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電気製品は、安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

このオペレーションマニュアルには、事故を防ぐための重要な注意事項と
製品の取り扱いかたを示してあります。このオペレーションマニュアルを
よくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
いつでも見られるところに必ず保管してください。
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安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はまちがっ
た使い方をすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながるこ
とがあり、危険です。
事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る
5 ～ 6 ページの注意事項をよくお読みください。

定期点検を実施する
長期間安全に使用していただくために、定期点検を実施することをおすすめしま
す。点検の内容や費用については、ソニーのサービス担当者または営業担当者にご
相談ください。

故障したら使用を中止する
ソニーのサービス担当者、または営業担当者にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

m

a 電源を切る。
b 接続ケーブルや電源コードを抜く。
c ソニーのサービス担当者、または営業担当者に修理を依頼する。

m

すぐに電源を切り、消火する。

• 異常な音、におい、煙が出たら
• 落下させたら

炎が出たら
警告表示の意味
オペレーションマニュアルおよび
製品では、次のような表示をして
います。表示の内容をよく理解し
てから本文をお読みください。

この表示の注意事項を守らないと、
火災や感電などにより死亡や大け
がなど人身事故につながることが
あります。

この表示の注意事項を守らないと、
感電やその他の事故によりけがを
したり周辺の物品に損害を与えた
りすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号
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警告 注意

接続ケーブルやDC電源コード
を傷つけない
接続ケーブルやDC電源コードを傷つけ
ると、火災や感電の原因となります。
• ケーブルを加工したり、傷つけたりし
ない。

• 重いものをのせたり、引っ張ったりし
ない。

• 熱器具に近づけたり、加熱したりしな
い。

• ケーブルを抜くときは、必ずプラグを
持って抜く。
万一、ケーブルが傷んだら、ソニーの
サービス担当者に交換をご依頼ください。

ビューファインダーの接眼レ
ンズを太陽に向けて放置しな
い
太陽光が接眼レンズを通してビューファ
インダー内部に焦点を結び、火災の原因
となることがあります。

分解しない、改造しない
分解したり改造したりすると、火災や感
電およびレーザー放射による被爆の原因
となります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因とな
ります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに
電源を切り、カメラケーブルや接続コー
ドを抜いて、ソニーのサービス担当者ま
たは営業担当者にご相談ください。

油煙、湯気、湿気、ほこりの
多い場所では設置･使用しない
上記のような場所で設置・使用すると、
火災や感電の原因となります。

使用中、放熱口をふさがない
内部温度が上昇して、筐体でやけどする
おそれがあります。

機器や部品の取り付けは正し
く行う
別売りの機器や部品の取り付け方法を誤
ると、機器が落下して怪我をすることが
あります。下記の機器や部品を取り付け
るときは、マニュアルをよく読んだうえ、
確実に取り付けてください。
• レンズ
• ビューファインダー
• ポータブルメモリーレコーダー
5警告 / 注意
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注意
ここに規定した以外の手順による制御および調整は、危険な
レーザー放射の被爆をもたらします。外筐を開けての分解・
改造を行わないでください。

本機は「クラス 1レーザー製品」です。

内部レーザーモジュール特性
波長  : 850 nm
発振形態        : パルス変調
レーザー出力 : 4 mW (max)/ch

指定の電圧で使用する
本書に記されている電源電圧でお使いく
ださい。
指定外の電源電圧での使用は、火災や感
電の原因となります。

保管するときは安定した場所
に置く
ぐらついた台の上や傾いたところなどに
置くと、本機が落下してけがの原因とな
ることがあります。

その他の安全上のご注意
その他の安全上のご注意
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概要
概
要

1-1 特長

F65 は、スーパー 35 mm 型総画素数 2000 万画素 CMOS セ
ンサー搭載の単板式デジタルシネマカメラです。
新開発の撮像素子、デジタル信号処理 LSI を搭載し、映画・
CM・ドラマ撮影に求められる高画質の映像表現を実現する
ほか、デザインや材質、形状などの細部に至るまで、“制作
用”カメラとしての運用に適した特長を備えています。

