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TVPlayer Androidについて

Android携帯でワンセグダビングやワンセグストリーミングを利用いただくためのアプリケーションです。
TVPlayer Androidのご利用前に下記の動作環境をご確認ください。
また、本ソフトのご利用前に本マニュアル文末のライセンス条項をご覧の上、ご了承ください。

動作環境

Android OS 2.1 以降で、ARM Architecture v7、1GHz以上のCPUを搭載した 無改造のAndroid携帯
PCにTVPlayer Android 対応チューナーが接続され、対応視聴ソフトが起動していること
地デジチューナーを利用しているPCがインターネット接続されている事。
地デジチューナーを利用しているPCとAndroid携帯とが Wi-Fi（無線LAN）で通信可能な事
ダビングにはminiSDカードが利用できる状態で必要な空き容量がある事
SDカードのセキュリティ仕様によってダビングが利用できない機種があります。

ご注意：上記条件から外れる機器の場合、インストールできない、動作しないなどのトラブルが発生します。
動作できないことが確認されている機器、状況は以下のとおりです。

機種またはメーカー名 不具合状況 理由

Optimus  L-04C インストールできない ARM v7未対応であるため

シャープ社製品 ダビングはサポートされない SDカードのセキュリティ上の理由による
 

PC側の準備

1.　AndroidデバイスとPCがWi-Fi（無線LAN）による連係利用できる設定であるか確認して下さい。
2.　AndroidデバイスにSDカードが装着されている事、また、PC等にマウントされていない事を確認して
　  ください。
3.　PC側でTVPlayer対応の地デジ用視聴ソフトを起動し、受信できる状態にします（視聴を停止）
　　視聴ソフトが起動されていないとTVPlayerは利用できません。
4.　もし、PC側のファイアウォールを利用している場合は、TCP ポート8278※1を開くか、
　　ファイアウォールをオフにします。

　　以上でPC側の準備は終わりです。

※1　m2TVご利用の場合はポート 8277 (m2TV 1.7x)または8276 (m2TV 2.x) を開いてください。
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TVPlayerの利用方法

TVPlayer対応の視聴ソフトを起動し、TV視聴を中止し、待ち受けの状態
にします。Androidデバイス上でTVPlayerアイコンをタップします。

初めての時は左図のように何も表示されませんので、ウインドウ左上の
[接続]ボタンをタップしてください。

機器によって制限がある場合などではこの画面に情報が表示されます。

TVPlayerはBonjourを使って、ローカルネットワーク内の利用可能なす
べてのTVデバイスをサーチしてリスト表示します。
うまく検索できない時は、「更新」ボタンをタップすれば再度サーバ検
索されます。

左図は二台のコンピュータが表示された状態を示します。

コンピュータ名をタップすると、そのコンピュータ上の視聴ソフト内の
録画番組一覧が表示されます。
図ではコンピュータ名右側に「利用可能」とステータス表示されていま
すが、視聴ソフトでTV視聴していると「動作中」と表示され、接続でき
ませんので、PC側では視聴を中止してください。

サーバーが見つからない場合

TVPlayerはBonjourを利用して、ローカルネットワーク内のTVデバイス
を自動的にサーチします。しかし、ネットワーク内にデータを送り出す
視聴ソフト（サーバ）が見つからない時、左図のエラーが表示されま
す。
[更新]ボタンをタップすると、再度サーバを検索します。
[フルスキャン]ボタンをタップすると、同一ネットワーク内の主要機器IP
をチェックします。
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左図はフルスキャンの様子を示します。

フルスキャンを行っても、サーバが見つからない時は、左図のエラー画
面が表示されます。

この場合の原因は、ご利用のAndroidデバイスとPCが同じネットワーク
にない設定になっているか、設定に誤りがある可能性があります。
無線ルータの設定を再度ご確認ください。

