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商標について
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上禁止されております。
• 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したこと
によって生じた損害、逸失利益、および第三者からのい
かなる請求等につきましても、当社は一切その責任を負
いかねます。
• 本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できま
せん。
• ソニーが配布した本機用のソフトウェア以外のソフト
ウェアをインストールすることはできません。
• 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良
のため予告なく変更することがありますが、ご容赦くだ
さい。

はじめに
本ソフトウェアの特長
マルチチャンネルレシーバー RVT-MR201/MR204/MR212 は、ソニー独自の映像・音声圧縮技術を結集した、高画質・高品質
なリアルタイム映像伝送システム LocationPorter シリーズのマルチ受信ソフトウェアです。
受信側レシーバー（本ソフトウェアをインストールしたコンピューター）1 台に対して、最大 12 台の送信機を同時に接続し、
映像を受信することが可能です。RVT-MR201 は 1 台、RVT-MR204 は 1 〜 4 台、RVT-MR212 は 1 〜 12 台の RVT-SD200 を
送信機として同時接続できます。また、双方向音声通話機能に加え、受信側からの音声一斉同報機能を搭載しました。

12 画面マルチ受信対応
最大 12 台の送信機からの映像を同時に受信できます。

モバイル回線での高画質リアルタイム伝送
ソニーが独自に開発した QoS（Quality of Service）により、揺らぎの激しいモバイル回線でも、高品質で安定したリアルタイ
ム伝送が可能です。さらに、各回線の特性に応じた最適化により、その回線で実現できる最高画質で伝送します。

ソニー独自の高画質・高音質コーデックエンジン
• H.264/MPEG-4 AVC 映像コーデックエンジン
高精度動き検出アルゴリズムや MPEG-2 の 2 倍以上の圧縮効率を実現する H.264/MPEG-4 AVC により、低ビットレート伝
送におけるブロックノイズやモスキートノイズを大幅に軽減します。
• ATRAC3plus 音声コーデックエンジン
低ビットレートでの伝送においても自然でクリアな音を再現します。

高度暗号化
通信データの高度暗号化により、セキュアな映像伝送が可能です。

音声一斉同報機能搭載
接続中のすべての送信機に対して、受信側からの音声一斉同報が可能です。

受信側からのコントロール機能
送信側が伝送状態を意識することなく、受信側で送られた映像を確認しながら、状況に合わせたオペレーションが可能です。

チャンネル予約機能
特定の送信機からの映像受信チャンネル（受信側サブ画面）を固定できるチャンネル予約機能搭載しています。

タッチパネル対応
タッチパネル対応のわかりやすい操作画面で、12 拠点からの映像や音声のワンタッチ切り換えが可能です。

本ソフトウェアの特長
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システム構成例
以下はトランスミッター（Tx）とレシーバー（MRx）で構成された基本システム構成例です。
テレビモニター

ヘッドセット
ヘッドセット
SATELLITE
WLAN
FOMA

送信側
トランス
ミッター（Tx）
RVT-SD200

LAN

受信側
レシーバー（MRx）
RVT-MR201/
MR204/MR212

インターネット

カメラ

キーボード

マウス

PC モニター
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システム構成例

準備
準備の流れ

Step 1 〜 3 送信側の準
備を行う

以下の流れで本システムを使用するための準備を行います。
RVT-SD200 の取扱説明書をご覧ください。
Step 1 送信側を設置する（5 ページ）
↓
Step 2 送信側に各機器を接続する（5 ページ）
↓
Step 3 送信側を電源に接続する（5 ページ）

Step 4 受信側をイン
ターネットに接続する

↓
Step 4 受信側をインターネットに接続する （5 ページ）
↓
Step 5 受信側の事前設定を行う （6 ページ）
↓
Step 6 送信側の事前設定を行う （11 ページ）

受信側の LAN 端子にイーサネットケーブルを接続し、イ
ンターネット 1） に接続します。
1） • 固定グローバル IP アドレスが割り当てられている必
要があります。
• お使いのネットワークで、TCP 435 番ポートと UDP
435 番ポートを通過させる必要があります。
推奨受信側ネットワーク
• 固定グローバル IP アドレスが割り振られた、広帯域で安
定したネットワーク回線（FTTH など）

準備の流れ / Step 1 〜 3 送信側の準備を行う / Step 4 受信側をインターネットに接続する
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事前設定
Step 5 受信側の事前設定を行う
事前設定では、ダイヤルアップの設定情報や IP アドレスなど、回線に接続するための情報を入力します。設定情報が記載さ
れた書類などをお手元に用意して、参照しながら設定してください。

ネットワーク設定を行う
受信側（レシーバー（MRx）
）として使用するコンピューターに IP アドレスなどを設定し、ネットワークに接続するための設
定を行います。

