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このたびは、東芝太陽光発電システムをご導入いただきましてまこと
にありがとうございます。
この取扱説明書では、東芝太陽光発電システム用コミュニケーション
ユニットの機能、使い方、トラブル対処方法、およびお手入れのしか
たについて解説します。
ご使用になるときは、本書をよくお読みいただき正しくお取り扱い
ください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
本書は、いつでも利用できるように大切に保管してください。
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〒 105-8001 東京都港区芝浦 1-1-1
※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

日 本 国 内 専 用  
Use only in Japan

東芝住宅用太陽光発電システム ご相談センター
< 受付時間 > 9:00 ～ 17:00（土日祝祭、年末年始を除く）

個人の 
お客様窓口

［固定電話の場合］ ［携帯電話・PHS・IP 電話の場合］

0120-402743 03-5352-7657
（通話料：有料）

法人の 
お客様窓口

販売店、施工店、報道関係などのお客様はこちらまで

03-5352-7623
（通話料：有料）

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。 
また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used 
in any other country.
No servicing is available outside of Japan.
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こんなことができます
コミュニケーションユニットは、REGZA®、コンピュータ、iPad、iPhone を表示モニタとして
接続し、次のようなことができます。

やりたいこと 参照先 確認 /設定できること

今日の発電状況を知りたい 「今日の実績」で確認できます。
参照
「4.2今日の実績を確認する」（35ペー
ジ）

今日の発電電力量、消費電
力量、売電電力量、買電電
力量

消費目標電力量の達成度を
確認したい

「消費目標達成状況」で確認でき
ます。
参照
「4.3消費目標達成状況を確認する」
（36ページ）

消費目標電力量の達成状況
（月間）

過去の電力状況を確認した
い

「過去の実績」で確認できます。
参照
「4.4過去の実績を確認する」（38ペー
ジ）

過去の発電電力量、消費電
力量、売電電力量、買電電
力量（日間、月間、年間）

発電目標量を設定したい 「イベント設定」で設定できます。
参照
「4.7.3イベント設定」（62ページ）

発電目標量の設定

消費目標電力量を設定した
い

「消費目標設定」で設定できます。
参照
「4.7.4消費目標設定」（64ページ）

消費目標電力量の設定

発電量、発電期間の達成状
況を確認したい

「お知らせ」で確認できます。
参照
「4.5お知らせを確認する」（47ペー
ジ）

発電量達成状況
発電期間達成状況

異常がないか調べたい 「機器情報」で確認できます。
参照
「4.6機器情報を確認する」（51ペー
ジ）

電圧上昇抑制履歴
温度上昇抑制履歴
異常履歴

設定を変更したい 「設定」で変更できます。
参照
「4.7各種設定を行う」（56ページ）

コミュニケーションユニッ
トの各機能の設定
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商標について
Microsoft、Windows、InternetExplorer は、米国MicrosoftCorporationの米国およびそ
の他の国における登録商標または商標です。
REGZAは、株式会社東芝の登録商標または商標です。
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安全上のご注意
～最初に必ずお読みください～
本製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、
安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。
次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明
表示 表示の意味

警告
「誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重傷 (*1) を負う可能性のあ
ること」を示します。

注意
「誤った取り扱いをすると人が傷害 (*2) を負う可能性、または物的損害 (*3) の
みが発生する可能性のあること」を示します。

*1重傷とは、失明やケガ、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を
要するものをさします。

*2傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、ケガ、やけど、感電などをさします。
*3物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の意味
表示 表示の意味

禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

指示（必ず従う必要のある内容）を示します。
具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

警告もしくは、注意を示します。
具体的な警告・注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
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取り扱い全般について

警告

分解禁止

.分解、改造、修理しないこと
感電、火災、ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店にご依
頼ください。

禁止

.発火物を近づけたり、可燃性ガスを含むスプレーを吹き付けないこと
発火、爆発の原因となります。
.ぬれた手で触れないこと
感電、ケガ、機器故障の原因となります。
.通電中はスライドカバーを開けたり、内部を手で触れないこと
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。
.ケーブル引込口やスリットなどのすき間から指を入れないこと
感電、ケガの原因となります。
.内部に物（電線くず、棒、針金など）を入れたり、差し込まないこと
感電、火災の原因となります。
.水などの液体をかけないこと
感電、火災の原因となります。

指示

.スライドカバーを取り付けてから、分電盤の太陽光発電用ブレーカを
ONにすること
スライドカバーを取り付けずに、分電盤の太陽光発電用ブレーカをON
にすると、感電の原因となります。太陽光発電用ブレーカの場所につい
ては、本製品設置時に工事店に確認してください。
.もし、煙が出ている、変なにおいがする、異常音がするなどの異常が発
生した場合は、すぐに分電盤の太陽光発電用ブレーカをOFFにすること
そのまま使用すると、火災の原因となります。お買い上げの販売店に修
理をご依頼ください。

注意

指示

.本製品に触れる前にアルミサッシやドアノブなどの身近な金属に手を触
れるなどして身体の静電気を取り除くこと
本製品は、静電気によって故障、破損することがあります。
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設置について

警告

禁止

.損傷したり、部品が欠けている場合は使用しないこと
感電、火災の原因となります。
.可燃物を近くに置かないこと
もし、故障などで発火した場合に、火災の原因となります。
.水などの液体のかかる場所に取り付けないこと
感電、火災の原因となります。

指示

.取扱説明書に定められた環境条件で使用すること
それ以外の条件で使用すると故障の原因となります。
.スライドカバーを取り外した状態で使用しないこと
感電の原因となります。
.付属品や接続先の機器は弊社指定品を使用すること
それ以外を使用すると、事故の原因となります。

注意

禁止

.運搬時、スライドカバーをもたないこと
スライドカバーがはずれて本体が落下し、ケガの原因となります。
.次のような場所には設置しないこと
•.見通しの悪いところ
•.ストーブなどの火気のそば
•.直射日光の当たるところ
•.使用温湿度範囲（温度 -10～ +40℃、湿度30～ 85%RH結露なし）以外のと
ころ
•.押し入れ、階段の下、屋根裏など、通風を妨げて、使用条件の温度を超えるよう
な狭いところ
•.浴室などの水蒸気、結露のあるところ
•.油蒸気のあるところ
•.温度変化が激しいところ
•.屋外や軒下などの雨水があたるところ
•.積雪、浸水のおそれのあるところ
•.潮風にさらされるところ
•.標高 1000m以上のところ
•.揮発性、可燃性、腐食性およびその他の有毒ガスのあるところ
•.振動、衝撃のあるところ
•.塵埃（オガ屑、ワラ屑、粉塵、砂塵、綿ホコリ、金属粉など）が一般家庭の屋内
と比較して多いところ
•.金属・金具類に覆われた場所、金属の壁への設置、金属の机の上、金属製品のそば、
電話機・FAX・コンピュータ・コンピュータ周辺機器・テレビ・電子レンジ・IH
製品の近く
•.クモやアリなどケーブル引込口やスリットから虫が進入するおそれがあるところ
内部部品の破壊、発火による機能障害や火災の原因となります。
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注意

指示

.下記の設置スペースを確保し、設置スペースより内側に物を置いたり、
左右側面にあるスリットをふさがないこと

100mm

300mm

100mm

100mm

内部の放熱が不十分となり、発煙、発火の原因となります。
.スライドカバーの取り外しおよび取付けの際には、ケーブル引込口のバ
リなどで、手を傷つけないように注意すること
ケガの原因となります。
バリがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
.スライドカバーをはずすときは、必ず分電盤の太陽光発電用ブレーカを
OFFにすること
.配線後は、スライドカバーを必ず元通りに取り付けること
.本体質量（約510g）に耐えられるところに取り付けること
耐えられないところに取り付けると、本体が落下し、故障やケガの原因
となります。

配線について

警告

指示

.電気工事はお買い上げの販売店または専門業者に依頼すること
専門知識がない方が配線を行うと火災や感電の原因となります。
.据え付けてから配線すること
据え付ける前に配線すると、感電、ケガの原因となります。
.配線する前に、分電盤の太陽光発電用ブレーカをOFFにすること
分電盤の太陽光発電用ブレーカをOFFにせずに配線すると、感電の原因
となります。
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保守点検について

警告

禁止

.部品交換しないこと
感電、火災、ケガの原因となります。部品交換は、お買い上げの販売店
にご依頼ください。

指示

.定期的に保守点検を実施すること
保守点検をしないと異常や故障を発見できずに事故の原因となります。
保守点検はお買い上げの販売店にご依頼ください。

清掃について

注意

禁止

.本製品の外側の清掃には、有機溶剤（シンナー、ベンジンなど）、強アル
カリ性物質、および強酸性物質を使用しないこと
変色や機器故障の原因となります。

保管について

注意

指示

.本製品を保管する場合は、温度 -10℃～ +50℃、湿度25～ 85%RH
の環境で保管すること

廃棄について

注意

指示

.本製品を廃棄する場合は、お買い上げの販売店に依頼すること
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無線 LANについて
本製品は無線 LANモジュールを搭載しています。無線 LANモジュールの使用周波数帯は
2.4GHz 帯です。この周波数では電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無
線局、工場の製造ラインなどで使用されている免許を要する移動体識別用の構内無線局、免許
を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用さ
れています。
1	 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してく

ださい。
2	 万が一、無線 LANモジュールと「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、

速やかに無線 LANモジュールの使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、
または製品の運用を停止（分電盤の太陽光発電用ブレーカをOFFにして電波の発信を
停止）してください。（使用チャンネルは、無線 LANアクセスポイント側で変更して
ください。）

3	 その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お買
い上げの販売店へお問い合わせください。

無線の電波の通信距離は、壁の材質・見通し、また環境などの条件により異なります。隣接す
る部屋でも通信できないことがあります。
無線 LANは無線によりデータを送受信するため、盗聴や不正なアクセスを受ける恐れがあり
ます。無線 LANを使用するにあたってはその危険性を十分に理解したうえ、データの安全を
確保するためセキュリティ設定を行ってください。
2.4GHz 帯無線 LANで使用できるチャネルは1～13chです。
本製品に搭載している無線 LANモジュールは電波法に基づき、特定無線設備の認証を受けて
おりますので免許を申請する必要はありません。ただし、以下のことは絶対に行わないでくだ
さい。

　無線 LANモジュールを分解したり、改造すること
　無線 LANモジュールに貼り付けてある認証ラベルをはがしたり、改ざんなどの行為を
すること
　本製品を日本国外で使用すること

　これらのことに違反しますと法律により罰せられることがあります。
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ご使用に際してのご承諾事項

保証について

保証期間
本製品の保証期間は、お買い上げの日から1年間です。

保証の範囲
上記保証期間中に当社側の責において本製品に故障を生じた場合は、故障品の修理対応を修理
工場にて無償で実施いたします。ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象
範囲から除外いたします。
1	 取扱説明書に記載の使用方法、およびご注意に反する取り扱いによって生じた故障、

損傷の場合
2	 ご指定場所納入後の輸送、移動時の落下や衝撃など、取り扱いが適当でないために生

じた故障、損傷の場合
3	 火災、地震、水害、落雷、その他の天災、または異常電圧などによる故障、損傷の場合

4	 接続されている他の機器に起因する故障、損傷の場合

5	 当社以外による改造または修理による場合
本製品の故障または使用によって生じた、保存データの消失、破損などについて保証するもの
ではありません。

その他の特記事項
本製品に起因して生じた損害に関しては、当社はいかなる場合も責任を負いません。
本製品を人命や財産に危険が及びうる用途また高度な安全性が必要な用途には使用しないでく
ださい。
本製品は計量法に定める指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありませんので、電力
量などの証明には使用できません。
本製品は日本国内でのみ使用されることを前提にしています。日本国外での使用はできません。
本製品の日時は2037年まで設定できます。本製品の日時において、2038年以降は正常に
使用することはできません。
本書の記載内容は平成23年7月現在のものです。
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本書の見かた

本書の記号の見かた
記号 説明
ご注意 操作上のご注意や制限事項を記載しています。
メモ 機能などの補足説明や参考にしていただきたいことを記載しています。
参照 関連する内容が記載されている本書中の項目のタイトルとページ数を記載しています。

本書の表記について
本書では、パーソナルコンピュータを「コンピュータ」と表記します。
本書では、コミュニケーションユニットに接続するREGZA®、コンピュータ、iPad、iPhone
を総称するときは「表示モニタ」と表記します。
本書では、次の項目をカギ括弧（「」）で囲んで表記します。

表示画面の画面タイトル、メニュー、項目、設定値、ボタン
本書中の参照先のタイトル
コンピュータに表示されるダイアログボックスとそのボタン
IP アドレス
強調したい語

本書では、表示モニタに表示される画面のメニュー階層を「>」でつなげて表記します。
例：「機器情報」>「異常履歴」
本書で「～を選択する」と表記するとき、表示モニタによって次の動作を示します。

REGZA
リモコンの十字キーを使用して対象項目にカーソルを移動し、決定ボタンを押す
コンピュータ
対象項目にマウスのポインタを合わせてクリックする
iPad/iPhone
対象項目をタップする

本書で使用する画面について
本書では、コンピュータの次の環境で表示される画面を使用しています。
OS：Microsoft®Windows®XP(ProfessionalVersion2002SP3)
ブラウザ：WindowsInternetExplorer®7(7.0.5730.13)

使用する表示モニタによって、本書の画面と表示が一部異なることがあります。
本書で使用する画面では発電開始日が「2009年 07月 01日」と表示されていますが、本製
品では「2010年 01月 01日」からのみ設定できます。
TOP画面は、3パターンからお選びいただけます。本書では、初期設定の「パターン1」を例
に使用しています。
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1.. 本製品について
コミュニケーションユニットは、太陽光発電システムの状態を確認するための機器です。
発電電力量、消費電力量、売電電力量、買電電力量といった各電力情報の収集、計測を行い、表
示モニタに今日の実績、および過去の実績を表示します。
また、それらの情報をもとに省エネのお手伝いをします。

1.1	 主な特長
無線通信対応
ブロードバンド放送対応REGZA®、コンピュータ、iPad、iPhone といったさまざまなネッ
トワーク対応機器を表示モニタとして使用可能
ご家庭内の電力情報を表示（発電電力、消費電力が大きく変動する場合は、表示が一致しない
ことがあります）
省エネガイド機能搭載（消費電力量の目標を設定し、グラフで達成状況を確認できます）
TOP画面のパターンが変更可能

1.2	 太陽光発電システムについて
太陽光発電システムは、太陽光をご家庭で使用できる電力に変換して利用する、環境にやさしい
システムです。次のようなしくみになっています。
①屋根の上に設置した太陽電池モジュールで太陽光から直流電力をつくる
②接続箱を介して、発電した直流電力をパワーコンディショナに送る
③パワーコンディショナで直流電力をご家庭で使用できる交流電力に変換する
④パワーコンディショナから送られた交流電力を、分電盤からご家庭内の電気製品に送る

太陽電池モジュール

接続箱

パワー
コンディショナ

分電盤

無線LAN
アクセスポイント
（本製品に付属）

ご家庭内の電気製品へ

電力の流れ

WAN LAN WLAN WPS PWR

表示モニタ
（例：REGZA）

①

②

③

④

コミュニケーションユニット
（本製品）
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1.2.1. 電力と電力量

.■電力とは
時間によって値が変化する瞬間的な電気エネルギー量を表す値です。
単位は、「kW」（キロワット）で表します。
表示モニタでは、現在の発電電力、消費電力、売電電力、買電電力をこの単位で表します。

.■電力量とは
一定期間における電力の積算量を表す値です。
単位は、「kWh」（キロワットアワー）で表します。
たとえば、4kWの電力を3時間使用し続けたときの消費電力量は、次の計算式で算出します。
4kW×3h＝ 12kWh
表示モニタでは、日間、月間、年間など、一定期間の各積算電力量をこの単位で表します。

1.2.2. 売電と買電
太陽光発電システムでは、発電した電力をご家庭内で使用するだけでなく、電力会社との間で電
力を売買することによって、安定した電力を確保しながら、発電した電力を無駄なく活用できます。

.■売電とは
日中は、発電した電力をご家庭内で使用し、余った電力を電力会社へ売ります。
これを「売電」といいます。

分電盤
ご家庭内の電気製品へ

電力の流れ

WAN LAN WLAN WPS PWR

電
力
会
社

売電用
メータ

余った電力を売電！
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.■ 買電とは
発電が行われない夜間や、雨天などの発電量が少ないときは、電力会社から電力を買って使用します。
これを「買電」といいます。

分電盤
家庭内の電気製品へ

電力の流れ

WAN LAN WLAN WPS PWR

電
力
会
社

買電用
メータ

足りない電力を買電

.■一日の発電電力・消費電力の流れと売電・買電
下記のグラフは、一般家庭での一日の発電電力・消費電力の流れと売電・買電の状態を表したも
のです。

※資源エネルギー庁ホームページより（http://www.enecho.meti.go.jp/index.htm）

メモ
このグラフはイメージです。地域や条件により異なります。
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1.3	 コミュニケーションユニットと付属品
本製品の構成は次のとおりです。

名称 /形状 付属数 名称 /形状 付属数
コミュニケーションユニット 1台 RS485通信ケーブル（5m） 1本

電流センサ 2個 電流センサ用ケーブル（5m） 1本

無線 LANアクセスポイント 1台 無線LANアクセスポイント付属品

製品構成：
AC アダプタ、LAN ケーブル（0.5m）、は
じめにお読み下さい、セットアップガイド、
FAQ、保証書（1年間）、説明書との相違点に
ついて、電波法ステッカー

1箱

圧着端子 4個 絶縁キャップ 3個

丸木ネジ 3本 取扱説明書（本書）
※補足説明書付

1冊

ご注意
工事店がコミュニケーションユニットを設置します。ご自身で設置しないでください。
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1.4	 各部のなまえ

.■正面

①
④

③②

⑤

①スライドカバー
スライドカバーをはずすと、インタフェース部があります。

②電流センサ用ケーブル接続口
電流センサ用ケーブルを接続します。

③LANケーブル接続口
ネットワーク設定時にコミュニケーションユニットと表示モニタを有線接続する場合に、
LANケーブルを接続します。

④RS485通信ケーブル接続口
RS485通信ケーブルを接続します。

⑤端子台（アクリルカバー付）
電源を接続します。決して触れないでください。

警告

禁止

.通電中はスライドカバーを開けたり、内部を手で触れないこと
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

注意

指示

.スライドカバーをはずすときは、必ず分電盤の太陽光発電用ブレーカを
OFFにすること
感電の原因となります。
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.■側面
左側面 右側面

⑥ ⑥
⑦

⑥スリット
コミュニケーションユニット内部の熱を放出します。

⑦PLラベル
安全上のご注意を記載しています。記載事項を守ってご使用ください。
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2.. 準備する
この章では、コミュニケーションユニットを設置してから、表示モニタと接続するところまでの
説明をします。

2.1	 コミュニケーションユニットを設置する
工事店がコミュニケーションユニットを設置します。ご自身で設置しないでください。
ご注意
コミュニケーションユニットの周辺（上面、左面、右面から100mm以内、下面から300mm以内）に物
を置かないでください。また、点検時の作業のため、前面に障害物を置かないでください。
横にしたり、傾けたりして取り付けないでください。
磁石など磁力を発するものを近づけないでください。

2.2	 コミュニケーションユニットと表示モニタを接続する
コミュニケーションユニットの情報は、REGZA®、コンピュータ、iPad、iPhone などの表示モ
ニタのブラウザ画面で表示させます。
コミュニケーションユニットと表示モニタは、付属の無線 LANアクセスポイントを介して接続
します。
工事店がコミュニケーションユニット設置時に、コミュニケーションユニットと無線 LANアク
セスポイントを接続します。
ここでは、無線 LANアクセスポイントと表示モニタを接続する方法を説明します。
参照
接続例として付属の補足説明書（セットアップガイド）もあわせてご覧ください。

2.2.1. 表示確認環境について
付属の補足説明書（表示確認環境一覧）をご覧ください。

REGZA を使用する場合
ご注意
ブロードバンド放送対応でない機種では表示できません。
ブロードバンド放送対応機種であっても、動作や表示が正常に行われないことがあります。

メモ
補足説明書（表示確認環境一覧）のOS、ブラウザ、機器の組み合わせであっても条件によって、動作や表
示が正常に行われないことがあります。詳しくはご相談センターにお問い合わせください。
無線 LANアクセスポイントは、付属の無線 LANアクセスポイントを使用してください。付属の無線 LAN
アクセスポイント以外を使用した場合は、動作が正常に行われないことがあります。
ブラウザの設定（文字のサイズなど）は、デフォルトの設定で使用してください。設定を変更すると正常に
表示できないことがあります。
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2.2.2. 無線 LANアクセスポイントと表示モニタを有線接続する場合
無線 LANアクセスポイントと表示モニタを有線接続して、コミュニケーションユニットの情報
を確認できます。

無線LANアクセスポイント

LANケーブル

表示モニタコミュニケーションユニット

無線接続 有線接続

1	 無線 LANアクセスポイントと表示モニタを LANケーブルで接続する

DC 5VDC 5V

無線LANアクセスポイント

LANケーブル

表示モニタ

LANポート

WANポート

メモ
表示モニタはお使いの製品の取扱説明書を参照して、正しく設置してください。
表示モニタの LANケーブル差込口の位置については、お使いの製品の取扱説明書をご覧ください。
無線 LANアクセスポイントのWANポートには、LANケーブルを接続しないでください。
無線LANアクセスポイントの接続方法は、無線LANアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。

2	 表示モニタの IPアドレスを自動的に取得する設定にする
メモ
表示モニタの IPアドレス設定は、お使いの製品の取扱説明書を参照して、正しく設定してください。

3	 表示モニタでアドレスの入力画面を表示させる
メモ
REGZAのアドレスの入力画面表示方法は、REGZAの取扱説明書をご覧ください。
コンピュータはブラウザを起動させます。
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4	 アドレスの入力画面でコミュニケーションユニットの IP アドレス「192.168.2.5」を入
力する
コミュニケーションユニットの情報が表示されます。
メモ
REGZAのアドレスの入力方法は、REGZAの取扱説明書をご覧ください。
コンピュータはブラウザのアドレスバーに IPアドレスを入力します。

2.2.3. ブロードバンドルータを使用する場合
ブロードバンドルータをお使いのご家庭では、無線 LANアクセスポイントとブロードバンドルー
タを有線接続します。ブロードバンドルータに表示モニタを有線または無線接続して、コミュニ
ケーションユニットの情報を確認できます。
参照
接続例として付属の補足説明書（ブロードバンドルータを使用する場合）もあわせてご覧ください。