本書で述べるさまざまな機能を使用するためには、F65 ソフ
トウェアおよび SR-R4/SRK-CP1 ソフトウェアがV3.00 以上
であることが必要です。
また、以下、「本機」とは、アップグレードキット
CBK-65EL を装着した F65 を指します。

高画質・高性能 

スーパー35 mm 型 CMOS・PL マウントを採用
撮像素子にスーパー35 mm 型の CMOS とレンズマウントに
PL マウントを採用することにより、既存の 35 mm フィルム
カメラに装着可能なムービーレンズの多くを、コンバーター
を介することなく装着可能です。

ワイドラチチュード、高画質を実現
新開発撮像素子、独自開発の最新 16bit デジタル LSI によっ
て、広いラチチュードと解像力が高くノイズが少ない高画質
を実現しました。

RAW撮影出力
カメラ信号処理や非線形ガンマ処理を施さない RAWデータ
を出力するので、後処理（ポストプロダクション）における
利便性が高くなります。

マルチフレーム対応
水平 3840/4096 画素の各方式に対応し、映画だけでなく CM 
や放送番組などのハイエンドコンテンツ制作に活用できま
す。

下記のフォーマットに対応しています。
F65RAWモード：23.98p、24p、25p、29.97p、50p、
59.94p、S47.95（Select FPS）、S48（Select FPS）、
S59.94p（Select FPS）、S60p（Select FPS）

F65RAW-HFRモード：S119.88p（Select FPS）、S120p
（Select FPS）

HDモード：23.98p、24p、25p、29.97p、50p、59.94p、
S59.94p（Select FPS）、S60p（Select FPS）

広色域の撮像特性
ソニー独自技術のカラーフィルターの採用により、より自然
に近い色再現で映像データを取り込むことができます。

モニター用S-LOG ガンマ・709(800%) ガンマを搭載
撮影映像のダイナミックレンジ全域を確認するために適した
S-LOGガンマや通常のモニタリングに適した 709(800%) ガン
マを標準搭載しています。

メカニカルロータリーシャッター採用
メカニカルロータリーシャッターを搭載し、従来の CMOS
イメージセンサーで不可避であったローリング歪みを解消し
ています。

HD撮影に対応
SR-R4 と組み合わせることで、RAW撮影だけでなくHDで
の撮影も可能になります。
HD記録には、バージョン 1.4 以降の SR-R4 が必要です。

HFR（ハイフレーム）モード
毎秒 120 コマでの撮影が可能です。Select FPS に対応し、1
～ 120FPS までの撮影が選択できます。
HFRモードでは、NDフィルターは、Clear に固定となりま
す。メカニカルロータリーシャッターは使用できません。
また、120FPS に設定したときのみ、2台のカメラを
GENLOCKさせることで撮像位相の同期がとれるようにな
ります。

SDI 出力 2系統の独立運用が可能
SDI1 と SDI2 で、それぞれ個別に信号を選択できます。
• SDI1 では、CDL、3D LUTによるさまざまな Look（トーン
や色域）を選択することができます。

ご注意
特長 7
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• SDI2 では、標準の LUTのほか、Hi/Lo Key やMAGなどの
撮像アシスト画像も選択できます。

SDI1 系統には内部 3D_Lut を用いて色変換を行う
「Graded ACES」や「Look Profile」がありますが、本機で
は 17 格子点の 3D_Lut を採用しているため、滑らかな輝
度変化部分に等高線状の信号が現れることがあります。
記録信号はこの影響を受けず、多数の 3D格子点で色変換
を行うグレーディングツールではこの現象は改善されま
す。

ビューファインダーDVF-EL100が接続可能
OLEDカラービューファインダーDVF-EL100（別売）を接
続することにより、ビューファインダー画像を表示すること
ができます。1) 