1

6

Windows のスタートメニューからコントロールパネルを開き、
［ネットワークの状態とタスクの表示］をクリックする。

Step 5 受信側の事前設定を行う

2

［ローカルエリア接続］をクリックし、［プロパティ］をクリックする。

↓

「ローカルエリア接続のプロパティ」が表示されます。

3 ［インターネットプロトコルバージョン 4（TCP/IPv4）］を選択し、［プロパティ］をクリックする。

「インターネットプロトコルバージョン 4（TCP/IPv4）のプロパティ」が表示されます。

Step 5 受信側の事前設定を行う
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4

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力し、［OK］をクリックする。

5

画面を閉じる。

事前設定を行う
受信側（レシーバー（MRx）
）の名前などの基本情報を設定します。

1

コンピューターのデスクトップにある「Multi-Channel Receiver 設定ツール」アイコンをダブルクリックする。

設定ツールが起動します。

2 ［Local］の下にある

8

（受信側）をクリックする。

Step 5 受信側の事前設定を行う

3 ［1 基本設定］の各項目を設定する。

レシーバー名
送信側との接続の際に使用するレシーバー名を 20 文字以内で入力します。
入力する文字には、半角英数字、-（ハイフン）、̲（アンダーバー）が使用できます。
ここで設定したレシーバー名を、送信側（トランスミッター（Tx））の「2 ネットワーク・アクション設定」で［接続先
レシーバー設定］の［レシーバー名］に入力してください。
IP アドレス
受信側（レシーバー（MRx））の IP アドレスを入力します。
「ネットワーク設定を行う」（6 ページ）で設定した IP アドレスを入力してください。
認証パスフレーズ
接続時の認証に使用するパスフレーズを半角英数記号で入力します。
送信側と受信側で同じパスフレーズを設定することで接続が可能になります。
出力画面上に接続元トランスミッター名を表示しない
受信側のテレビモニターに出力される画面上に、トランスミッター名を表示しないときに選択します。
出力画面上に接続元トランスミッター名を表示する
受信側のテレビモニターに出力される画面上に、トランスミッター名を表示するときに選択します。

4

設定が終了したら、
［保存して終了］をクリックする。

確認メッセージが表示されます。

5 ［はい］をクリックする。

設定が保存されます。

Step 5 受信側の事前設定を行う
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以上で受信側（レシーバー（MRx）
）の事前設定は終了です。
続いて、送信側（トランスミッター（Tx））の事前設定を行います。
メモ
設定変更については、「設定を変更するには」（16 ページ）をご覧ください。
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Step 5 受信側の事前設定を行う

Step 6 送信側の事前設定を行う
送信側の設定を行うには、以下の方法があります。
• 受信側の機器で設定し、USB メモリーを使って送信側の機器に設定ファイルをインポートする。
• 送信側の機器にキーボード、マウス、PC モニターを接続し、設定ツールを使って設定する。

事前設定を行う
送信側（トランスミッター（Tx））の名前や回線接続、映像／音声の伝送に関する設定を行います。
ここでは例として、受信側の機器で設定し、USB メモリーを使って送信側に設定をインポートする手順を説明します。

1

受信側（レシーバー（MRx））として使用するコンピューター本体の USB 端子に USB メモリーを接続する。

2

コンピューターのデスクトップにある「Multi-Channel Receiver 設定ツール」アイコンをダブルクリックする。

設定ツールが起動します。

3 ［USB］の下にある

（送信側）をクリックする。

送信側（トランスミッター（Tx））用の設定画面が表示されます。

4 ［1 基本設定］をクリックし、受信側との接続の際に使用するトランスミッター名を 20 文字以内で入力する。
入力する文字には、半角英数字、-（ハイフン）、̲（アンダーバー）が使用できます。

Step 6 送信側の事前設定を行う
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5

使用する回線を選択する。
1［2 ネットワーク・アクション設定］をクリックし、

をクリックする。

次の画面が表示されます。
2 使用する回線を選択し、［OK］をクリックする。
回線の種類は、以下のとおりです。
• FOMA
• FOMA × 2（FOMA 回線を 2 つ使用する場合）
• LAN
• LAN（PPPoE）
• WLAN
• SATELLITE（LAN）
• SATELLITE（WLAN）

メモ
• ネットワーク設定は、10 個まで作成できます。
• アクション設定は、1 つのネットワーク設定に対して、60 個まで作成できます。
• 設定を削除したいときは、設定を選択し、

をクリックします。

• SATTELITE 設定で接続するには、受信側に SATTELITE オプション（別売り）が必要です。SATTELITE オプショ
ンの購入については、お買い上げ店にご相談ください。
以降では例として、FOMA 回線の設定のしかたについて説明します。
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Step 6 送信側の事前設定を行う

6 ［FOMA］をクリックし、右側のエリアで回線に接続するためのネットワーク設定を行う。

ネットワーク名
ネットワークの名前を 20 文字以内で入力します。
入力する文字には、半角英数字、-（ハイフン）、̲（アンダーバー）が使用できます。
任意の名前を設定できます。
ダイヤルアップ設定
ダイヤルアップの設定は、インターネットサービスプロバイダー契約時の情報を元に入力してください。詳しくは、イン
ターネットサービスプロバイダーにお問い合わせください。
ダイヤル
お使いになる FOMA に設定した接続先（APN）のダイヤル番号を入力します。
ユーザー名
上記の接続先にアクセスするためのユーザー名を入力します。1）
パスワード
上記の接続先にアクセスするためのパスワードを入力します。1）
1）サービスプロバイダーから指定がある場合は、それと同じユーザー名とパスワードを入力してください。それ以外
の場合は、何も入力しないでください。
メモ
FOMA 回線を 2 つ使用する場合は、ダイヤルアップ設定を 2 つ設定します。
IP アドレスを自動的に取得する
IP アドレスを自動的に取得する場合に選択します。
次の IP アドレスを使う
IP アドレスを手動で指定したい場合に選択します。
ここを選択したときは、IP アドレスを入力します。
DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する
DHCP サーバーなどから自動的に DNS サーバーのアドレスを取得する場合に選択します。
次の DNS サーバーのアドレスを使う
DNS サーバーの IP アドレスを手動で指定したい場合に選択します。
ここを選択したときは、優先 DNS サーバーと代替 DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

Step 6 送信側の事前設定を行う
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7 ［Action］をクリックし、右側のエリアで映像や音声の伝送に関する設定を行う。
アクション設定では、回線によって設定できる項目が異なります。例えば、
［AUDIO MODE］の音声ビットレート
64 kbps は、LAN/PPPoE/WLAN 回線でのみ選択可能です。
メモ
LAN/PPPoE/WLAN 回線を利用した映像伝送では、受信側のネットワーク環境により、同時受信できる本数が制限され
る場合があります。

