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概要 
 

Amazon Merchant Transport Utility について 

 

Amazon Merchant Transport Utility（AMTU）は、Amazon にファイルを送信したり、Amazon から

レポートを受信したりするためのサービスです。ディレクトリにファイルをドラッグアンドドロップするだけで操

作することができます。AMTU はバックグラウンドで自動的に実行され、関連ディレクトリから Amazon

にファイルをアップロードしたり、アップロードの結果を取り込んだりできます。さらに、AMTU は Amazon

から注文レポートを取り込むこともできます。 

 

AMTU には、以下に示す複数の利用方法があります。 

 インタラクティブな利用方法として、XML またはテキストファイルを outgoing ディレクトリに保存

し、Amazon に一括で送信できます。 

 分散アプリケーションの一部として利用する場合、正しくフォーマットされた XML またはデータベ

ース出力を outgoing フォルダーに保存し、レポートフォルダーに新しいレポートがないか定期的に

自動チェックすることで、Web サービスのトランスポート層の開発が不要になります。 

 単純に Amazon からのレポートをダウンロードする手段として利用できます。 

 

バージョン 2.6 の新機能 

 推奨される MWS 認証モデルのサポート 

 さまざまなバグの修正 

 32 ビット Windows および Linux オペレーティングシステムのサポートの再導入 

 

バージョン 2.5 での変更 

 UTF-8 エンコードファイルのアップロードのサポート 

 32 ビットシステムのサポート廃止 

 

バージョン 2.4 での変更 

 データログの収集およびアーカイブ機能（データログを Amazon に送信すれば問題の分析に役

立ちます）。 
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バージョン 2.2 での変更 

 出品者が登録されているさまざまな Amazon マーケットプレイスのサイトに別々のフィードを送信

することに対応。たとえば、出品者は 1 つのフィードを Amazon Webstore に送信し、別のフィー

ドを Amazon マーケットプレイスのサイトに送信できます。出品者が複数の Amazon マーケット

プレイスのサイトに登録されている場合、言語固有のフィードを送信することもできます。 

 イタリア語の Amazon マーケットプレイスのサイトのサポートおよびイタリア語の Amazon MWS

エンドポイントのサポート。 

 

バージョン 2.0 での変更 

AMTU 1.0 と同じ基本機能に加え、以下の機能があります。 

 AMTU 2 の単一のインストールにより、複数の出品用アカウントをサポートし、アカウントごとの

設定のカスタマイズも可能 

 Amazon の出品者が使用可能な全フィードフォーマットに対応 

 オプションで利用できるグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）、およびグラフィカルなインス

トール/アンインストールプログラム 

 プログラムの更新の自動チェック 

 Windows、Mac、Linux に対応 

 出品者が別のプログラムを使用してレポートを管理する場合に、出品用アカウントに対して

AMTU レポートのダウンロードを無効化することが可能 

 Amazon マーケットプレイスのサイトをすべての言語に翻訳 
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システム要件 
 

前提条件 

 セラーセントラルのアカウントが有効または統合段階にあること 

 

ハードウェア要件 

 プロセッサー速度：166MHz 以上 

 メモリー：64MB 以上 

 ハードディスク使用可能容量：70MB 以上 

 

ソフトウェア要件 

 

Windows 

AMTU 2.6 は、Java 8 と互換性のある以下のプラットフォームに対応しています。 

 Windows 10（8u51 以上） 

 Windows 8.x（デスクトップ） 

 Windows 7（SP1） 

 Windows Server 2016 
 

Mac 

AMTU 2.6 は、Mac OS X バージョン 10.8.3 以降を実行するインテルベースの Mac に対応しています

（Catalina を除く）。 

 

Linux 

AMTU 2.6 は、Java 8 対応の一般的な Linux インストールに対応しています。 

 

始める前に 

AMTU 1.0 がインストールされている場合は、AMTU 2.6 をインストールする前にアンインストールしてくだ

さい。AMTU 1.0 と AMTU 2 がコンピューターで同時に実行されると、2 つのプログラム間の競合が発生

する可能性があります。アンインストール方法については、本ユーザーガイドの「AMTU 1.0 のアンインスト

ール手順」セクションをご覧ください。 
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AMTU 2 の旧バージョン内にあるヘッドレス GUI アプリケーションは、AMTU の新しいインストールと競合

するため、削除する必要があります。バージョン 2.3 より古い Windows 版の AMTU 2 がインストールさ

れていて、スタートメニュー内に AMTU_Service のショートカットがある場合は、スタートアップフォルダーか

ら削除してください。Windows 7 では、このショートカットは Windows メニュー内にあります。すべてのプ

ログラムを選択して、スタートアップディレクトリを選択します。 

 

必ず AMTU を終了してから、新しいバージョンのインストールを開始してください。 

 

AMTU 2.6 を使用する前に、ご利用のアカウントに対する MWS リクエストを行う権限を AMTU 開発

者に付与する必要があります。以下の手順に従って権限を付与してください。 

 