1) DVF-L350/L700 には対応していません。

デザイン・形状

コンパクトな新設計筐体
狭い車内での撮影など、さまざまな撮影現場での運用を考慮
し、カメラ本体の筐体は可能な限りコンパクトなサイズに納
めています。また、ボタンやインジケーターのレイアウト
は、フィルムカメラユーザーが直感的に操作できるように配
置しました。

ポータブルメモリーレコーダーSR-R4 とのドッカブルシス
テム
さまざまな撮影環境や現場からの要望に対応するため、
SR-R4 とのドッカブルインターフェースシステムを採用して
います。

フィルムカメラアクセサリーとの互換性
映画撮影用アクセサリーとして世界的に定評のあるアリフ
レックス社の製品（ブリッジプレート、マットボックス、
フォローフォーカスユニット、フォーカス／ズーム／アイリ
スコントロールシステムなど）と高い互換性を確保すること
により、これらのアクセサリーを改造することなく装着可能
とし、映画撮影の現場で求められる操作性に対応します。
また、DC12 V、24 V1) 電源出力端子を 1系統ずつ装備し、
アクセサリーにカメラ本体から電源を供給することもできま
す。

1) DC 24V電源出力を使用する場合は、本機にDC 12 V 電源と DC 24 V 電源
を同時に供給した上で、CAM POWER スイッチをONにする必要があり
ます。

アサイナブルボタンを搭載 
カメラ本体側面にアサイナブルボタンを搭載しています。
ユーザーの好みに合わせて、ビューファインダーの拡大表示
などの機能をあらかじめ設定することができ、撮影時に瞬時
にこれらの機能を呼び出すことができます。

多彩な調整機能

シネモード
ポストプロダクションを前提として本線の映像を加工せず、
VF/SDI 出力に対して基本的なグレーディングを行うモード
です。
シネモードでは、フィルムカメラと同等なオペレーションを
行うことができます。

カスタムモード
撮影現場での絵作りを前提として、Black/White のレベルや
本線のGAIN を調整できます。
リモートコントロールユニット（RM）などを接続して、コ
ントロールすることもできるモードです。

シャッターコントロール
開角度でシャッタースピードを調整できます。また、メカニ
カルロータリーシャッターと電子シャッターの切り換えが可
能です。

増感・減感撮影機能
シネモードでは、EI 感度表示を採用、フィルムカメラのよ
うにライトメーターを使用して撮影して、ポストプロダク
ションで増感・減感現像を行うことができます。

ASC CDL
ASC CDL（American Society of Cinematographers Color 
Decision List）は、ASCが推奨する基本的なグレーディング
情報を伝達するためのフォーマットです。CDLファイルの
インポートまたは専用アプリケーションF65Remote Look 
Plus からの調整により、値を変更することができます。調
整結果は本線映像には反映せず、メタデータとして SR-R4
に記録されます。メタデータに記録した調整値を記録素材に
適用することで、撮影時のVF/SDI の映像を再現すること
ができます。

その他の機能 

USBホストコネクターを標準搭載
USBコネクター（ホスト）をカメラ本体に標準搭載してお
り、Wi-Fi アダプター（CBK-WA01：別売）を使用すること
で、タブレット端末などのWi-Fi 対応機器からワイヤレスで
本機を操作することができます。

ご注意
特長
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アナモフィック対応
2 倍のアナモフィックレンズを使用した場合に、VF/SDI 出
力を歪みのない正常な画像で出力できます。

さまざまな設定方法に対応
本機では、さまざまなデバイスを介して設定を行うことがで
きます。基本的な設定は本体のサブディスプレイで行いま
す。詳細設定は、ビューファインダーおよび SDI OUT端子
に接続したモニターにメニュー（VFメニュー）を表示して
行います。Webブラウザーや iPad1) などのタブレット端末に
メニューを表示して詳細設定を行うこともできます2)。