アクション名
アクションの名前を 20 文字以内で入力します。
入力する文字には、半角英数字、-（ハイフン）、̲（アンダーバー）が使用できます。
任意の名前を設定できます。受信側の機器と画質・音質がわかるような名前を付けると便利です。
接続先レシーバー設定
レシーバー名
受信側（レシーバー（MRx）
）の名前を 20 文字以内で入力します。
入力する文字には、半角英数字、-（ハイフン）、̲（アンダーバー）が使用できます。
受信側の「1 基本設定」で設定したレシーバー名と同じ名前を入力してください。
IP アドレス
受信側（レシーバー（MRx）
）の IP アドレスを入力します。
認証パスフレーズ
受信側の「1 基本設定」で設定した認証パスフレーズと同じものを入力します。
VIDEO 設定
Rate Control
伝送する映像のレート制御方法を選択します。
Video Mode
伝送する映像の画質を選択します。
Audio Mode
伝送する映像の音質を選択します。
Jitter Buffer
揺らぎ吸収バッファーのサイズを選択します。
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Step 6 送信側の事前設定を行う

8

複数の設定を作成したいときは

（アクション追加）をクリックし、手順 6 を繰り返す。

アクション設定は、1 つのネットワーク設定に対して、60 個まで作成できます。

9

設定が終了したら、画面右下の［保存して終了］をクリックする。

確認メッセージが表示されます。

10［はい］をクリックする。

設定が保存されます。
USB メモリーに送信側の設定ファイルが作成されます。
続いて、設定ファイルを送信側の機器にインポートします。

設定ファイルを送信側にインポートする
USB メモリーを取りはずし、送信側に接続して設定ファイルをインポートします。
操作方法については、RVT-SD200 の取扱説明書をご覧ください。

Step 6 送信側の事前設定を行う
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設定を変更するには
受信側の設定を変更する

1

受信側（レシーバー（MRx））として使用するコンピューターのデスクトップにある「Multi-Channel Receiver 設定ツー
ル」アイコンをダブルクリックする。

設定ツールが起動します。

2 ［Local］の下にある MRx（受信側）の設定をクリックし、

（編集）をクリックする。

受信側（MRx）用の設定画面が表示されます。

3

必要な項目の設定を変更する。
各項目の詳細については、
「Step 5 受信側の事前設定を行う」（6 ページ）をご覧ください。
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設定を変更するには

送信側の設定を変更する
設定の変更を行うには、以下の方法があります。
• USB メモリーに設定ファイルをエクスポートし、受信側の機器で変更する。
• 送信側の機器にキーボード、マウス、PC モニターを接続し、設定ツールを使って設定する。
ここでは例として、USB メモリーに設定ファイルをエクスポートし、受信側の機器で変更する手順を説明します。

1

送信側の設定ファイルを USB メモリーにエクスポートする。
操作方法については、RVT-SD200 の取扱説明書をご覧ください。

2

送信側の電源を切り、USB メモリーを取りはずす。

3

取りはずした USB メモリーを、受信側の USB 端子に接続する。

4

受信側で設定ツールを起動する。

5 ［USB］の下にある Tx（送信側）の設定をクリックし、

（編集）をクリックする。

送信側（Tx）用の設定画面が表示されます。

6

必要な項目を設定しなおす。
各項目の詳細については、
「Step 6 送信側の事前設定を行う」（11 ページ）をご覧ください。

7

設定が終わったら、USB メモリーを取りはずす。

8

取りはずした USB メモリーを送信側の機器に接続し、設定ファイルをインポートする。
操作方法については、RVT-SD200 の取扱説明書をご覧ください。

設定を変更するには
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操作
リアルタイム映像伝送の操作
リアルタイム映像を伝送するには、以下の流れで行います。
Step 1 受信側を起動する （18 ページ）
↓
Step 2 送信側を起動して受信側に接続する （19 ページ）
↓
Step 3 リアルタイム映像を伝送する （21 ページ）

Step 1 受信側を起動する
受信側（レシーバー（MRx）
）として使用するコンピューターのデスクトップにある「Multi-Channel Receiver」アイコンをダ
ブルクリックする。

次の画面が表示されます。
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リアルタイム映像伝送の操作

続いて、送信側を起動します。

Step 2 送信側を起動して受信側に接続する

1

送信側（トランスミッター（Tx））の電源を入れる。
送信側の機器の左側面にある電源（1）ボタンを 2 秒間押すと、電源が入ります。

ご注意
6 秒以上電源ボタンを押したままにすると、電源が切れてしまいます。電源ランプが点灯したら、ボタンから指を離して
ください。
電源が入ると、前面の 1 電源ランプが緑色に点灯し、起動処理が始まります。
電源ランプ

Welcome!!

↓

リアルタイム映像伝送の操作
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Please wait...

↓

Loading...

送信側の機器が起動すると、ネットワークへの接続が開始されます。
ネットワークの接続設定が 2 つ以上ある場合は、ネットワークを選択する画面が表示されます。

2

接続するネットワークを選択し、ENTER ボタンを押す。

Tx[-|-]
#Select Network
> 1:FOMA1
2:LAN1
メモ
2 回目以降は、前回接続したネットワークが選択された状態で表示されます。
ネットワークへの接続が開始されます。
接続中は N が点滅表示します。

Tx[N|-]FOMA1
#Network Connecting
Please Wait...
> 1:Cancel
ネットワークに接続されます。
アクションの設定が 2 つ以上ある場合は、アクションを選択する画面が表示されます。

3

アクションを選択し、ENTER ボタンを押す。

Tx[N|-]FOMA1
#Select Action
> 1:Rx1l352l32k
2:Rx2l352l32k
受信側に接続を要求します。
接続中は S が点滅表示します。

Tx[S|-]FOMA1
#Session Connecting
Please Wait...
> 1:Cancel
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受信側との通信が確立すると、次の画面が表示され、送信側、受信側ともスタンバイの状態となります。
送信側スタンバイ

