリ：64 MB以上 

 ハードディスクの利用可能な空容量：70 MB以上 

 

ソフトウェア要件 

 

Windowsの場合 

AMTU 2対応の Java 6に準拠したWindowsプラットフォームは以下の通りです。 

 Windows  2000 (SP3以降) 

 Windows  XP (SP1以降) 

 Windows  Vista (SP2推奨) 

 Windows Server  2003 (R2以降) 

 Windows 7 

 Windows Server 2008 

 

Macの場合 

AMTU 2は、Java for Mac OS X 10.5 Update 2 (http://support.apple.com/kb/HT2733) 以降がインストー

ルされた Mac OS X 10.5.2 (Leopard)に対応します。 AMTU 2は、Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)をイ

ンストール済み（すでに Java 6が含まれている)の全ての Mac OSに対応します。 AMTU 2は、Intel搭載

の Macシステムのみ対応しています。 

http://www.oracle.com/technetwork/java/archive-139210.html
http://support.apple.com/kb/HT2733
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Linux 

AMTU 2は、Java 6対応の Linuxに対応します。 

ご使用になる前に 

AMTU 1.0 がインストールされている場合は、一度アンインストールしてから AMTU2 をインストールしてくだ

さい。AMTU 1.0と 2をコンピュータ上で同時に実行した場合、2つのプログラム間で不具合が発生する可能

性があります。アンインストールの手順について詳しくは、ユーザーガイドの「AMTU 1.0 のアンインストール」

ページをご覧ください。 

AMTU 2 のこれまでのバージョンでサポートされていたヘッドレス GUI アプリケーションは、AMTU 2.2 とは

共存できませんので、削除してください。AMTU 2.2 よりも古い Windows 版 AMTU 2 をインストールされて

いて、スタートアップメニューに AMTU サービスへのショートカットを設定がある場合、それをスタートアップホ

ルダーから削除してください。Windows 7の場合、ショートカットは次の場所にあります。 

スタート → すべてのプログラム → スタートアップ 

新しいバージョンの AMTU をインストールする前には必ず起動中の AMTU を終了してください。 

AMTU2 インストーラーを実行する前に、 まずマーケットプレイスWebサービス（MWS） のアカウントを登録

してください。 登録方法は、以下のとおりです。 

MWSアカウントへの登録方法 

1. https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/mws/registration/register.htmlを開きます。 

2.「出品用アカウントでマーケットプレイス Web サービスを利用します」というラジオボタンをクリックして、「次

へ」をクリックします。 

3. Amazon マーケットプレイス・ウェブサービス・ライセンス契約条項を一読後、同意してから「次へ」をクリッ

クします。 

4. AMTUで出品者アカウントの設定に必要な認証情報項目が確認ページに表示されます。 

1. 出品者 ID 

2. AWS アクセスキーID 

3. 秘密キー 

 

上記に加え、以下の情報をご用意ください。 

 出品者アカウントが登録されている国名 

 レポートやファイルを保存するのにデフォルトのディレクトリを使用したくない場合は、出

品者アカウントに作成されるディレクトリ名（既存のディレクトリがない場合に作成されま

す。） 

 注意：既に別の出品者アカウントで使用されているディレクトリは選択しないでください。

不一致が起こります。 

 他のマーケットプレイスのサイトのマーケットプレイス ID  

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/mws/registration/register.html
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AMTU 1.0 のアンインストール 

AMTU 1.0 がインストールされている場合は、AMTU 1.0 をアンインストールしてから AMTU 2 をインストー

ルしてください。AMTU 2 インストーラーは、自動的に AMTU 1.0をアンインストールすることはできません。 

 

Windowsの場合 

AMTU 1.0 をアンインストール  するには、アプリケーションをインストールしたフォルダ（通常は、

C:\Amazon\MerchantTransport）内の uninstall.bat ファイルをダブルクリックしてください。 プログラムの

シャットダウンと AMTU 1.0 サービスの削除が行われ、全てのレジストリのエントリーおよび環境設定が削除

されます。AMTU 1.0 によるレポートやフィードが不要な場合は、MerchantTransport ディレクトリを削除し

ても構いません。フォルダをそのままにしておいても AMTU 2 インストールに影響を与えることはありません。

また、これらのフォルダ内にある、AMTU 2 インストール以前のファイルを AMTU 2が編集または削除するこ

とはありません。 

 

Mac OS Xの場合 

AMTU 1.0をアンインストールする方法は以下のとおりです。 

 アプリケーションフォルダから Terminal.app を開きます。  

 JAVA_HOME 環境変数が設定されていることを確認します。設定されていない場合には、設定して

ください。 ほとんどの場合、JAVA_HOME は/usr を指定します。 Terminal.app の中で java –

version を呼び出すと、Java のランタイムが検索されバージョン 1.4.2 以降を返すことを確認します。

JAVA_HOMEが設定されていない場合、アンインストールは中止されます。 

 以下のコマンドを実行します。 

 cd /usr/local/amtu 

 ./uninstall.sh 

 

Linuxの場合 

AMTU 1.0をアンインストールする方法は以下のとおりです。 

 ターミナルを開きます。 

 JAVA_HOME 環境変数が設定されていることを確認します。設定されていない場合には、設定して

ください。 ほとんどの場合、JAVA_HOMEは/usr を指定します。。ターミナルで java –versionを呼

び出すと、Java のランタイムが検索されバージョン  1.4.2 以降を返すことを確認します。

JAVA_HOMEが設定されていない場合、アンインストール処理は中止されます。 

 以下のコマンドを実行します。 

 cd /usr/local/amtu 

 ./uninstall.sh 
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AMTU 2 インストールの手順 

 

Windowsの場合 

セラーセントラルから AMTU 2 インストーラーをダウンロードしたら、ファイルをダブルクリックし、以下の手順

で AMTU 2をインストールしてください。 

 「ようこそ」画面の表示後、次へをクリックします。  

 ライセンス契約画面が表示されます。インストールを続行するにあたり、AMTU 2 ソフトウェアライセ

ンス契約条項に同意する必要があります。 

 インストール先の選択画面が表示されます。 「デフォルト」ディレクトリのご使用を推奨しますが、他

のディレクトリへ変更しても構いません。  

 プログラムグループの選択画面が表示されます。スタートメニューフォルダは「デフォルト」フォルダ

のご使用を推奨しますが、他のフォルダへ変更しても構いません。  

 Daemonスタートアップアイテム画面が表示されます。この画面で、AMTU 2.2 Windows サービス

をインストールするかどうか選択することができます。これを選択すると、AMTU は Windows サー

ビスとしてインストールされると共に、Windows サービスの設定用画面が開きます。（Windows サ

ービス設定の章でも詳しく説明します） 

 続いて AMTU 2 がインストールされ、最終画面にてインストール完了が確定されます。 スタートメニ

ューのアイコンをクリックして AMTU 2 を起動してください。 

Macの場合 

Mac用の AMTU 2 ディスク イメージファイルをダウンロードした後、ファイルを開いてインストーラーを実行し、

以下の手順に従って AMTU 2をインストールします。 

 「ようこそ」画面の表示後、次へをクリックします。  

 ライセンス契約画面が表示されます。インストールを続行するにあたり、AMTU 2 ソフトウェアライセ

ンス契約条項に同意する必要があります。 

 インストール先の選択画面が表示されます。 「デフォルト」ディレクトリのご使用を推奨しますが、他

のディレクトリへ変更しても構いません。  

 続いて AMTU 2 がインストールされ、最終画面にてインストールの完了が確定します。 インストール

時に選択したディレクトリから AMTU 2 を起動します。 

Linuxの場合 

セラーセントラルから AMTU 2 インストーラーをダウンロードした後、ターミナルまたはファイルシステム表示

アプリケーションからファイルを実行し、以下の手順に従って AMTU 2をインストールしてください。 

 「ようこそ」画面の表示後、次へをクリックします。  

 ライセンス契約画面が表示されます。インストールを続行するにあたり、AMTU 2 ソフトウェアライセ

ンス契約条項に同意する必要があります。 

 インストール先の選択画面が表示されます。 「デフォルト」ディレクトリのご使用を推奨しますが、他

のディレクトリへ変更しても構いません。  

 シンボリックリンク用ディレクトリの選択画面が表示されます。このステップで、ローカル bin のディレ

クトリからインストール先のディレクトリへシンボリックリンクが作成されるため、お使いのコンピュータ

のパス設定を変更せずに、簡単に AMTU 2 を起動することができます。シンボリックリンクの作成を

推奨しますが、詳細設定がある場合は、インストーラーでシンボリックリンクを作成しない選択も可能

です。 
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 続いて AMTU 2 がインストールされ、最終画面にてインストールの完了が確定されます。 インストー