1. Amazon マーケットプレイス Web サービスの開発者認証ワークフローにアクセスし

ます。 

a. セラーセントラルアカウントにログインしていない場合は、セラーセントラルのログインページ

にリダイレクトされます。AMTU で使用するアカウントの認証情報を使用してログインし

ます。ログイン後、Amazon マーケットプレイス Web サービスの開発者認証ワークフロー

にリダイレクトされます。 

2. AMTU の開発者の名前と ID がすでに入力されています。指示に従ってワークフローを完了し、

出品者 ID、マーケットプレイス ID、および生成される MWS 認証トークンをメモします。 

3. AMTU ヘルプページから AMTU をダウンロードします。 

4. ご利用のマシンに AMTU をインストールし、プロンプトが表示されたら、出品者 ID とMWS 認

証トークンを入力します。適切なサイトグループ（ステップ 2 で取得したマーケットプレイス ID）

を選択します。 

 
  

https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/mws/registration/register.html?signInPageDisplayed=1&devAuth=1&developerName=AMTU&devMWSAccountId=072377657926
https://sellercentral-japan.amazon.com/gp/help/help.html?itemID=G16481
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AMTU 1.0 のアンインストール手順 
 

AMTU 1.0 がインストールされている場合は、AMTU 2 をインストールする前にアンインストールする必要

があります。AMTU 2 のインストーラーでは、AMTU 1.0 が自動的にアンインストールされることはありませ

ん。 

 

Windows 

AMTU 1.0 をアンインストールするには、アプリケーションがインストールされたフォルダー（通常は

C:\Amazon\MerchantTransport）内にある uninstall.bat ファイルをダブルクリックします。これによ

り、AMTU 1.0 サービスがシャットダウンし、すべてのレジストリエントリーと設定が削除されます。AMTU 

1.0 で処理されたレポートやフィードが不要になった場合は、MerchantTransport ディレクトリを削除で

きます。ただし、これらのフォルダーをそのまま放置しても、AMTU 2 のインストールを妨げることはありませ

ん。インストール前にこれらのフォルダーに存在していたファイルを、AMTU 2 が編集または削除することは

ありません。 

 

Mac 

AMTU 1.0 をアンインストールするには： 

 AMTU アプリケーションアイコンをゴミ箱にドラッグします。 

 あるいは、アプリケーションフォルダーから Terminal.appを開きます。 

 環境変数 JAVA_HOMEが設定されていることを確認し、設定されていない場合は割り当てます。

ほとんどの場合、JAVA_HOMEは/usr を指します。Terminal.appで java-versionを呼び出す場

合、Java ランタイムを見つけて、バージョン 1.4.2 以降を返す必要があります。JAVA_HOMEが設

定されていない場合、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 

AMTU 1.0 をアンインストールするには： 

 ターミナルを開きます。 

 環境変数 JAVA_HOMEが設定されていることを確認し、設定されていない場合は割り当てます。

ほとんどの場合、JAVA_HOMEは/usr を指します。ターミナルで java-versionを呼び出す場合、
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Java ランタイムを見つけて、バージョン 1.4.2 以降を返す必要があります。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 
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AMTU 2.6 のインストール手順 
 

Windows 

セラーセントラルから AMTU 2 のインストーラーアプリケーションのファイルをダウンロードし、ファイルをダブル

クリックします。以下の手順に従って、AMTU 2 をインストールします。 

 ようこそ画面が表示されたら、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は、AMTU 2 ソフトウェアライセ

ンス契約に同意する必要があります。 

 保存先ディレクトリの選択画面が表示されます。デフォルトのディレクトリを使用することをお勧

めしますが、必要に応じてディレクトリを変更できます。 

 スタートメニューフォルダーの選択画面が表示されます。デフォルトのディレクトリを使用すること

をお勧めしますが、必要に応じてディレクトリを変更できます。 

 デーモンの画面が表示されます。この画面で、AMTU 2.6 Windows サービスをインストールする

かどうかを選択できます。AMTU を Windows サービスとして選択すると、構成用の Windows

サービスウィンドウが開きます。（詳しくは、「Windows サービスの構成」セクションをご確認くだ

さい）。 

 AMTU 2 がインストールされ、最後の画面でインストールが完了したことを確認できます。AMTU 

2 は、スタートメニューのアイコンを使って起動できます。 

 

Mac 

AMTU 2 Mac ディスクイメージファイルをダウンロードして、ファイルを開き、ファイル内のインストーラーを実

行します。以下の手順に従って、AMTU 2 をインストールします。 

 ようこそ画面が表示されたら、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は、AMTU 2 ソフトウェアライセ

ンス契約に同意してください。 

 保存先ディレクトリの選択画面が表示されます。デフォルトのディレクトリを使用することをお勧

めしますが、必要に応じてディレクトリを変更できます。 

 AMTU 2 がインストールされ、最後の画面でインストールが完了したことを確認できます。AMTU 

2 は、インストール時に選択したディレクトリから起動できます。 
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Linux 

セラーセントラルから AMTU 2 のインストーラーアプリケーションをダウンロードして、ターミナルまたはファイル

システムブラウザアプリケーションからファイルを実行します。以下の手順に従って、AMTU 2 をインストー

ルします。 

 ようこそ画面が表示されたら、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は、AMTU 2 ソフトウェアライセ

ンス契約に同意してください。 

 保存先ディレクトリの選択画面が表示されます。デフォルトのディレクトリを使用することをお勧

めしますが、必要に応じてディレクトリを変更できます。 

 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。この手順で、ローカルの bin ディ

レクトリからインストールディレクトリへのシンボリックリンクを作成します。これにより、システムパ

スを変更せずに AMTU 2 を簡単に起動できます。Amazon ではシンボリックリンクの作成を推

奨していますが、高度な設定がある場合は、インストーラーを使用してシンボリックリンクを作成

しないことを選択できます。 

 AMTU 2 がインストールされ、最後の画面でインストールが完了したことを確認できます。AMTU 

2 は、インストールディレクトリから、またはインストーラーで作成したシンボリックリンクを使用して

起動できます。  
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AMTU 2.6 の設定 
 

初期設定と出品用アカウントの追加 

 