受信側スタンバイ（サブ画面）

接続しているネットワーク

チャンネル番号

ステータス
相手の名前
（トランスミッター名を
10 文字目まで表示）

Tx[S|-]FOMA1
#Tx1
->MRx1
Video:Standby
Voice:Standby
自分の名前
相手の名前
（トランスミッター名） （レシーバー名）

ステータスの見かた
回線状況を表示します。
自分の回線状況 1）

[-|-]
ネットワーク未接続

：−

ネットワーク接続中
ネットワーク接続済み
セッション接続中

：N（点滅）
：N
：S（点滅）

セッション接続済み

：S

1）FOMA2 回線使用の場合に、2 回線分の状況を表示します。その場合、左側が Network 1、右側が Network 2 になります。

以上で映像を伝送する準備ができました。

Step 3 リアルタイム映像を伝送する
チャンネルごとに映像伝送を開始できます。
メモ
映像伝送と音声通話は、どちらを先に始めても構いません。また、映像伝送、音声通話とも単独で使用できます。

映像伝送を開始する
送信側と受信側のどちらからでも、カメラで撮影しているリアルタイム映像の伝送を開始できます。
送信側の操作
RVT-SD200 の取扱説明書をご覧ください。

リアルタイム映像伝送の操作
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受信側の操作

1

映像伝送を開始したいチャンネルの

をクリックする。

「Function」画面が表示されます。

2

（VIDEO）の

映像伝送が開始され、ボタンが

をクリックする。

に変わります。

3 ［Close］をクリックし、「Function」画面を閉じる。
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映像を受信する
送信側から映像が伝送されると、PC モニターのサブ画面に受信映像が表示されます。
複数拠点からの映像を受信している場合、通常は先につながった送信側（トランスミッター（Tx）
）から順に若いチャンネル
番号のサブ画面に受信映像が表示されます。常に決まったチャンネル番号に決まった送信側からの受信映像を表示したいとき
は、チャンネル番号と送信側を固定することもできます。設定については、「チャンネルを予約する」（31 ページ）をご覧く
ださい。
先につながった順にサブ画面に受信映
像が表示されます

↓
映像を受信しているチャンネルのサブ画面を選択すると、サブ画面に青枠が表示され、その映像が左側のメイン画面に表示さ
れます。
メイン画面
サブ画面で選択した画像が
表示されます

サブ画面

伝送された映像の状況が表示されます
（詳細は 40 ページ参照）

リアルタイム映像伝送の操作
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メモ
• メイン画面に表示する映像と、双方向音声通話を行うチャンネルは、別々に選択できます。
• 起動時は、前回選択していたチャンネル番号が選択（青枠表示）された状態になります。
• 受信側の画面の各項目については、
「受信側画面の詳細」（39 ページ）をご覧ください。
• ヘッドホン端子からは、双方向音声通話の音声が出力されます。
• テレビモニター用端子からは、メイン画面に表示されている映像とその音声が出力されます。

映像伝送を終了するには
送信側と受信側のどちらからでも、カメラで撮影しているリアルタイム映像の伝送を終了できます。
送信側の操作
RVT-SD200 の取扱説明書をご覧ください。
受信側の操作
チャンネルごとに映像伝送を終了できます。

1

映像伝送を終了したいチャンネルの

をクリックする。

「Function」画面が表示されます。

2

（VIDEO）の

をクリックする。

映像伝送が終了し、スタンバイ状態に戻ります。

24

リアルタイム映像伝送の操作

3 ［Close］をクリックし、「Function」画面を閉じる。

リアルタイム映像伝送の操作
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音声通話を行う
送信側と受信側が接続中で音声通話送受信中であれば、映像伝送に関係なく、受信側のオペレーターが選択した相手とヘッド
セットで会話ができます。
音声通話には、双方向音声通話と一斉同報通信があります。
双方向音声通話： 選択したチャンネルと 1 対 1 での双方向通信が可能となります（選択していない受信中チャンネルは通話保
一斉同報通信：

留となります）。
接続中のすべての送信側に対して、受信側から一斉に音声を送信することが可能となります。

メモ
映像伝送と音声通話は、どちらを先に始めても構いません。また、映像伝送、音声通話とも単独で使用できます。

音声通話を開始する
送信側と受信側のどちらからでも、音声通話の送受信を開始できます。
送信側の操作
RVT-SD200 の取扱説明書をご覧ください。
受信側の操作

1

音声通話を開始したいチャンネルの

「Function」画面が表示されます。
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音声通話を行う

をクリックする。

2

（VOICE）の

をクリックする。

音声通話の受信が開始され、ボタンが

に変わります。

3 ［Close］をクリックし、「Function」画面を閉じる。
VOICE ステータスが

に変わり、音声通話を行う準備ができました。

音声通話のステータス表示（VOICE ステータス）
音声通話の状況に応じて、以下のように表示されます。
：送信側（トランスミッター（Tx））と通信（セッション）が確立されていない状態を示します。
：送信側（トランスミッター（Tx））と通信（セッション）が確立されていますが、音声通話の送受信は行われ
ていない状態を示します。
：送信側（トランスミッター（Tx））の音声通話を受信中ですが、受信側が通話相手として選択していない状態
を示します。
：双方向音声通話中です。
：一斉同報送信中です。

音声通話を行う
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双方向音声通話を行う
が表示されているチャンネルの中から双方向音声通話したいチャンネルを選択すると、青枠が表示され、通話
が可能になります。
通話中に他のチャンネルの VOICE ステータス表示をクリックすると、これまで通話していたチャンネルの音声通話は保留状
態になり、通話音声が停止します（セッションおよび映像の受信は継続します）。