メモ
REGZA、コンピュータ（有線の場合）は、ブロードバンドルータと LANケーブルで接続します。
ブロードバンドルータとコンピュータ、iPad、iPhoneなどを無線接続させる設定は、お使いの製品の取扱
説明書をご覧ください。

無線LANアクセスポイント

LANケーブル

表示モニタ（有線の場合）
コミュニケーションユニット

無線接続 有線接続

ブロードバンドルータ

ブロードバンドルータの環境にあわせて、コミュニケーションユニットと無線 LANアクセスポ
イントの IPアドレスおよびサブネットマスクを変更してください。
表示モニタのアドレスの入力画面で、変更したコミュニケーションユニットの IPアドレスを入力
して、コミュニケーションユニットの情報を確認します。
誤った設定を行うと、画面を表示できません。コミュニケーションユニットと無線 LANアクセ
スポイントのネットワーク設定を確認してください。詳しくはご相談センターにお問い合わせく
ださい。
ご注意
 IP アドレスおよびサブネットマスクの変更は、コミュニケーションユニットを先に変更し、次に無線 LAN
アクセスポイントを変更してください。無線 LANアクセスポイントを先に設定するとコミュニケーション
ユニットと接続できなくなることがあります。
ブロードバンドルータの IPアドレスが「192.168.7.X（Xは任意の値）」という環境では使用できません。
ブロードバンドルータの環境を変更してください。
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メモ
表示モニタとコミュニケーションユニットを LANケーブルで接続して、コミュニケーションユニットの
IP アドレスおよびサブネットマスクを変更します。表示モニタの IP アドレスを一時的に「192.168.7.X
（X は 5 以外の任意の値）」にし、アドレスの入力画面でコミュニケーションユニットの IPアドレス
「192.168.7.5」を入力して設定してください。また、設定時には必ず「SSID」と「暗号キー」を設定し
てください。SSIDと暗号キーの値は無線 LANアクセスポイント本体の裏面に記載されています。
コンピュータと無線 LANアクセスポイントを LANケーブルで接続して、無線 LANアクセスポイントの IP
アドレスおよびサブネットマスクを変更します。コンピュータの IPアドレスを手動で設定している場合は、
IPアドレスを一時的に「192.168.2.X（Xは 2および5以外の任意の値）」にし、ブラウザのアドレスバー
に無線 LANアクセスポイントの IPアドレス「192.168.2.2」を入力して設定してください。

警告

禁止

.通電中はスライドカバーを開けたり、内部を手で触れないこと
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

注意

指示

.スライドカバーをはずすときは、必ず分電盤の太陽光発電用ブレーカを
OFFにすること
感電の原因となります。
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3.. 操作する
この章では、コミュニケーションユニットの表示画面、表示モニタ別の項目の選択方法や値の入
力 /選択方法、表示画面の更新機能について説明します。

3.1	 表示画面について
表示モニタのブラウザ画面では、発電電力量、消費電力量、売電電力量、買電電力量やパワーコ
ンディショナの運転状態など、さまざまな情報を確認できます。
ここでは、表示画面の各エリアとアイコンについて説明します。
メモ
ブラウザの設定（文字のサイズなど）は、デフォルトの設定で使用してください。設定を変更すると正常に
表示できないことがあります。

例：TOP画面
② ③ ④

⑤①

①メニューエリア
「TOP画面」、「今日の実績」、「消費目標達成状況」、「過去の実績」、「お知らせ」、「機器情報」、
「設定」の7つの項目を表示します。
各項目が選択されると、右側の表示エリアに項目の内容を表示します。
メモ
「過去の実績」、「お知らせ」、「機器情報」、「設定」を選択すると、メニューエリアにサブメニューが
表示されます。メニューエリアのサブメニューから確認する項目を選択します。

参照
各メニューの詳細については「4.機能の説明」（32ページ）をご覧ください。

②表示エリア
TOP画面では、現在の発電電力量、消費電力量、売電電力量、買電電力量などを表示します。
また、メニューエリアで選択した項目の内容を表示します。

③パワーコンディショナの運転状態
パワーコンディショナの運転状態を表示します。

運転状態 説明

運転中 パワーコンディショナが運転しているときに表示します。太陽光発電システ
ムで発電した電力をご家庭で使用し、余った電力は電力会社へ売電します。

停止中 パワーコンディショナが停止しているときに表示します。
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④通知アイコン
設定した発電目標量または発電開始から節目の期間に到達すると表示します。
「お知らせメニュー」の「発電量達成状況」または「発電期間達成状況」で内容を確認できます。
内容を確認すると通知アイコンが消えます。

⑤異常アイコン
異常が発生したときに表示します。
異常アイコンが表示されたときは、「機器情報メニュー」の「異常履歴」で「エラーNo.」
を確認し、「「エラーNo.」で表示されるエラー一覧」（83ページ）の対応を行ってください。
異常が発生している間は異常アイコンを表示し続けます。「異常履歴」画面を表示しても、
異常が解消されていなければ消えません。異常が解消されると、「異常履歴」画面を表示し
なくても異常アイコンの表示が消えます。
参照
異常の内容と対処方法は「「エラーNo.」で表示されるエラー一覧」（83ページ）をご覧ください。
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3.2	 操作方法
コミュニケーションユニットの表示画面の項目の選択方法や値の入力 /選択方法を表示モニタ別
に説明します。

3.2.1. 表示モニタ別の画面操作について
REGZA®、コンピュータ、iPad、iPhone をコミュニケーションユニットの表示モニタとして使
用します。
ここでは各表示モニタの画面操作方法を説明します。

.■ REGZA
リモコンで操作します。
操作はリモコンの数字キー、決定ボタンおよび十字キーを使用します。

*型式によってリモコンのデザインは異なります。

数字キー

決定ボタン

十字キー
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◆◆ 項目を選択する場合

1	 十字キーで選択したい項目にカーソルを移動する
メモ
メニューエリアの項目は、対応する番号の数字キーでも選択できます。

2	 決定ボタンを押す

◆◆ 数値を入力する場合

1	 十字キーで入力したいテキストボックスにカーソルを移動する

2	 決定ボタンを押す

3	 数字キーで数値を入力する
メモ
数字キーでの入力方法は、REGZAの取扱説明書をご覧ください。

4	 決定ボタンを押す

◆◆ ドロップダウンリストから値を選択する場合

1	 十字キーで選択したいドロップダウンリストにカーソルを移動する

2	 決定ボタンを押す

3	 十字キーで値を選択する

4	 決定ボタンを押す
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.■コンピュータ
マウスおよびキーボードで操作します。

◆◆ 項目を選択する場合

1	 選択したい項目をクリックする

◆◆ 数値を入力する場合

1	 入力したいテキストボックスをクリックする

2	 数値を入力する

◆◆ ドロップダウンリストから値を選択する場合

1	 選択したいドロップダウンリストをクリックする

2	 値を選択する
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.■ iPad/iPhone
タッチパネルで操作します。

◆◆ 項目を選択する場合

1	 選択したい項目をタップする

◆◆ 数値を入力する場合

1	 入力したいテキストボックスをタップする
入力用キーボードが表示されます。

2	 数値をタップして入力する

3	 「確定」をタップする



28 29

3.操作する

3

操
作
す
る

◆◆ ドロップダウンリストから値を選択する場合

1	 選択したいドロップダウンリストをタップする

2	 値をタップする

3.2.2. メニューエリアから表示エリアに移動するには
メニューエリアから表示エリアに移動する方法を説明します。

1	 TOP画面を表示させる
選択中の項目は、赤く表示されます。

2	 メニューエリアから項目を選択する
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選択した項目のサブメニューがメニューエリアに表示されます。

メモ
「今日の実績」、「消費目標達成状況」を選択した場合は、選択した項目の内容が表示エリアに表示さ
れます。手順4に進んでください。
REGZAでは項目選択後、カーソルが「TOP画面」に移動します。

3	 メニューエリアのサブメニューから項目を選択する

4	 表示エリアで操作または確認する

メモ
REGZAでは表示エリアに移動するには、リモコンの十字キーで▶ボタンを押します。
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3.3	 画面の更新機能
メニューエリアの「更新」を選択すると、コミュニケーションユニットの表示画面の、画像と数
値を更新できます。
画像と数値は、「データ更新周期設定」で設定した周期でも自動的に更新されます。
参照
「データ更新周期設定」の設定については「4.7.9データ更新周期設定」（72ページ）をご覧ください。

メモ
停電や無線 LANの電波状況などによって通信が途切れた場合は、画面の自動更新が止まります。メニュー
エリアの「更新」もしくは一度別の画面を選択してください。頻繁に画面の自動更新が止まる場合は、無線
LANアクセスポイントの位置を変更してください。

1	 メニューエリアから「更新」を選択する
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4.. 機能の説明
表示モニタから、コミュニケーションユニットの各種情報の確認や設定の変更ができます。
この章では、表示モニタから操作できる機能について説明します。

4.1	 TOP画面について
TOP画面では、現在の発電電力、消費電力などの情報を確認できます。

.■「TOP画面」一覧
TOP画面で表示される情報は、下記の項目です。

項目 概要
運転状態、通知アイコン、
異常アイコン

パワーコンディショナの運転状態を表示します。
お知らせや異常が発生した場合は、アイコンを表示します。

発電 現在の発電電力（kW）（*1）を表示します。
消費 現在の消費電力（kW）（*1）を表示します。
売電（*2） 現在の売電電力（kW）（*1）を表示します。
買電（*2） 現在の買電電力（kW）（*1）を表示します。
自給率 消費電力に対する発電電力の割合（%）を表示します。
*1電力は小数点以下第2位を四捨五入した目安の値です。
*2「売電」/「買電」の表示は、発電状況に応じて自動的に切り替わります。任意で切り替えることはできません。
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.■ TOP画面パターン
TOP画面の表示は、「パターン1」/「パターン2」/「パターン3」の3パターンから、お好み
に合わせて選ぶことができます。
また、「ナイトモード」を有効にすると、「ナイト時間」の設定にあわせて、どの表示パターンも
TOP画面がナイトモード表示に自動的に切り替わります。
メモ
「売電」/「買電」の表示は、発電状況に応じて自動的に切り替わります。任意で切り替えることはできません。
「ナイトモード」は初期設定では「有効」に設定されています。

参照
 TOP画面の表示パターンの設定方法、ナイトモードの設定方法については「4.7.2TOP画面設定」（60ページ）
をご覧ください。

◆◆ パターン1

売電時 買電時

ナイトモード時
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◆◆ パターン2

売電時 買電時

ナイトモード時

◆◆ パターン3

売電時 買電時

ナイトモード時
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4.2	 今日の実績を確認する
今日の発電電力量、消費電力量、売電電力量、買電電力量を、積算の数値（kWh）と棒グラフで
確認できます。
メモ
「今日の実績」のグラフ表示の最大値は「グラフスケール設定」の設定によって変わります。グラフが大きす
ぎたり小さすぎたりする場合は、「グラフスケール設定」で「月間グラフ」の設定を調整してください。「グ
ラフスケール設定」については、「4.7.5グラフスケール設定」（66ページ）をご覧ください。

.■「今日の実績」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「今日の実績」を選択する
「今日の実績」画面が表示されます。

.■「今日の実績」一覧
「今日の実績」画面で表示される情報は、下記の項目です。

項目 概要
発電 今日の積算発電電力量（kWh）（*1）を数値と棒グラフで表示します。
消費 今日の積算消費電力量（kWh）（*1）を数値と棒グラフで表示します。
売電 今日の積算売電電力量（kWh）（*1）を数値と棒グラフで表示します。
買電 今日の積算買電電力量（kWh）（*1）を数値と棒グラフで表示します。
自給率 消費電力量に対する発電電力量の割合（%）を表示します。
*1電力量は小数点以下第2位を四捨五入した目安の値です。
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4.3	 消費目標達成状況を確認する
1か月ごとの消費電力量の目標値と実績を、数値（kWh）で確認できます。また、目標値に対す
る達成状況を日ごとのグラフで確認できます。確認できる履歴は最大1年（365日）分です。
メモ
1年前の同日以前の実績データは残らないため、1年前の同月の消費目標達成状況は正確に表示されないこ
とがあります。
数か月の消費傾向を把握したうえで、実績をギリギリ下回る値を目標として設定することが省エネを推進・
継続するコツです。また、エアコンを多用する夏場用の目標値など、季節に合わせて目標値を変更すること
をお勧めします。初期設定では、目標値は「400kWh/ 月」に設定されています。

参照
消費目標値の設定方法については「4.7.4消費目標設定」（64ページ）をご覧ください。
消費傾向を知りたいときは、「年間実績」画面を確認してください。「年間実績」については「4.4.1日間実
績 /月間実績 /年間実績を確認する」（39ページ）をご覧ください。

.■「消費目標達成状況」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「消費目標達成状況」を選択する
「消費目標達成状況」画面が表示されます。

②

③

④

①

グラフの見方

① ◀ /▶ボタン 表示する月を切り替えます。
② グレーの線グラフ 月間目標を日割りにした目標ラインです。月末に100%に

なるように設定されています。棒グラフが目標ラインを超
えている日は、目標超過です。

③ オレンジの棒グラフ 月間目標を日割りにして算出した当日までの消費目標電力
量に対し、消費実績が上回った場合に表示します。

④ 緑の棒グラフ 月間目標を日割りにして算出した当日までの消費目標電力
量に対し、消費実績が下回った場合に表示します。
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.■「消費目標達成状況」一覧
「消費目標達成状況」画面で表示される情報は、下記の項目です。

項目 概要
月間消費目標量 1か月の消費目標電力量（kWh）（*1）を表示します。
月間消費実績量 1か月に消費した電力量（kWh）（*1）を表示します。
実績 1か月の目標値に対する実績（%）を表示します。
グラフ 設定した目標値に対する達成状況をグラフで表示します。
*1電力量は小数点以下第2位を四捨五入した目安の値です。
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4.4	 過去の実績を確認する
過去の発電電力量、消費電力量、売電電力量、買電電力量を、日間、月間、年間データとして、
数値（kWh）と棒グラフで確認できます。また、発電電力量の前年比較、総積算電力量の確認、
環境貢献値の算出もできます。

.■「過去の実績」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「過去の実績」を選択する
「過去の実績」画面が表示されます。

.■「過去の実績メニュー」一覧
「過去の実績メニュー」から選択できる実績は、下記の項目です。

項目 概要 参照ページ
日間実績 各電力量（発電、消費、売電、買電）（kWh）（*1）の日間実績

をグラフと一覧で表示します。
39ページ

月間実績 各電力量（発電、消費、売電、買電）（kWh）（*1）の月間実績
をグラフと一覧で表示します。

39ページ

年間実績 各電力量（発電、消費、売電、買電）（kWh）（*1）の年間実績
をグラフと一覧で表示します。

39ページ

発電量前年比較 過去と今年の発電電力量（kWh）（*1）の比較を表示します。 43ページ
総積算電力量 発電開始日からの総積算電力量（発電、消費、売電、買電）

（kWh）（*1）と、総積算発電電力量の環境貢献値を表示します。
44ページ/
45ページ

*1電力量は小数点以下第2位を四捨五入した目安の値です。
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4.4.1. 日間実績 /月間実績 /年間実績を確認する
選択した期間の積算電力量を数値（kWh）と棒グラフで確認できます。表示される積算電力量は、
発電電力量、消費電力量、売電電力量、買電電力量です。また、積算電力量から算出した自給率
も確認できます。日間 /月間 /年間実績で表示される項目は同じです。
確認できる履歴は、日間実績が最大3か月（2232時間）分、月間実績が最大1年（365日）分、
年間実績が最大15年（180か月）分です。
メモ
実績がない期間は0.0kWhとして表示されます。

.■「日間実績」/「月間実績」/「年間実績」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「過去の実績」を選択する
「過去の実績」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「日間実績」/「月間実績」/「年間実績」を選択する
「日間実績」を選択したときは今日の実績、「月間実績」を選択したときは今月の実績、「年
間実績」を選択したときは今年の実績が表示されます。
メモ
メニューエリアの「更新」を選択すると、「日間実績」画面では今日の実績、「月間実績」画面では今
月の実績、「年間実績」画面では今年の実績が表示されます。
ここでは例として、「日間実績」の「発電 /消費」画面を記載します。
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◆◆ グラフ表示
選択した期間の電力量の推移がグラフで表示されます。
「日間実績」では時間ごと、「月間実績」では日ごと、「年間実績」では月ごとのグラフが表
示されます。

①

③
②

④

グラフ表示画面の見方

① ◀ /▶ボタン 表示する期間を切り替えます。
②「発電 /消費」/
「売電 /買電」ボタン

表示する項目を切り替えます。
ボタンがオレンジ色になっている項目が、現在表示してい
る項目です。

③「グラフ表示」/
「一覧表示」ボタン

表示形式を切り替えます。
ボタンがオレンジ色になっている項目が、現在表示してい
る形式です。

④ 棒グラフ オレンジ 発電電力量を表します。「発電 /消費」画面で表示します。
緑 消費電力量を表します。「発電 /消費」画面で表示します。
青 売電電力量を表します。「売電 /買電」画面で表示します。
赤 買電電力量を表します。「売電 /買電」画面で表示します。

メモ
「日間実績」/「月間実績」/「年間実績」のグラフ表示の最大値は「グラフスケール設定」の設定によっ
て変わります。グラフが大きすぎたり小さすぎたりする場合は、電力量に合わせて「グラフスケール
設定」の設定を変更してください。「グラフスケール設定」については「4.7.5グラフスケール設定」（66
ページ）をご覧ください。
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◆◆ 一覧表示◆
選択した期間の電力量が数値（kWh）で表示されます。
「日間実績」では時間ごと、「月間実績」では日ごと、「年間実績」では月ごとの数値が表示
されます。

④

⑤

①

③
②

一覧表示画面の見方

① ◀ /▶ボタン 表示する期間を切り替えます。
②「発電 /消費」/
「売電 /買電」ボタン

表示する項目を切り替えます。
ボタンがオレンジ色になっている項目が、現在表示してい
る項目です。

③「グラフ表示」/
「一覧表示」ボタン

表示形式を切り替えます。
ボタンがオレンジ色になっている項目が、現在表示してい
る形式です。

④ 一覧 「発電 /消費」画面では発電電力量、消費電力量、自給率を、
「売電 /買電」画面では売電電力量、買電電力量、自給率を
数値で表示します。

⑤「前へ」/「次へ」
ボタン

表示内容をスクロールします。
選択した期間の中で、画面に表示されていない内容を確認
するときに使用します。
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.■「日間実績」/「月間実績」/「年間実績」一覧
「日間実績」/「月間実績」/「年間実績」画面で表示される情報は、下記の項目です。
メモ
「日間実績」/「月間実績」/「年間実績」画面で表示される項目は同じです。

項目 概要
積算発電量 選択した期間（日間/月間/年間）の積算発電電力量（kWh）（*1）を表示します。

「発電 /消費」画面で表示します。
積算消費量 選択した期間（日間/月間/年間）の積算消費電力量（kWh）（*1）を表示します。

「発電 /消費」画面で表示します。
積算売電量 選択した期間（日間/月間/年間）の積算売電電力量（kWh）（*1）を表示します。

「売電 /買電」画面で表示します。
積算買電量 選択した期間（日間/月間/年間）の積算買電電力量（kWh）（*1）を表示します。

「売電 /買電」画面で表示します。
自給率 選択した期間（日間 /月間 /年間）の消費電力量に対する発電電力量の割

合（%）を表示します。
グラフ（*2） 選択した期間（日間 /月間 /年間）の実績の推移をグラフで表示します。
一覧（*3） 選択した期間（日間 /月間 /年間）の実績を時間ごと /日ごと /月ごとに

数値で表示します。
*1電力量は小数点以下第2位を四捨五入した目安の値です。
*2グラフは「グラフ表示」を選択した場合のみ表示されます。
*3一覧は「一覧表示」を選択した場合のみ表示されます。

メモ
実績がない期間は0.0kWhとして表示されます。
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4.4.2. 発電量前年比較を確認する
今年と過去の総積算発電電力量（kWh）を比較できます。また、月単位の発電電力量の推移を棒
グラフで比較できます。比較対象として選択できるのは最大15年（180か月）前までです。
メモ
「発電量前年比較」のグラフ表示の最大値は「グラフスケール設定」の設定によって変わります。グラフが大
きすぎたり小さすぎたりする場合は、「グラフスケール設定」で「年間グラフ」の設定を調整してください。「グ
ラフスケール設定」については、「4.7.5グラフスケール設定」（66ページ）をご覧ください。

.■「発電量前年比較」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「過去の実績」を選択する
「過去の実績」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「発電量前年比較」を選択する
今年と昨年の実績が表示されます。

①

②

③

グラフの見方

① ◀ /▶ボタン 表示する比較対象年を切り替えます。
② オレンジの棒グラフ 今年の発電電力量を月単位で表示します。
③ グレーの棒グラフ 選択した比較対象年の発電電力量を月単位で表示します。

メモ
実績がない年のグラフは表示されません。

.■「発電量前年比較」一覧
「発電量前年比較」画面で表示される情報は、下記の項目です。

項目 概要
年別　総発電量実績 今年と過去の比較対象年の総積算発電電力量（kWh）（*1）をそれぞ

れ表示します。
グラフ 月単位の発電電力量の推移をグラフで表示します。
*1電力量は小数点以下第2位を四捨五入した目安の値です。
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4.4.3. 総積算電力量を確認する
発電開始日から今日までに発電、消費、売電、買電を行った積算電力量（kWh）と、その期間を
確認できます。
メモ
「イベント設定」画面で「発電開始日」の設定を変更しても、総積算電力量は再計算されません。

.■「総積算電力量」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「過去の実績」を選択する
「過去の実績」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「総積算電力量」を選択する
「総積算電力量」画面が表示されます。

.■「総積算電力量」一覧
「総積算電力量」画面で表示される情報は、下記の項目です。

項目 概要
積算期間 発電開始日から今日までの期間を表示します。
総発電量 発電開始日からの総積算発電電力量（kWh）（*1）を表示します。
総消費量 発電開始日からの総積算消費電力量（kWh）（*1）を表示します。
総売電量 発電開始日からの総積算売電電力量（kWh）（*1）を表示します。
総買電量 発電開始日からの総積算買電電力量（kWh）（*1）を表示します。
*1電力量は小数点以下第2位を四捨五入した目安の値です。