AMTU 2.6 を初めて使用するときはアカウント情報を入力します。また、出品用アカウントを追加すると

きは、そのつどアカウント情報を入力します。 

 

最初の画面で、AMTU 内のアカウントを識別するための別名を入力します。この名前は、どのアカウン

ト情報が表示されているかを後で識別するために使用されます。 

 

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

レイスのサイトと Amazon MWS エンドポイントを決定するために使用されます。 

 

最後に、このアカウントの AMTU ディレクトリ構造を保管するために使用する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「フォルダー構造」セクションを確認してくださ

い。 

 

AMTU の別の出品用アカウントですでに使用されている別名またはドキュメントトランスポートディレクト

リを入力すると、エラーメッセージが表示され、エラーが修正されるまで作業を続行できません。 

 

2 番目の画面に、AMTU が使用しているデフォルトの実行間隔が表示されます。実行間隔はすべて

分単位で表示されます。フィードのアップロード間隔は、以前に送信されたフィードが送信キューから削

除される頻度を決定します。このキューについては、「フィード送信キューについて」セクションで後述しま

す。 フィード結果のダウンロード間隔は、過去に Amazon にアップロードされたフィードのステータスを

AMTU がチェックする頻度を決定します。現在実行中のフィードがない場合、このチェックは発生しませ

ん。このアカウントのレポートダウンロードを無効にしますか？というチェックボックスを選択すると、出品

用アカウントのレポートダウンロード機能がブロックされ、レポートは Amazon で承認されません。レポート

のダウンロード間隔は、未承認のレポートを AMTU がチェックして Amazon からダウンロードする頻度を

決定します。 

 

ほとんどの設定はデフォルト値のままで十分ですが、カスタマイズできるように設定可能な状態になって

います。アプリケーションに必要な最小値は、送信およびリクエストが許可される頻度に対して

Amazon MWS がかける制限から算出されます。この出品用アカウントの代わりに Amazon MWS とや
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り取りする他のプログラムを持っている場合は、出品用アカウントからの過度の接続試行を Amazon 

MWS が制限する可能性があることにご注意ください。Amazon MWS がリクエストを処理する方法に

ついて詳しくは、https://developer.amazonservices.com で Amazon MWS のドキュメンテーションをご

確認ください。 

 

設定の最終画面で、出品用アカウント用の Amazon MWS 認証情報を入力します。 

 MWS 認証トークン 

 Amazon Merchant ID（出品者 ID） 

 

次へをクリックすると、AMTU は Amazon MWS で認証トークンを検証します。AMTU の開発者をまだ

認証していない場合、認証は失敗し、エラーが修正されるまでこの出品用アカウントの設定を続行でき

ません。 

 

Amazon MWS 認証トークンを忘れた場合、または Amazon MWS にまだ登録していない場合は、

MWS の Web サイトを開くボタンをクリックして登録ウェブサイトにアクセスすることができます。MWS

認証トークンの取得について詳しくは、このユーザーガイドの「始める前に」セクションをご確認ください。

Amazon MWS 認証情報を受け取ったら、この画面で認証情報を入力して、出品用アカウントの設定

を完了します。 

 

複数の Amazon マーケットプレイスのサイトの出品用アカウントを持っている場合や、Amazon 

Webstore を持っている場合や、Checkout by Amazon を使用している場合は、それらを「登録済みサ

イト」として AMTU に追加できます。上記を AMTU 出品用アカウントに今すぐ追加する場合は、出品

者アカウント設定ウィザードの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。この操作について

は、本書の「AMTU 出品用アカウントにサイトを追加する」セクションで説明しています。 

 

後で複数のアカウントを設定する必要がある場合は、AMTU に新しい出品用アカウントを追加できま

す。アカウント管理タブを選択し、画面下部にあるアカウントを追加ボタンをクリックして、出品者アカ

ウント設定ウィザードを表示します。 

 

プロキシサーバー経由で AMTU を使用する予定で、まだ AMTU にプロキシサーバーが設定されていない

場合、MWS の認証に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確認を求められたら、は

いを選択します。プロキシ設定を入力する画面が表示されます。AMTU にプロキシ設定を行うときは、

https://developer.amazonservices.com/
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システムの HTTPS 設定情報を使用します。次へをクリックすると、AMTU は Amazon MWS で認証情

報の検証を再試行します。また、後でシステム設定管理タブからプロキシ設定を行うこともできます。 

 

アカウント情報を更新する  

AMTU 2.6 で出品用アカウントを設定した後で、AMTU 出品用アカウントの設定の一部を変更するこ

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すると、現在表示されている出品用

アカウント情報を編集したり、現在表示されている出品用アカウントを AMTU から削除したり、新規

出品用アカウントを AMTU へ追加することができます。 

 

このタブには、画面左側の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で選択されている出

品用アカウントについての関連情報が表示されます。別の出品用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したい出品用アカウントを選択します。 

 