左図の最上段にあるNETWORK:の後ろの番号はご利用のAndroidデバイ
スのプライベートアドレスの一部を示しています。

スキャン後、サーバが見つかった場合は左図のように、 サーバ名ではな
く、そのIP番号が表示されます。

この場合、見かけ上動作する可能性はありますが、本来はBonjourで自
動接続されるはずなので、IPでは認識できるが、Bonjourで認識されな
い状況であり、何らかの不都合が残っていることになります。
ファイアウォールやセキュリティソフトの設定などを、再度、ご確認い
ただくことをお勧めします。

ご注意：「サーバが見つからない」エラー原因の大半は「無線ルータの設定」「セキュリティ
ソフトの設定」に問題がある場合ですので、まずは設定を再度ご確認ください。

初期導入時のトラブルについては14ページの「トラブルが起きたら」に詳しい解説があります
のでご参照ください。
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フルスキャンについて：（技術情報）

フルスキャン実行時にはAndroid端末のIPを参照して、同じプライベー
トクラスの開始アドレス IPの 4番目の値を以下の条件でスキャンして
います。
もし、手動で固定IPを割り当てている場合にはレンジ内に収まるよう
IPを設定してください。

02～32 および 100～132



ライブラリリスト画面（ダビング）

PCと接続されると、PC側で録画された番組一覧がライブラリリスト画
面に表示されます。

ライブラリリスト画面では、番組名左側の  チェックボックスをタッ
プして、ダビングする番組を選びます。

番組指定  は複数選ぶ事もできます。

選択し終われば、 [menu] ボタンをクリックし、ダビング開始ボタンを
タップするとダビングが開始されます。

ご注意
セキュリティ上の理由からダビングがサポートされない機種の場合、番

組名左側の  チェックボックスが選択できません。

カテゴリーによるライブラリの絞り込み

[menu] ボタンをクリックし、絞り込みアイコンをタップすると左図の
ようにカテゴリー一覧が表示されます。任意のカテゴリーを選ぶとその
カテゴリーで絞り込みされたライブラリリストが表示されます。

以下の18カテゴリーが用意されています。

すべての番組、最近2週間の番組、最近1ヶ月の番組、最近3ヶ月の番
組、ニュース、スポーツ、情報・ワイドショー、ドラマ、音楽、バラエ
ティ、映画、アニメ・特撮、ドキュメンタリ・教養、劇場・公演、趣
味・教育、福祉

カテゴリーは各番組の番組情報によって自動的に割り当てられ、手動で
変更する事はできません。

ご注意：
カテゴリーによるフィルタをご利用の際、該当する番組がない時は、ラ
イブラリリストには何も表示されません。
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ダビング

ダビングが始まると左図のようにプログレス画面が現れ、データ転送が行
われます。データ転送時に問題があれば適時メッセージが表示されます。

ご注意：
データ転送中には [ホーム]、[電源] ボタンをクリックしないでください。
誤ってクリックしてしまうと、ダビングが中断される事があります。

ダビングが行えない時は、「転送できませんでした」とメッセージが表示されます。
このような場合、 TVPlayerや視聴ソフトを終了してやり直してみます。

ダビングのステータスアイコン

ライブラリリスト画面の番組リスト左のチェックボックスのアイコンでダビング時の状況を表示します。

アイコン ステータス

データ準備中およびデータ転送中

ダビング成功

ダビング失敗

ダビング残り回数が３回以下になると残りカウント値が表示されます。
合計９回ダビングし終わると、以降、ダビングできなくなります。
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ダビング設定

ライブラリリスト画面が表示されているとき、 [menu] ボタンをクリッ
クすると、左図のようにダビング開始ボタンの下にダビング/ストリーミ
ング設定項目が表示されます。

[副音声を利用する]

「副音声を利用する」がチェックされていると、ダビングする番組に副
音声がある場合は主音声ではなく、副音声でダビングされます。

注意： 視聴ソフトのバージョンによっては「副音声を利用する」の音声
モード切替えが利用できないことがあります。その場合、視聴ソフトの
オーディオ設定で主音声、副音声を指定してください。