メモ
総積算電力量の最大値は、999,999.9kWhです。この値を超えると、0.0kWhにクリアされます。
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4.4.4. 発電量環境貢献値換算を確認する
総積算発電電力量をCO2 削減量、乗用車走行距離、スギの木の年間CO2 吸収量に換算して、環
境への貢献度を確認できます。
メモ
「イベント設定」画面で「発電開始日」の設定を変更しても、発電量環境貢献値換算は再計算されません。

.■「発電量環境貢献値換算」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「過去の実績」を選択する
「過去の実績」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「総積算電力量」を選択する
「総積算電力量」画面が表示されます。

3	 表示エリアから「環境貢献値」を選択する
「発電量環境貢献値換算」画面が表示されます。

参照
換算値の係数は、お好みで設定できます。設定の方法と初期値については「4.7.6環境貢献値換算係数」（68ペー
ジ）をご覧ください。
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.■「発電量環境貢献値換算」一覧
「発電量環境貢献値換算」画面で表示される情報は、下記の項目です。

項目 概要
積算期間 発電開始日から今日までの期間を表示します。
CO2 換算 発電開始日からの総積算発電電力量（kWh）（*1）を CO2 削減量に

換算して表示します。
乗用車走行距離換算 発電開始日からの総積算発電電力量（kWh）（*1）を乗用車走行距離

に換算して表示します。乗用車走行距離は、東京ー大阪間の往復回
数で表示します。（*2）

スギの木換算 発電開始日からの総積算発電電力量（kWh）（*1）をスギの木の年間
CO2 吸収量に換算して表示します。スギの木を植樹した場合の本
数で表示します。

*1電力量は小数点以下第2位を四捨五入した目安の値です。
*2東京ー大阪間の距離設定は変更できません。

メモ
総積算発電電力量が999,999.9kWhを超えると、発電量環境貢献値も0.0 にクリアされます。
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4.5	 お知らせを確認する
発電電力量があらかじめ設定した目標量に到達、または発電開始日から1年経過するごとに、表
示画面に通知アイコンが表示され、「お知らせメニュー」の各項目でメッセージや詳しい情報を確
認できます。
メモ
お知らせの内容を確認すると、通知アイコンの表示は消えます。

.■「お知らせ」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「お知らせ」を選択する
「お知らせ」画面が表示されます。

.■「お知らせメニュー」一覧
「お知らせメニュー」から確認できる情報は、下記の項目です。

項目 概要 参照ページ
発電量達成状況 発電開始日からの総積算発電電力量があらかじめ設定し

た目標に達した日にちをお知らせします。
48ページ

発電期間達成状況 発電開始日から1年経過するごとに、経過した年数と1
年間の積算発電電力量をお知らせします。

50ページ
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4.5.1. 発電量達成状況を確認する
設定した発電目標量の達成情報を確認できます。
発電目標量は「イベント設定」で設定できます。発電目標量の初期値は「100kWh」に設定さ
れています。
参照
発電目標量の設定方法については「4.7.3イベント設定」（62ページ）をご覧ください。

.■「発電量達成状況」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「お知らせ」を選択する
「お知らせ」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「発電量達成状況」を選択する
「発電量達成状況」画面が表示されます。

メモ
発電量は、発電開始日からの総積算発電電力量でカウントしています。一度目標を達成したら、「イベント設
定」画面の「発電目標量」で、達成した発電量より高い目標を設定してください。設定し直さなかった場合は、
次回のイベントはお知らせされません。また、総積算発電電力量50,000.0kWhの達成がお知らせされると、
それ以降イベントはお知らせされません。
一度目標が達成されると、「発電目標量」を変更するまで同じ内容が表示されます。
一度も目標が達成されていない場合や「発電目標量」を変更した場合は、「お知らせする情報はありません」
と表示されます。
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.■「発電量達成状況」一覧
「発電量達成状況」画面で表示される情報は、下記の項目です。

項目 概要
発電量 達成した総積算発電電力量（kWh）（*1）を表示します。この値は、

発電開始日からの積算値です。
発電開始日 発電を開始した日にちを表示します。
達成日 目標を達成した日にちを表示します。
CO2 換算 達成した発電電力量（kWh）（*1）を CO2 削減量に換算した値を表

示します。
乗用車走行距離換算 達成した発電電力量（kWh）（*1）を乗用車走行距離から東京ー大阪

間の往復回数に換算した値を表示します。
スギの木換算 達成した発電電力量（kWh）（*1）をスギの木の年間CO2 吸収量か

ら植樹本数に換算した値を表示します。
*1電力量は小数点以下第2位を四捨五入した目安の値です。
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4.5.2. 発電期間達成状況を確認する
発電開始日から経過した期間と、直近1年間の発電電力量（kWh）を確認できます。「発電期間
達成状況」は、発電開始日から1年単位で更新されます。
メモ
「発電開始日」は、コミュニケーションユニットに最初に電源を投入した日にちが自動的に設定されます。
「発電開始日」の設定を変更しても、積算発電電力量は再計算されません。

.■「発電期間達成状況」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「お知らせ」を選択する
「お知らせ」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「発電期間達成状況」を選択する
「発電期間達成状況」画面が表示されます。

メモ
一度発電期間が達成されると、次の1年が経過するまで同じ内容が表示されます。
発電開始日から1年未満の場合や「発電開始日」を変更した場合は、「お知らせする情報はありません」と
表示されます。

.■「発電期間達成状況」一覧
「発電期間達成状況」画面で表示される情報は、下記の項目です。

項目 概要
発電期間 発電開始日から経過した年数を表示します。
発電開始日 発電を開始した日にちを表示します。
年間積算発電電力量 直近1年間の総積算発電電力量（kWh）（*1）を表示します。
CO2 換算 直近1年間の発電電力量（kWh）（*1）を CO2 削減量に換算した値

を表示します。
乗用車走行距離換算 直近1年間の発電電力量（kWh）（*1）を乗用車走行距離から東京ー

大阪間の往復回数に換算した値を表示します。
スギの木換算 直近1年間の発電電力量（kWh）（*1）をスギの木の年間CO2 吸収

量から植樹本数に換算した値を表示します。
*1電力量は小数点以下第2位を四捨五入した目安の値です。
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4.6	 機器情報を確認する
パワーコンディショナの電圧上昇抑制履歴と温度上昇抑制履歴、コミュニケーションユニットと
パワーコンディショナの異常履歴を確認できます。
異常が発生すると、表示画面に異常アイコンが表示されます。異常アイコンが表示されている場
合は、「異常履歴」画面でエラーNo. を確認してください。
メモ
電圧上昇抑制機能や温度上昇抑制機能の稼動は、機器の異常ではありません。電圧上昇抑制機能や温度上昇
抑制機能が稼動しても、表示画面に異常アイコンは表示されません。

参照
電圧上昇抑制機能、温度上昇抑制機能について詳しくは「用語集」（87ページ）をご覧ください。
エラーについて詳しくは「5.3エラーNo.」（82ページ）をご覧ください。

.■「機器情報」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「機器情報」を選択する
「機器情報」画面が表示されます。

.■「機器情報メニュー」一覧
「機器情報メニュー」から選択できる履歴は、下記の項目です。

項目 概要 参照ページ
電圧上昇抑制履歴 商用系統の電圧が高くなり、パワーコンディショナの出力

抑制が稼動した履歴を表示します。
52ページ

温度上昇抑制履歴 パワーコンディショナの内部温度が高くなり、出力抑制が
稼動した履歴を表示します。

53ページ

異常履歴 過去に発生したシステム異常の履歴を表示します。 54ページ
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4.6.1. 電圧上昇抑制履歴を確認する
パワーコンディショナの電圧上昇抑制機能が稼動した履歴を確認できます。履歴表示件数は最大
100件です。

.■「電圧上昇抑制履歴」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ））をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「機器情報」を選択する
「機器情報」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「電圧上昇抑制履歴」を選択する
「電圧上昇抑制履歴」画面が表示されます。

メモ
「前へ」「次へ」ボタンで表示内容をスクロールできます。

ご注意
電圧上昇抑制機能の稼動は、機器の異常ではありません。電圧上昇抑制機能の稼動頻度が高い場合や稼動期
間が長い場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

.■「電圧上昇抑制履歴」一覧
「電圧上昇抑制履歴」画面で表示される情報は、下記の項目です。

項目 概要
発生日 電圧上昇抑制機能が稼動した日にちを表示します。
発生時刻 電圧上昇抑制機能が稼動を開始した時刻を表示します。
復帰時刻 電圧上昇抑制機能が停止した時刻を表示します。

メモ
電圧上昇抑制機能が稼動しなかった日は、履歴に表示されません。
電圧上昇抑制機能が稼働中に日付が変わった場合は、「復帰時刻」は空欄となります。
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4.6.2. 温度上昇抑制履歴を確認する
パワーコンディショナの温度上昇抑制機能が稼動した履歴を確認できます。履歴表示件数は最大
50件です。

.■「温度上昇抑制履歴」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「機器情報」を選択する
「機器情報」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「温度上昇抑制履歴」を選択する
「温度上昇抑制履歴」画面が表示されます。

メモ
「前へ」「次へ」ボタンで表示内容をスクロールできます。

ご注意
温度上昇抑制機能の稼動は、機器の異常ではありません。温度上昇抑制機能の稼動頻度が高い場合や稼動期
間が長い場合はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

.■「温度上昇抑制履歴」一覧
「温度上昇抑制履歴」画面で表示される情報は、下記の項目です。

項目 概要
発生日 温度上昇抑制機能が稼動した日にちを表示します。
ノードNo. 温度上昇抑制機能が稼動したパワーコンディショナの識別番号を表示

します。
発生時刻 温度上昇抑制機能が稼動を開始した時刻を表示します。
復帰時刻 温度上昇抑制機能が停止した時刻を表示します。

メモ
温度上昇抑制機能が稼動しなかった日は、履歴に表示されません。
温度上昇抑制機能が稼働中に日付が変わった場合は、「復帰時刻」は空欄となります。
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4.6.3. 異常履歴を確認する
コミュニケーションユニットやパワーコンディショナに異常が発生すると、表示画面に異常アイ
コンが表示されます。異常アイコンが表示されている場合は、「異常履歴」画面で発生した異常を
確認できます。履歴表示件数は最大50件です。
メモ
「異常履歴」画面には、異常の内容や対処方法は表示されません。異常の内容と対処方法を確認したいときは、
「異常履歴」画面に表示されたエラーNo.に対応する記載を「5.3エラーNo.」（82ページ）で確認してください。
パワーコンディショナの一時的な異常は履歴に残らないことがあります。
異常が解消されると、異常アイコンの表示は消えます。

.■「異常履歴」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「機器情報」を選択する
「機器情報」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「異常履歴」を選択する
「異常履歴」画面が表示されます。

メモ
「前へ」「次へ」ボタンで表示内容をスクロールできます。

.■「異常履歴」一覧
「異常履歴」画面で表示される情報は、下記の項目です。

項目 概要
発生日時 異常が発生した日時を表示します。
ノードNo. 異常が発生した部品の識別番号を表示します。

「0」はコミュニケーションユニット、「1～5」は、パワーコンディショ
ナの識別番号を表します。

エラーNo. 発生した異常のエラーNo. を表示します。
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.■異常履歴をクリアする
ご注意
「履歴のクリア」を実行すると、すべての異常履歴が消去されます。履歴を元に戻すことはできません。

参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 「異常履歴」画面で、「履歴のクリア」を選択する

2	 確認画面で「実行」を選択する

すべての異常履歴が消去されます。
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4.7	 各種設定を行う
お好みで各機能の設定変更、確認ができます。
ここでは、「設定」画面の「設定メニュー」から設定変更、情報確認できる項目とその方法につい
て説明します。

.■「設定」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「設定」を選択する
「設定」画面が表示されます。

メモ
各機能については次ページの「設定メニュー」一覧で概要を確認し、各参照ページで設定や確認の方
法を確認してください。
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.■「設定メニュー」一覧
「設定メニュー」から設定変更、確認できる項目は、下記のとおりです。

項目 概要 参照ページ
日付時刻設定 コミュニケーションユニットの日付時刻を設

定します。
58ページ

TOP画面設定 TOP画面の表示パターンやナイトモードを設
定します。

60ページ

イベント設定 発電開始日、発電目標量を設定します。 62ページ
消費目標設定 ご家庭の消費目標電力量を設定します。 64ページ
グラフスケール設定 実績グラフのスケールを設定します。 66ページ
環境貢献値換算係数 発電電力量を環境貢献値に換算するときの係

数を設定します。
68ページ

システム設定(*1) システムの設定をします。 －
バージョン情報 コミュニケーションボードと電力チップの

バージョン情報を表示します。
70ページ

ネットワーク設定 ネットワークの設定をします。 71ページ
データ更新周期設定 データの更新周期を設定します。 72ページ
PCS接続台数設定 接続するパワーコンディショナの台数を設定

します。
74ページ

系統モニタ 系統モニタの情報を表示します。 74ページ
発電モニタ 各パワーコンディショナの発電情報を表示し

ます。
74ページ

CSVファイル出力(*2) 各電力量（発電、消費、売電、買電）（Wh）（*3）
を、積算、時間、日、月、年ごとにまとめたデー
タをCSV形式で出力します。

75ページ

アップデート(*2) コミュニケーションボードと電力チップの
バージョンをアップデートします。

77ページ

設定初期化 設定を工場出荷時の状態に戻します。（*4） 78ページ
*1「システム設定」以下の項目は、通常は設定を変更する必要はありません。
*2この項目は、表示モニタとしてコンピュータをお使いの場合のみ選択できます。REGZA®、iPad、iPhone をお使いの場合は
画面に表示されません。

*3電力量は小数点以下第2位を四捨五入した目安の値です。
*4「日付時刻設定」、「PCS接続台数設定」は初期化されません。また、実績データも初期化はされません。

メモ
各参照ページには、設定できる項目と値の設定範囲、初期値を記載しています。
設定を変更すると、新しい設定が反映されるまで時間がかかります。設定が反映されていない場合は、しば
らく待ってから画面を表示してください。
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4.7.1. 日付時刻設定
コミュニケーションユニットの日付と時刻を設定できます。コミュニケーションユニットのボタ
ン電池を交換したときは、再設定が必要です。
メモ
工場出荷時に設定済みなので、初期設定を行う必要はありません。
「設定初期化」を実行しても、「日付時刻設定」は初期化されません。

.■日付時刻を設定する
参照
項目の選択方法、値の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「設定」を選択する
「設定」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「日付時刻設定」を選択する
「日付時刻設定」画面が表示されます。

3	 設定したい項目を選択し、値を選択する

項目 設定値 初期値
日付時刻 2010/01/01～ 2037/12/31　　00:00～ 23:59 ー(*1)

*1工場出荷時に現在日時を設定済みです。

メモ
時刻は24時間制です。
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4	 「設定変更」を選択する
メモ
無効な数値を入力した場合は、再入力を促すメッセージが表示されます。表示された画面で「確認」
を選択し、入力範囲内で値を入力し直してください。
設定をキャンセルしたい場合は、メニューエリアで「キャンセル」を選択します。

5	 確認画面で「実行」を選択する

設定した内容が適用されます。

ご注意
コミュニケーションユニットのボタン電池が切れると、日付時刻設定がリセットされ、自動的に
「2001/01/01　00:00」と設定されます。ボタン電池を交換したときは、日付時刻を設定し直してくだ
さい。ボタン電池の交換については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

メモ
停電したときも、日付時刻情報は保持されます。
日付時刻を設定し直したときは、発電開始日からの実績データが再生成されます。

日付時刻を実際より進めて設定し直した場合は、実績のない期間は0.0kWhとして表示されます。
日付時刻を実際より遅らせて設定し直した場合は、設定した時刻から実際の日時までの実績データは
削除されます。削除されたデータは復元できません。
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4.7.2. TOP画面設定
TOP画面の表示パターンを設定できます。表示パターンは3パターンから選択できます。
また、ナイトモードの有効 /無効、適用時間を設定できます。ナイトモードを有効にすると、設
定した時刻にTOP画面がナイトモード表示に切り替わります。
メモ
「ナイト時間」で設定された時間内でも、パワーコンディショナとの通信が行われている場合は、TOP画面
は通常の表示になります。

参照
 TOP画面の表示については「4.1TOP画面について」（32ページ）をご覧ください。

.■ TOP画面のパターンとナイトモードを設定する
参照
項目の選択方法、値の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「設定」を選択する
「設定」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「TOP画面設定」を選択する
「TOP画面設定」画面が表示されます。

3	 設定したい項目を選択し、値を選択する

項目 設定値 初期値
TOP画面選択 パターン1/パターン2/パターン3 パターン1
ナイトモード 有効 /無効 有効
ナイト時間（開始） 12:00～ 23:00（1時間刻み） 18:00
ナイト時間（終了） 0:00～ 11:00（1時間刻み） 6:00

メモ
時刻は24時間制です。
「設定初期化」を実行すると、上記の初期値に戻ります。
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4	 「設定変更」を選択する
メモ
設定をキャンセルしたい場合は、メニューエリアで「キャンセル」を選択します。

5	 確認画面で「実行」を選択する

設定した内容が適用されます。
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4.7.3. イベント設定
達成したい発電目標量と発電開始記念日をイベントとして設定できます。
設定した発電目標量が達成されたり、発電開始日からの発電期間が節目（1年ごと）を迎えると、
表示画面に通知アイコンが表示され、「お知らせメニュー」の各項目に詳細情報が表示されます。
メモ
「発電目標量」は発電開始日からの総積算発電電力量でカウントします。一度目標を達成したら、達成した発
電量より高い目標に設定し直してください。
発電開始日からの総積算発電電力量50,000.0kWhを達成した場合は、それ以上の目標は設定できません。
「発電開始日」には、コミュニケーションユニットに最初に電源を投入した日にちが自動的に設定されますが、
この日にちはお客様のご都合に合わせて設定を変更できます。
「発電開始日」の設定を変更しても、実績データは再計算されません。

参照
「お知らせメニュー」について詳しくは、「4.5お知らせを確認する」（47ページ）をご覧ください。

.■イベントを設定する
参照
項目の選択方法、値の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「設定」を選択する
「設定」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「イベント設定」を選択する
「イベント設定」画面が表示されます。
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3	 設定したい項目を選択し、値を選択する

項目 設定値 初期値
発電開始日 2010/01/01～ 2037/12/31 ー(*1)

発電目標量 100kWh、500kWh
1000～ 10000kWh（1000kWh刻み）
10000～ 50000kWh（10000kWh刻み）
設定しない

100kWh

*1「発電開始日」には、コミュニケーションユニットに最初に電源を投入した日にちが自動的に設定されます。

メモ
「設定初期化」を実行すると、「発電開始日」は最初に自動で設定された日にちに、「発電目標量」は
上記の初期値に戻ります。
「発電開始日」をうるう年の02/29に設定した場合は、通常年は03/01にイベント達成（発電期
間達成状況）をお知らせします。

4	 「設定変更」を選択する
メモ
無効な数値を入力した場合は、再入力を促すメッセージが表示されます。表示された画面で「確認」
を選択し、入力範囲内で値を入力し直してください。
設定をキャンセルしたい場合は、メニューエリアで「キャンセル」を選択します。

5	 確認画面で「実行」を選択する

設定した内容が適用されます。



64

4.機能の説明

4

機
能
の
説
明

65

4.7.4. 消費目標設定
1か月の消費目標電力量を設定できます。お好みで設定を変更しないかぎり、初期値の「400kWh/
月」が適用されます。
目標の達成状況は「消費目標達成状況」画面で確認できます。
参照
「消費目標達成状況」については「4.3消費目標達成状況を確認する」（36ページ）をご覧ください。

.■消費目標を設定する
メモ
数か月の消費傾向を把握したうえで、実績のギリギリ下の値を目標として設定することが省エネを推進・継
続するコツです。また、エアコンを多用する夏場用の目標値など、季節に合わせて目標値を変更することを
お勧めします。

参照
消費傾向を知りたいときは、「年間実績」画面を確認してください。「年間実績」については、「4.4.1日間実
績 /月間実績 /年間実績を確認する」（39ページ）をご覧ください。
項目の選択方法、値の選択・入力方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「設定」を選択する
「設定」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「消費目標設定」を選択する
「消費目標設定」画面が表示されます。

3	 設定したい項目を選択し、値を選択もしくは入力する

項目 設定値 初期値
目標値選択 数値指定 /前月実績 /前年同月実績 数値指定
消費目標電力量(*1) 0 ～ 9999kWh/ 月（1kWh刻み） 400kWh/ 月
*1「消費目標電力量」は、「目標値選択」で「数値指定」を選択しているときに有効です。「前月実績」/「前年同月実績」
を選択しているときは、「消費目標電力量」に値を入力することはできません。

メモ
「目標値選択」で「前月実績」/「前年同月実績」を選択しているときに対象期間の実績がなかった場合は、
「消費目標電力量」で設定されている数値が目標として適用されます。
「消費目標電力量」は半角数字で入力してください。
「設定初期化」を実行すると、上記の初期値に戻ります。
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4	 「設定変更」を選択する
メモ
無効な数値を入力した場合は、再入力を促すメッセージが表示されます。表示された画面で「確認」
を選択し、入力範囲内で値を入力し直してください。
設定をキャンセルしたい場合は、メニューエリアで「キャンセル」を選択します。

5	 確認画面で「実行」を選択する

設定した内容が適用されます。
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4.7.5. グラフスケール設定
グラフ表示のスケール（電力量グラフの縦軸の最大値）を設定できます。初期設定ではグラフが
大きすぎたり小さすぎたりする場合に、電力量に合わせて設定してください。
ここでの設定は、「今日の実績」、「日間実績」、「月間実績」、「年間実績」、「発電量前年比較」のグ
ラフ表示にそれぞれ適用されます。

.■グラフスケールを設定する
参照
項目の選択方法、値の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「設定」を選択する
「設定」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「グラフスケール設定」を選択する
「グラフスケール設定」画面が表示されます。

3	 設定したい項目を選択し、値を選択する

項目 設定値 初期値
日間グラフ 1～10kWh（1kWh刻み）

10～ 50kWh（10kWh刻み）
5kWh

月間グラフ 5～50kWh（5kWh刻み）
50～ 1000kWh（50kWh刻み）

25kWh

年間グラフ 100～ 1000kWh（100kWh刻み）
1000～ 9000kWh（1000kWh刻み）

800kWh

メモ
「日間グラフ」の設定は「日間実績」のグラフ表示に、「月間グラフ」の設定は「今日の実績」、「月間実績」
のグラフ表示に、「年間グラフ」の設定は「発電量前年比較」、「年間実績」のグラフ表示に適用されます。
「設定初期化」を実行すると、上記の初期値に戻ります。
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4	 「設定変更」を選択する
メモ
設定をキャンセルしたい場合は、メニューエリアで「キャンセル」を選択します。