一斉同報通信を行う
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受信側で
す。

をクリックすると、ボタンが青く点灯し、音声送受信中の全てのチャンネルに音声を送信できま

もう一度

をクリックすると、一斉同報通信が終了します。

音声通話を行う

音声送受信中は、各チャンネルのサブ画面の下に、音声通話のステータスが表示されます。

メモ
• メイン画面で表示する映像と、双方向音声通話を行うチャンネルは、別々に選択できます。
• 受信側の画面の各項目については、
「受信側画面の詳細」（39 ページ）をご覧ください。

音声通話の送受信を終了するには
送信側と受信側のどちらからでも、音声通話の送受信を終了できます。
送信側の操作
RVT-SD200 の取扱説明書をご覧ください。
受信側の操作
チャンネルごとに音声通話の送受信を終了できます。

1

音声通話の送受信を終了したいチャンネルの

をクリックする。

「Function」画面が表示されます。

音声通話を行う
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2

（VOICE）の

をクリックする。

音声通話の送受信が終了し、スタンバイ状態に戻ります。

3 ［Close］をクリックし、「Function」画面を閉じる。
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音声通話を行う

チャンネルを予約する
複数拠点からの映像を受信している場合、先につながった送信側（トランスミッター（Tx）
）から順に若いチャンネル番号の
サブ画面に受信映像が表示されます。常に決まったチャンネル番号に決まった送信側からの受信映像を表示したいときは、
チャンネル番号と送信側を固定することもできます。

1

予約したいチャンネルの

をクリックする。

「Function」画面が表示されます。

2 ［Reserve Channel］をクリックする。

「Reserve Channel」画面が表示されます。

チャンネルを予約する
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3 ［次の名前で予約する］にチェックマークを付け、送信側のトランスミッター名を入力して、［OK］をクリックする。

メモ
接続中のトランスミッター名と異なる名前で予約する場合は、セッションを切断します。

予約したチャンネルに、トランスミッター名と「Reserved」が表示されます。

メモ
同じ名前の送信側（トランスミッター（Tx））が複数台ある場合、その名前で予約されたチャンネルの数を超える台数は
接続されません。
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チャンネルを予約する

ビデオやオーディオのモードを変更する
各チャンネルごとにフレームレートや画サイズ、映像と音声のビットレートなどを変更できます。

1

設定を変更したいチャンネルの

をクリックする。

「Function」画面が表示されます。

2 ［Change Mode］をクリックする。

「Change Mode」画面が表示されます。

3

をクリックし、一旦映像伝送を停止する。

ビデオやオーディオのモードを変更する
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メモ
• 映像伝送中は、設定の変更ができません。映像伝送を停止してから設定の変更を行います。
• 変更した設定は、送信側には保存されません。セッションを切断すると、元の設定に戻ります。

4

各設定を変更し、

をクリックする。

設定が変更され、映像伝送が開始されます。

Rate Control
映像のレート制御方法を選択します。
Video Mode
映像の画質を選択します。
Audio Mode
映像の音質を選択します。
Jitter Buffer
揺らぎ吸収バッファーのサイズを選択します。
FEC
FEC（Forward Error Correction：前方誤り訂正機能）のレベルを選択します。

5 ［Close］をクリックして画面を閉じる。
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ビデオやオーディオのモードを変更する

マイク、ヘッドホンを調整する
音声通話の音が大きすぎる（小さすぎる）ときや音割れがひどいときは、ヘッドホンの音量を調整できます。音声通話しなが
ら調整してください。

受信側で調整する
PC モニターの画面で調整を行います。
受信側では、ヘッドホンの音量のみ調整できます。
マイクブーストとマイクレベルは、Windows のコントロールパネルから変更してください。
[VOLUME] の

または

をクリックして調整します。

グレーのインジケーターは現在のレベルを示します

送信側で調整する
送信側の機器前面の操作パネルから調整を行います。
操作方法については、RVT-SD200 の取扱説明書をご覧ください。

マイク、ヘッドホンを調整する
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通信（セッション）を切断する
送信側（トランスミッター（Tx））とのセッションを受信側から切断したいときは、以下の操作を行います。

1

セッションを切断したいチャンネルの

「Function」画面が表示されます。

2 ［Disconnect］をクリックする。

「Disconnect」画面が表示されます。
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通信（セッション）を切断する

をクリックする。

3 ［OK］をクリックする。

現在接続しているセッションが切断されます。
メモ
通信（セッション）を切断すると、映像と音声の接続が同時に切断されます。

通信（セッション）を切断する
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マルチチャンネルレシーバーを終了する
1

画面右上の［×］をクリックする。

確認メッセージが表示されます。

2 ［OK］をクリックする。

マルチチャンネルレシーバーが終了します。
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マルチチャンネルレシーバーを終了する

受信側画面の詳細
ここでは、受信側画面の見かたと各項目の使いかたについて説明します。

A

B

N

C D EF

M

G

H

I

J

LK

A メイン画面
送信側（トランスミッター（Tx）
）から受信中の映像の中で、サブ画面で選択されたチャンネル番号の映像が表示されま
す。
B Network Narrow
映像伝送に充分なネットワーク帯域が確保できない場合に表示されます。
C 全画面表示ボタン
映像を全画面で表示します。
映像の表示モードは、画面上のボタンで変更できます。
全画面表示から戻るには、［Exit］ボタンをクリックしてください。
D チャンネル番号
先に接続した送信側（トランスミッター（Tx）
）から順に、若いチャンネル番号のサブ画面に受信映像が表示されます。
決まったチャンネル番号に特定の送信側（トランスミッター（Tx）
）からの受信映像を表示したいときは、チャンネル番号
と送信側を固定することもできます。設定方法については、「チャンネルを予約する」（31 ページ）をご覧ください。
E トランスミッター名
通信が確立している送信側（トランスミッター（Tx）
）の名前、または予約されている送信側（トランスミッター（Tx）
）
の名前が表示されます。
F サブ画面
送信側（トランスミッター（Tx）
）から受信した映像が表示されます。