アカウント管理タブで、AMTU の変更ボタンをクリックして、アカウント情報の編集を有効にします。アカ

ウントの Amazon MWS 認証トークンの更新、フィードのアップロードとレポートのダウンロードの接続間隔

の変更、レポートのダウンロードを無効にするかどうかの選択が可能になりました。アカウントの別名また

はデフォルトサイトグループを変更するには、AMTU アカウントを削除し、必要な情報で再作成する必

要があります。AMTU 2.6 から出品用アカウントを削除する方法については、本ユーザーガイドの

「AMTU からアカウントを削除する」セクションを参照してください。 

 

AMTU からアカウントを削除する 

AMTU から出品用アカウントを削除するには、画面左側の表示するアカウントを選択しますドロップダ

ウンメニューで出品用アカウントを選択し、アカウント管理タブを選択して、「AMTU アカウント設定」セ

クションの削除ボタンをクリックします。警告メッセージが表示されます。アカウントを削除する場合は、

はいをクリックします。削除しない場合は、いいえをクリックします。 

 

注意： AMTU 出品用アカウントを削除すると、削除された AMTU アカウントに関連付けられた履歴

にアクセスできなくなります。出品用アカウントに関連付けられているファイルとレポートはお使いのパソコ

ンに残りますが、AMTU の送信済みフィードタブおよび取得済みレポートタブに事前に存在していた履

歴は失われます。 
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削除するアカウントが AMTU で唯一の設定されたものである場合、アカウントが見つからないことを通

知するメッセージが表示されます。その後、AMTU はシャットダウンします。次に AMTU を開くときに、出

品用アカウントを再度設定する必要があります。 

 

AMTU 出品用アカウントにサイトを追加する 

出品用アカウントの設定後、AMTU 出品用アカウントに「サイト」を追加すると、サイトを追加画面を

使用して複数のサイトにフィードを送信できるようになります。サイトを追加画面を開き、出品用アカウ

ント内で追加するサイトを識別するための名前を入力します。 

 

出品用アカウントに複数の Amazon マーケットプレイスのサイトが登録されている場合は、「Amazon マ

ーケットプレイスのサイトを使用する」で Amazon マーケットプレイスのサイトを選択します。 Amazon 

Webstore や、Checkout by Amazon などの標準以外の ID を追加する場合は、「出品者固有のサイ

トを使用」を選択します。新しいマーケットプレイスのサイトを識別するための名前を入力し、提供される

マーケットプレイス ID を入力します。 

 

最後に、追加する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表示されていま

すが、必要に応じて名前を変更できます。選択した名前のディレクトリが、出品用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の下に作成されます。このディレクトリは「production」フォルダーと類似の

構造で、追加するサイトに対してフィードを送信する際に使用されます。 

 

サイト情報を更新する  

登録済みのサイトがある状態で AMTU 2 に出品用アカウントを設定した後、必要に応じてこれらのサ

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

すると、現在表示されているサイト情報を編集したり、AMTU アカウントからサイトを削除したり、

AMTU アカウントに新規サイトを追加することができます。 

 

このタブのサイト情報セクションには、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

選択されているサイトについての関連情報が表示されます。別のサイトまたは別の出品用アカウントの

情報を編集するには、対象となる出品者とサイトを選択します。 

 

アカウント管理タブで、サイト情報エリアの変更ボタンをクリックして、サイトディレクトリの編集を有効に

します。保存されているサイトの名前やマーケットプレイス ID を変更することはできません。サイト情報を
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変更するには、AMTU アカウントからサイトを削除し、必要な情報を使用して再作成する必要がありま

す。AMTU 2 で出品用アカウントからサイトを削除する方法については、「出品用アカウントからサイトを

削除する」セクションで手順と警告をご確認ください。 

 

出品用アカウントからサイトを削除する 

出品用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でア

カウントを選択し、画面左側の表示するサイトを選択ドロップダウンメニューでサイトを選択します。アカ

ウント管理タブを選択し、「サイト情報」セクションの削除ボタンをクリックします。警告メッセージが表示

されます。サイトを削除する場合は、はいをクリックします。削除しない場合は、いいえをクリックしま

す。 

 

注意： AMTU 出品用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関連付けられた履歴に

アクセスできなくなります。サイトに関連付けられているファイルとレポートはお使いのパソコンに残ります

が、これまでに AMTU の送信済みフィードタブおよび取得済みレポートタブに存在していた履歴は失わ

れます。 

 

プロキシ設定の構成 

プロキシサーバー経由で AMTU を利用する場合は、システム設定管理タブからプロキシ設定の構成を

行うことができます。プロキシホスト、ポート、ユーザー名、パスワードの 4 つのフィールドがあります。既存の

プロキシ設定を追加または変更する場合は、変更をクリックします。完了後、設定をテストするときは

テストをクリックします。設定を保存するときは保存をクリックします。また、変更をキャンセルまたはプロ

キシ設定を削除するオプションもあります。 

 

注意： AMTU で使用するプロキシサーバーを設定するときは、HTTPS プロキシ設定情報を使用しま

す。 

 

AMTU のコマンド行設定 

GUI を使用しない、または使用できない環境で運用している場合、AMTU はコマンド行設定ユーティリ

ティを提供します。このユーティリティにより、XML 設定ファイルを使って AMTU 出品用アカウントを追

加、更新、削除できます。設定ツールは、AMTU インストールディレクトリの「Utilities」フォルダー内にあ

ります。設定ツールのドキュメントおよびサンプルの XML 設定ファイルは、AMTU インストールディレクトリ

の「xml」フォルダー内に保存されています。 
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Windows サービスの構成 