ル先ディレクトリまたはインストーラーで作成したシンボリックリンクから AMTU 2 を起動することが

できます。 
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AMTU 2 の設定 

初期設定および出品者アカウントの追加 

AMTU 2 の初回使用時、および出品者アカウント追加の際は、出品者アカウント用に情報を入力する必要が

あります。 

最初の画面で、AMTU内でアカウントを識別するための名前を入力します。 この名前は、表示されるアカウ

ント情報を識別するために、その後も使用します。 

次に、Amazon MWSのアカウントを登録した国を選択します。この情報を元に、適切な Amazonマーケット

プレイスのサイトと Amazon MWS エンドポイントが決定されます。  

最後に、アカウントの AMTUディレクトリ構造の保管用ディレクトリを選択します。このディレクトリ構造につい

て詳しくは、本ユーザーガイドの「フォルダの構造」 ページをご参照ください。 

 

入力した名前またはデータ送受信のディレクトリにおいて、すでに別の出品者アカウントで使用されている場

合、エラーメッセージが発生します。エラーが修正されるまで、操作が続行できなくなります。 

次の画面では、AMTUのデフォルトの実行時間間隔が、すべて「分」単位で表示されます。フィードのアップロ

ード時間間隔には、送信されたフィードが送信キューからなくなるまでの回数頻度を時間間隔で設定します。

送信キューについては、後述の「フィード送信キュー」にて説明されています。フィード結果ダウンロードの時

間間隔には、前回 Amazonにアップロードしたフィードのステータスを定期的に確認する時間間隔を指定しま

す。実行中のフィードがない場合は、確認されません。「このアカウントにおいてレポートの受信を停止します

か?」のチェックボックスにチェックを入れると、レポートのダウンロード機能を出品用アカウントに対して停止

することができ、Amazon 上のレポートは承認されません。また、承認されていない、Amazon からダウンロ

ード可能なレポートを定期的に確認するため、レポートダウンロードの時間間隔にはその回数頻度を時間間

隔で設定します。 

ほとんどの場合、デフォルト（初期）値の設定で構いませんが、カスタマイズも可能です。フィードのリクエスト

を送信する頻度は Amazon MWS によって制限され、アプリケーションに最小値の入力が必要となる場合が

あります。出品用アカウントの代わりに Amazon MWS を使用してログインしているプログラムがある場合、

出品用アカウントからの接続が制限される場合があります。Amazon MWS がどのようにリクエストを管理し

ているかについては、https://developer.amazonservices.jp にある Amazon MWSの各リファレンスガイ

ドをご参照ください。 

 

設定の最終画面で、お客様の出品者アカウント用の MWS認証情報を入力します。 

 AWS アクセスキー 

 秘密キー 

 Amazon出品者 ID 

 

次へをクリックすると、AMTU は、MWS へ認証確認します。 入力した認証情報が Amazon から提供される

情報と一致しない場合、検証は失敗となり、エラーが修正されるまでこの出品者アカウントの設定を行うこと

ができません。 

MWS 認証情報を忘れてしまった、あるいは MWS に未登録の場合は、MWS の Web サイトを開くボタンを

クリックし、登録 Web サイトへアクセスしてください。認証情報の取得について詳しくは、本ユーザーガイドの
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「ご使用になる前に」のページをご参照ください。 MWS 認証情報の受け取り後、その情報を入力して出品者

アカウントの設定を完了してください。 

複数の Amazon マーケットプレイスのサイトに出品用アカウントをお持ちの場合は、AMTUの「登録されたマ

ーケット」に追加することができます。これらの情報を AMTU アカウントに追加する場合は、出品者アカウント

設定ウィザードにあるこのアカウントにサイトを追加ボタンをクリックします。本ユーザーガードの「AMTU 出

品者アカウントに Amazonのサイトを追加」をご参照ください。 

AMTU のメイン画面から、AMTU に新規出品者アカウントを追加することができます。 アカウント管理タブを

選択し、画面下のアカウントの追加ボタンをクリックしてください。出品者アカウント設定ウィザードが表示され

ます。 

プロキシサーバー経由でインターネットに接続していて、まだ AMTU でのプロキシ設定がお済みでないと、

MWS の検証が失敗することがあります。プロキシ設定を行うかどうかの選択を促された場合は、はいを選択

してください。プロキシ設定画面が表示されます。AMTU でプロキシの設定をするにあたっては、接続してい

るネットワークの HTTPS 設定情報をご用意ください。次をクリックすると、AMTU は再度 Amazon MWS の

認証情報の検証を試みます。システム設定管理タブより、後からプロキシを設定をすることも可能です。 

 

アカウント情報の更新 

出品者アカウントの設定後も、AMTU2 のメイン画面からアカウント管理 タブ を選択すると、以下の種類の設

定変更を行うことができます。 

 - 表示されている出品者アカウント情報を編集 

 - 表示されている出品者アカウントを AMTUから削除 

 - AMTUに新規出品者アカウントを追加 

このタブに表示されるのは、画面左側の表示するアカウントを選択しますのドロップダウンメニューから選択し

た出品者アカウントの関連情報です。別の出品者アカウントの情報を編集するには、ドロップダウンメニュー

から編集する出品者アカウントを選択してください。 

アカウント管理 タブで、AMTU アカウント設定にある修正ボタンをクリックすると、出品者アカウントのデータ

送受信用ディレクトリや、アカウントの MWS 認証情報、各種の接続時間間隔などを変更することができます。

出品者アカウント名、国名は変更できません。変更をご希望の場合は、出品者アカウントを AMTU から削除

し、アカウントの再作成後にご希望の情報を入力してください。AMTU 2 から出品者アカウントを削除する際

の説明および注意事項について詳しくは、本ユーザーガイドの「AMTU からアカウントを削除」をご参照くださ

い。 

 

AMTUからアカウントを削除 

出品者アカウントを AMTUから削除する方法は以下の通りです。 

 1．画面左側の表示するアカウントを選択しますの ドロップダウンメニュー から出品者アカウントを選択 

 2．アカウント管理 タブ を選択 

 3．AMTUアカウント設定にある削除ボタンをクリック（警告メッセージが表示されます）。  
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 4．アカウントを本当に削除してよい場合は、はいをクリックし、そうでない場合は、いいえをクリック 

注意：AMTU の出品者アカウントを削除すると、削除した AMTU アカウント関連の履歴にアクセスすることが

できなくなります。出品者アカウントに関するファイルおよびレポートはコンピュータ上に残りますが、送信済

みフィードと受信レポートのタブ「送信済みフィードと取り出しレポート」タブ以下に存在する過去の履歴はす

べて失われることになりますのでご注意ください。 

削除した出品者アカウントが AMTU の唯一のアカウントであった場合は、アカウントが見つからないことをお

知らせするメッセージが表示され、AMTU はシャットダウンされます。その後 AMTU を開く際は、出品者アカ

ウントを再度設定する必要があります。 

 

AMTU出品者アカウントに Amazonのサイトを追加 

出品者アカウントを登録後、他の Amazonのサイトをサイトの追加画面から AMTU出品者アカウントに追加

し、他の Amazonのサイトにフィードを送信することができます。画面が表示されたら、出品者アカウントで使

用するサイト名を入力します。 

 

出品者アカウントが複数の Amazonのサイトに登録されている場合、Amazonマーケットプレイスのサイトを

使用でサイトを選択します。 

追加したサイト用のディレクトリ名を選択します。デフォルトのディレクトリ名が指定されていますが、名前は変

更できます。出品者アカウントのドキュメントトランスポートディレクトリ配下に、変更された名前でディレクトリ

が作成されます。作成されたディレクトリは、production フォルダと同じような構造を持ち、追加したサイトの

フィード送信に使用されます。 

 

サイト情報の更新 

サイトを追加した AMTU 2の出品者アカウントが登録されたら、必要に応じて追加したサイトのサイトディレク

トリを変更することができます。AMTUのメイン画面からアカウント管理タブを選択し、表示されているサイト

情報を変更、AMTUアカウントからサイトを削除、AMTUアカウントにサイトを追加することができます。 

アカウント管理タブのサイト情報に表示されている情報は、画面の左側にある表示するサイトを選択ドロップ

ダウンメニューで選択したサイトと関係しています。既に登録されているサイト名とマーケットプレイス IDは変

更することができません。これらの情報を変更するには、AMTUアカウントからいったんサイトを削除し、変更

を加えた内容でサイトを登録し直します。AMTU 2 の出品者アカウントからサイトを削除する際の手順と注

意点については、後述の「出品者アカウントからサイトを削除」をご参照ください。 

出品者アカウントからサイトを削除 

出品者アカウントからサイトを削除するには、表示するアカウントを選択しますドロップダウンメニューからアカ

ウントを、画面の左側にある表示するサイトを選択ドロップダウンメニューからサイトをそれぞれ選択します。

次に、アカウント管理タブにある「サイト情報」欄から削除ボタンをクリックします。警告のメッセージが表示さ

れます。サイトを削除するには Yesをクリックし、削除しない場合は Noをクリックします。 
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注意：AMTU出品者アカウントからサイトを削除すると、削除されたサイトに対しておこなわれたフィード送信