1) iPad は、Apple Inc. の商標です。
2) Web ブラウザーやタブレット端末に表示されるメニューは、ビューファイ
ンダーやモニターのメニューと設定できる項目が異なる場合があります。
詳しくは、「4-2 VF メニュー一覧」（45 ページ）をご覧ください。
特長 9
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1-2 システム構成例
本機を中心にしたカメラシステムの構成例を以下に示しま
す。なお、本書は、別売のソニー製HDエレクトロニック
ビューファインダーの使用を前提として説明しています。

◆ 外部機器や別売アクセサリーの取り付け、接続、使用について詳
しくは、「第 2章 設置と準備」（17 ページ）および各機器の取扱
説明書をご覧ください。

ショルダーセットなど他社製品を取り付けて使用する場合
は、あらかじめ本機に正しく取り付けられることを確認して
ください。

ビデオレコーダー

名称 機種名

ポータブルメモリーレコーダー SR-R4

ビューファインダー

名称 機種名

HDエレクトロニックビューファインダー HDVF-C30WR/HDVF-C35W/HDVF-20A/HDVF-200/DVF-EL100

センターハンドル

VF取り付けプレート

∅19カーボンロッド

ロッド取り付けプレート

SR-R4

ライザープレート

三脚アダプター関連機器

名称 機種名

ブリッジプレート BP-8（ARRIFLEX 製）

ショルダーセット S-4（ARRIFLEX製）

F65 商品構成

ご注意
システム構成例
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1-2-1 SR-R4 ドッキングシステム
SR-R4 を本機の後面にドッキングして使用します。
SR-R4 の電源は、本機のDC IN端子を介して供給されます。

SR-R4

HDVF-C30WR/DVF-EL100

DC 12 V 電源
システム構成例 11
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1-3 各部の名称と働き

前面パネル

a （ネットワーク）端子（RJ-45 型、10BASE-T/
100BASE-TX）

コンピューター上のWeb ブラウザーから本機の設定を行う
場合に、ネットワークケーブルを接続します。
ネットワークケーブルを接続した場合は、VFメニューの
NETWORKメニューで IP アドレスなどの設定が必要です。

◆ 設定について詳しくは、「4-2-6 Network メニュー」（56 ページ）
をご覧ください。

• 安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持つ
可能性があるコネクターをこの端子に接続しないでくださ
い。
接続については本書の指示に従ってください。

• ネットワークケーブルご使用の際は、輻射ノイズによる誤
動作を防ぐため、シールドタイプのケーブルを使用してく
ださい。

b 放熱口（吸気）

吸気のため、放熱口の前に 8 mm程度の空間を確保してくだ
さい。

c ビューファインダーシュー
ビューファインダー（別売）を取り付けます。

◆ 詳しくは「2-4 ビューファインダーの取り付け」（21 ページ）を
ご覧ください。

d VF（ビューファインダー）端子（20 ピン）
ビューファインダー（別売）に付属の接続ケーブルを接続し
ます。

e レンズマウントレバー
レンズ取り付け時に、レバーを時計回りに回してレンズを固
定します。レンズを取りはずすときは、レバーを反時計回り
に回します。
レンズやアクセサリーなどの取り付けによってレンズマウン
トレバーが操作しにくい場合は、いったんレバーをはずして
位置を変えることができます。

◆ 詳しくは「2-3 レンズの取り付け」（19 ページ）をご覧ください。

f ホットシュー
Cooke /i Intelligent Electronic Lens Systemに対応しており、
レンズの情報をメタデータとして記録することができます。

cビューファインダーシュー

レンズマウント

fホットシュー

a （ネットワーク）端子

eレンズマウントレバー

dVF 端子

b放熱口（吸気）

シャッター強制オープン用
ネジ（64ページ参照）

ご注意

ご注意
各部の名称と
働き
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左パネル

a USB端子
USB 2.0 規格の端子です。Wi-Fi アダプター CBK-WA01（別
売）を接続することにより、無線 LAN機器との通信が可能
になります。