AMTU インストールウィザードで「Amazon Merchant Transport Utility Service のインストールサービス」

を選択した場合は、インストールが完了すると、Windows サービスウィンドウが開きます。AMTU サービ

スを見つけて選択し、アクションメニューからプロパティを選択します。プロパティ画面でログインタブを選

択し、「このアカウント」としてログインするためのオプションを選択します。 AMTU をインストールしたユーザ

ーのアカウントユーザー名とパスワードを入力します。OK をクリックし、アクションメニューから開始を選択し

てサービスを開始します。注意： AMTU のインスタンスは一度に 1 つだけ実行できます。サービスを正

常に再開するには、まず AMTU の他のインスタンスを停止します。GUI アプリケーションについても同様

です。サービスを停止するには、コントロールパネルで Windows サービスを開き、特定のサービスを選択

してから、アクションメニューで停止を選択します。 

 

AMTU の旧バージョンがインストールされている場合は、コマンド行設定ツールを使用して、各アカウント

の MWS 認証トークンを更新する必要があります。設定ユーティリティを実行するには、AMTU ディレク

トリに移動し、./configureを実行します。 
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AMTU 2 更新プロセス 
 

AMTU 2 は、AMTU のアップデートをチェック、ダウンロード、およびインストールします。デフォルトでは、

AMTU は起動時に加えて、ほぼ毎日 1 回、自動的にアップデートをチェックします。AMTU 画面の左

上隅にある「Amazon Services」の画像をクリックして、アップデートを手動でチェックすることもできます。 

 

プログラムの更新  

GUI モードでは、AMTU がアップデートの存在をアラートしますが、アップデートをインストールする必要は

ありません。AMTU 2 がアップデートをチェックし、プログラムのアップデートを見つけると、AMTU はそのア

ップデートに関する情報を表示します。 

 

プログラムの更新画面でキャンセルを選択すると、アップデートはダウンロードされません。次へを選択す

ると、お使いのシステムに適切なアップデートがダウンロードされます。ダウンロードが完了すると、アップデ

ートをすぐにインストールするか、後でインストールするかを選択できます。 

 

アップデートをすぐにインストールすることを選択すると、AMTU がシャットダウンし、インストールプログラム

が実行されます。完了したら、AMTU を再開できます。後でアップデートをインストールすることを選択す

ると、後で更新を実行できるようにアップデートファイルがコンピューターに保存されます。 

 

注意： AMTU がサービスモード（GUI モード以外）で実行されている場合、プログラムの更新は無視

され、アラートは送信されません。AMTU のアップデートがないか、セラーセントラルを定期的にチェックす

ることをお勧めします。Amazon では、AMTU の最新ビルドを使用したインストールのみをサポートしま

す。 
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AMTU 2 のアンインストール手順 

AMTU 2 を今後使用しない場合は、提供されるユーティリティでプログラムをお使いのコンピューターから

削除できます。アンインストールプログラムを実行すると、コンピューターからプログラムが削除されますが、

プログラムによってダウンロードされたファイル、アプリケーションで作成したログやデータベースは削除されま

せん。また、後で再度プログラムを使用する場合に備えてアプリケーションが作成したログやデータベース

も削除されません。 

 

Windows 

Windows で AMTU を削除するには、コントロールパネルのプログラムアンインストールツールを使用しま

す。アンインストールのウィンドウが表示されたら次へをクリックします。アンインストールプロセスが完了す

ると、プログラムが正常に削除されたことを示すメッセージが表示されます。 

 

Linux および Mac 

Linux で AMTU を削除するには、AMTU インストールディレクトリの Utility フォルダーに移動します。ター

ミナルまたはファイルシステムブラウザウィンドウで、GUI アンインストーラーが起動します。UninstallAMTUを

実行します。GUI アンインストールプログラムが表示されたら、次へをクリックします。アンインストールプロ

セスが完了すると、プログラムが正常に削除されたことを示すメッセージが表示されます。AMTU のバイ

ナリインストールフォルダーがお使いのコンピューターから削除されます。 

 

プログラムの設定とデータ 

アプリケーションで使用されているプログラム設定やデータを削除する場合は、お使いのシステムのユーザ

ーディレクトリにある amtu2 フォルダーを削除します。たとえば Windows 7 では、このフォルダーは通常

C:\Users\[username]\amtu2 です。Linux では、通常/home/[ユーザー名]/amtu2 です。 
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AMTU を使用する  
 

フォルダー構造 

ドキュメントトランスポートフォルダーには、AMTU 出品用アカウントの設定プロセス中に指定された、

logs と production という 2 つの標準フォルダーがあります。サイトを追加した場合は、そのサイトのフォ

ルダーもこのフォルダーに表示されます。 

 

logs フォルダーには、amtu_audit.log、amtu_error.log、およびアーカイブされたログファイルが保存され

ます。audit log には、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など、

AMTU が実行するすべてのアクティビティが記録されます。error log には、AMTU が上記のアクティビテ

ィを実行しようとしたときに発生した特定のエラーが表示されます。 

 

production フォルダーには以下のフォルダーが含まれます。 

 failed 

 outgoing 

 processingreports 

 reports 

 sent 

 temp 
 

これらのフォルダーは、AMTU のメインコントロールパネルとなります。 

 