やリクエストなどの履歴にはアクセスできなくなります。サイトに関係するファイルやレポートはコンピュータに

は残りますが、AMTUの送信フィードや受信レポートタブから表示されていた履歴は消去されます。 

 

プロキシ設定 

プロキシサーバーを経由して AMTU をご利用になりたい場合は、システム設定管理タブよりプロキシの設定

が可能です。プロキシホスト、ポート番号、ユーザー名、パスワードの 4つの項目が表示されますので、既存

の設定を変更したい場合は、変更をクリックしてください。値を変更したら、テストをクリックして設定をテストし

た後、保存をクリックして新しい設定を保存してください。変更のキャンセルや設定の削除もここで実行するこ

とができます。 

注意：AMTU 用のプロキシ設定には、ご使用のネットークの HTTPS プロキシ設定情報をご使用ください。 

AMTU コマンドライン設定 

GUIを使用しない、または GUIを使用できない環境で AMTUを使用している場合、AMTUはコマンドライン

設定ユーティリティを提供し、XML設定ファイルを使用して AMTU出品者アカウントの追加、更新、削除をお

こなうことができます。設定ツールは、AMTUインストレーションディレクトリの Utilitiesフォルダにあります。

設定ツールの資料と XML構造ファイルのサンプルは、AMTUインストレーションディレクトリの「xml」フォル

ダにあります。 

 

Windows サービス設定 

AMTU インストールウィザードにて、「Amazon Merchant Transport Utility Serviceをインストール」を選択

すると、インストールの終了時にWindows サービス画面が開きます。AMTU サービスを探して選択し、操作

メニューからプロパティを選択します。プロパティウィンドウのログオンタブをクリックし、「ログオン：」の下のア

カウントを選択します。AMTU をインストールしたユーザーの、ユーザー名とパスワードを入力してください。

OK をクリックした後、操作メニューから開始を選択して、サービスを開始させます。 

 

注意：AMTU は 1度に 1つしか実行できません。AMTU サービスを正常に開始するために、実行中の

AMTU は事前にすべて終了させてください。GUI アプリケーションに対しても同様な操作をしてください。サー

ビスを停止させる時は、コントロールパネルからWindows サービスを選び、該当するサービスを選択して、

操作メニューから停止を選んでください。
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AMTU 2の更新手順 

AMTU 2 は、自動的に更新ファイルを確認し、ダウンロード、インストールを行います。デフォルトの設定は、

起動時またはおよそ 1 日 1 回のタイミングで自動的に確認が行われるよう設定されています。 また、AMTU

画面左上の「Amazon Services」をクリックして更新状況を手動で確認することもできます。 

プログラムの更新 

GUI モードでは、更新されたファイルがあることを「注意」としてお知らせしますが、更新ファイルのインストー

ルは行われません。AMTU 2 では更新ファイルの確認を行い、プログラムの更新が見つかると、その更新内

容が表示されます。 

プログラムの更新ウィンドウでキャンセルを選択すると、更新のダウンロードは行われません。次へを選択す

ると、システムに最適な更新のダウンロードが行われます。ダウンロードが完了すると、更新のインストール

を今すぐ行うか、後で行うかを選択することができます。 

今すぐ更新をインストールすることを選択した場合、AMTU はシャットダウンされ、インストールプログラムが

実行されます。インストールが完了すると、再び AMTU を起動させることができます。 後でインストールする

ことを選択した場合、更新ファイルは今後の実行に備えて一度コンピュータに保存されます。 

注意：AMTUをサービスモードで実行中の場合、(GUIではないモード）プログラムの更新は無視されるため、

上記の注意内容は表示されません。AMTU の最新ビルドを使用したインストールだけがサポート対象になり

ます。そのため、AMTUの更新については、セラーセントラルを定期的に確認いただくことをおすすめします。 
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AMTU 2のアンインストール手順 

AMTU 2 ご利用にならない場合は、アンインストールユーティリティを使用してコンピュータからプログラムを

削除することができます。AMTU 2 プログラムをコンピュータから削除しても、AMTU を利用してダウンロード

したファイルや、ログ、アプリケーションによって作成されたデータベースはコンピュータから削除されません。

今後、AMTU 2 プログラムを再度ご利用になるときにご使用いただけます。 

Windowsの場合 

Windows の場合は、コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」を使用してアンインストールします。 

アンインストール ウィンドウの表示後、次へをクリックしてください。 アンインストールが完了すると、プログラ

ムが無事に削除されたことを告げるメッセージが表示されます。 

Macの場合 

Mac から AMTU をアンインストールする場合は、AMTU ランチャーを Finder の「アプリケーション」フォルダ

から「ゴミ箱」へドラッグしてください。 

Linuxの場合 

Linux から AMTU をアンインストールするには、ターミナルまたはファイルシステム表示ウィンドウで AMTU

のインストール先ディレクトリにある「ユーティリティ」フォルダまで行きます。どちらからでも GUI のアンインス

トーラーが起動し、UninstallAMTUが実行されます。 GUIアンインストール プログラムの表示後、次へをクリ

ックしてください。 アンインストールの処理が完了すると、プログラムが無事に削除されたことを告げるメッセ

ージが表示されます。バイナリのインストール フォルダがコンピュータから削除されます。 

プログラムの設定とデータ 

プログラムの設定とアプリケーションのデータを削除する場合は、システム内のユーザーディレクト

リにある amtu2フォルダを削除します。amtu2フォルダは、Windows7では

C:\Users\[username]\amtu2 、Linuxでは/home/[username]/amtu2 にあります。
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Amazon Merchant Transport Utilityの使用 

フォルダの構造 

データ送受信のフォルダ内には、AMTU出品者アカウントの設定手順で指定した logs と production という

2 つの標準的なフォルダがあります。サイトを追加した場合は、logs と production 各フォルダ内にサイトの

フォルダがサブフォルダとして表示されます。 

logs フォルダには、amtu_audit.log、amtu_error.log、その他アーカイブされたログファイルが入っています。

audit log は、ファイルのアップロード、フィード ステータスの確認、レポートのダウンロードといった、AMTU

が実行するすべてのイベントが記録されます。error log は、AMTU がこれらのイベントを行う際に発生した

具体的なエラーが表示されます。 

productionには、以下のフォルダがあります。 

 failed 

 outgoing 

 processingreports 

 reports 

 sent 

 temp 

上記フォルダは、AMTU のメインコントロールパネルとして機能します。各フォルダの詳細は以下のとおりで

す。 

フォルダ 説明 

failed 何らかの理由でフィードが Amazon へアップロードされなかった場合、そのフィードを

このフォルダへ移動します。理由の一覧が audit log に表示されます。 これは、

Amazon が扱うことのできないフィードによって発生したのではなく、アップロードが不

可能なフィードのことです。 

outgoing Amazon にアップロードする予定のフィードファイルはすべてこのフォルダに格納され

ます。 このフォルダ内のファイルが有効であると認識されると、次回バッチサービス

が実行された際に Amazon にアップロードされます。更新日が古いファイルから先に

アップロードされます。 

processingreports 処理レポートは下のファイル名でこのフォルダに格納されます。 

例）PROCESSINGxxxxxx.txt (「xxxxxx」の部分は、「バッチ参照番号」です)。  

この番号を使用して、どのフィードに対する処理レポートかを識別します。 

reports 注文および支払いレポートはこのフォルダに格納されます。 レポートの種類によって

それぞれファイル名が付与されます。 

sent Amazon へのアップロードが成功したフィードはすべてこのフォルダに移動されます。 

この時、移動したフィードは以下のファイル名に変更されます。 

例）filename.ext.xxxxxx (「xxxxxx」の部分は「バッチ参照番号」です。 
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temp このフォルダは、フィードのアップロードとレポートのダウンロードの際に使用されま

す。 

 