番組リスト画面

番組リスト画面ではダビングされた番組一覧が表示されます。
リスト上の番組をタップすれば再生が始まります。

録画番組の左側のサムネールは、元の番組のサムネールが一緒にダビング
されます。

再生ではなく、さらに別の番組のダビングを行うには [接続] ボタンを
タップし、サーバを選びます。
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録画番組のストリーミング

PC上の視聴ソフトを通して、現在放送中の番組や、録画済み番組をダビン
グなしにストリーミング視聴することができます。

ライブラリリスト画面が表示されている時、番組名右端に再生アイコン

が表記されています。再生アイコン をタップするとPC上に保存
された録画番組をストリーミング再生することができます。

ご注意：ご利用の視聴ソフトによってはストリーミングがサポートされな
いことがあります。詳しくはチューナーメーカーにお問い合わせくださ
い。

番組のライブストリーミング

ライブラリリスト画面が表示されている時、ウインドウ下のタブをタップ

して録画番組一覧  と、放送局一覧  を切り替えることができま
す。

放送局一覧  を表示して、放送局名をタップすると放送中の番組をス
トリーミング再生できます。

放送局名を選択して、ストリーミングが開始される時、チャンネル指定や
バッファリングなどの準備時間が必要なのですが、この時間はチューナー
や視聴ソフトによって異なります。（15秒～25秒程度）

ご注意：ご利用の視聴ソフトによってはストリーミングがサポートされな
いことがあります。詳しくはチューナーメーカーにお問い合わせくださ
い。
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番組リストからの削除

番組リスト画面でウインドウ右上の [編集] ボタンをタップします。
サムネールの上には下図のように、中止アイコンが表示され、編集モード
であることがわかります。その状態の時、中止アイコン上をタップすると
削除するか、確認のウインドウが表示され、番組リストからファイルを削
除できます。

ご注意：
この操作は復帰できません。
また、ファイルを削除してもダビングカウントが元に戻る（増える）事は
ありません。

タスク管理

複数のアプリケーションの利用により、ダビングや再生に支障をきたす
ことがあります。

TVPlayerは、サーバー接続画面を表示しようとする時、または再生を始
める時、ほかのアプリケーションの動作状況を検査し、所定以上にバッ
クグラウンド負荷が大きい時は、図のように不要なアプリの終了を促す
ウインドウが表示されます。

タスク管理ボタンをタップするとアプリ終了の為のウインドウが表示され
ます。

上記のタイミングだけでなく、タスク管理はいつでも利用することがで
きます。 

番組リスト画面で [menu] ボタンをクリックし、 情報アイコンをタッ
プし、「タスク管理」ボタンをタップしてください。
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タスク管理の利用

多くのアプリケーションを動作させるとそれらは個々にタスクとしてバッ
クグラウンドでメモリーを消費したり、全体的に速度低下を招くことがあ
ります。

タスク管理ボタンをタップすると、バックグラウンドで動作しているタス
クが一覧表示され、それらを個別に、または一括して終了させることがで
きます。

「全てのタスクを終了」をタップすると一覧表示されているタスクは全て
終了されます。

個別に終了させるには一覧表示の中から終了するタスク名をタップしま
す。

ご注意：アプリケーション名ではなく、タスク名と表現しているのは、ア
プリによっては、複数のタスクを使用するものがあるからです。タスク一

覧表示の中に見慣れない名称があるケースがそれに相当します。

番組情報の表示

番組リスト画面で番組名を長押しすると番組情報が表示されます。
番組情報は放送時に番組とともに保存された内容です。
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情報表示

番組リスト画面で [menu] ボタンをクリックし、 情報アイコンをタップ
すると、図のように使用状況等の各種情報が表示されます。

SD使用容量： SDカードの使用容量 / 全容量です
SD空き容量： SDカードの空き容量（おおよその録画可能時間）です
バージョン： TVPlayerのバージョン
IPアドレス： 利用中のIPアドレス