b アクセサリー用ネジ穴
M3ネジを使用してアクセサリーを取り付けることができま
す。ネジ部の深さは 5 mmです。

c CAM POWER（電源）スイッチ
カメラ本体の電源をON/OFFします。

d DC OUT 12V 4A（DC 12V電源出力）端子
CAM POWER スイッチがONの場合に、アクセサリーに
DC 12V の電源を供給します。

e DC OUT 24V 4A（DC 24V電源出力）端子
DC IN 端子からDC 24V 電源が供給されていて CAM 
POWER スイッチがONの場合に、アクセサリーにDC 24V
の電源を供給します。

f レンチ収納部
ハンドル着脱用レンチ（3 mm）が収納されています。

g LENS（レンズ）端子（12 ピン）
市販のアイリスサーボを接続することにより、リモコンで絞
りをコントロールできます。

h EXT. I/O（外部制御）端子（5 ピン）
本バージョンでは使用しません。

i ハンドル
出荷時は本体上部にハンドルが取り付けられています。ハン
ドル上部に 2種類のアクセサリー用ネジ穴（3/8"、1/4" カメ
ラネジ用）があります。

j メジャーフック／焦点基準マーク
フォーカス位置の基準となります。
被写体からの距離を実測するときは、フックにメジャーの先
端をかけることができます。
高画素で被写界深度の浅い映像を撮影する場合は、本機や
ビューファインダーの拡大表示機能を使って表示した映像で
フォーカスを調整することをおすすめします。

k SDI OUT2（SDI 出力 2）端子（BNC型）
SDI2 Look（シングルリンク）の出力端子です。

l VF端子（DVF-EL100用、26 ピン）
ビューファインダーDVF-EL100（別売）をこの端子に接続
します。

OLEDの焼き付き現象を低減させるために、VF DISPLAY
（ビューファインダーの表示機能）のOn/Off は、DVF-
EL100 のスイッチで操作することをおすすめします。

m 放熱口（排気）

放熱口周辺（端子など）は、高温になるおそれがあります。

cCAM POWERスイッチ

dDC OUT 12V 4A 端子
eDC OUT 24V 4A 端子

gLENS端子
hEXT. I/O 端子

iハンドル

bアクセサリー用ネジ穴

jメジャーフック／
焦点基準マーク

aUSB 端子 kSDI OUT2端子
lVF端子（DVF-EL100用）

fレンチ収納部

m放熱口（排気）

ご注意

ご注意
各部の名称と働き 13
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右パネル

a ASSIGN（アサイナブル）ボタン
サブディスプレイやビューファインダー画面に表示されるメ
ニューを使って、各種の機能を割り当てることができます。
一番左がASSIGN ボタン 1、一番右がASSIGN ボタン 4 で
す。

◆ 詳しくは、「3-3-14 ASSIGN ボタンに機能を割り当てる」（33 ペー
ジ）をご覧ください。

b DIAGNOSIS（自己診断）インジケーター
機器の状態を表示します。
緑点灯：正常
赤点灯：エラー
赤点滅：本体の故障の原因となるおそれのあるエラー
黄点灯：準備中

◆ 赤点灯または赤点滅の状態が続く場合は、ソニーのサービス担当
者または営業担当者にお問い合わせください。

c LOCK（ロック）スイッチ
側面パネルの操作をロックします（RECボタンおよび
PAGEボタンを除く）。

d SHUTTER（シャッター）ボタン
電子シャッターとメカニカルロータリーシャッターを切り換
えます。
M.（メカニカル）ボタンを 1秒以上長押しするとメカニカ
ルロータリーシャッター、E.（電子）ボタンを 1秒以上長押
しすると電子シャッターに切り換わります。選択されている
シャッターのインジケーターが点灯します。切り換え中は、
シャッターのインジケーターが点滅します。