サイトのフォルダは、レポートのフォルダが存在しない以外は、production フォルダと同じように機

能します。上記に説明されている内容は、サイトを追加する際に指定したフォルダにも適用されま

す。 

ファイルのアップロード 

ファイルのアップロードは AMTU を使用すると非常に簡単です。アップロードするファイルを目的のサイトの

outgoing フォルダにドラッグ＆ドロップ、または保存するだけです。アップロードするファイルは、必ずテキス

トファイルには.txtが、XML ファイルには.xml、圧縮した.txtまたは.xml ファイルには.gz の拡張子を付与しま

す。それ以外のファイルはアップロードされません。ファイルの識別を容易にするため、ファイルには固有の

名前を付与いただくことを強くおすすめします。 

プログラムを自動化して outgoing フォルダに直接書き込むことは好ましくありません。これは自動化された

プログラムがファイルをロックし、AMTUが次回フォルダをスキャンするまでにロックが解除されない可能性が

あるためです。フィードのファイルを別の場所にビルドし、このファイルを outgoing フォルダに移動させるプ

ロセスをおこなうほうが安全です。アップロード処理の実行時、AMTU がファイルの種類を識別できない、ま

たはその他の理由によりファイルを Amazon にアップロードできない場合、ファイルは failed ディレクトリへ

移動し、失敗の理由が audit log に書き込まれます。 フィードのアップロードが成功した場合、Amazon の

「バッチ参照番号」 がファイル名に付与され、そのファイルは適切な sent フォルダへ移動されます。 

 

処理レポートのダウンロード 

AMTU では、アップロードするフィードの処理レポートを自動的に確認します。処理レポートが利用可能にな

るまで、ステータスの更新を audit log 内に書き込みながらステータスの確認を続行します。ステータスが

「完了」になったら、その処理レポートを processingreports ディレクトリにダウンロードします。また、sent

フォルダ内にある、完了した対応フィードの「バッチ参照番号」が付いたレポートファイル名を検索することによ

って、特定の処理レポートを検索することができます。audit logには、「バッチ参照番号」も含まれています。 

 

注文・支払いレポートのダウンロード 

注文・支払いレポートは、利用可能時に自動的にダウンロードされ、reports ディレクトリに保存されます。は、

本ユーザーガイドの「イベントのタイミング」ページをご参照ください。 
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AMTUの動作について 

イベントのタイミング 

デフォルトは、以下のように時間間隔が設定されています。時間間隔の設定を変更する場合は、本ユーザー

ガイドの「AMTU 2 の設定」ページをご参照ください。 

アクティビティ 時間間隔 

フィードのアップロード 2分毎 

「処理レポート」の確認 2分毎 

「注文レポート」の確認 5分毎 

「支払いレポート」の確認 5分毎 

 

アップロード処理の詳細 

 AMTUは、production内のすべての outgoing フォルダとサイトフォルダにある.txt、.xml、.gzファ

イルを確認します。 

 AMTU は送信の準備ができているファイルを見つけ、ファイルの更新日に基づいてファイルの順番

を決めます。古いファイルは新しいファイルより先にアップロードされます。 

 フィード送信キューのスロットが見つかり次第、更新日が最も古いファイルからアップロードのプロセ

スが開始されます。送信キューについて詳しくは、後述の「フィード送信キューについて」をご参照く

ださい。 

 次に有効なファイルが temp フォルダに移動されます。無効な種類のファイルは、failed フォルダへ

移動されます。 

 temp フォルダ内に保管されている各ファイルは、Amazon MWS 経由で Amazon へアップロードさ

れます。 

 ファイルのアップロードに成功すると、Amazonは対応する「バッチ参照番号」を AMTUへ返します。 

 「バッチ参照番号」が AMTUへ返されると、それに対応するファイルは sent フォルダへ移動され、フ

ァイル名の末尾に「バッチ参照番号」が付与されます。 

 「バッチ参照番号」が返されない、あるいはエラーが検出された場合、ファイルは failed フォルダへ

移動されます。エラーの理由は audit logへ記録されます。 

フィード送信キューについて 

Amazonへのフィードをより速く、負荷なく均一におこなえるよう、AMTUは「リーキーバケット」キュー

を使用し、フィードのアップロードの回数や時間を管理しています。Amazon MWSは同様のアルゴリ

ズムを使用してフィードのアップロードを制限しています。 

Amazon MWSの資料では「リーキーバケット」アルゴリズムについて下記のように説明しています。 

バケツを最大リクエストクォータ、つまり一度に行うことができるリクエストの最大数と考えてください。

バケツの穴は回復レート、つまり新しいリクエストを行うことができるようになるまでにかかる時間の

量を表しています。ですから、一度に多すぎるリクエストを送信するとバケットがオーバーフローしま

す。Amazon MWS の場合、スロットルが起こります。水はバケツから一定速度で漏れているため、
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バケツを満たしておくには、バケツにもっと水を追加する前に少し待たなければなりません。そのた

め、最大リクエストクォータに達した後のさらなるリクエスト提出能力は、回復レート、つまり新しいリ

クエストを行えるようになるまでの時間によって管理されています。 

Amazon MWSスロットルをコントロールする 3つの値の定義は以下のとおりです。 

 リクエストのクォータ - スロットルなしで一度に送信できるリクエスト数。リクエストのクォータ

はリクエストを送信するごとに減少し、回復レートで増加します。 

 回復レート（リカバリーレートとも呼ばれる） - 最大リクエストクォータに達するまで、時間を

かけてリクエストのクォータが増加するレートです。  

 最大リクエストクォータ（バーストレートとも呼ばれる） - リクエストのクォータが達することが

できる最大サイズです。 

AMTU は上記と同様のアルゴリズムを実行しています。各出品者アカウントのフィード送信キューを

10 までに制限し、2 分毎に新規アップロードフィード 1 つの回復レートです。もし異なるフィードのア

ップロード時間間隔が出品者アカウントに設定されている場合は、その時間間隔が回復レートとし

て使用されます。 

フィード送信キューには一度にフィードを 10 までアップロードできます。これは、以前のバージョン

の 2 分毎に 1 フィードのアップロードと比べて、AMTU がより速いアップロードレートを維持できるよ

うにしています。 

処理レポート受信手順の詳細 

 ステータスが完了または失敗となっていない全アップロードファイルのリストが作成され、それぞれの

ファイルに対する「バッチ参照番号」 が Amazonへ送信される 

 Amazonが完了以外のステータスを返す場合は、ログにステータスの書き込みが行われる 

 Amazon が完了ステータスを返したら、ファイルの処理レポートが Amazon から取り出され

processingreports フォルダに保存される 

 

レポート受信処理の詳細 

 保留中のレポートリストが AMTUから要求される 

 新規のレポートが存在する場合は、reports フォルダにダウンロードされる 
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よくある質問 