5	 確認画面で「実行」を選択する

設定した内容が適用されます。
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4.7.6. 環境貢献値換算係数
発電電力量（kWh）をCO2 削減量や乗用車走行距離（東京ー大阪間往復回数）、スギの木の年間
CO2 吸収量（植樹本数）に換算するときの係数を設定できます。
ここでの設定が、「発電量環境貢献値換算」、「発電量達成状況」、「発電期間達成状況」画面での環
境貢献値算出に適用されます。

.■環境貢献値換算係数を設定する
参照
項目の選択方法、値の入力方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「設定」を選択する
「設定」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「環境貢献値換算係数」を選択する
「環境貢献値換算係数」画面が表示されます。

3	 設定したい項目を選択し、値を入力する

項目 設定値 初期値
CO2 換算 0.1 ～ 99999.9g-CO2/kWh 314.5g-CO2/kWh
スギの木 0.1 ～ 99999.9g-CO2/ 本 14000.0g-CO2/ 本
ガソリン 0.1 ～ 99999.9g-CO2/L 2350.0g-CO2/L
自動車燃費 0.1 ～ 99999.9km/L 10.0km/L

メモ
半角数字で入力してください。
乗用車走行距離を算出するときの東京ー大阪間の距離設定は変更できません。
「設定初期化」を実行すると、上記の初期値に戻ります。

4	 「設定変更」を選択する
メモ
無効な数値を入力した場合は、再入力を促すメッセージが表示されます。表示された画面で「確認」
を選択し、入力範囲内で値を入力し直してください。
設定をキャンセルしたい場合は、メニューエリアで「キャンセル」を選択します。
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5	 確認画面で「実行」を選択する

設定した内容が適用されます。
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4.7.7. バージョン情報
コミュニケーションユニットのバージョン情報を確認できます。お使いのバージョンより新しい
バージョンのソフトウェアがリリースされた場合、最新バージョンにアップデートできます。
ソフトウェアのアップデートについては、ご相談センターにお問い合わせください。

.■「バージョン情報」画面を表示する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「設定」を選択する
「設定」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「システム設定」を選択する
「バージョン情報」画面が表示されます。

.■「バージョン情報」一覧
「バージョン情報」画面から確認できるのは、下記の項目です。

項目 概要
コミュニケーションボード コミュニケーションユニットに取り付けられた基板のバージョ

ンを表示します。
電力チップ コミュニケーションユニットに取り付けられた電力チップの

バージョンを表示します。
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4.7.8. ネットワーク設定（ブロードバンドルータを使用する場合のみ）
表示モニタと付属の無線 LANアクセスポイントをブロードバンドルータを介して接続する場合
は、コミュニケーションユニットと無線 LANアクセスポイントをお使いの環境に応じて設定し
ます。初めてブロードバンドルータを介した接続方法で設置する場合は、まず「2.2.3ブロード
バンドルータを使用する場合」（21ページ）をご覧ください。
「ネットワーク設定」では、コミュニケーションユニットのネットワーク情報を設定できます。
ご注意
表示モニタと付属の無線 LANアクセスポイントを直接有線で接続する場合は、工場出荷時にネットワーク
情報を設定済みなので、設定を変更する必要はありません。
工場出荷時の設定からネットワーク設定を変更する場合は、ご自身の責任で行ってください。
ネットワーク設定を変更する場合は、まずコミュニケーションユニットの設定を変更し、次に無線 LANア
クセスポイントの設定を変更してください。先に無線 LANアクセスポイントの設定を変更すると、コミュ
ニケーションユニットと接続できなくなることがあります。
ネットワーク設定を変更すると、それまで表示していたコミュニケーションユニットの画面は無効になりま
す。コミュニケーションユニットの新しいネットワーク設定に合わせて無線 LANアクセスポイントや表示
モニタのネットワーク設定を変更し、新しく設定した IPアドレスでコミュニケーションユニットの画面を表
示し直してください。
誤った設定をすると、コミュニケーションユニットの画面を表示できなくなります。その場合は、コミュニ
ケーションユニットと表示モニタを LANケーブルで直接接続し、正しく設定し直してください。詳しくは、
ご相談センターにお問い合わせください。
ブロードバンドルータの IPアドレスが「192.168.7.X」という環境ではご使用になれません。その場合は、
ブロードバンドルータの環境を変更してください。
無線接続の場合は、必ず「SSID」と「暗号キー」を設定してください。暗号なしの無線 LANアクセスポイ
ントには接続できません。
付属の無線 LANアクセスポイントを使用してください。付属の無線 LANアクセスポイント以外を使用した
場合は、動作が正常に行われないことがあります。

メモ
無線 LANアクセスポイントのネットワーク設定初期値は、IPアドレスが「192.168.2.2」、サブネットマ
スクが「255.255.255.0」です。無線 LANアクセスポイントのネットワーク設定の変更方法については、
無線 LANアクセスポイントの取扱説明書を参照してください。

.■「ネットワーク設定」一覧
「ネットワーク設定」画面で設定できるのは、下記の項目です。

項目 設定値 初期値
IP アドレス 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255 192.168.2.5
サブネットマスク 255.255.255.0
SSID 半角英数字26文字

（「"」/「:」/「;」/「,」/「（スペース）」は使用
できません）

ー(*1)

暗号キー ー(*1)

*1付属の無線 LANアクセスポイントに合わせて工場出荷時に設定済みです。値は無線 LANアクセスポイント本体の裏面に記載
されています。

メモ
半角英数字で入力してください。
「設定初期化」を実行すると、上記の初期値に戻ります。
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4.7.9. データ更新周期設定
コミュニケーションユニットのデータ更新周期を設定できます。
ここで設定した周期で、表示モニタに表示される画像と数値が自動的に更新されます。

.■データ更新周期を設定する
参照
項目の選択方法、値の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「設定」を選択する
「設定」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「システム設定」を選択する
「バージョン情報」画面が表示されます。

3	 表示エリアから「データ更新周期設定」を選択する
「データ更新周期設定」画面が表示されます。

4	 設定したい項目を選択し、値を選択する

項目 設定値 初期値
更新周期 5/10/30/60/120/180秒 5秒

メモ
「設定初期化」を実行すると、上記の初期値に戻ります。
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5	 「設定変更」を選択する
メモ
設定をキャンセルしたい場合は、メニューエリアで「キャンセル」を選択します。

6	 確認画面で「実行」を選択する

設定した内容が適用されます。
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4.7.10. PCS接続台数設定
コミュニケーションユニットに接続するパワーコンディショナの台数を設定できます。
この項目は、工事店が設定します。接続するパワーコンディショナの台数を変更したいときは、
お買い上げの販売店にお問い合わせください。
メモ
パワーコンディショナの接続可能台数は、各パワーコンディショナの発電可能電力によって異なります。詳
しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
「設定初期化」を実行しても、「PCS接続台数設定」は初期化されません。

4.7.11. 系統モニタ
系統電力、系統電圧、系統電流の情報を確認できます。
この項目は、工事店が機器設置後に設置状況を確認するときに使用します。
参照
系統電力、系統電圧、系統電流について詳しくは、「用語集」（87ページ）をご覧ください。

4.7.12. 発電モニタ
パワーコンディショナの発電情報を確認できます。
この項目は、工事店が機器設置後に設置状況を確認するときに使用します。
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4.7.13. CSVファイル出力（コンピュータ接続の場合のみ）
コミュニケーションユニットに記録されている実績データ、電圧上昇抑制履歴、温度上昇抑制履歴、
異常履歴をCSV形式のデータで出力できます。実績データは、発電電力量、消費電力量、売電
電力量、買電電力量（Wh）を、発電開始日からの積算データ、また、時間 /日 / 月 / 年ごとに
まとめたデータです。コンピュータで実績データや機器の履歴を管理したいときに便利です。
この項目は、表示モニタとしてコンピュータをお使いの場合のみ利用できます。
ご注意
表示モニタとしてREGZA、iPad、iPhone をお使いの場合は、この項目は画面に表示されません。

参照
CSVファイルについて詳しくは、「用語集」（87ページ）をご覧ください。

.■データをCSVファイルに出力する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「設定」を選択する
「設定」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「システム設定」を選択する
「バージョン情報」画面が表示されます。

3	 表示エリアから「CSVファイル出力」を選択する
「CSVファイル出力」画面が表示されます。
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4	 「出力」を選択する
「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されます。

5	 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスで「保存」を選択する

6	 任意の保存先とファイル名を指定する
メモ
デフォルトのファイル名は「logdata.csv」です。任意の名前に変更してください。

7	 「保存」を選択する
手順6で指定した場所にCSVファイルが出力されます。

8	 「閉じる」を選択する
メモ
出力されるデータは、時間データが最大3か月（2232時間）分、日間データが最大1年（365日）分、月間デー
タが最大15年（180か月）分、年間データが最大15年分です。
CSVファイル出力用のデータは、日付が変わると生成されます。生成されたデータは前日のものであり、現
在表示モニタに表示されているデータとは異なります。
「イベント設定」画面で「発電開始日」の設定を変更しても、実績データは再計算されません。
「日付時刻設定」を大きく変更すると、出力データの日時が前後することがあります。

.■ CSVファイルのフォーマット
CSVファイルは下記のフォーマットで出力されます。電力量の単位はWhです。

総積算データ
発電開始日 , 発電電力量 , 消費電力量 , 売電電力量 , 買電電力量

時間データ
年月日時 , 発電電力量 , 消費電力量 , 売電電力量 , 買電電力量

日間データ
年月日 , 発電電力量 , 消費電力量 , 売電電力量 , 買電電力量

月間データ
年月 , 発電電力量 , 消費電力量 , 売電電力量 , 買電電力量

年間データ
年 , 発電電力量 , 消費電力量 , 売電電力量 , 買電電力量

電圧上昇抑制履歴
開始時刻 , 終了時刻

温度上昇抑制履歴
開始時刻 , 終了時刻 , ノードNo.

異常履歴
発生時刻 , ノードNo., エラーNo.

メモ
電力量は小数点以下第2位を四捨五入した目安の値です。
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4.7.14. アップデート（コンピュータ接続の場合のみ）
コミュニケーションユニットに取り付けられているコミュニケーションボードと電力チップの
バージョンをアップデートできます。この項目は、表示モニタとしてコンピュータをお使いの場
合のみ選択できます。
詳しくは、ご相談センターにお問い合わせください。
ご注意
表示モニタとしてREGZA、iPad、iPhone をお使いの場合は、この項目は画面に表示されません。
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4.8	 設定を初期化する
コミュニケーションユニットの設定を工場出荷時の設定に戻すことができます。
ご注意
「設定初期化」を実行すると、設定を初期化前の状態に戻すことはできません。お好みで設定し直してください。

メモ
「設定初期化」を実行しても、「日付時刻設定」、「PCS接続台数設定」は初期化されません。また、実績デー
タも初期化されません。

参照
工場出荷時の設定については、「「設定メニュー」一覧」（57ページ）から各設定項目の参照ページを確認し、
参照先で初期値を確認してください。

.■設定初期化を実行する
参照
項目の選択方法については「3.2操作方法」（25ページ）をご覧ください。

1	 TOP画面のメニューエリアから「設定」を選択する
「設定」画面が表示されます。

2	 メニューエリアから「設定初期化」を選択する
「設定初期化」画面が表示されます。

3	 「設定初期化」を選択する
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4	 確認画面で「実行」を選択する

設定が初期化されます。
メモ
「設定初期化」を実行すると、反映されるまで時間がかかります。反映されていない場合は、しばら
く待ってから画面を表示してください。
「ネットワーク設定」を任意で変更していた場合は、「設定初期化」を実行するとコミュニケーション
ユニットの画面が表示されなくなります。その場合は、コミュニケーションユニットと表示モニタを
LANケーブルで直接接続し、コミュニケーションユニットの IPアドレスに「192.168.7.5」を入
力して、画面を表示します。詳しくは、ご相談センターにお問い合わせください。

参照
コミュニケーションユニットと表示モニタを直接接続して設定する方法について詳しくは、「2.2.3
ブロードバンドルータを使用する場合」（21ページ）をご覧ください。
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5.. 困ったときは
この章では、コミュニケーションユニットに異常が発生したときの対処方法を説明します。

5.1	 こんなときは
次のような現象が発生したときは、記載されている対処方法に従ってください。

現象 確認内容 原因・対処方法

パワーコンディショナに表
示される総積算電力量 (*1)

とコミュニケーションユ
ニットで記録している総積
算電力量 (*1) の値が異なる。

パワーコンディショナを複
数台つなげたり、パワーコ
ンディショナを交換してい
ませんか？

パワーコンディショナを複数台つ
なげたり、パワーコンディショナ
を交換するとコミュニケーション
ユニットの総積算電力量と異なっ
てきます。
積算電力量は、パワーコンディショ
ナとコミュニケーションユニット
それぞれで積算しています。その
ため、パワーコンディショナに表
示される総積算電力量とコミュニ
ケーションユニットで記録してい
る総積算電力量の値が異なること
があります。
参照
「4.4.3総積算電力量を確認する」（44
ページ）

電圧上昇抑制機能、温度上
昇抑制機能が稼働する。

発生頻度や稼働している時
間を確認してください。

電圧上昇抑制機能、温度上昇抑制機
能は、システムを安全に運用するた
めに稼働する機能です。
発生頻度が低い場合や短時間の場合
は、システムの異常ではありません。
発生頻度が高い場合や長時間復帰し
ない場合は、お買い上げの販売店に
お問い合わせください。
参照
「4.6機器情報を確認する」（51ページ）

時刻を変更したら実績デー
タが消えた。
または、実績データの内容
が変わった。

「日付時刻設定」を大幅に
変更していませんか？

「日付時刻設定」の設定によって、コ
ミュニケーションユニットで記録し
ている実績データの内容が削除され
たり変更されることがあります。
参照
「4.7.1日付時刻設定」（58ページ）
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現象 確認内容 原因・対処方法

コミュニケーションユニッ
トで記録している電力がお
かしい。
または、電力量の値が、消
費電力量＝（発電電力量－
売電電力量）＋買電電力量
の関係になっていない。(*1)

当社の太陽光発電システム
以外の発電システムを取り
付けていませんか？

当社の太陽光発電システム以外の発
電システムを取り付けている場合は、
正常な記録ができません。
取り付けていない場合は、システム
異常の可能性があるため、お買い上
げの販売店にお問い合わせください。

画面が更新されない。
または「データ取得中」画
面から先にすすまない。

停電や無線 LAN の電波状
況などによって通信が途切
れませんでしたか？

停電や無線 LANの電波状況などに
よって通信が途切れた場合は、画面
の自動更新が止まります。メニュー
エリアの「更新」もしくは一度別の
画面を選択してください。
「データ取得中」画面から先にすすま
ない場合は、ブラウザ自身の更新機
能で画面を更新するか、アドレスを
再度入力してください。

REGZAでの操作例
1	 リモコンの「dデータ」を押して、
便利機能のメニューを表示しま
す。

2	 十字キーで「再読込み」を選択し
て決定ボタンを押してください。
もしくは十字キーで「URL入力」
を選択して決定ボタンを押し、ア
ドレスを再入力してください。

頻繁に発生する場合は、無線 LAN
アクセスポイントの位置を変更して
ください。
参照
「3.3画面の更新機能」（31ページ）

電力の表示がおかしい 夜間にTOP画面で「売電」
が表示されていませんか？

夜間に TOP 画面で「売電」が表示
されている場合は、電流センサの向
きが間違っている可能性があります。
お買い上げの販売店にお問い合わせ
ください。

煙、異音、異臭などが発生
した。

ー コミュニケーションユニットから
煙、異音、異臭などが発生したとき
は、分電盤の太陽光発電用ブレーカ
をOFFにし、お買い上げの販売店に
お問い合わせください。

*1多少の計測誤差があります。
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5.2	 停電したときは
停電の前後では、積算電力量が正常に記録されないことがあります。
停電したときも、日付時刻情報は保持されます。
メモ
停電が解消してから、本製品が起動するまで約3分かかります。
ボタン電池が消耗している場合は、日時が変わります。お買い上げの販売店に、ボタン電池の交換を依頼し
てください。

5.3	 エラーNo.
太陽光発電システムに異常があったときは、表示モニタに異常アイコンが表示されます。
異常アイコンが表示されたときは、「機器情報メニュー」の「異常履歴」で「エラーNo.」を確認
し、次ページの［「エラーNo.」で表示されるエラー一覧］の対応を行ってください。

項目 概要
発生日時 異常が発生した日時を表示します。
ノードNo. 異常が発生した部品の識別番号を表示します。

「0」はコミュニケーションユニット、「1～5」は、パワー
コンディショナの識別番号を表します。

エラーNo. 発生した異常のエラーNo. を表示します。
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「エラーNo.」で表示されるエラー一覧
エラーNo. エラー概要 お客様のご対応
E3-1 パワーコンディショナを再起動していま

す。
しばらくお待ちください。
このエラーがたびたび表示される場合
は、お買い上げの販売店にお問い合わせ
ください。

E3-2
E3-3
E4-2
E4-5
E5-3
E5-4
E5-6
E2-1 太陽電池モジュールの出力電圧が高く

なっています。
しばらくお待ちください。
長時間復帰しない場合は、お買い上げの
販売店にお問い合わせください。

E3-4 パワーコンディショナの内部温度が高く
なっています。

パワーコンディショナの周囲に物が置か
れていないか確認してください。
長期間復帰しない場合は、お買い上げの
販売店にお問い合わせください。

E2-3 太陽電池モジュールの配線に異常が発生
しています。

お買い上げの販売店にお問い合わせくだ
さい。

A1-5 自立コンセントの使用電力が、現在出力
可能な電力を超えています。

自立コンセントに接続している機器を減
らすなど、電力の使用量を減らしてくだ
さい。

E1-1 電力会社からの電気が異常です。 しばらくお待ちください。
このエラーがたびたび表示される場合
は、お買い上げの販売店にお問い合わせ
ください。

E1-2
E1-3
E1-4
E1-5
E1-6
E1-7
E1-8
A9-1
A9-2
A9-3
E9-8 コミュニケーションユニットもしくはパ

ワーコンディショナの異常です。
しばらくお待ちください。
このエラーがたびたび表示される場合
は、お買い上げの販売店にお問い合わせ
ください。
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「エラーNo.」で表示されるエラー一覧
エラーNo. エラー概要 お客様のご対応
E4-3 パワーコンディショナの異常です。 お買い上げの販売店にお問い合わせくだ

さい。E4-4
E4-6
E4-7
E4-8
E5-1
E5-2
E5-5
E9-4 コミュニケーションユニットの異常で

す。
お買い上げの販売店にお問い合わせくだ
さい。E9-7

E9-9
E9-10
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6.. お手入れのしかた
コミュニケーションユニットを長くお使いいただくために、定期的にお手入れを行ってください。

6.1	 コミュニケーションユニットの清掃

.■スリット
コミュニケーションユニットの左右側面にあるスリットのほこりを掃除機などで取り除いてくだ
さい。

.■コミュニケーションユニットの外側全体
コミュニケーションユニットの外側全体を乾いたやわらかい布でから拭きしてください。

注意

禁止

.本製品の外側の清掃には、有機溶剤（シンナー、ベンジンなど）、強アル
カリ性物質、および強酸性物質を使用しないこと
変色や機器故障の原因となります。

ご注意
コミュニケーションユニットの外側をから拭きするときは、無理な力で汚れを落とさないでく
ださい。破損したり傷が付く恐れがあります。

6.2	 ボタン電池の交換
ボタン電池を定期的に交換してください。交換周期は5年以内を推奨しています。（有償）
交換については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
ご注意
お客様ご自身で交換しないでください。交換時、積算電力量が正常に記録されないことがあります。

6.3	 PL ラベル
PLラベルがはがれたり、破損、汚損したときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
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7.. 仕様
品名 コミュニケーションユニット
型式 TPV-CU-COM
データ通信方式 無線 /有線
設置場所 屋内
設置方法 壁面設置
定格入力電圧 単相3線　100V/200V
最大消費電力 5W以下
使用温度範囲 -10 ～ +40℃（ただし氷結なきこと）
使用湿度範囲 30～ 85%RH（ただし結露なきこと）
外形寸法（W×H×D） 141× 170× 65.5mm
質量 約510g
表示確認環境 付属の補足説明書（表示確認環境一覧）をご覧ください。

141mm

1
7
0
m
m

65.5mm
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用語集
用語 意味

CSVファイル 文字や数字などのデータを、１項目ずつコンマ（,）で区切っ
て並べた形式のファイルのことです。
コミュニケーションユニットで記憶していた、年月日や発電 /
消費 /売買の各電力量、機器の異常履歴などを、CSV形式で
コンピュータに出力できます。

IP アドレス ネットワークにおいて、個々の機器を識別するための番号のこ
とです。
IP アドレスを個々の機器に割り振ることで、インターネット
などのネットワークでそれぞれの機器を識別できます。

イベント 発電電力量の目標値および、発電開始記念日のことです。
発電開始日からの積算の発電電力量が、あらかじめ設定した目
標値に達したり、発電開始日から1年経過するごとに、表示
モニタにメッセージや発電電力量などの情報が表示されます。

温度上昇抑制機能 パワーコンディショナ運転中に内部温度が高くなったとき、さ
らなる内部温度上昇を抑制するため、一時的にパワーコンディ
ショナの出力を制限する機能のことです。

系統電圧 /系統電流 /系統電力 電力会社から供給される電圧 /電流 /電力のことです。
交流 /直流 交流とは、電圧の大きさや電流の方向が一定の周期で規則的に

変化する送電方式のことです。直流とは、一定の電圧で常に同
じ方向に電流が流れる送電方式のことです。
電力会社からご家庭に供給されている電力は交流ですが、太陽
光発電システムでは直流の電力が発電されます。電気機器は交
流電力で動作するため、直流電力のままでは、ご家庭での電力
および、電力会社への売電には使用できません。そのため、パ
ワーコンディショナを使用して、太陽光発電システムで発電し
た直流電力を交流電力に変換し、ご家庭で使用できる状態にし
ます。

コミュニケーションユニット 本製品のことです。パワーコンディショナや分電盤から、発電
/消費 /売電 /買電の各電力量を収集・計測し、その情報を無
線 LANアクセスポイントを経由して表示モニタに送ります。

コミュニケーションボード コミュニケーションユニットに取り付けられている基板のこ
とです。コミュニケーションユニットと無線 LANアクセスポ
イントとの無線通信サポートおよび、表示モニタに表示する画
像を送り出しています。