シャッターの切り換えには、20 秒～ 40 秒程度かかります。

e REC（記録）ボタンと LOCK（ロック）スイッチ
RECボタンを押すと、本機にドッキングした SR-R4 への記
録をON/OFF します。記録中は RECボタンのインジケー
ターが点灯します。接続されている電源の電圧が下がった場
合など、状況に応じてインジケーターが点滅して警告しま
す。
LOCKスイッチをLOCK側にすると、RECボタンが操作で
きなくなります。
SR-R4 で REC REVIEW、PLAY、F.FWD、REW が行われ
ている場合は、上書き防止のためRECボタンは操作できま
せん。

◆ 警告表示については、「警告／エラーメッセージ」（62 ページ）
をご覧ください。

f“メモリースティック”／SDメモリーカード部
蓋の中に、“メモリースティック PROデュオ”および SDメ
モリーカードを挿入するスロットがあります。スロットに
“メモリースティック PROデュオ”または SDメモリーカー
ドを挿入すると、アクセスランプが赤色に点灯し、その後消
灯します。“メモリースティック PROデュオ”または SDメ
モリーカードに読み書きをすると、アクセスランプが赤色で
点滅します。
アクセスランプが赤色で点滅しているときは“メモリース
ティックPROデュオ”または SDメモリーカードを抜き差
ししたり、本機の電源をOFF にしないでください。

g DOCK（ドッキング）インジケーター
SR-R4 をドッキングしているときに、レコーダー端子の受光
状態を表示します。
緑：良好

bDIAGNOSIS インジケーター

cLOCKスイッチ

dSHUTTERボタン

f“メモリースティック”／
SDメモリーカード部

gDOCKインジケーター

aASSIGNボタン

eRECボタンと LOCK スイッチ

ディスプレイ／メニュー操作部

h三脚用ネジ穴（底面）

ご注意
各部の名
称と働き
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黄：注意レベル
感度は低下していますが、信号はエラーなく伝送できて
います。早めにレコーダー端子のクリーニングまたは端
子の光モジュールの交換を行ってください。

赤：受光エラー
受光状態に問題があり、正常な伝送ができません。直ち
に、レコーダー端子のクリーニングまたは端子の光モ
ジュールの交換を行ってください。

消灯：無信号

◆ 端子のクリーニングについて詳しくは、「レコーダー端子のク
リーニング」（65 ページ）をご覧ください。また、光モジュール
の交換について詳しくは、ソニーのサービス担当者または営業担
当者にお問い合わせください。

h 三脚用ネジ穴（底面）
3/8" 三脚ネジを使用して、三脚を取り付けます。

ディスプレイ／メニュー操作部
サブディスプレイやビューファインダー、モニターの表示の
切り換えや、メニューの操作を行います。

◆ 操作について詳しくは、「3-3-1 サブディスプレイの基本操作」
（26 ページ）および「3-4 VF メニューの基本操作」（35 ページ）
をご覧ください。

a VF DISPLAY（ビューファインダーディスプレイ）ボタ
ン

ビューファインダーやモニターにステータス画面を表示しま
す。

◆ 表示される情報については、「3-7 ビューファインダーの表示と設
定」（39 ページ）をご覧ください。

b VF MENU（VF メニュー）ボタン
ビューファインダーやモニターにメニュー画面を表示しま
す。DVF-EL100 が接続された状態で、このボタンを 2秒以
上長押しすることにより、DVF用調整（Digital VF Picture）
メニューが表示できます。

c サブディスプレイ
本機の設定内容を表示します。SETTINGボタンを 1秒以上
長押しすると、設定変更モードになります。

d SETTING（設定）ボタン
サブディスプレイで本機の設定を変更したいときに、1秒以
上長押しして、設定変更モードに切り換えます。

e PAGE（ページ）ボタン
サブディスプレイの表示が設定変更モードのときに、次の設
定ページを表示します。

f BACK（戻る）ボタン
サブディスプレイが設定変更モードのとき、およびビュー
ファインダーやモニターにメニューを表示しているときに、
設定の内容を取り消したり、前の画面に戻したりします。
DVF用調整メニューを表示している状態でBACKボタンを
押すと、VFメニューのページ選択画面に戻ります。