送信フィードのステータスを確認するにはどうしたらよいのですか。 

GUI アプリケーションをご使用の場合は、実行中のステータスログから必要な情報を取得することができます。

ログにステータスが表示されない、または単体の処理を実行中の場合、ファイル名または「バッチ参照番号」

で audit logを確認することができます。このステータスは、処理レポートを確認中、2分おきに (または設定

した時間間隔で) 更新されます。 

アプリケーションエラーを確認するにはどうしたらよいですか。 

アプリケーションエラーを error logにて確認できます。ログには、タイムスタンプが付いています。 

フィードがアップロードされていないことは、どうしたらわかりますか。 

failed フォルダを確認します。そこにフィードが入っていたら、audit log を確認してそのフィｰﾄﾞのファイル名

を調べます。 失敗の原因が audit logに書き込まれています。 

フィードのプロセスが Amazonで失敗した場合、どうしたらわかりますか。 

processingreports フォルダにて、sent フォルダ内のファイル名と同じ「バッチ参照番号」が付いたプロセス

レポートを確認します。レポートには、送信した記録数、失敗した記録数、エラーの詳細が記載されています。 

AMTUサービスを停止または再起動させるにはどうしたらよいですか。 

Windowsの場合 

AMTU サービスを停止させるには、コントロールパネルから Windows サービスを開きます。（管理ツールで

サービスを選択）。AMTU サービスを選択して、操作メニューから停止を選んでください。AMTU サービスを

再起動させるには、同様な手順でWindows サービスを開いたら、操作メニューから開始を選んでください。 

AMTU ヘッドレスアプリケーションを再起動するには、AMTUサービス ショートカットがスタート/すべてのプロ

グラム/スタートアップフォルダにあることを確認し、それから再起動します。 

Macの場合 

Mac は GUI 専用なためサービスモードには対応していません。 AMTU を停止させるには、AMTU を閉じて

からアプリケーションを再起動してください。 

Linuxの場合 

AMTUサービスを停止する方法は、以下いずれかの方法で行うことができます。 

 ~/AMTU/ Utilities フォルダで StopAMTUDaemonをクリック  

 ターミナルを開始して以下のコマンドを実行： 

~/AMTU/Utilities/amtu_daemon stop 

サービスを再起動させる方法は、以下いずれかの方法で行うことができます。 

 ~/AMTU/Utilities フォルダで StartAMTUDaemonをクリック  

 ターミナルを開始して以下のコマンドを実行 

~/AMTU/Utilities/amtu_daemon start 

スタートアップで AMTU を実行するには、~/AMTU/Utilities/amtu_daemon start をスタートアップのスクリプ

トに追加します。 



 Amazon Merchant Transport Utility ユーザーガイド V.2.2 - JP 

トラブルシューティング  ページ 18 
 

トラブルシューティング 

AMTUをインストールできない 

 Windowsの場合は、管理者の権限をお持ちであることを確認してください。 

 十分なディスク容量があることをご確認ください。詳細は、本ユーザーガイドの「動作環境」のページ

をご参照ください。 

設定時に認証情報を確認できない 

認証情報相違のエラーメッセージが表示された場合は、出品者 ID、アクセスキー、秘密キーが正しいかどう

かを確認してください。 認証情報が正しくなかったり、キーを覚えていない場合は、MWS Webサイトを開くボ

タンをクリックしてご自分の認証情報を再確認してください。 お客様の認証情報入手に関する詳細につきまし

ては、本ユーザーガイドの「ご使用になる前に」の項をご参照ください。 

ネットワーク接続に関するエラーメッセージの場合は、以下のことを確認してください。 

 AMTU 2 の設定を行おうとしているコンピュータから http://www.amazon.co.jp など、Web サイトへ

接続できない場合は、ネットワークの接続状況をご確認ください。 

 プロキシサーバーまたはファイアウォールをご使用の場合は、プロキシやファイアウォールを使用し

ていない環境のコンピュータから AMTU 2 を実行してください。AMTU は、直接 Amazon MWS サ

ーバーへ接続されます。 

フィードが送信されない 

 audit log を確認してフィードのファイル名を確認してください。フィードが失敗した原因の一覧が確

認できます。 

 接続の問題の場合は、上記の一覧から認証情報およびネットワーク接続情報を確認してください。さ

らに、フィードがテンプレート(テキストファイルの場合)または XSD (XMLファイルの場合)に定義され

たとおり正しくフォーマットされているかどうかをご確認ください。  

 AMTU がフィードタイプを認識できない場合、そのフィードは送信されません。また、ファイル名が必

ず正しい拡張子(テキストファイルであれば拡張子に.txt、および XML ファイルであれば拡張子

に.xml)であることをご確認ください。 

 error log に「ファイルのオプションを実行できません」というエラーメッセージがある場合、サイトフォ

ルダ内の temp フォルダにあるすべてのファイルを削除してください。 

 ご使用のコンピュータがプロキシサーバーを経由してインターネット接続されている場合は、HTTPS 

プロキシポート番号や、その他のプロキシ情報が正しく入力されてることをご確認ください。 

レポートがダウンロードされない 

auditおよび errorログを確認してください。  

 エラーやレポートが 24 時間以上ダウンロードされていない場合は、セラーセントラルの出品者アカ

ウントでレポートが利用可能かどうかをご確認ください。 

 error log に「MWS (文字列) から受信された Content-MD5 HTTP ヘッダーの内容が、リクエスト 

の MD5 に一致しません。」というエラーメッセージがある場合は、セラーセントラルのヘルプページ

にある「お問い合わせ」からテクニカルサポートへお問い合わせください。 

 レポートが利用可能であれば、ヘルプページからテクニカルサポートへお問い合わせください。 

 ご使用のコンピュータがプロキシサーバーを経由してインターネット接続されている場合は、HTTPS 

プロキシポート番号や、その他のプロキシ情報が正しく入力されてることをご確認ください。 

 

http://www.amazon.co.jp/
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テクニカルサポートへのお問い合わせ 

テクニカルサポートへお問い合わせいただく際は、AMTU 2 を使用している旨を必ずお知らせいただき、調査

のため以下の情報をご提供ください。 

 ご使用になられている OSとそのバージョン 

 インストールされている Javaのバージョン 

 インストールされている AMTUのバージョン。GUIの audit logから確認いただけます。 

 GUIまたは AMTUバックグラウンドサービスをご利用されているかどうか。 

 自動的にフィードをアップロード、または自動的に AMTU からダウンロードされたレポートを直接表

示するプログラムをご使用されているかどうか。 

 影響があったサイトのすべてのログ 

 AMTUシステムログ。以下の場所から取得いただけます。 

o Windows: Windows 7の場合は C:\Users\[OSUser]\amtu2 

o Mac: ~/amtu2 (Typically /Users/[OSUser]/amtu2) 

o Linux: ~/amtu2 (Typically /home/[OSUser]/amtu2) 

 アップロードに失敗したフィード 
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ライセンスについて 
 

以下は、AMTU 2 およびそれぞれのライセンスでアクセスできるサードパーティのオープンソース アプリケー

ションの一覧です（英語版のみ閲覧可能です）。 lib ディレクトリのそれぞれのディレクトリにすべてのライセン

スが入っています。ただし、Javaライセンスは、専用の JREディレクトリに保存されています。 

 

Apache 2.0 (Commons, Derby, Log4J) 
                                 Apache License 
                           Version 2.0, January 2004 
                        http://www.apache.org/licenses/ 
 
   TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 
 
   1. Definitions. 
 
      "License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, 
      and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. 
 
      "Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by 
      the copyright owner that is granting the License. 
 
      "Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all 
      other entities that control, are controlled by, or are under common 
      control with that entity. For the purposes of this definition, 
      "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the 
      direction or management of such entity, whether by contract or 
      otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
      outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 
 
      "You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity 
      exercising permissions granted by this License. 
 
      "Source" form shall mean the preferred form for making modifications, 
      including but not limited to software source code, documentation 
      source, and configuration files. 
 
      "Object" form shall mean any form resulting from mechanical 
      transformation or translation of a Source form, including but 
      not limited to compiled object code, generated documentation, 
      and conversions to other media types. 
 
      "Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or 
      Object form, made available under the License, as indicated by a 
      copyright notice that is included in or attached to the work 
      (an example is provided in the Appendix below). 
 
      "Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object 
      form, that is based on (or derived from) the Work and for which the 
      editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications 
      represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes 
      of this License, Derivative Works shall not include works that remain 
      separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, 
      the Work and Derivative Works thereof. 
 
      "Contribution" shall mean any work of authorship, including 
      the original version of the Work and any modifications or additions 
      to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally 
      submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner 
      or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of 
      the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" 
      means any form of electronic, verbal, or written communication sent 
      to the Licensor or its representatives, including but not limited to 
      communication on electronic mailing lists, source code control systems, 
      and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the 
      Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but 
      excluding communication that is conspicuously marked or otherwise 
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      designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution." 
 
      "Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity 
      on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and 
      subsequently incorporated within the Work. 
 
   2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of 
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 
      copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, 
      publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the 
      Work and such Derivative Works in Source or Object form. 
 
   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of 
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, 
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable 
      (except as stated in this section) patent license to make, have made, 
      use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, 
      where such license applies only to those patent claims licensable 
      by such Contributor that are necessarily infringed by their 
      Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) 
      with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You 
      institute patent litigation against any entity (including a 
      cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work 
      or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct 
      or contributory patent infringement, then any patent licenses 
      granted to You under this License for that Work shall terminate 
      as of the date such litigation is filed. 
 
   4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the 
      Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without 
      modifications, and in Source or Object form, provided that You 
      meet the following conditions: 
 
      (a) You must give any other recipients of the Work or 
          Derivative Works a copy of this License; and 
 
      (b) You must cause any modified files to carry prominent notices 
          stating that You changed the files; and 
 
      (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works 
          that You distribute, all copyright, patent, trademark, and 
          attribution notices from the Source form of the Work, 
          excluding those notices that do not pertain to any part of 
          the Derivative Works; and 
 
      (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its 
          distribution, then any Derivative Works that You distribute must 
          include a readable copy of the attribution notices contained 
          within such NOTICE file, excluding those notices that do not 
          pertain to any part of the Derivative Works, in at least one 
          of the following places: within a NOTICE text file distributed 
          as part of the Derivative Works; within the Source form or 
          documentation, if provided along with the Derivative Works; or, 
          within a display generated by the Derivative Works, if and 
          wherever such third-party notices normally appear. The contents 
          of the NOTICE file are for informational purposes only and 
          do not modify the License. You may add Your own attribution 
          notices within Derivative Works that You distribute, alongside 
          or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided 
          that such additional attribution notices cannot be construed 
          as modifying the License. 
 
      You may add Your own copyright statement to Your modifications and 
      may provide additional or different license terms and conditions 
      for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or 
      for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, 
      reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with 
      the conditions stated in this License. 
 
   5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, 
      any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work 
      by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of 
      this License, without any additional terms or conditions. 
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      Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify 
      the terms of any separate license agreement you may have executed 
      with Licensor regarding such Contributions. 
 
   6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade 
      names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, 
      except as required for reasonable and customary use in describing the 
      origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 
 
   7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or 
      agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each 
      Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, 
      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or 
      implied, including, without limitation, any warranties or conditions 
      of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A 
      PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the 
      appropriateness of using or redistributing the Work and assume any 
      risks associated with Your exercise of permissions under this License. 
 