サブネットマスク IP アドレス（ネットワーク内の個々の機器を識別するための
番号）のうち、何ビットをネットワークアドレス（機器が属す
るネットワークを識別するための番号）に使用するかを定義す
る数値のことです。
インターネットなどの巨大なネットワークは、多数の細かな
ネットワークに分けて管理されています。この細分化された多
数のネットワークのことを、サブネットといいます。
サブネットマスクを設定することで、各機器が属するサブネッ
トを識別できます。
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用語 意味
自給率 消費した電力（または電力量）のうち、太陽光発電システムで

まかなわれた電力（または電力量）の割合です。
自給率（％）=発電電力（量）÷消費電力（量）×100で算
出されます。

消費電力 電気機器を使用したときに消費する電力です。
積算消費電力量 一定の期間に消費した総電力量です。
積算発電電力量 一定の期間に発電した総電力量です。
太陽光発電用ブレーカ 電力会社から送電される回路（系統）と、太陽光発電システム

を切り離すためのスイッチ（遮断器）です。
太陽電池モジュール 太陽電池を組み合わせて一枚の板状にしたものです。太陽光発

電パネルとも呼ばれます。
電圧上昇抑制機能 電力会社から供給される電圧が、法律で定められた規定値より

も高くなったときに、パワーコンディショナの出力を一時的に
制限する機能のことです。

電力 /kW 電力とは、瞬間的に電気エネルギーが行うことができる仕事の
量のことです。ここでの仕事とは、物を動かしたり、電気機器
を動作させることを指します。
kW（キロワット）とは、電力の単位のことです。

電力量 /kWh 電力量とは、一定の期間に発生 /消費する電力の合計です。本
書では、太陽光発電システムで、一定の期間に発電 /消費 /売
買された各電力量のことを指します。
kWh（キロワットアワー）とは、電力量の単位のことです。
電力量（kWh）=電力（kW）×時間（h）で算出できます。

発電電力 火力、原子力や自然エネルギーを利用して、発生させた電力の
ことです。
本書では、太陽光発電システムで発電した電力を指します。

売電 太陽光発電システムなどを利用して発電した電力のうち、余っ
た電力を電力会社に売ることです。

売電電力 電力会社に売った電力のことです。
買電 太陽光発電システムなどを利用して発電した電力だけでは必

要な電力をまかなうことができないときに、電力会社から電力
需要の不足分を買って、補うことです。

買電電力 電力会社から買った電力のことです。
パワーコンディショナ（PCS） 太陽光発電システムで発電された直流電力を交流電力に変換

し、ご家庭で電力として使用できる状態にする機器です。
コミュニケーションユニットでは、パワーコンディショナの運
転状態や、パワーコンディショナから収集した発電電力量を積
算した値などを、表示モニタに送ります。
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用語 意味
ブラウザ ウェブページを閲覧するためのソフトウェアのことです。

コミュニケーションユニットの表示モニタとして使用できる
機器（REGZA®、コンピュータ、iPad、iPhone）にはあら
かじめ搭載されており、コミュニケーションユニットから送ら
れた発電電力量などの情報を見ることができます。

ブロードバンドルータ 高速な通信回線でインターネットを利用するための通信機器
です。コンピュータなどの端末とブロードバンドルータを接続
することで、光回線などのインターネット常時接続サービスを
利用できます。

分電盤 電力を安全に使用するために必要な制御装置を1ヶ所にまと
めた収容箱のことです。
ご家庭に備え付けられた分電盤には、複数のブレーカが搭載さ
れています。電力の使用量が一定の値を超えるとブレーカが自
動でOFF になり、電力の供給が遮断され、屋内配線が保護さ
れます。
太陽光発電システムの導入時に、分電盤に太陽光発電用ブレー
カが取り付けられます。

無線 LANアクセスポイント コンピュータなどの端末同士で、無線 LANによって情報をや
り取りするための電波中継機器です。
コミュニケーションユニットには、無線 LANアクセスポイン
トが同梱されています。コミュニケーションユニットと表示モ
ニタは、無線 LANアクセスポイントを介して通信します。
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本製品で使われるソフトウェアのライセンス情報
本内容はライセンス情報のため、操作には関係ありません。
　本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアコン
ポーネントで構成され、個々のソフトウェアコンポーネントは、それぞれに
弊社または第三者の著作権が存在します。

本製品は、第三者が規定したエンドユーザーライセンスアグリーメントある
いは著作権通知（以下、「EULA」といいます）に基づきフリーソフトウェ
アとして配布されるソフトウェアコンポーネントを使用しております。

「EULA」の中には、実行形式のソフトウェアコンポーネントを配布する条
件として、当該コンポーネントのソースコードの入手を可能にするよう求め
ているものがあります。当該「EULA」の対象となるソフトウェアコンポー
ネントのお問い合わせに関しては、ご相談センターにご確認ください。

また、本製品のソフトウェアコンポーネントには、弊社自身が開発または作
成したソフトウェアも含まれており、これらソフトウェアおよびそれに付帯
したドキュメント類には、弊社の所有権が存在し、著作権法、国際条約条項
および他の準拠法によって保護されています。

「EULA」の適用を受けない弊社自身が開発または作成したソフトウェアコ
ンポーネンツは、ソースコード提供の対象とはなりませんのでご了承くださ
い。

　ご購入いただいた本製品は、製品として、弊社所定の保証をいたします。

　ただし、「EULA」に基づいて配布されるソフトウェアコンポーネントに
は、著作権者または弊社を含む第三者の保証がないことを前提に、お客様が
ご自身でご利用になられることが認められるものがあります。この場合、当
該ソフトウェアコンポーネントは無償でお客様に使用許諾されますので、適
用法令の範囲内で、当該ソフトウェアコンポーネントの保証は一切ありませ
ん。著作権やその他の第三者の権利等については、一切の保証がなく、”as
is"( 現状 ) の状態で、かつ、明示か黙示であるかを問わず一切の保証を付け
ないで、当該ソフトウェアコンポーネントが提供されます。ここでいう保証
とは、市場性や特定目的適合性についての黙示の保証も含まれますが、それ
に限定されるものではありません。当該ソフトウェアコンポーネントの品質
や性能に関するすべてのリスクはお客様が負うものとします。また、当該ソ
フトウェアコンポーネントに欠陥があるとわかった場合、それに伴う一切の
派生費用や修理・訂正に要する費用は、弊社は一切の責任を負いません。適
用法令の定め、または書面による合意がある場合を除き、著作権者や上記許
諾を受けて当該ソフトウェアコンポーネントの変更・再配布を為し得る者は、
当該ソフトウェアコンポーネントを使用したこと、または使用できないこと
に起因する一切の損害についてなんらの責任も負いません。著作権者や第三
者が、そのような損害の発生する可能性について知らされていた場合でも同
様です。なお、ここでいう損害には、通常損害、特別損害、偶発損害、間接
損害が含まれます（データの消失、またはその正確さの喪失、お客様や第三
者が被った損失、他のソフトウェアとのインターフェースの不適合化等も含
まれますが、これに限定されるものではありません）。当該ソフトウェアコ
ンポーネントの使用条件や遵守いただかなければならない事項等の詳細は、
各「EULA」をお読みください。

本製品に組み込まれた「EULA」の対象となるソフトウェアコンポーネントは、以下のとおりです。
これらソフトウェアコンポーネントをお客様ご自身でご利用いただく場合は、対応する「EULA」
をよく読んでから、ご利用くださるようにお願いいたします。なお、各「EULA」は弊社以外の
第三者による規程であるため、原文を記載します。

ソフトウェア名 EULA ソフトウェア名 EULA
RedBoot
gcc
busybox
udev
sysvinit
tinylogin
bdflush
util-linux-ng
findutils
module-init-tools
net-tools
sysklogd
mtd-utils

dosfstools
procps
psmisc
tar
gzip
gawk
sed
which
ruby
wireless_tools
wpa_supplicant
rtusb
linux

ExhibitA readline
bash
coreutils
grep
less
diffutils

ExhibitB

glibc
glibc-ports
libnl

ExhibitC

ncurses
pdksh
netkit-base
netkit-ftp
httpd
cron
nvi

ExhibitD
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本製品で使われるソフトウェアのライセンス情報

.■本製品で使われるフリーソフトウェアコンポーネントに関するエンドユーザーライ
センスアグリーメント原文（英文）
◆◆ Exhibit◆A　

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright©1989,1991FreeSoftwareFoundation,Inc.

59TemplePlace,Suite330,Boston,MA02111-1307USA

Everyone ispermitted tocopyanddistributeverbatimcopiesof this license
document,butchangingitisnotallowed.

Preamble
The licenses formostsoftwarearedesigned to takeawayyour freedomto
shareandchange it.Bycontrast, theGNUGeneralPublicLicense is intended
toguaranteeyourfreedomtoshareandchangefreesoftware--tomakesurethe
software isfreeforall itsusers.ThisGeneralPublicLicenseappliestomostof
theFreeSoftwareFoundation'ssoftwareandtoanyotherprogramwhoseauthors
committousing it. (SomeotherFreeSoftwareFoundationsoftware iscovered
by theGNULibraryGeneralPublicLicense instead.)Youcanapply it toyour
programs,too.

Whenwespeakof freesoftware,weare referringto freedom,notprice.Our
GeneralPublicLicensesaredesignedtomakesurethatyouhavethefreedomto
distributecopiesof freesoftware(andchargeforthisservice ifyouwish),that
you receivesourcecodeorcanget it ifyouwant it, thatyoucanchangethe
softwareorusepiecesofitinnewfreeprograms;andthatyouknowyoucando
thesethings.

Toprotectyourrights,weneedtomakerestrictionsthatforbidanyonetodeny
youtheserightsortoaskyoutosurrendertherights.Theserestrictionstranslate
tocertainresponsibilitiesforyouifyoudistributecopiesofthesoftware,orifyou
modifyit.

Forexample, ifyoudistributecopiesofsuchaprogram,whethergratisorfora
fee,youmustgivetherecipientsall the rightsthatyouhave.Youmustmake
surethatthey,too,receiveorcangetthesourcecode.Andyoumustshowthem
thesetermssotheyknowtheirrights.

Weprotectyourrightswithtwosteps:(1)copyrightthesoftware,and(2)offer
youthislicensewhichgivesyoulegalpermissiontocopy,distributeand/ormodify
thesoftware.

Also, foreachauthor'sprotectionandours,wewant tomakecertain that
everyoneunderstands that there isnowarranty for this freesoftware. If the
software ismodifiedbysomeoneelseandpassedon,wewant itsrecipientsto
knowthatwhattheyhaveisnottheoriginal,sothatanyproblemsintroducedby
otherswillnotreflectontheoriginalauthors'reputations.

Finally,anyfreeprogramisthreatenedconstantlybysoftwarepatents.Wewish
toavoidthedangerthat redistributorsofa freeprogramwill individuallyobtain
patent licenses, ineffectmakingtheprogramproprietary.Topreventthis,we
havemadeitclearthatanypatentmustbelicensedforeveryone'sfreeuseornot
licensedatall.

Theprecisetermsandconditionsforcopying,distributionandmodificationfollow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION 

AND MODIFICATION
0.ThisLicenseappliestoanyprogramorotherworkwhichcontainsanotice
placedbythecopyrightholdersayingitmaybedistributedunderthetermsofthis
GeneralPublicLicense.The"Program",below,referstoanysuchprogramorwork,
anda "workbasedontheProgram"meanseithertheProgramoranyderivative
workundercopyright law: that is tosay,aworkcontainingtheProgramora
portionof it,eitherverbatimorwithmodificationsand/ortranslatedintoanother
language. (Hereinafter, translation is includedwithout limitation in the term
"modification".)Eachlicenseeisaddressedas"you".

Activitiesother thancopying,distributionandmodificationarenotcovered
bythisLicense;theyareoutside itsscope.Theactof runningtheProgram is
not restricted,andtheoutputfromtheProgramiscoveredonly if itscontents
constituteaworkbasedontheProgram(independentofhavingbeenmadeby
runningtheProgram).WhetherthatistruedependsonwhattheProgramdoes.

1.YoumaycopyanddistributeverbatimcopiesoftheProgram'ssourcecodeas
youreceiveit, inanymedium,providedthatyouconspicuouslyandappropriately
publishoneachcopyanappropriatecopyrightnoticeanddisclaimerofwarranty;
keep intactallthenoticesthatrefertothisLicenseandtotheabsenceofany
warranty;andgiveanyother recipientsof theProgramacopyof thisLicense
alongwiththeProgram.

Youmaychargeafeeforthephysicalactoftransferringacopy,andyoumayat
youroptionofferwarrantyprotectioninexchangeforafee.

2.YoumaymodifyyourcopyorcopiesoftheProgramoranyportionofit,thus
formingaworkbasedontheProgram,andcopyanddistributesuchmodifications
orworkunderthetermsofSection1above,providedthatyoualsomeetallof
theseconditions:

a)Youmustcausethemodifiedfilestocarryprominentnoticesstating
thatyouchangedthefilesandthedateofanychange.

b)Youmustcauseanyworkthatyoudistributeorpublish,thatinwhole
orinpartcontainsorisderivedfromtheProgramoranypartthereof,to
belicensedasawholeatnochargetoallthirdpartiesundertheterms
ofthisLicense.

c)Ifthemodifiedprogramnormallyreadscommandsinteractivelywhen
run,youmustcauseit,whenstartedrunningforsuchinteractiveusein
themostordinaryway,toprintordisplayanannouncementincludingan
appropriatecopyrightnoticeandanoticethatthereisnowarranty(or
else,sayingthatyouprovideawarranty)andthatusersmayredistribute
theprogramundertheseconditions,andtellingtheuserhowtoviewa
copyofthisLicense.
(Exception:iftheProgramitselfisinteractivebutdoesnotnormallyprint
suchanannouncement,yourworkbasedontheProgramisnotrequired
toprintanannouncement.)

Theserequirementsapplytothemodifiedworkasawhole.Ifidentifiablesections
ofthatworkarenotderivedfromtheProgram,andcanbereasonablyconsidered
independentandseparateworksinthemselves,thenthisLicense,anditsterms,
donotapply to thosesectionswhenyoudistribute themasseparateworks.
Butwhenyoudistributethesamesectionsaspartofawholewhich isawork
basedontheProgram,thedistributionofthewholemustbeonthetermsofthis
License,whosepermissionsforother licenseesextendtotheentirewhole,and
thustoeachandeverypartregardlessofwhowroteit.

Thus,itisnottheintentofthissectiontoclaimrightsorcontestyourrightsto
workwrittenentirelybyyou;rather,the intent istoexercisetherighttocontrol
thedistributionofderivativeorcollectiveworksbasedontheProgram.

Inaddition,mereaggregationofanotherworknotbasedontheProgramwith
theProgram(orwithaworkbasedontheProgram)onavolumeofastorage
ordistributionmediumdoesnotbringtheotherworkunder thescopeof this
License.

3.YoumaycopyanddistributetheProgram(oraworkbasedonit,underSection
2)inobjectcodeorexecutableformunderthetermsofSections1and2above
providedthatyoualsodooneofthefollowing:

a)Accompany itwith thecompletecorrespondingmachine-readable
sourcecode,whichmustbedistributedunderthetermsofSections1
and2aboveonamediumcustomarilyusedforsoftwareinterchange;or,

b)Accompany itwithawrittenoffer,valid forat leastthreeyears, to
giveanythirdparty, forachargenomorethanyourcostofphysically
performingsourcedistribution,acompletemachine-readablecopyof
thecorrespondingsourcecode, tobedistributedunder thetermsof
Sections1and2aboveonamediumcustomarilyused forsoftware
interchange;or,

c)Accompany itwiththe informationyou receivedastotheoffer to
distributecorrespondingsourcecode. (Thisalternative isallowedonly
fornoncommercialdistributionandonly if you received theprogram
inobjectcodeorexecutable formwithsuchanoffer, inaccordwith
Subsectionbabove.)

Thesourcecode foraworkmeansthepreferred formof thework formaking
modifications to it.Foranexecutablework,completesourcecodemeansall
thesourcecode for allmodules it contains, plusanyassociated interface
definitionfiles,plusthescriptsusedtocontrolcompilationandinstallationofthe
executable.However,asaspecialexception,thesourcecodedistributedneed
not includeanythingthat isnormallydistributed(ineithersourceorbinaryform)
withthemajorcomponents(compiler,kernel,andsoon)oftheoperatingsystem
onwhichtheexecutable runs,unlessthatcomponent itselfaccompaniesthe
executable.

Ifdistributionofexecutableorobjectcode ismadebyofferingaccesstocopy
fromadesignatedplace,thenofferingequivalentaccesstocopythesourcecode
fromthesameplacecountsasdistributionofthesourcecode,eventhoughthird
partiesarenotcompelledtocopythesourcealongwiththeobjectcode.

4.Youmaynotcopy,modify,sublicense,ordistributetheProgramexceptas
expresslyprovidedunderthisLicense.Anyattemptotherwisetocopy,modify,
sublicenseordistributetheProgramisvoid,andwillautomaticallyterminateyour
rightsunderthisLicense.However,partieswhohavereceivedcopies,or rights,
fromyouunderthisLicensewillnothavetheir licensesterminatedso longas
suchpartiesremaininfullcompliance.

5.Youarenot requiredtoacceptthisLicense,sinceyouhavenotsigned it.
However,nothingelsegrantsyoupermissiontomodifyordistributetheProgram
or itsderivativeworks.Theseactionsareprohibitedby lawifyoudonotaccept
thisLicense.Therefore,bymodifyingordistributingtheProgram(oranywork
basedontheProgram),you indicateyouracceptanceofthisLicensetodoso,
andallitstermsandconditionsforcopying,distributingormodifyingtheProgram
orworksbasedonit.

6.EachtimeyouredistributetheProgram(oranyworkbasedontheProgram),
therecipientautomaticallyreceivesa licensefromtheoriginal licensortocopy,
distributeormodify theProgramsubject to thesetermsandconditions.You
maynot imposeanyfurtherrestrictionsontherecipients'exerciseoftherights
grantedherein.Youarenotresponsibleforenforcingcompliancebythirdparties
tothisLicense.

7.If,asaconsequenceofacourtjudgmentorallegationofpatentinfringement
or foranyother reason (not limitedtopatent issues),conditionsare imposed
onyou (whetherbycourtorder,agreementorotherwise) thatcontradict the
conditionsofthisLicense,theydonotexcuseyoufromtheconditionsofthis
License.Ifyoucannotdistributesoastosatisfysimultaneouslyyourobligations
underthisLicenseandanyotherpertinentobligations,thenasaconsequence
youmaynotdistributetheProgramatall.Forexample,ifapatentlicensewould
notpermit royalty-free redistributionof theProgrambyall thosewho receive
copiesdirectlyorindirectlythroughyou,thentheonlywayyoucouldsatisfyboth
itandthisLicensewouldbetorefrainentirelyfromdistributionoftheProgram.

Ifanyportionofthissectionisheldinvalidorunenforceableunderanyparticular
circumstance,thebalanceofthesectionisintendedtoapplyandthesectionas
awholeisintendedtoapplyinothercircumstances.
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It isnot thepurposeof thissectionto induceyouto infringeanypatentsor
otherpropertyrightclaimsortocontestvalidityofanysuchclaims;thissection
hasthesolepurposeofprotectingtheintegrityofthefreesoftwaredistribution
system,which is implementedbypublic licensepractices.Manypeoplehave
madegenerouscontributionstothewiderangeofsoftwaredistributedthrough
thatsysteminrelianceonconsistentapplicationofthatsystem; it isuptothe
author/donortodecide ifheorshe iswillingtodistributesoftwarethroughany
othersystemandalicenseecannotimposethatchoice.

Thissection is intended tomake thoroughlyclearwhat isbelieved tobea
consequenceoftherestofthisLicense.

8.Ifthedistributionand/oruseoftheProgramisrestrictedincertaincountries
eitherbypatentsorbycopyrighted interfaces, theoriginalcopyrightholder
whoplacestheProgramunder thisLicensemayaddanexplicitgeographical
distributionlimitationexcludingthosecountries,sothatdistributionispermitted
only in or amongcountries not thusexcluded. In suchcase, this License
incorporatesthelimitationasifwritteninthebodyofthisLicense.

9.TheFreeSoftwareFoundationmaypublish revisedand/ornewversionsof
theGeneralPublicLicensefromtimetotime.Suchnewversionswillbesimilarin
spirittothepresentversion,butmaydiffer indetailtoaddressnewproblemsor
concerns.

Eachversion isgivenadistinguishingversionnumber. If theProgramspecifies
aversionnumberofthisLicensewhichappliesto itand"any laterversion",you
havetheoptionoffollowingthetermsandconditionseitherofthatversionorof
anylaterversionpublishedbytheFreeSoftwareFoundation.IftheProgramdoes
notspecifyaversionnumberofthisLicense,youmaychooseanyversionever
publishedbytheFreeSoftwareFoundation.

10. Ifyouwishto incorporatepartsof theProgram intoother freeprograms
whosedistribution conditionsare different,write to the author to ask for
permission.Forsoftwarewhich iscopyrightedbytheFreeSoftwareFoundation,
writetotheFreeSoftwareFoundation;wesometimesmakeexceptionsforthis.
Ourdecisionwillbeguidedbythetwogoalsofpreservingthe freestatusof
allderivativesofour freesoftwareandofpromotingthesharingand reuseof
softwaregenerally.

 NO WARRANTY
 11.BECAUSETHEPROGRAMISLICENSEDFREEOFCHARGE,THERE ISNO
WARRANTYFORTHEPROGRAM,TOTHEEXTENTPERMITTEDBYAPPLICABLE
LAW. EXCEPTWHENOTHERWISESTATED INWRITINGTHECOPYRIGHT
HOLDERSAND/OROTHERPARTIESPROVIDETHEPROGRAM"ASIS"WITHOUT
WARRANTYOFANYKIND,EITHEREXPRESSEDORIMPLIED, INCLUDING,BUT
NOTLIMITEDTO,THE IMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITYAND
FITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.THEENTIRERISKASTOTHEQUALITY
ANDPERFORMANCEOFTHEPROGRAMISWITHYOU.SHOULDTHEPROGRAM
PROVEDEFECTIVE,YOUASSUMETHECOSTOFALLNECESSARYSERVICING,
REPAIRORCORRECTION.