受信側画面の詳細
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G 予約表示
チャンネルが予約されている場合に表示されます。
この表示があるチャンネルには、設定されている送信側からの受信映像が表示されます。設定方法については、「チャンネ
ルを予約する」（31 ページ）をご覧ください。
H 音声通話状況（VIOCE ステータス）
音声通話の状況に応じて、以下のように表示されます。
：送信側（トランスミッター（Tx））と通信（セッション）が確立されていない状態を示します。
：送信側（トランスミッター（Tx））と通信（セッション）が確立されていますが、音声通話の送受信は行
われていない状態を示します。
：送信側（トランスミッター（Tx））の音声通話を受信中ですが、受信側が通話相手として選択していない
状態を示します。
：双方向音声通話中です。
：一斉同報送信中です。
I 設定ボタン
各種設定や操作を行うための「Function」画面 （41 ページ）を表示します。
J 終了ボタン
本ソフトウェアを終了します。
K 映像のステータス表示
A メイン画面に表示されている映像の受信状況が表示されます。
Video Mode
映像の画質が表示されます。
Audio Mode
音声の音質が表示されます。
Video Frame Rate
映像のエンコードパラメーター（フレームレート）が表示されます。
Video Bit Rate
映像のエンコードパラメーター（ビットレート）が表示されます。
Total Rate
映像と音声の受信データ量（ビットレート）が表示されます。
L

VOICE（音声通話）
音声通話に関する設定をします。
Volume（音量）
ヘッドセットのヘッドホンの音量を調整します。
音声通話しながら、
または
をクリックして調整してください。
Broadcast ボタン
音声通話受信中のすべての送信側（トランスミッター（Tx））に一斉同報通信ができます。
ただし双方向音声通話は、選択されているチャンネル番号の送信側（トランスミッター（Tx））とのみ可能です。
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M ログ表示部
通信の記録や操作の内容などの履歴が表示されます。
N Version ボタン
本ソフトウェアのバージョン情報を確認できます。
オプション情報も、ここに表示されます。

「Function」画面
チャンネルごとに各種設定や操作を行います。
本画面は、サブ画面で
をクリックすると表示されます。

（VIDEO）ボタン
映像伝送の開始／停止を切り替えます。
（VOICE）ボタン
音声通話の開始／停止を切り替えます。
Disconnect ボタン
送信側（トランスミッター（Tx））とのセッションを受信側から切断するときに使います。
操作方法は、「通信（セッション）を切断する」（36 ページ）をご覧ください。
Change Mode ボタン
フレームレートや画サイズ、映像と音声のビットレートなどを変更するための「Change Mode」画面 （42 ページ）を表示し
ます。
設定方法については、「ビデオやオーディオのモードを変更する」（33 ページ）をご覧ください。
Reserve Channel ボタン
チャンネル番号と送信側を固定するための「Reserve Channel」画面を表示します。
設定方法については、「チャンネルを予約する」（31 ページ）をご覧ください。
Close ボタン
「Function」画面を閉じます。

受信側画面の詳細

41

「Change Mode」画面
チャンネルごとにフレームレートや画サイズ、音声の転送レートなどを変更できます。
本画面は、「Function」画面で［Change Mode］をクリックすると表示されます。

A

B

C

F

E

A チャンネル番号
チャンネル番号が表示されます。
B 映像表示部
受信中の映像が表示されます。
C Network Narrow
映像伝送に充分なネットワーク帯域が確保できない場合に表示されます。
D Start/Stop ボタン
映像伝送の開始／停止を切り替えます。
E 映像のステータス表示
2 映像表示部に表示されている映像の受信状況が表示されます。
Tx Name
送信側（トランスミッター（Tx））の名前が表示されます。
Network Type
送信側（トランスミッター（Tx））のネットワークの種類が表示されます。
Rate Control
映像のレート制御方法が表示されます。
Video Mode
映像の画質が表示されます。
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受信側画面の詳細

D

Audio Mode
音声の音質が表示されます。
Jitter Buffer
揺らぎ吸収バッファーのサイズが表示されます。
FEC
FEC（Forward Error Correction：前方誤り訂正機能）のレベルが表示されます。
Video Frame Rate
映像のエンコードパラメーター（フレームレート）が表示されます。
Video Bit Rate
映像のエンコードパラメーター（ビットレート）が表示されます。
Total Rate
映像と音声の受信データ量（ビットレート）が表示されます。
F Close ボタン
「Change Mode」画面を閉じます。

受信側画面の詳細
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ソフトウェアをアップデートする
ソフトウェアのアップデートを行うには、USB メモリーが必要です。

アップデートプログラムについて
ソフトウェアのアップデートに関する情報は、LocationPorter 製品情報サイト（http://www.sony.jp/rvt/）でお知らせいたし
ます。

1

インターネットに接続可能なコンピューターでブラウザを起動して LocationPorter 製品情報サイトにアクセスし、入手し
たアップデートプログラムを USB メモリーに展開する。
アップデートプログラムを USB メモリーに展開する手順については、LocationPorter 製品情報サイトを参照してくださ
い。

2
3

アップデートプログラムが入った USB メモリーをコンピューターの左側面にある USB 端子に接続する。
Windows のスタートボタンをクリックし、
［すべてのプログラム］−［LocationPorter］−［Multi-Channel Receiver アッ
プデーター］を選択する。
Multi-Channel Receiver アップデーターが起動し、次の画面が表示されます。

4

次のメッセージが表示されたら、アップデートされるバージョンを確認し、
［アップデート］をクリックする。

バージョン

次のバージョンのソフトウェアが見つかりました。
ソフトウェアをアップデートします。

アップデート中は次のメッセージが表示されます。
ご注意
アップデート中は電源を切ったり、USB メモリーを抜いたりしないでください。
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ソフトウェアをアップデートする