フォルダー 説明 

failed 何らかの理由でフィードを Amazon にアップロード

できない場合、AMTU はフィードをこのフォルダー

に移動します。理由は audit log に記載されま

す。これは、Amazon が処理できないフィードでは

なく、アップロードできないフィードについてのログで

す。 

outgoing Amazon にアップロードするフィードファイルはすべ

てこのフォルダーに入れます。このフォルダー内のフ

ァイルが有効であると認識されると、次にバッチ

サービスを実行したときにそのファイルが Amazon
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にアップロードされます。変更日の古いファイルか

ら順にアップロードされます。 

processingreports AMTU は、以下の命名規則を使用して処理レ

ポートをこのフォルダーに保存します。 

PROCESSINGxxxxxx.txt（xxxxxxはバッチ参照番

号）。この番号を使用して、どの処理レポートが

どのフィードかを確認できます。 

reports AMTU は、注文レポートと決済レポートをこのフォ

ルダーに保存します。レポートの種類に応じて名

前が付けられます。 

sent 正常にアップロードされたフィードは、Amazon に

アップロードされた後でここに移動されます。ファイ

ル名が、filename.ext.xxxxxxxxxxx（xxxxxxは

バッチ参照番号）という命名規則に従って変更

されます。 

temp AMTU は、フィードのアップロードおよびレポートの

ダウンロードプロセス中にこのフォルダーを使用しま

す。 

 
 
 

サイトのフォルダーは、production フォルダーと同様に表示され、機能します。ただし、reports フォルダ

ーはありません。対象サイトに影響する上記の操作は、すべてサイトを保存するために指定したフォルダ

ーで処理されます。 

 

ファイルをアップロードする  

AMTU では、ファイルのアップロードが非常に簡単です。特定のサイトの outgoing フォルダーに、アップ

ロードするファイルをドラッグアンドドロップするか、保存するだけです。ファイルの拡張子は、テキストファイ

ルの場合.txt、XML ファイルの場合.xml、gzip 圧縮の.txtまたは.xml ファイルの場合.gzにする必要

があります。それ以外の場合、ファイルはアップロードされません。各ファイルに一意の名前を付けて、ファ

イルを識別しやすくすることを強くお勧めします。 
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自動化されたプログラムでこのフォルダーに直接書き込むことはお勧めしません。次回 AMTU がフォルダ

ーをスキャンするまでに、ファイルのロックが解除されていない可能性があります。フィードファイルを別の場

所に作成してから、そのファイルを outgoing フォルダーに移動する方が安全です。 

 

アップロード処理の実行時に、AMTU がファイルの種類を認識できない、またはその他の理由で

Amazon にファイルをアップロードできない場合、ファイルは failed ディレクトリに移動され、失敗の理由

が audit log に記録されます。フィードが正常にアップロードされると、ファイル名に Amazon バッチ参照

番号が付加され、ファイルは適切な sent フォルダーに移動されます。 

 

処理レポートをダウンロードする  

AMTU 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チェックします。ステータスのチェックは、ス

テータスの更新を audit log に記録しながら、処理レポートが使用可能になるまで継続されます。ステー

タスが「完了」になると、処理レポートが processingreports ディレクトリにダウンロードされます。特定の

処理レポートを見つけるには、sent フォルダー内で、対応する完了フィードのバッチ参照番号が名前に

付いているレポートファイルを検索します。audit log にはバッチ参照番号も含まれます。 

 

注文レポートと決済レポートをダウンロードする 

注文レポートと決済レポートが Amazon から入手できるようになると、これらのレポートは自動的にダウ

ンロードされ、reports ディレクトリに保存されます。詳しくは、本ユーザーガイドの「イベントのタイミング」

セクションをご確認ください。 
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AMTU の仕組み 
 

イベントのタイミング 

デフォルトでは、以下の表に従ってイベントがスケジュールされます。これらの間隔の変更については、本

ユーザーガイドの「AMTU 2 の設定」セクションをご確認ください。 

 

アクティビティ デフォルトのインターバル 

フィードのアップロード 2 分ごと 

処理レポートのチェック 2 分ごと 

注文レポートのチェック 5 分ごと 

決済レポートのチェック 5 分ごと 

 

アップロードプロセスの詳細説明  

 AMTU は、production 内のすべての outgoing フォルダーと、サイトフォルダー

で、.txt、.xml、.gzのファイルをチェックします。 

 AMTU は、送信準備ができているファイルを分析し、最終変更日の順に並べ替えます。これに

より、古いファイルが新しいファイルより先にアップロードされるようになります。 

 フィード送信キューに利用可能な場所があると、AMTU は、前の手順で見つかった最も古いファ

イルのフィードアップロードプロセスをすぐに開始します。このキューについて詳しくは、下記の「フィー

ド送信キューについて」セクションをご確認ください。 

 AMTU は、その次の有効なファイルを temp フォルダーに移動します。無効なファイルタイプのフ

ァイルは、failed フォルダーに移動されます。 

 temp フォルダーに保存されたファイルは、Amazon MWS を使用して Amazon にアップロードさ

れます。ファイルが正常にアップロードされると、Amazon は対応するバッチ参照番号を AMTU

に返します。 

 バッチ参照番号が AMTU に戻ると、対応するファイルが sent フォルダーに移動され、拡張子

にバッチ参照番号を含む名前にリネームされます。 

 バッチ参照番号が返されない場合、またはエラーが検出される場合は、ファイルは failed フォル

ダーに移動されます。失敗の理由は audit log に保存されます。 
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フィード送信キューについて  