タスク管理： タスク管理画面を表示

対応ソフト： 対応ソフト名と情報サイトへのリンク

視聴コントロール（ダビング番組）

ダビング済みの番組の再生では再生シークバーをタップ
またはドラッグし、再生ボタンをタップすれば任意の場
所からの視聴が行なえます。

コントローラ右上のアイコンは タップするごとに変化
します。このアイコンは動画の解像度を切り替えるため

のもので、通常は高画質アイコン  を、CPUに余裕

のない機種では低画質アイコン  を使用します。

終了アイコン  をタップすると再生を終了しリストに
戻ります。
また、コントローラ右には通常、標準速度アイコン 

 が表示されていますが、アイコンをタップすると

倍速アイコン  に切り替わり、倍速で再生されま
す。この時、音声も倍速再生となります。
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視聴コントロール（ストリーミング）

ライブ視聴の場合のコントローラも上記と同様に機能し
ますが、シークバーの挙動が異なります。
グリーンのプログレスがストリーミング時に移動を繰り
返しますがトラブルではありません。

ストリーミング再生時には任意の時間にさかのぼってタ
イムシフト試聴が利用いただけます。

コントローラ右上のアイコンは タップするごとに変化
します。このアイコンは動画の解像度を切り替えるため

のもので、通常は高画質アイコン  を、CPUに余裕

のない機種では低画質アイコン  を使用します。

終了アイコン  をタップすると再生を終了しリストに
戻ります。

TVPlayer Androidのご利用上の注意

TVPlayer Androidにはいくつかの制限があります。ご利用いただく際には以下の点にご注意ください。

 ■ AndroidデバイスによってはBonjourによる自動認識が利用できないものがあります。
  この場合のみ、手動によるIP設定をご利用ください。
 ■ 録画状態が悪い場合、ダビングできない、または再生時に音声や映像が乱れる事があります。
 ■ データ放送、字幕放送には対応していません。
 ■ 番組がコピー禁止である場合、ダビング10のルールに従い、ダビングは中止されます。
 ■ SDカードの空き容量に余裕が無い場合、ストリーミングが利用できないことがあります。
 ■ シャープ社製携帯ではセキュリティ上の理由からダビングはサポートされません。
  ダビングではなく、ストリーミングをお楽しみください。
 ■ 機種によってはSDカードのセキュリティ仕様の都合上、ダビングはサポートされません。
  この場合、ダビングではなく、ストリーミングをお楽しみください。
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トラブルが起きたら

TVPlayerとPCが接続できない、PCがリストされない（応答なしと表示される）

ネットワーク接続に係わるトラブルです。　まずは、以下を確認して下さい。

【基本的なチェック】

• TVPlayer対応視聴ソフトは正常に動作できますか、また最新版であるか確認されていますか？
 マック版の場合、視聴ソフトの環境設定で「ダビングをサービスを有効にする」をチェックします。
 また、視聴ソフトのあるPCはインターネット接続されていますか？
 AndroidデバイスとPCは同じネットワーク内で利用されていますか？
• 一度、視聴ソフトとTVPlayerを終了して、起動し直してください。
• ワンセグとフルセグのように同時に複数のチューナーを使用しないでください。
• マックご利用の場合、システム環境設定の共有で、コンピュータ名をiMac等の短いものに変えてみます。
• 無線LANは正しく機能していますか？

　　　　　　　 　このアイコンが表示されている事

【ネットワークが異なる場合】
「応答なし」と表示された上をタップし、【ネットワークが異なります】と表示されるなら、無線ルー
タの設定が原因ですので、以下をチェックします。

チェック方法：　簡易なチェック方法として、PC側のネットワークもWi-Fi接続にしてみます。

それでうまく動作するなら、無線ルータ等、ネットワーク機器の設定に問題があります。
無線ルータと元のモデムルータが別のネットワークとなる設定になっている時のトラブルです。

解決方法-1： 無線ルータの設定をご確認下さい。

無線ルータの設定が正しくないと、PCとAndroidデバイスの接
続ができません。
無線ルータ設定ができていなくてもメールやインターネットはで
きますが、隣り合わせの機器同士の接続や通信ができない状態と
理解ください。