   8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, 
      whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, 
      unless required by applicable law (such as deliberate and grossly 
      negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be 
      liable to You for damages, including any direct, indirect, special, 
      incidental, or consequential damages of any character arising as a 
      result of this License or out of the use or inability to use the 
      Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, 
      work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all 
      other commercial damages or losses), even if such Contributor 
      has been advised of the possibility of such damages. 
 
   9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing 
      the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, 
      and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, 
      or other liability obligations and/or rights consistent with this 
      License. However, in accepting such obligations, You may act only 
      on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf 
      of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, 
      defend, and hold each Contributor harmless for any liability 
      incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason 
      of your accepting any such warranty or additional liability. 
 
   END OF TERMS AND CONDITIONS 
 
   APPENDIX: How to apply the Apache License to your work. 
 
      To apply the Apache License to your work, attach the following 
      boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" 
      replaced with your own identifying information. (Don't include 
      the brackets!)  The text should be enclosed in the appropriate 
      comment syntax for the file format. We also recommend that a 
      file or class name and description of purpose be included on the 
      same "printed page" as the copyright notice for easier 
      identification within third-party archives. 
 
   Copyright 1999-2005 The Apache Software Foundation 
 
   Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 
   you may not use this file except in compliance with the License. 
   You may obtain a copy of the License at 
 
       http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 
   Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
   distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
   WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. 
   See the License for the specific language governing permissions and 
   limitations under the License. 

CDDL 1.0 (JAXB) 
COMMON DEVELOPMENT AND DISTRIBUTION LICENSE (CDDL) Version 1.0 
 
      1. Definitions. 
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            1.1. "Contributor" means each individual or entity that 
            creates or contributes to the creation of Modifications. 
 
            1.2. "Contributor Version" means the combination of the 
            Original Software, prior Modifications used by a 
            Contributor (if any), and the Modifications made by that 
            particular Contributor. 
 
            1.3. "Covered Software" means (a) the Original Software, or 
            (b) Modifications, or (c) the combination of files 
            containing Original Software with files containing 
            Modifications, in each case including portions thereof. 
 
            1.4. "Executable" means the Covered Software in any form 
            other than Source Code.  
 
            1.5. "Initial Developer" means the individual or entity 
            that first makes Original Software available under this 
            License.  
             
            1.6. "Larger Work" means a work which combines Covered 
            Software or portions thereof with code not governed by the 
            terms of this License. 
 
            1.7. "License" means this document. 
 
            1.8. "Licensable" means having the right to grant, to the 
            maximum extent possible, whether at the time of the initial 
            grant or subsequently acquired, any and all of the rights 
            conveyed herein. 
             
            1.9. "Modifications" means the Source Code and Executable 
            form of any of the following:  
 
                  A. Any file that results from an addition to, 
                  deletion from or modification of the contents of a 
                  file containing Original Software or previous 
                  Modifications;  
 
                  B. Any new file that contains any part of the 
                  Original Software or previous Modification; or  
 
                  C. Any new file that is contributed or otherwise made 
                  available under the terms of this License. 
 
            1.10. "Original Software" means the Source Code and 
            Executable form of computer software code that is 
            originally released under this License.  
 
            1.11. "Patent Claims" means any patent claim(s), now owned 
            or hereafter acquired, including without limitation, 
            method, process, and apparatus claims, in any patent 
            Licensable by grantor.  
 
            1.12. "Source Code" means (a) the common form of computer 
            software code in which modifications are made and (b) 
            associated documentation included in or with such code. 
 
            1.13. "You" (or "Your") means an individual or a legal 
            entity exercising rights under, and complying with all of 
            the terms of, this License. For legal entities, "You" 
            includes any entity which controls, is controlled by, or is 
            under common control with You. For purposes of this 
            definition, "control" means (a) the power, direct or 
            indirect, to cause the direction or management of such 
            entity, whether by contract or otherwise, or (b) ownership 
            of more than fifty percent (50%) of the outstanding shares 
            or beneficial ownership of such entity. 
 
      2. License Grants.  
 
            2.1. The Initial Developer Grant. 
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            Conditioned upon Your compliance with Section 3.1 below and 
            subject to third party intellectual property claims, the 
            Initial Developer hereby grants You a world-wide, 
            royalty-free, non-exclusive license:  
 
                  (a) under intellectual property rights (other than 
                  patent or trademark) Licensable by Initial Developer, 
                  to use, reproduce, modify, display, perform, 
                  sublicense and distribute the Original Software (or 
                  portions thereof), with or without Modifications, 
                  and/or as part of a Larger Work; and  
 
                  (b) under Patent Claims infringed by the making, 
                  using or selling of Original Software, to make, have 
                  made, use, practice, sell, and offer for sale, and/or 
                  otherwise dispose of the Original Software (or 
                  portions thereof).  
 
                  (c) The licenses granted in Sections 2.1(a) and (b) 
                  are effective on the date Initial Developer first 
                  distributes or otherwise makes the Original Software 
                  available to a third party under the terms of this 
                  License.  
 
                  (d) Notwithstanding Section 2.1(b) above, no patent 
                  license is granted: (1) for code that You delete from 
                  the Original Software, or (2) for infringements 
                  caused by: (i) the modification of the Original 
                  Software, or (ii) the combination of the Original 
                  Software with other software or devices.  
 
            2.2. Contributor Grant. 
 
            Conditioned upon Your compliance with Section 3.1 below and 
            subject to third party intellectual property claims, each 
            Contributor hereby grants You a world-wide, royalty-free, 
            non-exclusive license: 
 
                  (a) under intellectual property rights (other than 
                  patent or trademark) Licensable by Contributor to 
                  use, reproduce, modify, display, perform, sublicense 
                  and distribute the Modifications created by such 
                  Contributor (or portions thereof), either on an 
                  unmodified basis, with other Modifications, as 
                  Covered Software and/or as part of a Larger Work; and 
                   
 
                  (b) under Patent Claims infringed by the making, 
                  using, or selling of Modifications made by that 
                  Contributor either alone and/or in combination with 
                  its Contributor Version (or portions of such 
                  combination), to make, use, sell, offer for sale, 
                  have made, and/or otherwise dispose of: (1) 
                  Modifications made by that Contributor (or portions 
                  thereof); and (2) the combination of Modifications 
                  made by that Contributor with its Contributor Version 
                  (or portions of such combination).  
 
                  (c) The licenses granted in Sections 2.2(a) and 
                  2.2(b) are effective on the date Contributor first 
                  distributes or otherwise makes the Modifications 
                  available to a third party.  
 
                  (d) Notwithstanding Section 2.2(b) above, no patent 
                  license is granted: (1) for any code that Contributor 
                  has deleted from the Contributor Version; (2) for 
                  infringements caused by: (i) third party 
                  modifications of Contributor Version, or (ii) the 
                  combination of Modifications made by that Contributor 
                  with other software (except as part of the 
                  Contributor Version) or other devices; or (3) under 
                  Patent Claims infringed by Covered Software in the 
                  absence of Modifications made by that Contributor.  
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      3. Distribution Obligations. 
 
            3.1. Availability of Source Code. 
 
            Any Covered Software that You distribute or otherwise make 
            available in Executable form must also be made available in 
            Source Code form and that Source Code form must be 
            distributed only under the terms of this License. You must 
            include a copy of this License with every copy of the 
            Source Code form of the Covered Software You distribute or 
            otherwise make available. You must inform recipients of any 
            such Covered Software in Executable form as to how they can 
            obtain such Covered Software in Source Code form in a 
            reasonable manner on or through a medium customarily used 
            for software exchange. 
 
            3.2. Modifications. 
 
            The Modifications that You create or to which You 
            contribute are governed by the terms of this License. You 
            represent that You believe Your Modifications are Your 
            original creation(s) and/or You have sufficient rights to 
            grant the rights conveyed by this License. 
 
            3.3. Required Notices. 
 
            You must include a notice in each of Your Modifications 
            that identifies You as the Contributor of the Modification. 
            You may not remove or alter any copyright, patent or 
            trademark notices contained within the Covered Software, or 
            any notices of licensing or any descriptive text giving 
            attribution to any Contributor or the Initial Developer. 
 
            3.4. Application of Additional Terms. 
 
            You may not offer or impose any terms on any Covered 
            Software in Source Code form that alters or restricts the 
            applicable version of this License or the recipients' 
            rights hereunder. You may choose to offer, and to charge a 
            fee for, warranty, support, indemnity or liability 
            obligations to one or more recipients of Covered Software. 
            However, you may do so only on Your own behalf, and not on 
            behalf of the Initial Developer or any Contributor. You 
            must make it absolutely clear that any such warranty, 
            support, indemnity or liability obligation is offered by 
            You alone, and You hereby agree to indemnify the Initial 
            Developer and every Contributor for any liability incurred 
            by the Initial Developer or such Contributor as a result of 
            warranty, support, indemnity or liability terms You offer. 
           