ソフトウェアのアップデートを実行しています。
しばらくお待ちください。
アップデート中は何度か再起動する事があります。
アップデート中は絶対に電源を切らないでください。

アップデートが完了すると、次の画面が表示されます。

5 ［再起動］をクリックする。

ソフトウェアが最新の状態に更新されました。
再起動ボタンを押してください。

コンピューターが再起動します。
以上でソフトウェアのアップデートは完了です。

ソフトウェアをアップデートする
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トラブルシューティング
症状

対処方法

ネットワークに接続できない

• イーサネットケーブルがきちんと接続されているか確認してください。
• ネットワークの設定が正しく行われているか確認してください。
• 受信側の事前設定で IP アドレスが正しく設定されているか確認してください。

通信（セッション）が接続できない

• 送信側と同一のパスフレーズが設定されているか確認してください。
• 送信側が SATELLITE のネットワークで接続しようとしている場合、受信側に SATELLITE オプ
ションが付与されていることを確認してください。

マルチチャンネルレシーバーが起動できない
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トラブルシューティング

• コンピューターを再起動してください。

エラーメッセージ
エラーメッセージが表示された場合は、下記の項目をもう一度チェックしてみてください。それでも解決しないときは、お買
い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。

エラーメッセージ
エラーメッセージ
Multi-Channel Receiver は既に起動しています。

内容
Multi-Channel Receiver を 2 つ以上起動しようとしました。
Multi-Channel Receiver は、1 つしか起動できません。

Multi-Channel Receiver に予期せぬエラーが発生しまし

予期せぬエラーが発生しました。

た。
Multi-Channel Receiver は起動できません。

Conﬁguration Editor が起動中に Multi-Channel Receiver（MRx）を起動しようとしまし

関連するアプリケーションが起動中です。

た。

設定ファイルがみつかりませんでした。

設定ファイルが存在せずに、Multi-Channel Receiver を起動しようとしました。

Multi-Channel Receiver は起動できません。
チャンネルの待ち受けに失敗しました。

チャンネルの待ち受けに失敗しました。

アプリケーションを終了します。

エラーメッセージ
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伝送フォーマット
FOMA 1 回線利用時
映像

圧縮方式

H.264/MPEG-4 AVC Main Profile

解像度／映像ビットレート／フレームレート

･ Auto 352 × 240 / 160 − 32kbps / 15 − 5 fps

音声圧縮方式

ATRAC3plus

･ Fix 352 × 240 / 32 kbps / 5 fps
音声

音声ビットレート（モード）

･ 32 kbps（Stereo）
･ 32 kbps（Mono）
･ 16 kbps（Mono）
･ 8 kbps（Mono）

通話用音声

音声圧縮方式

MPEG-4 HVXC

音声ビットレート

2 kbps

FOMA 2 回線利用時
映像

圧縮方式

H.264/MPEG-4 AVC Main Profile

解像度／映像ビットレート／フレームレート

･ Auto Bulk / 352 × 240 / 320 − 64 kbps / 15 − 5 fps
･ Auto Duplicate / 352 × 240 / 160 − 32 kbps / 15 − 5 fps
･ Intelligent / 352 × 240 / 320 − 32 kbps / 15 − 5 fps
･ Fix Bulk / 352 × 240 / 64 kbps / 5 fps
･ Fix Duplicate / 352 × 240 / 32 kbps / 5 fps

音声

音声圧縮方式
音声ビットレート（モード）

ATRAC3plus
･ 32 kbps（Stereo）
･ 32 kbps（Mono）
･ 16 kbps（Mono）
･ 8 kbps（Mono）

通話用音声

音声圧縮方式

MPEG-4 HVXC

音声ビットレート

2 kbps

LAN/PPPoE/WLAN 利用時
映像

圧縮方式

H.264/MPEG-4 AVC Main Profile

解像度／映像ビットレート／フレームレート

･ Auto 720 × 480 / 4096 − 1024 kbps / 30 fps（60i）
･ Auto 480 × 480 / 3072 − 768 kbps / 30 fps（60i）
･ Auto 352 × 240 / 1024 − 32 kbps / 30 − 5 fps
･ Auto 352 × 240 / 512 − 32 kbps / 30 − 5 fps
･ Auto 352 × 240 / 160 − 32 kbps / 15 − 5 fps
･ Fix 352 × 240 / 32 kbps / 5 fps

音声

音声圧縮方式
音声ビットレート（モード）

ATRAC3plus
･ 64 kbps（Stereo）
･ 32 kbps（Stereo）
･ 32 kbps（Mono）
･ 16 kbps（Mono）
･ 8 kbps（Mono）

通話用音声
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音声圧縮方式

MPEG-4 HVXC

音声ビットレート

2 kbps

伝送フォーマット

SATELLITE 利用時
映像

圧縮方式

H.264/MPEG-4 AVC Main Profile

解像度／映像ビットレート

･ Fix 352 × 240 / 256 kbps
･ Fix 352 × 240 / 224 kbps
･ Fix 352 × 240 / 192 kbps
･ Fix 352 × 240 / 160 kbps
･ Fix 352 × 240 / 128 kbps
･ Fix 352 × 240 / 96 kbps
･ Fix 352 × 240 / 64 kbps
･ Fix 352 × 240 / 32 kbps