左図は、無線ルータの設定により、グレー部分（有線LAN）と
ブル－部分（無線LAN）が別のネットワークになっていて、
AndroidデバイスとPCが通信できない様子を示しています。
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このような場合で、 無線ルータの設定をご自分で変更される場合は以下のようにします。

•   無線ルータはモデムルータに対してブリッジ接続するまたは、無線ルータ側のDHCPサーバを使用しない設定
にする。

• 無線ルータによっては標準設定でアクセス制限が有効な事がありますので、その場合、TCP ポート 
8276~8278、および、UDP 5353 の接続を許可する。

• 無線ルータがAOSS対応の場合、AOSSを使用しないで、手動設定されることをお勧めします。
（iPhone、iPad は AOSS非対応です）

無線ルータの設定を業者に依頼される場合は、以下のようにご依頼ください。

• 無線ルータ側はDHCPサーバを無効にして、モデム側だけDHCPサーバを有効する。 
• TCP ポート 8276~8278、および、UDP 5353 の接続を許可する。

うまく接続できない場合の多くは無線ルータの設定が原因です

PCもAndroid もインターネットできるから、無線ルータの設定は問題ないはずだとお考えではないでしょうか。
トラブルがあるのは無線ルータの設定が、 以下のような状態になっている可能性があります。

 PC   <<--- 通信できる -->> 無線ルータ
 Android   <<--- 通信できる -->> 無線ルータ
 PC   <<--- 通信できない -->> Android

ネットワークやネットワーク機器の設定方法、無線ルータのファームウエアのバージョン情報などは、ご利用機器
メーカーにお問い合せください。(古いファームウエアの場合、iPhoneとの通信に問題がある機種があります)
私共にルータ設定や機器設定についてお問い合わせいただいてもお答えできる立場にありません。

また、携帯Wi-Fi機器（ポータブルWi-Fi、ポケットWi-Fiなど）については地域や機器によってサービス内容が異
なりますのでサポート対象外とさせていただきます。
詳しい情報や、ご利用方法は、ご利用の携帯Wi-Fi機器 メーカーにお問い合わせください。

【ポートが開かれていない場合】
「応答なし」と表示された上をタップし、【ポートが開けません】と表示されるなら、ポート制限が原
因ですので以下をチェックします。

解決方法-2：　以下のような、ポート制限を行っている可能性のあるソフトウエアをご確認ください。

• PC側でセキュリティソフトやファイアウォールをご利用なら一時的に停止してみます。
または、TCP ポート8276から8278 の接続を許可してください。
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• VCN、共有設定等他のネットワーク関連ソフトウエアや設定でポート制限されていませんか？
• Bonjourの自動接続が機能しない場合、ファイアウォールやセキュリテぅソフト設定、ルータ内のアクセス制限
設定をご確認ください。
または、UDPポート 5353の接続を許可してください。

TVPlayerでPCはリストされるが、ダビングができない

解決方法：　以下のような、ポート制限を行っている可能性のあるソフトウエアをご確認ください。

• PC側でファイアウォールをご利用なら一時的に停止してみます。または、TCP ポート 8276~8278 の接続を許
可してください。
• ウイルスチェッカー等セキュリティソフトでポート制限されていませんか？
• セキュリティソフト、VCN、他のネットワークソフトウエアや設定でポート制限されていませんか？
または、モデムルータ、無線ルータでアクセスセス制限されていませんか？
その場合、 TCP ポート 8276~8278  および、UDPポート 5353の接続を許可してください。

PCが使用中と表示されてダビングできない
 Androidデバイス側でTVPlayer利用中にリスタートした場合などで、PCとの通信ポートが使用中のまま
 になる現象と思われます。一度、視聴ソフトとTVPlayerを終了して、起動し直してください。

PCが動作中と表示されて選択できない
 PC側でTV視聴中の場合、このメッセージが表示されますのでTV視聴や再生を中止して下さい。

サービスが利用できないと表示される
 以下をご確認ください。

• Wi-Fi接続が不安定な状態のとき、このエラーメッセージが表示される事があります。
• 視聴ソフト側でインターネット接続が正常であるか確認してください。
• 極めて稀ですが、番組自身が「コピー禁止」である場合、ダビングは途中で中止されます。
• 視聴ソフト側でシステムの時刻は正常であるか確認してください。（マック版のみ）