 
            3.5. Distribution of Executable Versions. 
 
            You may distribute the Executable form of the Covered 
            Software under the terms of this License or under the terms 
            of a license of Your choice, which may contain terms 
            different from this License, provided that You are in 
            compliance with the terms of this License and that the 
            license for the Executable form does not attempt to limit 
            or alter the recipient's rights in the Source Code form 
            from the rights set forth in this License. If You 
            distribute the Covered Software in Executable form under a 
            different license, You must make it absolutely clear that 
            any terms which differ from this License are offered by You 
            alone, not by the Initial Developer or Contributor. You 
            hereby agree to indemnify the Initial Developer and every 
            Contributor for any liability incurred by the Initial 
            Developer or such Contributor as a result of any such terms 
            You offer. 
 
            3.6. Larger Works. 
 
            You may create a Larger Work by combining Covered Software 
            with other code not governed by the terms of this License 
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            and distribute the Larger Work as a single product. In such 
            a case, You must make sure the requirements of this License 
            are fulfilled for the Covered Software.  
             
      4. Versions of the License.  
 
            4.1. New Versions. 
 
            Sun Microsystems, Inc. is the initial license steward and 
            may publish revised and/or new versions of this License 
            from time to time. Each version will be given a 
            distinguishing version number. Except as provided in 
            Section 4.3, no one other than the license steward has the 
            right to modify this License.  
 
            4.2. Effect of New Versions. 
 
            You may always continue to use, distribute or otherwise 
            make the Covered Software available under the terms of the 
            version of the License under which You originally received 
            the Covered Software. If the Initial Developer includes a 
            notice in the Original Software prohibiting it from being 
            distributed or otherwise made available under any 
            subsequent version of the License, You must distribute and 
            make the Covered Software available under the terms of the 
            version of the License under which You originally received 
            the Covered Software. Otherwise, You may also choose to 
            use, distribute or otherwise make the Covered Software 
            available under the terms of any subsequent version of the 
            License published by the license steward.  
 
            4.3. Modified Versions. 
 
            When You are an Initial Developer and You want to create a 
            new license for Your Original Software, You may create and 
            use a modified version of this License if You: (a) rename 
            the license and remove any references to the name of the 
            license steward (except to note that the license differs 
            from this License); and (b) otherwise make it clear that 
            the license contains terms which differ from this License. 
             
 
      5. DISCLAIMER OF WARRANTY. 
 
      COVERED SOFTWARE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN "AS IS" 
      BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, 
      INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE COVERED 
      SOFTWARE IS FREE OF DEFECTS, MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR 
      PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND 
      PERFORMANCE OF THE COVERED SOFTWARE IS WITH YOU. SHOULD ANY 
      COVERED SOFTWARE PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE 
      INITIAL DEVELOPER OR ANY OTHER CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF 
      ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF 
      WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF 
      ANY COVERED SOFTWARE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS 
      DISCLAIMER.  
 
      6. TERMINATION.  
 
            6.1. This License and the rights granted hereunder will 
            terminate automatically if You fail to comply with terms 
            herein and fail to cure such breach within 30 days of 
            becoming aware of the breach. Provisions which, by their 
            nature, must remain in effect beyond the termination of 
            this License shall survive. 
 
            6.2. If You assert a patent infringement claim (excluding 
            declaratory judgment actions) against Initial Developer or 
            a Contributor (the Initial Developer or Contributor against 
            whom You assert such claim is referred to as "Participant") 
            alleging that the Participant Software (meaning the 
            Contributor Version where the Participant is a Contributor 
            or the Original Software where the Participant is the 
            Initial Developer) directly or indirectly infringes any 
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            patent, then any and all rights granted directly or 
            indirectly to You by such Participant, the Initial 
            Developer (if the Initial Developer is not the Participant) 
            and all Contributors under Sections 2.1 and/or 2.2 of this 
            License shall, upon 60 days notice from Participant 
            terminate prospectively and automatically at the expiration 
            of such 60 day notice period, unless if within such 60 day 
            period You withdraw Your claim with respect to the 
            Participant Software against such Participant either 
            unilaterally or pursuant to a written agreement with 
            Participant. 
 
            6.3. In the event of termination under Sections 6.1 or 6.2 
            above, all end user licenses that have been validly granted 
            by You or any distributor hereunder prior to termination 
            (excluding licenses granted to You by any distributor) 
            shall survive termination. 
 
      7. LIMITATION OF LIABILITY. 
 
      UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER TORT 
      (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL YOU, THE 
      INITIAL DEVELOPER, ANY OTHER CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF 
      COVERED SOFTWARE, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE 
      LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR 
      CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT 
      LIMITATION, DAMAGES FOR LOST PROFITS, LOSS OF GOODWILL, WORK 
      STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER 
      COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN 
      INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS LIMITATION OF 
      LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR PERSONAL 
      INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY'S NEGLIGENCE TO THE EXTENT 
      APPLICABLE LAW PROHIBITS SUCH LIMITATION. SOME JURISDICTIONS DO 
      NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR 
      CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS EXCLUSION AND LIMITATION MAY NOT 
      APPLY TO YOU. 
 
      8. U.S. GOVERNMENT END USERS. 
 
      The Covered Software is a "commercial item," as that term is 
      defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct. 1995), consisting of "commercial 
      computer software" (as that term is defined at 48 C.F.R. 
      § 252.227-7014(a)(1)) and "commercial computer software 
      documentation" as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept. 
      1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 
      through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users 
      acquire Covered Software with only those rights set forth herein. 
      This U.S. Government Rights clause is in lieu of, and supersedes, 
      any other FAR, DFAR, or other clause or provision that addresses 
      Government rights in computer software under this License. 
 
      9. MISCELLANEOUS. 
 
      This License represents the complete agreement concerning subject 
      matter hereof. If any provision of this License is held to be 
      unenforceable, such provision shall be reformed only to the 
      extent necessary to make it enforceable. This License shall be 
      governed by the law of the jurisdiction specified in a notice 
      contained within the Original Software (except to the extent 
      applicable law, if any, provides otherwise), excluding such 
      jurisdiction's conflict-of-law provisions. Any litigation 
      relating to this License shall be subject to the jurisdiction of 
      the courts located in the jurisdiction and venue specified in a 
      notice contained within the Original Software, with the losing 
      party responsible for costs, including, without limitation, court 
      costs and reasonable attorneys' fees and expenses. The 
      application of the United Nations Convention on Contracts for the 
      International Sale of Goods is expressly excluded. Any law or 
      regulation which provides that the language of a contract shall 
      be construed against the drafter shall not apply to this License. 
      You agree that You alone are responsible for compliance with the 
      United States export administration regulations (and the export 
      control laws and regulation of any other countries) when You use, 
      distribute or otherwise make available any Covered Software. 
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      10. RESPONSIBILITY FOR CLAIMS. 
 
      As between Initial Developer and the Contributors, each party is 
      responsible for claims and damages arising, directly or 
      indirectly, out of its utilization of rights under this License 
      and You agree to work with Initial Developer and Contributors to 
      distribute such responsibility on an equitable basis. Nothing 
      herein is intended or shall be deemed to constitute any admission 
      of liability. 

GPL 2 (JAXB) 
                    GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
                       Version 2, June 1991 
 
 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 
 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA 
 Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies 
 of this license document, but changing it is not allowed. 
 
                            Preamble 
 
  The licenses for most software are designed to take away your 
freedom to share and change it.  By contrast, the GNU General Public 
License is intended to guarantee your freedom to share and change free 
software--to make sure the software is free for all its users.  This 
General Public License applies to most of the Free Software 
Foundation's software and to any other program whose authors commit to 
using it.  (Some other Free Software Foundation software is covered by 
the GNU Lesser General Public License instead.)  You can apply it to 
your programs, too. 
 
  When we speak of free software, we are referring to freedom, not 
price.  Our General Public Licenses are designed to make sure that you 
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for 
this service if you wish), that you receive source code or can get it 
if you want it, that you can change the software or use pieces of it 
in new free programs; and that you know you can do these things. 
 
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid 
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. 
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you 
distribute copies of the software, or if you modify it. 
 
  For example, if you distribute copies of such a program, whether 
gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that 
you have.  You must make sure that they, too, receive or can get the 
source code.  And you must show them these terms so they know their 
rights. 
 
  We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and 
(2) offer you this license which gives you legal permission to copy, 
distribute and/or modify the software. 
 