12. INNOEVENTUNLESSREQUIREDBYAPPLICABLELAWORAGREEDTO
INWRITINGWILLANYCOPYRIGHTHOLDER,ORANYOTHERPARTYWHO
MAYMODIFYAND/ORREDISTRIBUTETHEPROGRAMASPERMITTEDABOVE,
BELIABLETOYOUFORDAMAGES, INCLUDINGANYGENERAL,SPECIAL,
INCIDENTALORCONSEQUENTIALDAMAGESARISINGOUTOFTHEUSEOR
INABILITYTOUSETHEPROGRAM(INCLUDINGBUTNOTLIMITEDTOLOSSOF
DATAORDATABEINGRENDEREDINACCURATEORLOSSESSUSTAINEDBY
YOUORTHIRDPARTIESORAFAILUREOFTHEPROGRAMTOOPERATEWITH
ANYOTHERPROGRAMS),EVENIFSUCHHOLDEROROTHERPARTYHASBEEN
ADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
HowtoApplyTheseTermstoYourNewPrograms

 Ifyoudevelopanewprogram,andyouwant it tobeofthegreatestpossible
usetothepublic,thebestwaytoachievethisistomakeitfreesoftwarewhich
everyonecanredistributeandchangeundertheseterms.

Todoso,attachthe followingnoticestotheprogram. It issafesttoattach
themtothestartofeachsourcefiletomosteffectivelyconveytheexclusionof
warranty;andeachfileshouldhaveat leastthe"copyright" lineandapointerto
wherethefullnoticeisfound.

<onelinetogivetheprogram'snameandabriefideaofwhatitdoes.>
Copyright©<year><nameofauthor>

Thisprogramis freesoftware;youcanredistribute itand/ormodify it
underthetermsoftheGNUGeneralPublicLicenseaspublishedbythe
FreeSoftwareFoundation;eitherversion2oftheLicense,or (atyour
option)anylaterversion.

This program is distributed in thehope that itwill be useful, but
WITHOUTANYWARRANTY;without even the impliedwarranty of
MERCHANTABILITYorFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.See
theGNUGeneralPublicLicenseformoredetails.

Youshouldhave receivedacopyof theGNUGeneralPublicLicense
alongwiththisprogram; ifnot,writetotheFreeSoftwareFoundation,
Inc.,59TemplePlace,Suite330,Boston,MA02111-1307USA

Alsoaddinformationonhowtocontactyoubyelectronicandpapermail.

Iftheprogramisinteractive,makeitoutputashortnoticelikethiswhenitstarts
inaninteractivemode:

Gnomovisionversion69,Copyright©yearnameofauthor
GnomovisioncomeswithABSOLUTELYNOWARRANTY;fordetailstype
`showw'.Thisisfreesoftware,andyouarewelcometoredistributeit
undercertainconditions;type`showc'fordetails.

Thehypotheticalcommands`showw'and`showc'shouldshowtheappropriate
partsoftheGeneralPublicLicense.Ofcourse,thecommandsyouusemaybe
calledsomethingotherthan `showw'and `showc'; theycouldevenbemouse-
clicksormenuitems--whateversuitsyourprogram.

Youshouldalsogetyouremployer(ifyouworkasaprogrammer)oryourschool,
ifany, tosigna "copyrightdisclaimer" for theprogram, ifnecessary.Here isa
sample;alterthenames:

Yoyodyne, Inc.,herebydisclaimsallcopyright interest intheprogram
`Gnomovision' (whichmakespassesatcompilers)writtenbyJames
Hacker.

<signatureofTyCoon>,1April1989
TyCoon,PresidentofVice

ThisGeneralPublicLicensedoesnotpermit incorporatingyourprogram into
proprietaryprograms. Ifyourprogram isasubroutine library,youmayconsider
itmoreusefultopermit linkingproprietaryapplicationswiththe library. Ifthis is
whatyouwanttodo,usetheGNULibraryGeneralPublicLicenseinsteadofthis
License.

◆◆ Exhibit◆B
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007
Copyright©2007FreeSoftwareFoundation,Inc.<http://fsf.org/>

Everyone ispermitted tocopyanddistributeverbatimcopiesof this license
document,butchangingitisnotallowed.

Preamble
TheGNUGeneralPublicLicenseisafree,copyleftlicenseforsoftwareandother
kindsofworks.

The licensesformostsoftwareandotherpracticalworksaredesignedtotake
awayyourfreedomtoshareandchangetheworks.Bycontrast,theGNUGeneral
PublicLicense is intendedtoguaranteeyour freedomtoshareandchangeall
versionsofaprogram--tomakesureitremainsfreesoftwareforallitsusers.We,
theFreeSoftwareFoundation,usetheGNUGeneralPublicLicenseformostof
oursoftware; itappliesalsotoanyotherworkreleasedthiswayby itsauthors.
Youcanapplyittoyourprograms,too.

Whenwespeakof freesoftware,weare referringto freedom,notprice.Our
GeneralPublicLicensesaredesignedtomakesurethatyouhavethefreedom
todistributecopiesoffreesoftware(andchargeforthemifyouwish),thatyou
receivesourcecodeorcangetitifyouwantit,thatyoucanchangethesoftware
orusepiecesof it innewfreeprograms,andthatyouknowyoucandothese
things.

Toprotectyourrights,weneedtopreventothersfromdenyingyoutheserights
oraskingyoutosurrendertherights.Therefore,youhavecertainresponsibilitiesif
youdistributecopiesofthesoftware,orifyoumodifyit:responsibilitiestorespect
thefreedomofothers.

Forexample, ifyoudistributecopiesofsuchaprogram,whethergratisorfora
fee,youmustpassontotherecipientsthesamefreedomsthatyoureceived.You
mustmakesurethatthey,too,receiveorcangetthesourcecode.Andyoumust
showthemthesetermssotheyknowtheirrights.

Developers thatuse theGNUGPLprotect your rightswith twosteps: (1)
assertcopyrightonthesoftware,and(2)offeryouthisLicensegivingyou legal
permissiontocopy,distributeand/ormodifyit.

Forthedevelopers'andauthors'protection,theGPLclearlyexplainsthatthere
isnowarrantyforthisfreesoftware.Forbothusers'andauthors'sake,theGPL
requiresthatmodifiedversionsbemarkedaschanged,sothattheirproblemswill
notbeattributederroneouslytoauthorsofpreviousversions.

Somedevicesaredesigned todenyusersaccess to installor runmodified
versionsof thesoftware inside them,although themanufacturercandoso.
This isfundamentally incompatiblewiththeaimofprotectingusers' freedomto
changethesoftware.Thesystematicpatternofsuchabuseoccursintheareaof
productsforindividualstouse,whichispreciselywhereitismostunacceptable.
Therefore,wehavedesignedthisversionoftheGPLtoprohibitthepracticefor
thoseproducts. Ifsuchproblemsarisesubstantially inotherdomains,westand
readytoextendthisprovisiontothosedomainsinfutureversionsoftheGPL,as
neededtoprotectthefreedomofusers.

Finally,everyprogram is threatenedconstantlybysoftwarepatents.States
shouldnotallowpatentstorestrictdevelopmentanduseofsoftwareongeneral-
purposecomputers,butinthosethatdo,wewishtoavoidthespecialdangerthat
patentsappliedtoafreeprogramcouldmakeiteffectivelyproprietary.Toprevent
this,theGPLassuresthatpatentscannotbeusedtorendertheprogramnon-
free.

Theprecisetermsandconditionsforcopying,distributionandmodificationfollow.

TERMS AND CONDITIONS
0.Definitions.

"ThisLicense"referstoversion3oftheGNUGeneralPublicLicense.

 "Copyright"alsomeanscopyright-like lawsthatapplytootherkindsofworks,
suchassemiconductormasks.

"TheProgram"referstoanycopyrightableworklicensedunderthisLicense.Each
licenseeisaddressedas"you"."Licensees"and"recipients"maybeindividualsor
organizations.

To"modify"aworkmeanstocopyfromoradaptallorpartoftheworkinafashion
requiringcopyrightpermission,other than themakingofanexactcopy.The
resultingworkiscalleda"modifiedversion"oftheearlierworkorawork"basedon"
theearlierwork.

A"coveredwork"meanseithertheunmodifiedProgramoraworkbasedonthe
Program.

To "propagate"aworkmeanstodoanythingwith it that,withoutpermission,
wouldmakeyoudirectlyorsecondarily liable for infringementunderapplicable
copyright law,exceptexecuting itonacomputerormodifyingaprivatecopy.
Propagation includescopying,distribution(withorwithoutmodification),making
availabletothepublic,andinsomecountriesotheractivitiesaswell.
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To"convey"aworkmeansanykindofpropagationthatenablesotherpartiesto
makeorreceivecopies.Mereinteractionwithauserthroughacomputernetwork,
withnotransferofacopy,isnotconveying.

An interactiveuser interfacedisplays"AppropriateLegalNotices"totheextent
that it includesaconvenientandprominentlyvisible featurethat (1)displays
anappropriatecopyrightnotice,and(2)tellstheuserthatthere isnowarranty
forthework(excepttotheextentthatwarrantiesareprovided),that licensees
mayconveytheworkunderthisLicense,andhowtoviewacopyofthisLicense.
Ifthe interfacepresentsa listofusercommandsoroptions,suchasamenu,a
prominentiteminthelistmeetsthiscriterion.

1.SourceCode.

The "sourcecode" foraworkmeansthepreferredformoftheworkformaking
modificationstoit."Objectcode"meansanynon-sourceformofawork.

A "Standard Interface"meansan interfacethateither isanofficialstandard
definedbya recognizedstandardsbody,or, inthecaseof interfacesspecified
foraparticularprogramminglanguage,onethatiswidelyusedamongdevelopers
workinginthatlanguage.

The "SystemLibraries"ofanexecutablework includeanything,otherthanthe
workasawhole, that (a) is included in thenormal formofpackagingaMajor
Component,butwhichisnotpartofthatMajorComponent,and(b)servesonlyto
enableuseoftheworkwiththatMajorComponent,orto implementaStandard
Interfaceforwhichan implementation isavailabletothepublic insourcecode
form.A"MajorComponent", inthiscontext,meansamajoressentialcomponent
(kernel,windowsystem,andsoon)ofthespecificoperatingsystem(ifany)on
whichtheexecutableworkruns,oracompilerusedtoproducethework,oran
objectcodeinterpreterusedtorunit.

The"CorrespondingSource"foraworkinobjectcodeformmeansallthesource
codeneededtogenerate,install,and(foranexecutablework)runtheobjectcode
andtomodify thework, includingscriptstocontrol thoseactivities.However,
itdoesnot include thework'sSystemLibraries,orgeneral-purpose toolsor
generallyavailablefreeprogramswhichareusedunmodifiedinperformingthose
activitiesbutwhicharenotpartofthework.Forexample,CorrespondingSource
includes interfacedefinitionfilesassociatedwithsourcefilesforthework,and
thesourcecodeforsharedlibrariesanddynamicallylinkedsubprogramsthatthe
workisspecificallydesignedtorequire,suchasbyintimatedatacommunication
orcontrolflowbetweenthosesubprogramsandotherpartsofthework.

TheCorrespondingSourceneednotincludeanythingthatuserscanregenerate
automaticallyfromotherpartsoftheCorrespondingSource.

TheCorrespondingSourceforaworkinsourcecodeformisthatsamework.

2.BasicPermissions.

AllrightsgrantedunderthisLicensearegrantedforthetermofcopyrightonthe
Program,andareirrevocableprovidedthestatedconditionsaremet.ThisLicense
explicitlyaffirmsyourunlimitedpermissionto runtheunmodifiedProgram.The
outputfromrunningacoveredworkiscoveredbythisLicenseonlyiftheoutput,
given itscontent,constitutesacoveredwork.ThisLicenseacknowledgesyour
rightsoffairuseorotherequivalent,asprovidedbycopyrightlaw.

Youmaymake,runandpropagatecoveredworksthatyoudonotconvey,without
conditionsso longasyour licenseotherwiseremains inforce.Youmayconvey
coveredworkstoothersforthesolepurposeofhavingthemmakemodifications
exclusivelyforyou,orprovideyouwithfacilitiesforrunningthoseworks,provided
thatyoucomplywiththetermsofthisLicenseinconveyingallmaterialforwhich
youdonotcontrolcopyright.Thosethusmakingor runningthecoveredworks
foryoumustdosoexclusivelyonyourbehalf,underyourdirectionandcontrol,
ontermsthatprohibitthemfrommakinganycopiesofyourcopyrightedmaterial
outsidetheirrelationshipwithyou.

 Conveying under any other circumstances is permitted solely under the
conditionsstatedbelow.Sublicensing isnotallowed; section10makes it
unnecessary.

3.ProtectingUsers'LegalRightsFromAnti-CircumventionLaw.

Nocoveredworkshallbedeemedpartofaneffectivetechnologicalmeasure
underanyapplicable law fulfillingobligationsunderarticle11of theWIPO
copyrighttreatyadoptedon20December1996,orsimilar lawsprohibitingor
restrictingcircumventionofsuchmeasures.

When you convey a coveredwork, youwaive any legal power to forbid
circumventionof technologicalmeasurestotheextentsuchcircumvention is
effectedbyexercisingrightsunderthisLicensewithrespecttothecoveredwork,
andyoudisclaimanyintentiontolimitoperationormodificationoftheworkasa
meansofenforcing,againstthework'susers,yourorthirdparties'legalrightsto
forbidcircumventionoftechnologicalmeasures.

4.ConveyingVerbatimCopies.

YoumayconveyverbatimcopiesoftheProgram'ssourcecodeasyoureceive
it, inanymedium,providedthatyouconspicuouslyandappropriatelypublishon
eachcopyanappropriatecopyrightnotice;keep intactallnoticesstatingthat
thisLicenseandanynon-permissivetermsaddedinaccordwithsection7apply
tothecode;keep intactallnoticesoftheabsenceofanywarranty;andgiveall
recipientsacopyofthisLicensealongwiththeProgram.

Youmaychargeanypriceornopriceforeachcopythatyouconvey,andyoumay
offersupportorwarrantyprotectionforafee.

5.ConveyingModifiedSourceVersions.

YoumayconveyaworkbasedontheProgram,orthemodificationstoproduce
it fromtheProgram, inthe formofsourcecodeunderthetermsofsection4,
providedthatyoualsomeetalloftheseconditions:

a)Theworkmustcarryprominentnoticesstatingthatyoumodified it,
andgivingarelevantdate.

b)Theworkmustcarryprominentnoticesstatingthat it is released
under thisLicenseandanyconditionsaddedundersection7.This
requirementmodifiesthe requirement insection4to "keep intactall
notices".

c)Youmust licensetheentirework,asawhole,underthisLicenseto
anyonewhocomesintopossessionofacopy.ThisLicensewilltherefore
apply,alongwithanyapplicablesection7additionalterms,tothewhole
ofthework,andallitsparts,regardlessofhowtheyarepackaged.This
Licensegivesnopermissiontolicensetheworkinanyotherway,butit
doesnotinvalidatesuchpermissionifyouhaveseparatelyreceivedit.

d) If thework has interactive user interfaces, eachmust display
AppropriateLegalNotices;however, if theProgramhas interactive
interfacesthatdonotdisplayAppropriateLegalNotices,yourworkneed
notmakethemdoso.

Acompilationofacoveredworkwithotherseparateand independentworks,
whicharenotbytheirnatureextensionsofthecoveredwork,andwhicharenot
combinedwithitsuchastoformalargerprogram,inoronavolumeofastorage
ordistributionmedium,iscalledan"aggregate"ifthecompilationanditsresulting
copyrightarenotusedto limit theaccessor legal rightsof thecompilation's
usersbeyondwhatthe individualworkspermit. Inclusionofacoveredwork in
anaggregatedoesnotcausethisLicensetoapply to theotherpartsof the
aggregate.

6.ConveyingNon-SourceForms.

Youmayconveyacoveredworkinobjectcodeformunderthetermsofsections
4and5,provided thatyoualsoconvey themachine-readableCorresponding
SourceunderthetermsofthisLicense,inoneoftheseways:

a)Conveytheobjectcodein,orembodiedin,aphysicalproduct(including
aphysicaldistributionmedium),accompaniedby theCorresponding
Sourcefixedonadurablephysicalmediumcustomarilyusedforsoftware
interchange.

b)Conveytheobjectcodein,orembodiedin,aphysicalproduct(including
aphysicaldistributionmedium),accompaniedbyawrittenoffer,valid
foratleastthreeyearsandvalidforaslongasyouoffersparepartsor
customersupportforthatproductmodel,togiveanyonewhopossesses
theobjectcodeeither (1)acopyoftheCorrespondingSourceforall
thesoftwareintheproductthatiscoveredbythisLicense,onadurable
physicalmediumcustomarily used for software interchange, for a
pricenomorethanyour reasonablecostofphysicallyperformingthis
conveyingofsource,or (2)accesstocopytheCorrespondingSource
fromanetworkserveratnocharge.

c)Conveyindividualcopiesoftheobjectcodewithacopyofthewritten
offertoprovidetheCorrespondingSource.Thisalternative isallowed
onlyoccasionallyandnoncommercially,andonly if you received the
objectcodewithsuchanoffer,inaccordwithsubsection6b.

d)Conveytheobjectcodebyofferingaccessfromadesignatedplace
(gratisorforacharge),andofferequivalentaccesstotheCorresponding
Source inthesamewaythroughthesameplaceatnofurthercharge.
YouneednotrequirerecipientstocopytheCorrespondingSourcealong
withtheobjectcode. Iftheplacetocopytheobjectcodeisanetwork
server,theCorrespondingSourcemaybeonadifferentserver(operated
byyouora thirdparty) thatsupportsequivalentcopying facilities,
providedyoumaintaincleardirectionsnexttotheobjectcodesaying
where to find theCorrespondingSource.Regardlessofwhatserver
hoststheCorrespondingSource,youremainobligatedtoensurethatit
isavailableforaslongasneededtosatisfytheserequirements.

e)Conveytheobjectcodeusingpeer-to-peertransmission,providedyou
informotherpeerswheretheobjectcodeandCorrespondingSource
oftheworkarebeingofferedtothegeneralpublicatnochargeunder
subsection6d.

Aseparableportionoftheobjectcode,whosesourcecodeisexcludedfromthe
CorrespondingSourceasaSystemLibrary,neednotbeincludedinconveyingthe
objectcodework.

A "UserProduct" iseither (1)a "consumerproduct",whichmeansanytangible
personal propertywhich isnormallyused forpersonal, family, or household
purposes,or (2)anythingdesignedorsold for incorporation intoadwelling. In
determiningwhetheraproduct isaconsumerproduct,doubtfulcasesshallbe
resolved in favorofcoverage.Foraparticularproduct receivedbyaparticular
user,"normallyused"referstoatypicalorcommonuseofthatclassofproduct,
regardlessofthestatusoftheparticularuserorofthewayinwhichtheparticular
useractuallyuses,orexpectsorisexpectedtouse,theproduct.Aproductisa
consumerproductregardlessofwhethertheproducthassubstantialcommercial,
industrialornon-consumeruses,unlesssuchusesrepresenttheonlysignificant
modeofuseoftheproduct.

 "Installation Information" foraUserProductmeansanymethods,procedures,
authorizationkeys,orother informationrequiredto installandexecutemodified
versionsofacoveredwork inthatUserProduct fromamodifiedversionof its
CorrespondingSource.Theinformationmustsufficetoensurethatthecontinued
functioningofthemodifiedobjectcodeisinnocasepreventedorinterferedwith
solelybecausemodificationhasbeenmade.

 Ifyouconveyanobjectcodeworkunderthissection in,orwith,orspecifically
forusein,aUserProduct,andtheconveyingoccursaspartofatransactionin
whichtherightofpossessionanduseoftheUserProduct istransferredtothe
recipient inperpetuityor forafixedterm(regardlessofhowthetransaction is
characterized),theCorrespondingSourceconveyedunderthissectionmustbe
accompaniedbytheInstallationInformation.Butthisrequirementdoesnotapply
ifneitheryounoranythirdpartyretainstheabilitytoinstallmodifiedobjectcode
ontheUserProduct(forexample,theworkhasbeeninstalledinROM).

TherequirementtoprovideInstallationInformationdoesnotincludearequirement
tocontinuetoprovidesupportservice,warranty,orupdatesforaworkthathas
beenmodifiedor installedbythe recipient,or for theUserProduct inwhich it
hasbeenmodifiedor installed.Accesstoanetworkmaybedeniedwhenthe
modificationitselfmateriallyandadverselyaffectstheoperationofthenetworkor
violatestherulesandprotocolsforcommunicationacrossthenetwork.

CorrespondingSourceconveyed,andInstallationInformationprovided,inaccord
withthissectionmustbe inaformatthat ispubliclydocumented(andwithan
implementationavailabletothepublicinsourcecodeform),andmustrequireno
specialpasswordorkeyforunpacking,readingorcopying.
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7.AdditionalTerms.

 "Additionalpermissions"aretermsthatsupplementthetermsofthisLicense
bymakingexceptionsfromoneormoreof itsconditions.Additionalpermissions
thatareapplicabletotheentireProgramshallbetreatedasthoughtheywere
includedinthisLicense,totheextentthattheyarevalidunderapplicablelaw.If
additionalpermissionsapplyonlytopartoftheProgram,thatpartmaybeused
separatelyunderthosepermissions,buttheentireProgramremainsgovernedby
thisLicensewithoutregardtotheadditionalpermissions.

Whenyouconveyacopyofacoveredwork,youmayatyouroption remove
anyadditionalpermissions fromthatcopy,or fromanypartof it. (Additional
permissionsmaybewrittentorequiretheirownremoval incertaincaseswhen
youmodifythework.)Youmayplaceadditionalpermissionsonmaterial,added
byyoutoacoveredwork, forwhichyouhaveorcangiveappropriatecopyright
permission.

NotwithstandinganyotherprovisionofthisLicense, formaterialyouaddtoa
coveredwork,youmay(ifauthorizedbythecopyrightholdersofthatmaterial)
supplementthetermsofthisLicensewithterms:

a)Disclaimingwarrantyor limiting liabilitydifferentlyfromthetermsof
sections15and16ofthisLicense;or

b)Requiringpreservationof specified reasonable legal noticesor
authorattributions inthatmaterialor intheAppropriateLegalNotices
displayedbyworkscontainingit;or

c)Prohibitingmisrepresentationoftheoriginofthatmaterial,orrequiring
thatmodifiedversionsofsuchmaterialbemarked inreasonableways
asdifferentfromtheoriginalversion;or

d)Limiting theuse forpublicitypurposesofnamesof licensorsor
authorsofthematerial;or

e)Decliningtograntrightsundertrademark lawforuseofsometrade
names,trademarks,orservicemarks;or

f)Requiring indemnificationof licensorsandauthorsof thatmaterial
byanyonewhoconveysthematerial (ormodifiedversionsof it)with
contractualassumptionsofliabilitytotherecipient,foranyliabilitythat
thesecontractualassumptionsdirectly imposeonthose licensorsand
authors.