 　時刻が正しくないとコンピュータが認証できず、ダビングできません。

この動画形式には対応していませんと表示される
 Android端末のSIMカードを抜いていませんか？
 また、録画状態が良くない場合、正しくダビングや再生ができない事があります。
 サポートされていないAndroidデバイスの場合、このエラーが表示されることがあります。
 SDカードを抜き差しし、接触不良がないか確認して下さい。
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Wi-Fi 接続ができたり、できなかったりする、ダビング転送速度が遅い
 Wi-Fi 感度や周辺のノイズなどの影響を受けやすいので、利用場所によって、内部的に再接続を繰り返す
 状態になり、見かけ上、転送速度が極端に遅くなる事があります。
 可能な範囲で、Wi-Fi 感度の良い場所でのご利用をお願い致します。

 無線ルータ機器によっては、Bonjour通信と相性の悪いものがあるようです。
 もし、Fon等をお持ちなら、テスト的に交換してお試しください。
 無線通信が不安定な場合、TVPlayer側でどうにかなるものではありません。
 原因は無線ルータである可能性が高く、設定や仕様について、ルータメーカーにお問い合わせ下さい。

 【情報 1】
 ご利用環境により、 無線ルータの動作が安定せず、接続が途切れたり、転送速度が遅いなどの現象が見ら
 れることがあります。
 無線ルータの設定で、AOSS設定しない、暗号化はWEPとするなど、無線ルータが安定した状態になるよ
 う設定を変更してみてください。
 インターネットで「Wi-Fi 不安定」などで（クリックでGoogle検索します）検索すると様々な情報が得ら
 れます、また、ご利用機器メーカーのサポートサイトなどを参照されることをおすすめします。

 【情報 2】
 無線ルータの設定は正しくても、近所に他の無線ルータがある場合、混信などで動作が不安定になること
 があります。
 そのような場合、ルータ電源の取り回しの改善（ノイズで不安定になることがあります）や、ルータ設定
 では電波干渉軽減や割り当てチャンネルの変更、設置場所の再考、DHCPサーバ機器のDHCPリース時間
 の変更や手動IP割り当てなどをお試しいただくことをお薦めします。
 （無線ルータの設定方法は機器メーカーにお問い合わせください。） 

ダビングした番組が表示されません
 以下のいずれかが原因と思われます。

• SDカードを初期化した場合、保存された内容はすべて失われます。
• もし、SDカードの内容がコピーしたものなら、何も表示されません。（コピーはできません）
• SDカードをPCにマウントした時、ダビングされたファイルは見えないのですが、ツールソフトなどを
使用して強制的に表示させた場合、必要なファイルが失われて番組が表示されなくなる事があります。

表示されている番組が再生できません
 ダビングしたファイルが壊れているまたは、Android OSが正しく書き込みフラグを認識できていない可
 能性があります。SDカードを抜き差しし直して、Android OSを再起動してみてください。
 また、ご利用の視聴ソフトが最新版であるかご確認ください。

サーバ名をタップすると応答なしと表示される（Windows固有）
 TCP ポートが正しく開かれていない事が原因と思われます。PC側のファイアウォールを利用している場
 合は、TCP ポート8278を開くか、ファイアウォールをオフにします。
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ダビング設定機能が利用できない（機能しない）
 ご利用の視聴ソフトのバージョンをご確認ください。
 新機能のご利用には、対応したバージョンの視聴ソフトが必要です。

下図のようなエラーメッセージが表示され、動作しない

このメッセージは改造されたAndroid端末でTVPlayer Androidを利用し
ようとした際に表示されます。
ROM改造やroot化された「改造機器」では、 TVPlayer Androidは利用
いただけません。
またこのメッセージが出る状況でのサポートはできかねますので、悪し
からずご了承ください。
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TVPlayer Tips