Amazon へのフィードのアップロードをより迅速かつ一貫性のあるものにするには、AMTU で、「リーキーバ

ケット」キューを使用して、フィードのアップロードのタイミングを管理します。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ます。Amazon MWS では、「リーキーバケット」アルゴ

リズムの実装を次のように説明しています。 

 

バケットが最大リクエストクォータ（一度に実行できるリクエストの最大数）を表すものとします。バケッ

トの穴は回復レート（新しいリクエストを実行できるようになるまでにかかる時間）を表します。そのた

め、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、Amazon MWS の場合は制限が

かかります。バケットをいっぱいにすると、水が一定速度でバケットから漏れ出してバケットに水を追加で

きるようになるまで、しばらく時間がかかります。そのため、最大リクエストクォータに達した後にさらにリク

エストを送信できるかどうかは、回復レート（新しいリクエストを実行できるようになるまでにかかる時

間）によって管理されます。Amazon MWS による制限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。 

 

1. リクエストクォータ - 制限なしで一度に送信できるリクエスト数。リクエスト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。 

2. 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、リクエス

トクォータが徐々に増加するレート。 

3. 最大リクエストクォータ（バーストレートとも呼ばれる） - リクエストクォータが到達できる最大サ

イズ。 

 

AMTU は同じアルゴリズムを実装し、各出品用アカウントのフィード送信キューを 10 回に制限し、2 分

ごとに 1 回の新規アップロードに回復レートを維持します。出品用アカウントに異なるフィードのアップロ

ード間隔が設定されている場合、その間隔が回復レートとして使用されます。 

 

このキューにより、AMTU は最大 10 個のフィードを一度にアップロードできます。また、アプリケーションを

2 分ごとに 1 回のフィードアップロードに制限していた以前のバージョンよりも速いアップロードレートを維

持できます。 
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処理レポート取得プロセスの説明  

 AMTU は、アップロードされたファイルのうち、ステータスが完了または失敗以外のすべてのファイ

ルのリストを作成し、各ファイルのバッチ参照番号を Amazon に送信します。 

 Amazon から完了以外のステータスが返される場合、ステータスが記録されるだけです。 

 Amazon から完了のステータスが返される場合、AMTU は、Amazon からそのファイルの処理レ

ポートを取得し、processingreports フォルダーに保存します。 

 

レポート取得プロセスの説明  

 AMTU は保留中レポートのリストをリクエストします。 

 新しいレポートがある場合は、AMTU が reports フォルダーにダウンロードします。 

 

AMTU がサポートしているレポートタイプ 

AMTU がサポートしている ReportType 列挙型は以下のとおりです。各タイプについて詳しくは、以下

をご確認ください。

https://docs.developer.amazonservices.com/en_US/reports/Reports_ReportType.html 
 
_GET_ORDERS_DATA_ 
_GET_FLAT_FILE_ORDER_REPORT_DATA_ 
_GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_XML_ 
_GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_ 
_GET_V2_SETTLEMENT_REPORT_DATA_FLAT_FILE_V2_ 
  

https://docs.developer.amazonservices.com/en_US/reports/Reports_ReportType.html
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よくある質問 
 

送信したフィードのステータスを確認するにはどうすればよいですか？  

GUI アプリケーションを使用している場合は、実行ステータスログで必要な情報が得られます。ログにス

テータスが表示されない場合、またはスタンドアローンのプロセスを実行している場合は、ファイル名また

はバッチ参照番号を使用して audit log を確認できます。このステータスは、処理レポートを確認してい

る間、2 分ごとに（または設定した間隔で随時）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すればよいですか？ 

error log を調べて、アプリケーションエラーがないか確認します。エラーにはログ内で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かどうかを確認するにはどうすればよいですか？ 

failed フォルダーを確認してください。フィードがある場合は、そのフィードのファイル名の audit log を確認

してください。失敗の理由は audit log に保存されます。 

 

Amazon でフィードを処理できなかったかどうかを確認するにはどうすればよいですか？ 

processingreports フォルダーで、sent フォルダー内のファイルの名前に付いているバッチ参照番号と同

じ番号の処理レポートを確認します。レポートには、送信されたレコードの数、失敗したレコードの数、お

よびエラーの詳細が表示されます。 

 

AMTU サービスを停止または再開するにはどうすればよいですか？  

 

Windows 

AMTU サービスを停止するには、コントロールパネルから Windows サービスを開きます（システムとセキ

ュリティ、管理ツール、サービスを順に選択）。AMTU サービスを選択し、アクションメニューから停止を選

択します。AMTU サービスを再起動するには、前述の手順で Windows サービスを開き、アクションメニ

ューから開始を選択します。 

 

Mac  

Mac 用の AMTU 2 は GUI 専用で、サービスモードをサポートしていません。AMTU を停止するには、

AMTU をいったん閉じ、アプリケーションを再度開いて再起動します。 
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Linux 

AMTU サービスを停止するには、次のいずれかの方法を使用します。 

 ~/AMTU/Utilities フォルダー内の StopAMTUDaemonをクリック 

 ターミナルを起動し、次のコマンドを実行：~/AMTU/Utilities/amtu_daemon stop  

 

サービスを再開するには、次のいずれかの方法を使用します。 

 ~/AMTU/Utilities フォルダー内の StartAMTUDaemonをクリック  

 ターミナルを起動し、次のコマンドを実行：~/AMTU/Utilities/amtu_daemon start 

 

AMTU を起動時に実行する場合は、スタートアップスクリプトに~/AMTU/Utilities/amtu_daemon start

を追加します。  
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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、管理者権限が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確認してください。詳細については、本ユーザーガイドの「システ