Allothernon-permissiveadditional termsareconsidered "further restrictions"
withinthemeaningofsection10. IftheProgramasyoureceived it,oranypart
of it,containsanoticestatingthat it isgovernedbythisLicensealongwitha
termthatisafurtherrestriction,youmayremovethatterm.Ifalicensedocument
containsa further restrictionbutpermits relicensingorconveyingunder this
License,youmayaddtoacoveredworkmaterialgovernedbythetermsofthat
licensedocument,providedthat the further restrictiondoesnotsurvivesuch
relicensingorconveying.

Ifyouaddtermstoacoveredworkinaccordwiththissection,youmustplace,in
therelevantsourcefiles,astatementoftheadditionaltermsthatapplytothose
files,oranoticeindicatingwheretofindtheapplicableterms.

Additionalterms,permissiveornon-permissive,maybestated intheformofa
separatelywrittenlicense,orstatedasexceptions;theaboverequirementsapply
eitherway.

8.Termination.

Youmaynotpropagateormodifyacoveredworkexceptasexpresslyprovided
underthisLicense.Anyattemptotherwisetopropagateormodify it isvoid,and
willautomaticallyterminateyourrightsunderthisLicense(includinganypatent
licensesgrantedunderthethirdparagraphofsection11).

However, if youceaseall violationof thisLicense, thenyour license froma
particularcopyrightholder is reinstated (a)provisionally,unlessanduntil the
copyrightholderexplicitlyandfinallyterminatesyourlicense,and(b)permanently,
if thecopyrightholder fails tonotifyyouof theviolationbysome reasonable
meanspriorto60daysafterthecessation.

Moreover,yourlicensefromaparticularcopyrightholderisreinstatedpermanently
if thecopyrightholdernotifiesyouoftheviolationbysomereasonablemeans,
thisisthefirsttimeyouhavereceivednoticeofviolationofthisLicense(forany
work)fromthatcopyrightholder,andyoucuretheviolationpriorto30daysafter
yourreceiptofthenotice.

Terminationofyourrightsunderthissectiondoesnotterminatethelicensesof
partieswhohavereceivedcopiesor rightsfromyouunderthisLicense. Ifyour
rightshavebeenterminatedandnotpermanentlyreinstated,youdonotqualifyto
receivenewlicensesforthesamematerialundersection10.

9.AcceptanceNotRequiredforHavingCopies.

Youarenot requiredtoacceptthisLicense inorderto receiveor runacopy
of theProgram.Ancillarypropagationofacoveredworkoccurringsolelyasa
consequenceofusingpeer-to-peertransmissiontoreceiveacopy likewisedoes
not requireacceptance.However,nothingother thanthisLicensegrantsyou
permission topropagateormodifyanycoveredwork.Theseactions infringe
copyrightifyoudonotacceptthisLicense.Therefore,bymodifyingorpropagating
acoveredwork,youindicateyouracceptanceofthisLicensetodoso.

10.AutomaticLicensingofDownstreamRecipients.

Eachtimeyouconveyacoveredwork, the recipientautomatically receivesa
licensefromtheoriginallicensors,torun,modifyandpropagatethatwork,subject
tothisLicense.Youarenotresponsibleforenforcingcompliancebythirdparties
withthisLicense.

An "entitytransaction" isatransactiontransferringcontrolofanorganization,
orsubstantiallyallassetsofone,orsubdividinganorganization,ormerging
organizations.Ifpropagationofacoveredworkresultsfromanentitytransaction,
eachpartytothattransactionwho receivesacopyof theworkalso receives
whateverlicensestotheworktheparty'spredecessorininteresthadorcouldgive
underthepreviousparagraph,plusa righttopossessionoftheCorresponding
Sourceoftheworkfromthepredecessorininterest,ifthepredecessorhasitor
cangetitwithreasonableefforts.

Youmaynotimposeanyfurtherrestrictionsontheexerciseoftherightsgranted
oraffirmedunderthisLicense.Forexample,youmaynot imposea licensefee,
royalty,orotherchargeforexerciseofrightsgrantedunderthisLicense,andyou
maynot initiate litigation(includingacross-claimorcounterclaim ina lawsuit)
allegingthatanypatentclaim is infringedbymaking,using,selling,offeringfor
sale,orimportingtheProgramoranyportionofit.

11.Patents.

A "contributor" isacopyrightholderwhoauthorizesuseunderthisLicenseof
theProgramoraworkonwhichtheProgramisbased.Theworkthuslicensedis
calledthecontributor's"contributorversion".

Acontributor's"essentialpatentclaims"areallpatentclaimsownedorcontrolled
bythecontributor,whetheralreadyacquiredorhereafteracquired,thatwouldbe
infringedbysomemanner,permittedbythisLicense,ofmaking,using,orselling
itscontributorversion,butdonot includeclaimsthatwouldbeinfringedonlyas
aconsequenceoffurthermodificationofthecontributorversion.Forpurposesof
thisdefinition,"control"includestherighttograntpatentsublicensesinamanner
consistentwiththerequirementsofthisLicense.

Eachcontributorgrantsyouanon-exclusive,worldwide, royalty-freepatent
licenseunderthecontributor'sessentialpatentclaims,tomake,use,sell,offer
forsale, importandotherwise run,modifyandpropagate thecontentsof its
contributorversion.

Inthefollowingthreeparagraphs,a"patentlicense"isanyexpressagreementor
commitment,howeverdenominated,nottoenforceapatent(suchasanexpress
permissiontopracticeapatentorcovenantnottosueforpatent infringement).
To"grant"suchapatentlicensetoapartymeanstomakesuchanagreementor
commitmentnottoenforceapatentagainsttheparty.

 Ifyouconveyacoveredwork,knowingly relyingonapatent license,andthe
CorrespondingSourceof thework isnotavailable foranyonetocopy, freeof
chargeandunderthetermsofthisLicense,throughapubliclyavailablenetwork
serverorother readilyaccessiblemeans, thenyoumusteither (1)causethe
CorrespondingSourcetobesoavailable,or(2)arrangetodepriveyourselfofthe
benefitofthepatent licenseforthisparticularwork,or(3)arrange, inamanner
consistentwiththerequirementsofthisLicense,toextendthepatent license
todownstreamrecipients. "Knowinglyrelying"meansyouhaveactualknowledge
that,butforthepatentlicense,yourconveyingthecoveredworkinacountry,or
yourrecipient'suseofthecoveredworkinacountry,wouldinfringeoneormore
identifiablepatentsinthatcountrythatyouhavereasontobelievearevalid.

 If,pursuanttoor inconnectionwithasingletransactionorarrangement,you
convey,orpropagatebyprocuringconveyanceof,acoveredwork,andgranta
patentlicensetosomeofthepartiesreceivingthecoveredworkauthorizingthem
touse,propagate,modifyorconveyaspecificcopyofthecoveredwork,thenthe
patentlicenseyougrantisautomaticallyextendedtoallrecipientsofthecovered
workandworksbasedonit.

Apatentlicenseis"discriminatory" if itdoesnotincludewithinthescopeof its
coverage,prohibitstheexerciseof,orisconditionedonthenon-exerciseofoneor
moreoftherightsthatarespecificallygrantedunderthisLicense.Youmaynot
conveyacoveredworkifyouareapartytoanarrangementwithathirdpartythat
isinthebusinessofdistributingsoftware,underwhichyoumakepaymenttothe
thirdpartybasedontheextentofyouractivityofconveyingthework,andunder
whichthethirdpartygrants,toanyofthepartieswhowouldreceivethecovered
workfromyou,adiscriminatorypatentlicense(a)inconnectionwithcopiesofthe
coveredworkconveyedbyyou(orcopiesmadefromthosecopies),or(b)primarily
forand inconnectionwithspecificproductsorcompilationsthatcontain the
coveredwork,unlessyouentered intothatarrangement,orthatpatent license
wasgranted,priorto28March2007.

Nothing inthisLicenseshallbeconstruedasexcludingor limitingany implied
licenseorotherdefensestoinfringementthatmayotherwisebeavailabletoyou
underapplicablepatentlaw.

12.NoSurrenderofOthers'Freedom.

 If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise)thatcontradicttheconditionsofthisLicense,theydonotexcuseyou
fromtheconditionsofthisLicense.Ifyoucannotconveyacoveredworksoasto
satisfysimultaneouslyyourobligationsunderthisLicenseandanyotherpertinent
obligations,thenasaconsequenceyoumaynotconvey itatall.Forexample,
ifyouagreetotermsthatobligateyoutocollectaroyaltyforfurtherconveying
fromthosetowhomyouconveytheProgram,theonlywayyoucouldsatisfyboth
thosetermsandthisLicensewouldbeto refrainentirely fromconveyingthe
Program.

13.UsewiththeGNUAfferoGeneralPublicLicense.

NotwithstandinganyotherprovisionofthisLicense,youhavepermissiontolink
orcombineanycoveredworkwithawork licensedunderversion3oftheGNU
AfferoGeneralPublicLicense intoasinglecombinedwork,andtoconveythe
resultingwork.ThetermsofthisLicensewillcontinuetoapplytothepartwhich
is thecoveredwork,but thespecial requirementsof theGNUAfferoGeneral
PublicLicense,section13,concerninginteractionthroughanetworkwillapplyto
thecombinationassuch.

14.RevisedVersionsofthisLicense.

TheFreeSoftwareFoundationmaypublishrevisedand/ornewversionsofthe
GNUGeneralPublicLicensefromtimetotime.Suchnewversionswillbesimilar
inspirittothepresentversion,butmaydifferindetailtoaddressnewproblemsor
concerns.

Eachversion isgivenadistinguishingversionnumber. IftheProgramspecifies
thatacertainnumberedversionoftheGNUGeneralPublicLicense"oranylater
version"appliesto it,youhavetheoptionoffollowingthetermsandconditions
eitherof thatnumberedversionorofany laterversionpublishedby theFree
SoftwareFoundation. If theProgramdoesnotspecifyaversionnumberofthe
GNUGeneralPublicLicense,youmaychooseanyversioneverpublishedbythe
FreeSoftwareFoundation.

IftheProgramspecifiesthataproxycandecidewhichfutureversionsoftheGNU
GeneralPublicLicensecanbeused,thatproxy'spublicstatementofacceptance
ofaversionpermanentlyauthorizesyoutochoosethatversionfortheProgram.
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Laterlicenseversionsmaygiveyouadditionalordifferentpermissions.However,
noadditionalobligationsareimposedonanyauthororcopyrightholderasaresult
ofyourchoosingtofollowalaterversion.

15.DisclaimerofWarranty.

THERE ISNOWARRANTYFORTHEPROGRAM,TOTHEEXTENTPERMITTED
BYAPPLICABLELAW.EXCEPTWHENOTHERWISESTATED INWRITINGTHE
COPYRIGHTHOLDERSAND/OROTHERPARTIESPROVIDETHEPROGRAM
"AS IS"WITHOUTWARRANTYOF ANY KIND, EITHER EXPRESSEDOR
IMPLIED, INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THE IMPLIEDWARRANTIESOF
MERCHANTABILITYANDFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.THEENTIRE
RISKASTOTHEQUALITYANDPERFORMANCEOFTHEPROGRAM ISWITH
YOU.SHOULDTHEPROGRAMPROVEDEFECTIVE,YOUASSUMETHECOSTOF
ALLNECESSARYSERVICING,REPAIRORCORRECTION.

16.LimitationofLiability.

 INNOEVENTUNLESSREQUIREDBYAPPLICABLELAWORAGREEDTO
INWRITINGWILLANYCOPYRIGHTHOLDER,ORANYOTHERPARTYWHO
MODIFIESAND/ORCONVEYSTHEPROGRAMASPERMITTEDABOVE,BELIABLE
TOYOUFORDAMAGES, INCLUDINGANYGENERAL,SPECIAL, INCIDENTALOR
CONSEQUENTIALDAMAGESARISINGOUTOFTHEUSEORINABILITYTOUSE
THEPROGRAM(INCLUDINGBUTNOTLIMITEDTOLOSSOFDATAORDATA
BEINGRENDERED INACCURATEORLOSSESSUSTAINEDBYYOUORTHIRD
PARTIESORAFAILUREOFTHEPROGRAMTOOPERATEWITHANYOTHER
PROGRAMS),EVENIFSUCHHOLDEROROTHERPARTYHASBEENADVISED
OFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGES.

17.InterpretationofSections15and16.

 Ifthedisclaimerofwarrantyand limitationof liabilityprovidedabovecannotbe
given local legaleffectaccordingto their terms, reviewingcourtsshallapply
local lawthatmostcloselyapproximatesanabsolutewaiverofallcivil liability
inconnectionwith theProgram,unlessawarrantyorassumptionof liability
accompaniesacopyofthePrograminreturnforafee.

END OF TERMS AND CONDITIONS
HowtoApplyTheseTermstoYourNewPrograms

 Ifyoudevelopanewprogram,andyouwant it tobeofthegreatestpossible
usetothepublic,thebestwaytoachievethisistomakeitfreesoftwarewhich
everyonecanredistributeandchangeundertheseterms.

Todoso,attachthefollowingnoticestotheprogram.Itissafesttoattachthem
tothestartofeachsourcefiletomosteffectivelystatetheexclusionofwarranty;
andeachfileshouldhaveatleastthe"copyright"lineandapointertowherethe
fullnoticeisfound.

<onelinetogivetheprogram'snameandabriefideaofwhatitdoes.>
Copyright©<year><nameofauthor>

Thisprogramisfreesoftware:youcanredistributeitand/ormodifyit
underthetermsoftheGNUGeneralPublicLicenseaspublishedbythe
FreeSoftwareFoundation,eitherversion3oftheLicense,or(atyour
option)anylaterversion.

Thisprogramisdistributedinthehopethatitwillbeuseful,but
WITHOUTANYWARRANTY;withouteventheimpliedwarrantyof
MERCHANTABILITYorFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.See
theGNUGeneralPublicLicenseformoredetails.

YoushouldhavereceivedacopyoftheGNUGeneralPublicLicense
alongwiththisprogram.Ifnot,see<http://www.gnu.org/licenses/>.

Alsoaddinformationonhowtocontactyoubyelectronicandpapermail.

 Iftheprogramdoesterminal interaction,make itoutputashortnotice likethis
whenitstartsinaninteractivemode:

<program>Copyright©<year><nameofauthor>
ThisprogramcomeswithABSOLUTELYNOWARRANTY;fordetailstype
`showw'.
Thisisfreesoftware,andyouarewelcometoredistributeitunder
certainconditions;type`showc'fordetails.

Thehypotheticalcommands`showw'and`showc'shouldshowtheappropriate
partsoftheGeneralPublicLicense.Ofcourse,yourprogram'scommandsmight
bedifferent;foraGUIinterface,youwouldusean"aboutbox".

Youshouldalsogetyouremployer(ifyouworkasaprogrammer)orschool,ifany,
tosigna"copyrightdisclaimer"fortheprogram,ifnecessary.Formoreinformation
onthis,andhowtoapplyand followtheGNUGPL,see<http://www.gnu.org/
licenses/>.

TheGNUGeneralPublicLicensedoesnotpermitincorporatingyourprograminto
proprietaryprograms. Ifyourprogram isasubroutine library,youmayconsider
itmoreusefultopermit linkingproprietaryapplicationswiththe library. Ifthis is
whatyouwanttodo,usetheGNULesserGeneralPublicLicenseinsteadofthis
License.But first,please read<http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.
html>.

◆◆ Exhibit◆C
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999
Copyright©1991,1999FreeSoftwareFoundation,Inc.

59TemplePlace,Suite330,Boston,MA02111-1307USA

Everyone ispermitted tocopyanddistributeverbatimcopiesof this license
document,butchangingitisnotallowed.

[This is the first releasedversionof theLesserGPL. Italsocountsas the
successoroftheGNULibraryPublicLicense,version2,hencetheversionnumber
2.1.]

Preamble
Thelicensesformostsoftwarearedesignedtotakeawayyourfreedomtoshare
andchange it.Bycontrast, theGNUGeneralPublicLicensesare intendedto
guaranteeyour freedomtoshareandchangefreesoftware--tomakesurethe
softwareisfreeforallitsusers.

This license, theLesserGeneralPublicLicense, applies tosomespecially
designatedsoftwarepackages--typicallylibraries--oftheFreeSoftwareFoundation
andotherauthorswhodecidetouseit.Youcanuseittoo,butwesuggestyou
first thinkcarefullyaboutwhether this licenseor theordinaryGeneralPublic
License is thebetterstrategy touse inanyparticular case, basedon the
explanationsbelow.

Whenwespeakoffreesoftware,wearereferringtofreedomofuse,notprice.Our
GeneralPublicLicensesaredesignedtomakesurethatyouhavethefreedomto
distributecopiesof freesoftware(andchargeforthisservice ifyouwish);that
you receivesourcecodeorcanget it ifyouwant it; thatyoucanchangethe
softwareandusepiecesofitinnewfreeprograms;andthatyouareinformedthat
youcandothesethings.

Toprotectyourrights,weneedtomakerestrictionsthatforbiddistributorsto
denyyoutheserightsortoaskyoutosurrendertheserights.Theserestrictions
translatetocertainresponsibilitiesforyouifyoudistributecopiesofthelibraryor
ifyoumodifyit.

Forexample, ifyoudistributecopiesofthe library,whethergratisor fora fee,
youmustgivetherecipientsalltherightsthatwegaveyou.Youmustmakesure
thatthey,too,receiveorcangetthesourcecode.Ifyoulinkothercodewiththe
library,youmustprovidecompleteobjectfilestotherecipients,sothattheycan
relinkthemwiththelibraryaftermakingchangestothelibraryandrecompilingit.
Andyoumustshowthemthesetermssotheyknowtheirrights.

Weprotectyourrightswithatwo-stepmethod:(1)wecopyrightthelibrary,and(2)
weofferyouthislicense,whichgivesyoulegalpermissiontocopy,distributeand/
ormodifythelibrary.

Toprotecteachdistributor,wewant tomake it veryclear that there isno
warrantyforthefree library.Also, ifthe library ismodifiedbysomeoneelseand
passedon, the recipientsshouldknowthatwhattheyhave isnottheoriginal
version,sothattheoriginalauthor'sreputationwillnotbeaffectedbyproblems
thatmightbeintroducedbyothers.

Finally,softwarepatentsposeaconstantthreattotheexistenceofany free
program.Wewishtomakesurethatacompanycannoteffectively restrictthe
usersofa freeprogrambyobtainingarestrictive licensefromapatentholder.
Therefore,we insistthatanypatent licenseobtainedforaversionofthe library
mustbeconsistentwiththefullfreedomofusespecifiedinthislicense.

MostGNUsoftware, includingsome libraries, iscoveredbytheordinaryGNU
GeneralPublicLicense.This license, theGNULesserGeneralPublicLicense,
appliestocertaindesignated libraries,and isquitedifferent fromtheordinary
GeneralPublicLicense.Weusethislicenseforcertainlibrariesinordertopermit
linkingthoselibrariesintonon-freeprograms.

Whenaprogram is linkedwitha library,whetherstaticallyorusingashared
library, thecombinationof the two is legally speakingacombinedwork, a
derivativeof theoriginal library.TheordinaryGeneralPublicLicensetherefore
permitssuchlinkingonlyiftheentirecombinationfitsitscriteriaoffreedom.The
LesserGeneralPublicLicensepermitsmorelaxcriteriaforlinkingothercodewith
thelibrary.

Wecallthis licensethe "Lesser"GeneralPublicLicensebecause itdoesLess
toprotecttheuser's freedomthantheordinaryGeneralPublicLicense. Italso
providesother freesoftwaredevelopersLessofanadvantageovercompeting
non-freeprograms.Thesedisadvantagesare the reasonweusetheordinary
GeneralPublicLicenseformany libraries.However,theLesser licenseprovides
advantagesincertainspecialcircumstances.

Forexample,onrareoccasions,theremaybeaspecialneedtoencouragethe
widestpossibleuseofacertain library,sothat itbecomesade-factostandard.
Toachievethis,non-freeprogramsmustbeallowedtousethe library.Amore
frequentcase isthata free librarydoesthesame jobaswidelyusednon-free
libraries. In thiscase, there is little togainby limitingthe free library to free
softwareonly,soweusetheLesserGeneralPublicLicense.

Inothercases,permissiontouseaparticularlibraryinnon-freeprogramsenables
agreaternumberofpeopletousea largebodyof freesoftware.Forexample,
permissiontousetheGNUCLibrary innon-freeprogramsenablesmanymore
peopletousethewholeGNUoperatingsystem,aswellasitsvariant,theGNU/
Linuxoperatingsystem.

AlthoughtheLesserGeneralPublicLicense isLessprotectiveof theusers'
freedom,itdoesensurethattheuserofaprogramthatislinkedwiththeLibrary
hasthefreedomandthewherewithaltorunthatprogramusingamodifiedversion
oftheLibrary.

Theprecisetermsandconditionsforcopying,distributionandmodificationfollow.
Paycloseattentiontothedifferencebetweena "workbasedonthe library"and
a"workthatusesthe library".Theformercontainscodederivedfromthe library,
whereasthelattermustbecombinedwiththelibraryinordertorun.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION 

AND MODIFICATION
0.ThisLicenseAgreementappliestoanysoftwarelibraryorotherprogramwhich
containsanoticeplacedbythecopyrightholderorotherauthorizedpartysaying
itmaybedistributedunderthetermsofthisLesserGeneralPublicLicense(also
called"thisLicense").Eachlicenseeisaddressedas"you".

A"library"meansacollectionofsoftwarefunctionsand/ordatapreparedsoas
tobeconveniently linkedwithapplicationprograms(whichusesomeofthose
functionsanddata)toformexecutables.
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The"Library",below,referstoanysuchsoftware libraryorworkwhichhasbeen
distributedunder these terms.A "workbasedon theLibrary"meanseither
theLibraryoranyderivativeworkundercopyright law: that is tosay,awork
containingtheLibraryoraportionofit,eitherverbatimorwithmodificationsand/
ortranslatedstraightforwardly intoanother language.(Hereinafter,translation is
includedwithoutlimitationintheterm"modification".)

 "Sourcecode" foraworkmeans thepreferred formof thework formaking
modificationstoit.Foralibrary,completesourcecodemeansallthesourcecode
forallmodulesitcontains,plusanyassociatedinterfacedefinitionfiles,plusthe
scriptsusedtocontrolcompilationandinstallationofthelibrary.