サムネールを付加する

ダビングした録画番組にサムネールがない時、サムネールを追加表示させるには以下の方法をお試しください。

視聴ソフトで、元の番組にサムネールを用意し、再度TVPlayerでコンピュータのライブラリリストを表示させて
ください。再ダビングなしに、サムネールだけが自動的にTVPlayer側に追加されます。

ご注意： 上記、サムネール自動追加機能がサポートされている視聴ソフトはOneTVのみです。
 他の視聴ソフトでの対応状況については、各視聴ソフト提供メーカーにお問い合わせ下さい。

TVPlayer iPhone & TVStream iPad について

iPhoneやiPod touchでもTVPlayerをお楽しみいただけます。
TVPlayer iPhoneについて、詳しい情報はマキエンタープライズ Webサイトをご覧下さい。

iPad専用のTVストリーミングアプリもございます。
 ワンセグチューナー、フルセグチューナーからライブストリーミングをお楽しみいただけます。
詳しい情報はマキエンタープライズ  Webサイトをご覧下さい。
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著作権表示

TVPlayer Android では以下のOpen Sourceライブラリを使用しています。

・OpenAL 1.12 から作成した共有ライブラリ libopenal.so を使用しています。
 OpenAL  http://connect.creativelabs.com/openal/default.aspx
・ffmpeg (revision 16537) をベースに、LGPLライセンスのコンフィギュレーションにて作成した４つの共有ライブラリ  　　
　libavcodec.so, libavformat.so, libavutil.so, libswscale.so を使用しています。
 ffmpeg http://ffmpeg.mplayerhq.hu/
・Pleiade decoding library から作成したスタティックライブラリを使用しています。
　pld-aac-0.1.0.3.tar.gz をベースとした、スタティックライブラリを使用しています。
 Pleiade decoding library  http://pleiade.sourceforge.net/
・BSD形式のOpen Sourceである SSLeay library から作成したスタティックライブラリを使用しています。openssl-1.0.0 
　をベースに、スタティックライブラリを使用しています。　　
 openssl  http://www.openssl.org/

TVPlayer Android ライセンス条項

TVPlayer Androidプログラムは以下のライセンス条項を承諾いただくことによりご利用いただけます。
ご利用を開始することはライセンス条項を了承いただいたことと判断されます。

TVPlayer Android ソフトウエア、およびマニュアル等、添付書類（以下、それら全てを総称して製品と呼ぶ）は、株式会社マ
キエンタープライズ（以下、マキと呼ぶ）の著作物として登録されています。日本国内において、ご利用者は改造、改変されて
いないAndroidデバイス上でのみ製品を使用することができます。マキの書面による事前の同意なしでは、製品の一部または全
部をソフトウエアの通常使用の目的以外には複製することはできません。製品には商業的機密が含まれており、ご利用に際し
て機密を故意に漏洩することは許されません。複製には他言語への翻訳、異なる媒体への転送、書式変更、解析行為、類似製
品または派生製品の開発が含まれます。本ライセンスは廃棄されるまで有効とします。ご利用者がライセンス条件に不誠実な行
為を行った時点でライセンスは予告無く廃棄されます。また、製品を破壊することでライセンスを廃棄することができます。
マキは製品の用途を問わず仕様、特性に関して一切の情報提供、明示または黙示の品質、性能の保証を行いません。製品は、
あるがままの仕様、能力で配布または販売されたものであり、製品の品質、仕様、性能に関する全責任はご利用者が負担する
ものとします。理由の如何を問わず、また、その内容にかかわらず製品の使用の結果に対してマキは一切の責を負いません。ま
た、製品の欠陥の結果発生するあらゆる損害および、結果から派生する費用に関して一切の責を負いません。マキ、マキの販
売店または提携先およびその社員は本保証範囲に関し、あらゆる修正、追加、拡大解釈などを行うことはできません。

株式会社マキエンタープライズ
©2008-2012 MAKI Enterprise Inc.
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