ム要件」セクションをご確認ください。 

 

設定中に認証情報を検証できない 

認証情報が正しくないというエラーメッセージが表示される場合は、正しい Merchant ID（出品者

ID）とMWS 認証トークンを使用していることを確認してください。認証情報が正しくない場合、または

MWS 認証トークンを覚えていない場合は、MWS の Web サイトを開くボタンをクリックして認証トーク

ンを取得します。認証情報の取得について詳しくは、本ユーザーガイドの「始める前に」セクションをご確

認ください。 

 

エラーメッセージがネットワーク接続の問題に関する内容の場合は、以下を確認してください。 

 AMTU 2 を設定しようとしているパソコンから、http://www.amazon.com などの他のウェブサイ

トにアクセスできますか？ できない場合は、ネットワークの接続を確認してください。 

 プロキシサーバーまたはファイアウォールを使用していますか？ その場合は、プロキシまたはファイア

ウォール外のコンピューターから AMTU 2 を起動し、AMTU が Amazon MWS サーバーに直接接

続できるようにする必要がある可能性があります。 

 

フィードが送信されていません 

 フィードのファイル名について audit log と error log を確認してください。フィードが失敗した理

由が一覧表示されます。 

 接続に問題がある場合は、上記の認証情報およびインターネット接続情報を確認してくださ

い。また、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）

に定義されている正しいフォーマットであることも確認します。 

 AMTU がフィードの種類を認識できない場合、フィードは送信されません。また、ファイル名の末

尾が適切な拡張子（テキストファイルの末尾が.txt、XML ファイルの末尾が.xml の場合）で

ある必要があります。 

http://www.amazon.com/
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 error log に「ファイルのオプションを実行できません」で始まるエラーが含まれる場合は、そのサイ

トフォルダーの下にある temp フォルダー内のファイルをすべて削除します。 

 お使いのコンピューターがプロキシサーバー経由でインターネットに接続されている場合は、HTTPS

プロキシのポート番号およびその他のプロキシ情報が正しく入力されていることを確認してくださ

い。 

 

レポートがダウンロードされていません 

1. エラーがないか audit log と error log を確認してください。 

a. error log に、「MWS が送信した Content-MD5 HTTP ヘッダー（[文字列]）が計算

された MD5 と一致しない」という記述がある場合、出品用アカウントのほとんどのペー

ジの下部にあるリンクをクリックして、テクニカルサポートにお問い合わせください。 

2. エラーはなく、レポートが 24 時間より長い間ダウンロードされていない場合は、アカウントでレポー

トが利用可能かどうかをセラーセントラルで確認してください。AMTU では、完了したレポートの

みをダウンロードします。スケジュールされたレポートがキャンセルされた場合、AMTU はそのレポー

トをダウンロードできません。 

3. 他のインテグレーターによってレポートがすでにダウンロードされているため、AMTU がレポートをダウ

ンロードできない場合があります。AMTU が継続的にレポートを取得していない場合は、アカウ

ントに対する権限を付与された開発者のみによるダウンロードであることを確認してください。 

4. お使いのコンピューターがプロキシサーバー経由でインターネットに接続されている場合は、HTTPS

プロキシのポート番号およびその他のプロキシ情報が正しく入力されていることを確認してくださ

い。 

5. AMTU は、MWS で利用可能なレポートの一部をチェックし、ダウンロードします。「AMTU がサ

ポートしているレポートタイプ」セクションを参照して、スケジュールしたレポートが AMTU ダウンロー

ドレポートのいずれかであることを確認してください。 

6. 上記の手順をすべて確認しても、AMTU でダウンロードされていない完了レポートがセラーセント

ラルのページに表示される場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。 

 

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にお問い合わせの際は、AMTU 2 を使用中であることをお知らせの上、AMTU の問

題の診断に必要な以下の情報を提供してください。  
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1. お使いのオペレーティングシステムとバージョン  

2. インストールされている Java のバージョン  

3. インストール済みの AMTU のバージョン。audit log または GUI で確認できます。  

4. GUI または AMTU のバックグラウンドサービスのどちらを使用しているか  

5. アップロード用のフィードを自動生成するプログラム、または AMTU がダウンロードしたレポートを

直接読み取るプログラムがあるかどうか  

6. 影響を受けるサイトのすべてのログ  

7. AMTU のシステムログ。以下の場所で確認できます。  

a. Windows： Windows 7 の場合は通常、C:\Users\[OSUser]\amtu2 

b. Mac：~/amtu2（通常、/ユーザー/[OSUser]/amtu2） 

c. Linux：~/amtu2（通常、/ホーム/[OSUser]/amtu2）  

アクティビティタブのアーカイブログボタンを使用して、アーカイブを生成し、Amazon に送

信して問題の分析に役立てることができます。 

8. アップロードに失敗したフィード 
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ライセンス 
これは、AMTU 2 によってアクセスされるサードパーティのオープンソースアプリケー

ションとそれぞれのライセンスのリストです。  
 

Apache 2.0 (Commons, Derby, Log4J, Ion Java) 
 
                             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" 
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   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 

   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 
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       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. 

   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 
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CDDL 1.0 (JAXB) 
1. Definitions. 

 

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. 

 

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 
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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 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. 
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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 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, 
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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. 

 

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) 
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 
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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. 

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 

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 
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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 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. 
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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. 

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 

 