  Also, for each author's protection and ours, we want to make certain 
that everyone understands that there is no warranty for this free 
software.  If the software is modified by someone else and passed on, we 
want its recipients to know that what they have is not the original, so 
that any problems introduced by others will not reflect on the original 
authors' reputations. 
 
  Finally, any free program is threatened constantly by software 
patents.  We wish to avoid the danger that redistributors of a free 
program will individually obtain patent licenses, in effect making the 
program proprietary.  To prevent this, we have made it clear that any 
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. 
 
  The precise terms and conditions for copying, distribution and 
modification follow. 
 
                    GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 
   TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 
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  0. This License applies to any program or other work which contains 
a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed 
under the terms of this General Public License.  The "Program", below, 
refers to any such program or work, and a "work based on the Program" 
means either the Program or any derivative work under copyright law: 
that is to say, a work containing the Program or a portion of it, 
either verbatim or with modifications and/or translated into another 
language.  (Hereinafter, translation is included without limitation in 
the term "modification".)  Each licensee is addressed as "you". 
 
Activities other than copying, distribution and modification are not 
covered by this License; they are outside its scope.  The act of 
running the Program is not restricted, and the output from the Program 
is covered only if its contents constitute a work based on the 
Program (independent of having been made by running the Program). 
Whether that is true depends on what the Program does. 
 
  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's 
source code as you receive it, in any medium, provided that you 
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate 
copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the 
notices that refer to this License and to the absence of any warranty; 
and give any other recipients of the Program a copy of this License 
along with the Program. 
 
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and 
you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 
 
  2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion 
of it, thus forming a work based on the Program, and copy and 
distribute such modifications or work under the terms of Section 1 
above, provided that you also meet all of these conditions: 
 
    a) You must cause the modified files to carry prominent notices 
    stating that you changed the files and the date of any change. 
 
    b) You must cause any work that you distribute or publish, that in 
    whole or in part contains or is derived from the Program or any 
    part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third 
    parties under the terms of this License. 
 
    c) If the modified program normally reads commands interactively 
    when run, you must cause it, when started running for such 
    interactive use in the most ordinary way, to print or display an 
    announcement including an appropriate copyright notice and a 
    notice that there is no warranty (or else, saying that you provide 
    a warranty) and that users may redistribute the program under 
    these conditions, and telling the user how to view a copy of this 
    License.  (Exception: if the Program itself is interactive but 
    does not normally print such an announcement, your work based on 
    the Program is not required to print an announcement.) 
 
These requirements apply to the modified work as a whole.  If 
identifiable sections of that work are not derived from the Program, 
and can be reasonably considered independent and separate works in 
themselves, then this License, and its terms, do not apply to those 
sections when you distribute them as separate works.  But when you 
distribute the same sections as part of a whole which is a work based 
on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of 
this License, whose permissions for other licensees extend to the 
entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. 
 
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest 
your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to 
exercise the right to control the distribution of derivative or 
collective works based on the Program. 
 
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program 
with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of 
a storage or distribution medium does not bring the other work under 
the scope of this License. 
 
  3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, 
under Section 2) in object code or executable form under the terms of 
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Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: 
 
    a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable 
    source code, which must be distributed under the terms of Sections 
    1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, 
 
    b) Accompany it with a written offer, valid for at least three 
    years, to give any third party, for a charge no more than your 
    cost of physically performing source distribution, a complete 
    machine-readable copy of the corresponding source code, to be 
    distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium 
    customarily used for software interchange; or, 
 
    c) Accompany it with the information you received as to the offer 
    to distribute corresponding source code.  (This alternative is 
    allowed only for noncommercial distribution and only if you 
    received the program in object code or executable form with such 
    an offer, in accord with Subsection b above.) 
 
The source code for a work means the preferred form of the work for 
making modifications to it.  For an executable work, complete source 
code means all the source code for all modules it contains, plus any 
associated interface definition files, plus the scripts used to 
control compilation and installation of the executable.  However, as a 
special exception, the source code distributed need not include 
anything that is normally distributed (in either source or binary 
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the 
operating system on which the executable runs, unless that component 
itself accompanies the executable. 
 
If distribution of executable or object code is made by offering 
access to copy from a designated place, then offering equivalent 
access to copy the source code from the same place counts as 
distribution of the source code, even though third parties are not 
compelled to copy the source along with the object code. 
 
  4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program 
except as expressly provided under this License.  Any attempt 
otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is 
void, and will automatically terminate your rights under this License. 
However, parties who have received copies, or rights, from you under 
this License will not have their licenses terminated so long as such 
parties remain in full compliance. 
 
  5. You are not required to accept this License, since you have not 
signed it.  However, nothing else grants you permission to modify or 
distribute the Program or its derivative works.  These actions are 
prohibited by law if you do not accept this License.  Therefore, by 
modifying or distributing the Program (or any work based on the 
Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and 
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying 
the Program or works based on it. 
 
  6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the 
Program), the recipient automatically receives a license from the 
original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to 
these terms and conditions.  You may not impose any further 
restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. 
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to 
this License. 
 
  7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent 
infringement or for any other reason (not limited to patent issues), 
conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or 
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not 
excuse you from the conditions of this License.  If you cannot 
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this 
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you 
may not distribute the Program at all.  For example, if a patent 
license would not permit royalty-free redistribution of the Program by 
all those who receive copies directly or indirectly through you, then 
the only way you could satisfy both it and this License would be to 
refrain entirely from distribution of the Program. 
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If any portion of this section is held invalid or unenforceable under 
any particular circumstance, the balance of the section is intended to 
apply and the section as a whole is intended to apply in other 
circumstances. 
 
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any 
patents or other property right claims or to contest validity of any 
such claims; this section has the sole purpose of protecting the 
integrity of the free software distribution system, which is 
implemented by public license practices.  Many people have made 
generous contributions to the wide range of software distributed 
through that system in reliance on consistent application of that 
system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing 
to distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice. 
 
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to 
be a consequence of the rest of this License. 
 
  8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in 
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the 
original copyright holder who places the Program under this License 
may add an explicit geographical distribution limitation excluding 
those countries, so that distribution is permitted only in or among 
countries not thus excluded.  In such case, this License incorporates 
the limitation as if written in the body of this License. 
 
  9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions 
of the General Public License from time to time.  Such new versions will 
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to 
address new problems or concerns. 
 
Each version is given a distinguishing version number.  If the Program 
specifies a version number of this License which applies to it and "any 
later version", you have the option of following the terms and conditions 
either of that version or of any later version published by the Free 
Software Foundation.  If the Program does not specify a version number of 
this License, you may choose any version ever published by the Free Software 
Foundation. 
 
  10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free 
programs whose distribution conditions are different, write to the author 
to ask for permission.  For software which is copyrighted by the Free 
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes 
make exceptions for this.  Our decision will be guided by the two goals 
of preserving the free status of all derivatives of our free software and 
of promoting the sharing and reuse of software generally. 
 
                            NO WARRANTY 
 
  11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY 
FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN 
OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES 
PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED 
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS 
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD THE 
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, 
REPAIR OR CORRECTION. 
 
  12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING 
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR 
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, 
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING 
OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED 
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY 
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER 
PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 
 
                     END OF TERMS AND CONDITIONS 
 
            How to Apply These Terms to Your New Programs 
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  If you develop a new program, and you want it to be of the greatest 
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it 
free software which everyone can redistribute and change under these terms. 
 
  To do so, attach the following notices to the program.  It is safest 
to attach them to the start of each source file to most effectively 
convey the exclusion of warranty; and each file should have at least 
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. 
 
    <one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> 
    Copyright (C) <year>  <name of author> 
 
    This program is free software; you can redistribute it and/or modify 
    it under the terms of the GNU General Public License as published by 
    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or 
    (at your option) any later version. 
 
    This program is distributed in the hope that it will be useful, 
    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 
    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the 
    GNU General Public License for more details. 
 
    You should have received a copy of the GNU General Public License along 
    with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 
    51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. 
 
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. 
 
If the program is interactive, make it output a short notice like this 
when it starts in an interactive mode: 
 
    Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author 
    Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. 
    This is free software, and you are welcome to redistribute it 
    under certain conditions; type `show c' for details. 
 
The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate 
parts of the General Public License.  Of course, the commands you use may 
be called something other than `show w' and `show c'; they could even be 
mouse-clicks or menu items--whatever suits your program. 
 
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your 
school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if 
necessary.  Here is a sample; alter the names: 
 
  Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program 
  `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker. 
 
  <signature of Ty Coon>, 1 April 1989 
  Ty Coon, President of Vice 
 
This General Public License does not permit incorporating your program into 
proprietary programs.  If your program is a subroutine library, you may 
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the 
library.  If this is what you want to do, use the GNU Lesser General 
Public License instead of this License. 

 