FEC

･ High（冗長率 50％）
･ Low（冗長率 25％）
･ なし

音声

音声圧縮方式
音声ビットレート（モード）

ATRAC3plus
･ 32 kbps（Stereo）
･ 32 kbps（Mono）
･ 16 kbps（Mono）
･ 8 kbps（Mono）

通話用音声

音声圧縮方式

MPEG-4 HVXC

音声ビットレート

2 kbps

伝送フォーマット
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この製品は、OpenSSL Toolkit のために OpenSSL プロジェクトが開発したソフトウェアを含みます。
This product includes software developed by the OpenSSL project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)
Copyright © 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved.
この製品は、Eric Young 氏によって記述された暗号化ソフトウェアを含みます。
This product includes cryptographic software written by Eric Young. (eay@cryptsoft.com)
Copyright © 1995-1998 Eric Young(eay@cryptsoft.com)
この製品は、以下の第三者ソフトウェアの機能を利用しています。
• OpenVPN TAP-Win32/TAP-Win64 Driver
上記の第三者ソフトウェアは、本製品のソフトウェア使用許諾契約書の対象とはなりませんのでご注意ください。
上記の第三者ソフトウェアの使用条件につきましては、下記をご覧下さい。
上記の第三者ソフトウェアのソースコードは、Web サイトでご提供しております。
ダウンロードする際には、以下の URL にアクセスしてください。
http://www.sony.net/Products/Linux
OpenVPN TM – An Open Source VPN daemon
Copyright (C) 2002-2009 OpenVPN Technologies, Inc. <sales@openvpn.net>

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style Open
Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL please contact
openssl-core@openssl.org.

This distribution contains multiple components, some of which fall under different
licenses. By using OpenVPN or any of the bundled components enumerated below, you
agree to be bound by the conditions of the license for each respective component.
OpenVPN trademark
“OpenVPN” is a trademark of OpenVPN Technologies, Inc.
OpenVPN license:
OpenVPN is distributed under the GPL license version 2 (see Below).
Special exception for linking OpenVPN with OpenSSL:
In addition, as a special exception, OpenVPN Technologies, Inc. gives permission
to link the code of this program with the OpenSSL library (or with modified
versions of OpenSSL that use the same license as OpenSSL), and distribute linked
combinations including the two. You must obey the GNU General Public License
in all respects for all of the code used other than OpenSSL. If you modify this file,
you may extend this exception to your version of the file, but you are not obligated
to do so. If you do not wish to do so, delete this exception statement from your
version.
LZO license:
LZO is Copyright (C) Markus F.X.J. Oberhumer, and is licensed under the GPL.
Special exception for linking OpenVPN with both OpenSSL and LZO:
Hereby I grant a special exception to the OpenVPN project (http://openvpn.net/) to
link the LZO library with the OpenSSL library (http://www.openssl.org).
Markus F.X.J. Oberhumer
TAP-Win32/TAP-Win64 Driver license:
This device driver was inspired by the CIPE-Win32 driver by Damion K. Wilson.
The source and object code of the TAP-Win32/TAP-Win64 driver is Copyright (C)
2002-2009 OpenVPN Technologies, Inc., and is released under the GPL version 2.
Windows DDK Samples:
The Windows binary distribution includes devcon.exe, a Microsoft DDK sample
which is redistributed under the terms of the DDK EULA.
NSIS License:
Copyright (C) 2002-2003 Joost Verburg
This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty. In no
event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
1.The origin of this software must not be misrepresented;
you must not claim that you wrote the original software.
If you use this software in a product, an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not required.
2.Altered versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented
as being the original software.
3.This notice may not be removed or altered from any distribution.
OpenSSL License:
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the
OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
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Copyright (c) 1998-2003 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display
the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the
OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”
4.The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to
endorse or promote products derived from this software without prior written
permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5.Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may
“OpenSSL” appear in their names without prior written permission of the
OpenSSL Project.
6.Redistributions of any form whatsoever must retain the following
acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the
following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code
found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the

SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the
same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors’ reputations.

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are
not to be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the
author of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation
(online or textual) provided with the package.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses,
in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any
patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
1.Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.
2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display
the following acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young
(eay@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being
used are not cryptographic related :-).
4.If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps
directory (application code) you must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”

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

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of
this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under
another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

0.This License applies to any program or other work which contains a notice placed
by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or
work, and a “work based on the Program” means either the Program or any
derivative work under copyright law:
that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term “modification”.) Each
licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this
License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and
the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on
the Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1.You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as
you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to
the absence of any warranty;
and give any other recipients of the Program a copy of this License along with
the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your
option offer warranty protection in exchange for a fee.
2.You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
forming a work based on the Program, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also
meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any change.

GNU Public License (GPL)
OpenVPN, LZO, and the TAP-Win32 distributions are licensed under the GPL
version 2 (see COPYRIGHT.GPL).
In the Windows binary distribution of OpenVPN, the GPL is reproduced below.
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation’s
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by
the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs,
too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code
or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new
free programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these
rights or to ask you to surrender the rights.
These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of
the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed
as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively When run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
provide a warranty) and that users may redistribute the program under these
conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such
an announcement, your work based on the Program is not required to print an
announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that
work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent
and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those
sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend
to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the
Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of this License.
3.You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for
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noncommercial distribution and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source
code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a
special exception, the source code distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler,
kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a
designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same
place counts as distribution of the source code, even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code.
4.You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long
as such parties remain in full compliance.
5.You are not required to accept this License, since you have not signed it.
However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program
or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept
this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work
based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or
works based on it.
6.Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may
not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties
to this License.
7.If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions
of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly
or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole
is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property
right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose
of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented
by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance on consistent application of
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute
software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence
of the rest of this License.
8.If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9.The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version
number of this License which applies to it and “any later version”, you have the option
of following the terms and conditions either of that version or of any later version
published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version
number of this License, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our
free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
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NO WARRANTY
11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES
PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.
SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE
COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR
INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the
start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each
file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is
found.
<one line to give the program’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU General Public License version 2 as published by the Free
Software Foundation.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public
License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with
this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place,
Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an
interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘show w’.
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain
conditions; type ‘show c’ for details.
The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the commands you use may be called
something other than ‘show w’ and ‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu
items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any,
to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the
names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
‘Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more
useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want
to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