Activitiesotherthancopying,distributionandmodificationarenotcoveredby
thisLicense;theyareoutsideitsscope.Theactofrunningaprogramusingthe
Library isnot restricted,andoutput fromsuchaprogram iscoveredonly if its
contentsconstituteaworkbasedontheLibrary(independentoftheuseofthe
Library inatoolforwriting it).Whetherthat istruedependsonwhattheLibrary
doesandwhattheprogramthatusestheLibrarydoes.

1.YoumaycopyanddistributeverbatimcopiesoftheLibrary'scompletesource
codeasyou receive it, inanymedium,provided thatyouconspicuouslyand
appropriatelypublishoneachcopyanappropriatecopyrightnoticeanddisclaimer
ofwarranty;keep intactall thenotices that refer to thisLicenseand to the
absenceofanywarranty;anddistributeacopyof thisLicensealongwiththe
Library.

Youmaychargeafeeforthephysicalactoftransferringacopy,andyoumayat
youroptionofferwarrantyprotectioninexchangeforafee.

2.YoumaymodifyyourcopyorcopiesoftheLibraryoranyportionof it, thus
formingaworkbasedontheLibrary,andcopyanddistributesuchmodifications
orworkunderthetermsofSection1above,providedthatyoualsomeetallof
theseconditions:

a)Themodifiedworkmustitselfbeasoftwarelibrary.

b)Youmustcausethefilesmodifiedtocarryprominentnoticesstating
thatyouchangedthefilesandthedateofanychange.

c)Youmustcausethewholeoftheworktobelicensedatnochargeto
allthirdpartiesunderthetermsofthisLicense.

d) Ifa facility inthemodifiedLibrary referstoafunctionoratableof
datatobesuppliedbyanapplicationprogramthatusesthe facility,
otherthanasanargumentpassedwhenthefacilityisinvoked,thenyou
mustmakeagoodfaithefforttoensurethat,intheeventanapplication
doesnotsupplysuchfunctionortable, thefacilitystilloperates,and
performswhateverpartofitspurposeremainsmeaningful.

(Forexample,a function ina library tocomputesquare rootshasa
purpose that isentirelywell-defined independentof theapplication.
Therefore,Subsection2drequiresthatanyapplication-suppliedfunction
ortableusedbythisfunctionmustbeoptional: iftheapplicationdoes
notsupplyit,thesquarerootfunctionmuststillcomputesquareroots.)

Theserequirementsapplytothemodifiedworkasawhole.Ifidentifiablesections
ofthatworkarenotderivedfromtheLibrary,andcanbereasonablyconsidered
independentandseparateworksinthemselves,thenthisLicense,anditsterms,
donotapplytothosesectionswhenyoudistributethemasseparateworks.But
whenyoudistributethesamesectionsaspartofawholewhichisaworkbased
ontheLibrary,thedistributionofthewholemustbeonthetermsofthisLicense,
whosepermissionsforother licenseesextendtotheentirewhole,andthusto
eachandeverypartregardlessofwhowroteit.

Thus,itisnottheintentofthissectiontoclaimrightsorcontestyourrightsto
workwrittenentirelybyyou;rather,the intent istoexercisetherighttocontrol
thedistributionofderivativeorcollectiveworksbasedontheLibrary.

Inaddition,mereaggregationofanotherworknotbasedon theLibrarywith
theLibrary (orwithaworkbasedontheLibrary)onavolumeofastorageor
distributionmediumdoesnotbring theotherworkunder thescopeof this
License.

3.YoumayopttoapplythetermsoftheordinaryGNUGeneralPublicLicense
insteadofthisLicensetoagivencopyoftheLibrary.Todothis,youmustalter
allthenoticesthatrefertothisLicense,sothattheyrefertotheordinaryGNU
GeneralPublicLicense,version2, insteadoftothisLicense.(Ifanewerversion
thanversion2oftheordinaryGNUGeneralPublicLicensehasappeared,then
youcanspecifythatversioninsteadifyouwish.)Donotmakeanyotherchange
inthesenotices.

Oncethischange ismade inagivencopy, it is irreversible for thatcopy,so
theordinaryGNUGeneralPublicLicenseappliestoallsubsequentcopiesand
derivativeworksmadefromthatcopy.

ThisoptionisusefulwhenyouwishtocopypartofthecodeoftheLibraryintoa
programthatisnotalibrary.

4.YoumaycopyanddistributetheLibrary(oraportionorderivativeofit,under
Section2)inobjectcodeorexecutableformunderthetermsofSections1and2
aboveprovidedthatyouaccompanyitwiththecompletecorrespondingmachine-
readablesourcecode,whichmustbedistributedunderthetermsofSections1
and2aboveonamediumcustomarilyusedforsoftwareinterchange.

 If distribution of object code ismadeby offering access to copy froma
designatedplace,thenofferingequivalentaccesstocopythesourcecodefrom
thesameplacesatisfiesthe requirementtodistributethesourcecode,even
thoughthirdpartiesarenotcompelledtocopythesourcealongwiththeobject
code.

5.Aprogramthatcontainsnoderivativeofanyportionof theLibrary,but is
designedtoworkwiththeLibrarybybeingcompiledor linkedwith it, iscalleda
"workthatusestheLibrary".Suchawork, inisolation, isnotaderivativeworkof
theLibrary,andthereforefallsoutsidethescopeofthisLicense.

However, linkinga "work thatuses theLibrary"with theLibrarycreatesan
executable that isaderivativeof theLibrary (because it containsportions
of theLibrary), rather thana "work thatuses the library".Theexecutable is
thereforecoveredbythisLicense.Section6statestermsfordistributionofsuch
executables.

Whena"workthatusestheLibrary"usesmaterialfromaheaderfilethatispart
oftheLibrary,theobjectcodefortheworkmaybeaderivativeworkoftheLibrary
eventhoughthesourcecodeisnot.Whetherthisistrueisespeciallysignificant
iftheworkcanbelinkedwithouttheLibrary,or iftheworkisitselfalibrary.The
thresholdforthistobetrueisnotpreciselydefinedbylaw.

 Ifsuchanobjectfileusesonlynumericalparameters,datastructure layouts
andaccessors,andsmallmacrosandsmall inlinefunctions(ten linesor less in
length),thentheuseoftheobjectfileisunrestricted,regardlessofwhetheritis
legallyaderivativework.(Executablescontainingthisobjectcodeplusportionsof
theLibrarywillstillfallunderSection6.)

Otherwise,iftheworkisaderivativeoftheLibrary,youmaydistributetheobject
codefortheworkunderthetermsofSection6.Anyexecutablescontainingthat
workalsofallunderSection6,whetherornottheyare linkeddirectlywiththe
Libraryitself.

6.AsanexceptiontotheSectionsabove,youmayalsocombineorlinka"work
thatusestheLibrary"withtheLibrarytoproduceaworkcontainingportionsof
theLibrary,anddistributethatworkundertermsofyourchoice,providedthatthe
termspermitmodificationofthework forthecustomer'sownuseandreverse
engineeringfordebuggingsuchmodifications.

YoumustgiveprominentnoticewitheachcopyoftheworkthattheLibrary is
usedinitandthattheLibraryanditsusearecoveredbythisLicense.Youmust
supplyacopyof thisLicense. If theworkduringexecutiondisplayscopyright
notices,youmustincludethecopyrightnoticefortheLibraryamongthem,aswell
asareferencedirectingtheusertothecopyofthisLicense.Also,youmustdo
oneofthesethings:

a)Accompany theworkwith thecompletecorrespondingmachine-
readablesourcecodefortheLibrary includingwhateverchangeswere
used inthework (whichmustbedistributedunderSections1and2
above);and, if thework isanexecutable linkedwiththeLibrary,with
thecompletemachine-readable "workthatusestheLibrary",asobject
codeand/orsourcecode,sothattheusercanmodifytheLibraryand
then relinktoproduceamodifiedexecutablecontainingthemodified
Library. (It isunderstoodthattheuserwhochangesthecontentsof
definitionsfiles intheLibrarywillnotnecessarilybeabletorecompile
theapplicationtousethemodifieddefinitions.)

b)UseasuitablesharedlibrarymechanismforlinkingwiththeLibrary.A
suitablemechanismisonethat(1)usesatruntimeacopyofthelibrary
alreadypresentontheuser'scomputersystem, rather thancopying
libraryfunctions intotheexecutable,and(2)willoperateproperlywith
amodifiedversionofthelibrary,iftheuserinstallsone,aslongasthe
modifiedversion is interface-compatiblewiththeversionthatthework
wasmadewith.

c)Accompanytheworkwithawrittenoffer,validforatleastthreeyears,
togivethesameuserthematerialsspecifiedinSubsection6a,above,
forachargenomorethanthecostofperformingthisdistribution.

d)Ifdistributionoftheworkismadebyofferingaccesstocopyfroma
designatedplace,offerequivalentaccesstocopytheabovespecified
materialsfromthesameplace.

e)Verifythattheuserhasalreadyreceivedacopyofthesematerialsor
thatyouhavealreadysentthisuseracopy.

Foranexecutable, the required formofthe "workthatusestheLibrary"must
includeanydataandutilityprogramsneeded for reproducingtheexecutable
from it.However,asaspecialexception, thematerialstobedistributedneed
not includeanythingthat isnormallydistributed(ineithersourceorbinaryform)
withthemajorcomponents(compiler,kernel,andsoon)oftheoperatingsystem
onwhichtheexecutable runs,unlessthatcomponent itselfaccompaniesthe
executable.

Itmayhappenthatthisrequirementcontradictsthelicenserestrictionsofother
proprietarylibrariesthatdonotnormallyaccompanytheoperatingsystem.Such
acontradictionmeansyoucannotuseboththemandtheLibrarytogether inan
executablethatyoudistribute.

7.Youmayplace libraryfacilitiesthatareaworkbasedontheLibraryside-by-
side inasingle librarytogetherwithother library facilitiesnotcoveredbythis
License,anddistributesuchacombined library,provided that theseparate
distributionoftheworkbasedontheLibraryandoftheother libraryfacilities is
otherwisepermitted,andprovidedthatyoudothesetwothings:

a)Accompanythecombinedlibrarywithacopyofthesameworkbased
ontheLibrary,uncombinedwithanyotherlibraryfacilities.Thismustbe
distributedunderthetermsoftheSectionsabove.

b)Giveprominentnoticewiththecombinedlibraryofthefactthatpart
of it isaworkbasedontheLibrary,andexplainingwheretofindthe
accompanyinguncombinedformofthesamework.

8.Youmaynotcopy,modify,sublicense, linkwith,ordistribute theLibrary
exceptasexpresslyprovidedunder thisLicense.Anyattemptotherwise to
copy,modify, sublicense, linkwith, ordistribute theLibrary is void, andwill
automaticallyterminateyourrightsunderthisLicense.However,partieswhohave
receivedcopies,orrights,fromyouunderthisLicensewillnothavetheirlicenses
terminatedsolongassuchpartiesremaininfullcompliance.

9.Youarenot requiredtoacceptthisLicense,sinceyouhavenotsigned it.
However,nothingelsegrantsyoupermissiontomodifyordistributetheLibrary
or itsderivativeworks.Theseactionsareprohibitedby lawifyoudonotaccept
thisLicense.Therefore,bymodifyingordistributingtheLibrary(oranyworkbased
ontheLibrary),youindicateyouracceptanceofthisLicensetodoso,andallits
termsandconditionsforcopying,distributingormodifyingtheLibraryorworks
basedonit.

10.EachtimeyouredistributetheLibrary (oranyworkbasedontheLibrary),
therecipientautomaticallyreceivesa licensefromtheoriginal licensortocopy,
distribute, linkwithormodifytheLibrarysubjecttothesetermsandconditions.
Youmaynot imposeany further restrictionsontherecipients'exerciseofthe
rightsgrantedherein.Youarenotresponsibleforenforcingcompliancebythird
partieswiththisLicense.
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本製品で使われるソフトウェアのライセンス情報

11.If,asaconsequenceofacourtjudgmentorallegationofpatentinfringement
or foranyother reason (not limitedtopatent issues),conditionsare imposed
onyou (whetherbycourtorder,agreementorotherwise) thatcontradict the
conditionsofthisLicense,theydonotexcuseyoufromtheconditionsofthis
License.Ifyoucannotdistributesoastosatisfysimultaneouslyyourobligations
underthisLicenseandanyotherpertinentobligations,thenasaconsequence
youmaynotdistributetheLibraryatall.Forexample, ifapatent licensewould
notpermitroyalty-freeredistributionoftheLibrarybyallthosewhoreceivecopies
directlyorindirectlythroughyou,thentheonlywayyoucouldsatisfybothitand
thisLicensewouldbetorefrainentirelyfromdistributionoftheLibrary.

Ifanyportionofthissectionisheldinvalidorunenforceableunderanyparticular
circumstance,thebalanceofthesectionisintendedtoapply,andthesectionas
awholeisintendedtoapplyinothercircumstances.

It isnot thepurposeof thissectionto induceyouto infringeanypatentsor
otherpropertyrightclaimsortocontestvalidityofanysuchclaims;thissection
hasthesolepurposeofprotectingtheintegrityofthefreesoftwaredistribution
systemwhichisimplementedbypubliclicensepractices.Manypeoplehavemade
generouscontributionstothewide rangeofsoftwaredistributedthroughthat
systeminrelianceonconsistentapplicationofthatsystem;itisuptotheauthor/
donortodecide ifheorshe iswillingtodistributesoftwarethroughanyother
systemandalicenseecannotimposethatchoice.

Thissection is intended tomake thoroughlyclearwhat isbelieved tobea
consequenceoftherestofthisLicense.

12.Ifthedistributionand/oruseoftheLibraryisrestrictedincertaincountries
eitherbypatentsorbycopyrighted interfaces,theoriginalcopyrightholderwho
placestheLibraryunderthisLicensemayaddanexplicitgeographicaldistribution
limitationexcludingthosecountries,sothatdistribution ispermittedonly inor
amongcountriesnotthusexcluded. Insuchcase,thisLicense incorporatesthe
limitationasifwritteninthebodyofthisLicense.

13.TheFreeSoftwareFoundationmaypublishrevisedand/ornewversionsof
theLesserGeneralPublicLicensefromtimetotime.Suchnewversionswillbe
similar inspirit tothepresentversion,butmaydiffer indetail toaddressnew
problemsorconcerns.

Eachversion isgivenadistinguishingversionnumber. IftheLibraryspecifiesa
versionnumberofthisLicensewhichappliestoitand"anylaterversion",youhave
theoptionoffollowingthetermsandconditionseitherofthatversionorofany
laterversionpublishedbytheFreeSoftwareFoundation. IftheLibrarydoesnot
specifyalicenseversionnumber,youmaychooseanyversioneverpublishedby
theFreeSoftwareFoundation.

14.IfyouwishtoincorporatepartsoftheLibraryintootherfreeprogramswhose
distributionconditionsareincompatiblewiththese,writetotheauthortoaskfor
permission.Forsoftwarewhich iscopyrightedbytheFreeSoftwareFoundation,
writetotheFreeSoftwareFoundation;wesometimesmakeexceptionsforthis.
Ourdecisionwillbeguidedbythetwogoalsofpreservingthe freestatusof
allderivativesofour freesoftwareandofpromotingthesharingand reuseof
softwaregenerally.

NO WARRANTY
15.BECAUSETHELIBRARY ISLICENSEDFREEOFCHARGE,THERE ISNO
WARRANTYFORTHELIBRARY,TOTHEEXTENTPERMITTEDBYAPPLICABLE
LAW. EXCEPTWHENOTHERWISESTATED INWRITINGTHECOPYRIGHT
HOLDERSAND/OROTHERPARTIESPROVIDETHELIBRARY"AS IS"WITHOUT
WARRANTYOFANYKIND,EITHEREXPRESSEDORIMPLIED, INCLUDING,BUT
NOTLIMITEDTO,THE IMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITYAND
FITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.THEENTIRERISKASTOTHEQUALITY
ANDPERFORMANCEOFTHELIBRARY ISWITHYOU.SHOULDTHELIBRARY
PROVEDEFECTIVE,YOUASSUMETHECOSTOFALLNECESSARYSERVICING,
REPAIRORCORRECTION.

16. INNOEVENTUNLESSREQUIREDBYAPPLICABLELAWORAGREEDTO
INWRITINGWILLANYCOPYRIGHTHOLDER,ORANYOTHERPARTYWHO
MAYMODIFYAND/ORREDISTRIBUTETHELIBRARYASPERMITTEDABOVE,
BELIABLETOYOUFORDAMAGES, INCLUDINGANYGENERAL,SPECIAL,
INCIDENTALORCONSEQUENTIALDAMAGESARISINGOUTOFTHEUSEOR
INABILITYTOUSETHELIBRARY(INCLUDINGBUTNOTLIMITEDTOLOSSOF
DATAORDATABEINGRENDEREDINACCURATEORLOSSESSUSTAINEDBY
YOUORTHIRDPARTIESORAFAILUREOFTHELIBRARYTOOPERATEWITH
ANYOTHERSOFTWARE),EVENIFSUCHHOLDEROROTHERPARTYHASBEEN
ADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
HowtoApplyTheseTermstoYourNewLibraries

Ifyoudevelopanewlibrary,andyouwantittobeofthegreatestpossibleuseto
thepublic,werecommendmakingitfreesoftwarethateveryonecanredistribute
andchange.Youcandosobypermittingredistributionundertheseterms(or,
alternatively,underthetermsoftheordinaryGeneralPublicLicense).

Toapply theseterms,attachthe followingnoticestothe library. It issafest
toattachthemtothestartofeachsourcefiletomosteffectivelyconveythe
exclusionofwarranty;andeachfileshouldhaveatleastthe"copyright"lineanda
pointertowherethefullnoticeisfound.

<onelinetogivethelibrary'snameandabriefideaofwhatitdoes.>
Copyright©<year><nameofauthor>

Thislibraryisfreesoftware;youcanredistributeitand/ormodifyitunder
thetermsoftheGNULesserGeneralPublicLicenseaspublishedbythe
FreeSoftwareFoundation;eitherversion2.1oftheLicense,or(atyour
option)anylaterversion.

Thislibraryisdistributedinthehopethatitwillbeuseful,but
WITHOUTANYWARRANTY;withouteventheimpliedwarrantyof
MERCHANTABILITYorFITNESSFORAPARTICULARPURPOSE.See
theGNULesserGeneralPublicLicenseformoredetails.

YoushouldhavereceivedacopyoftheGNULesserGeneralPublic
Licensealongwiththislibrary;ifnot,writetotheFreeSoftware
Foundation,Inc.,59TemplePlace,Suite330,Boston,MA02111-1307
USA

Alsoaddinformationonhowtocontactyoubyelectronicandpapermail.

Youshouldalsogetyouremployer(ifyouworkasaprogrammer)oryourschool,if
any,tosigna"copyrightdisclaimer"forthelibrary,ifnecessary.Hereisasample;
alterthenames:

Yoyodyne,Inc.,herebydisclaimsallcopyrightinterestinthelibrary`Frob'
(alibraryfortweakingknobs)writtenbyJamesRandomHacker.

<signatureofTyCoon>,1April1990
TyCoon,PresidentofVice

That'sallthereistoit!

◆◆ Exhibit◆D
その他（GPLv2/v3,LGPL以外）のライセンスについて

下記に記述するソフトウェアは、各著作権者およびコントリビューターに
よって「現状のまま」提供されており、明示黙示を問わず、商業的な使用可
能性、および特定の目的に対する適合性に関する暗黙の保証も含め、またそ
れに限定されない、いかなる保証もありません。それぞれの著作権者もコン
トリビューターも、事由のいかんを問わず、損害発生の原因いかんを問わず、
かつ責任の根拠が契約であるか厳格責任であるか（過失その他の）不法行為
であるかを問わず、仮にそのような損害が発生する可能性を知らされていた
としても、本ソフトウェアの使用によって発生した（代替品または代用サー
ビスの調達、使用の喪失、データの喪失、利益の喪失、業務の中断も含め、
またそれに限定されない）直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、
懲罰的損害、または結果損害について、一切責任を負わないものとします。

尚、それぞれの著作権表示及び詳細なライセンスについては下に示すURL
より入手してください。

ソフトウェア名 URL
ncurses http://ftp.gnu.org/pub/gnu/ncurses/ncurses-5.7.tar.gz

pdksh http://web.cs.mun.ca/~michael/pdksh/files/pdksh-5.2.14.tar.gz

netkit-base ftp://ftp.linux.org.uk/pub/linux/Networking/netkit/netkit-base-0.17.tar.gz

netkit-ftp ftp://ftp.linux.org.uk/pub/linux/Networking/netkit/netkit-ftp-0.17.tar.gz

httpd http://www.apache.org/dist/httpd/httpd-2.0.64.tar.bz2

cron http://www.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/src/usr.sbin/cron/

nvi https://sites.google.com/a/bostic.com/keithbostic/files/nvi-1.79.tar.gz

(2011年 6月時点 )

※以下のソフトウェアを除き、この製品に含ま
れているソフトウェアをリバース・エンジニア
リング、逆アセンブル、逆コンパイル、分解ま
たはその他の方法で解析、および変更すること
は禁止されています。ただし、LGPLが適用さ
れるソフトウェアについては、お客様ご自身の
個人的使用のための改変にかかるデバッグのた
めである場合は、この限りではありません。
readline
bash
coreutils
grep
less
diffutils
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コミュニケーションユニット
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このたびは、東芝太陽光発電システムをご導入いただきましてまこと
にありがとうございます。
この取扱説明書では、東芝太陽光発電システム用コミュニケーション
ユニットの機能、使い方、トラブル対処方法、およびお手入れのしか
たについて解説します。
ご使用になるときは、本書をよくお読みいただき正しくお取り扱い
ください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
本書は、いつでも利用できるように大切に保管してください。
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PVJ-0094

 社会インフラシステム社
太陽光発電システム推進部　住宅用太陽光発電システム部

〒 105-8001 東京都港区芝浦 1-1-1
※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

日 本 国 内 専 用  
Use only in Japan

東芝住宅用太陽光発電システム ご相談センター
< 受付時間 > 9:00 ～ 17:00（土日祝祭、年末年始を除く）

個人の 
お客様窓口

［固定電話の場合］ ［携帯電話・PHS・IP 電話の場合］

0120-402743 03-5352-7657
（通話料：有料）

法人の 
お客様窓口

販売店、施工店、報道関係などのお客様はこちらまで

03-5352-7623
（通話料：有料）

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。 
また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used 
in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

シー オー  ツー
 C  O   2  な  し  さ