g MENU SEL（メニュー選択）/ENTER（確定）ダイヤ
ル

サブディスプレイが設定変更モードのとき、およびビュー
ファインダーやモニターにメニューを表示しているときに、
ダイヤルを回して項目を選択し、押して確定します。

aVF DISPLAYボタン

fBACKボタン

ePAGE ボタン

bVF MENUボタン

cサブディスプレイ

dSETTINGボタン

gMENU SEL/ENTER
ダイヤル
各部の名称と働き 15



16

　
第
1
章
　
概
要

後面パネル

a レコーダー端子
本機にドッキングした SR-R4 と信号や電源の受け渡しを行
います。

光コネクターの保護のため、SR-R4 を接続していないとき
は、コネクターキャップを付けてください。

b REC（記録）インジケーター
レコーダーが記録中のとき、赤色に点灯します。
カバーをスライドさせてインジケーターを隠すことができま
す。

c GENLOCK IN（外部同期信号入力）端子（BNC 型）
外部同期用信号（HD 3 値シンク）またはHD-SDI 信号を入
力し、カメラを同期させます。
同期信号の選択は、VFメニューで行います。

d SHUTTER（外部シャッター）端子
本バージョンでは使用しません。

e HD-Y OUT（HD Y 信号出力）端子
HDアナログコンポーネント信号のY信号が出力されます。
外部のアナログ機器を同期させるときに使用します。

f SDI OUT1（SDI 出力 1）端子（BNC型）
SDI1 Look（シングルリンク）の出力端子です。

g REMOTE（リモート）端子（8 ピン）
別売のリモートコントロールユニット RM-B170 などを接続
することにより、本線のコントロールが可能になります（カ
スタムモード）。

h DC IN（DC電源入力）インジケーター
10.5 V ～ 17 V および 20 V ～ 30 V の 2つのインジケーター
があり、CAM POWERスイッチをONにすると、供給され
ている電源の電圧範囲に対応するインジケーターが点灯しま
す。

i DC IN（DC電源入力）端子（LEMO 8ピン）
付属の電源ケーブル用コネクターを取り付けた電源ケーブル
を接続します。

◆ 詳しくは、「2-7 電源の準備」（23 ページ）をご覧ください。

j ケーブルクランプ用ネジ穴
付属のケーブルクランプを取り付けることができます。
カメラ上面の左パネル側にもネジ穴があります。

bRECインジケーター

cGENLOCK IN 端子
dSHUTTER端子
eHD-Y OUT端子
fSDI OUT1端子
gREMOTE端子

aレコーダー端子

hDC IN インジケーター

jケーブルクランプ用ネジ穴

iDC IN 端子

ご注意
各部の名称と働き
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2-1 SR-R4 の取り付け

本機の後面に SR-R4 をドッキングして使用することができ
ます。

◆ SR-R4 の取り付けについて詳しくは、SR-R4 の取扱説明書をご覧
ください。

• 本書で述べるさまざまな機能を使用するためには、SR-
R4/SRK-CP1 ソフトウェアがバージョン 3.00 以上である
ことが必要です。

• SR-R4 を取り付けるときは、必ず本機の電源を切ってから
取り付けてください。

• SR-R4 を接続するレコーダー端子は、光コネクターです。
光コネクターの保護のため、SR-R4 を接続していないとき
は、コネクターキャップを付けてください。また、コネク
ターキャップをはずしたときは、失くさないように下図の
位置に収納してください。

• SR-R4 を取り付けるときは、あらかじめカメラ本体を三脚
に取り付け、動かないように固定してから作業してくださ
い。

◆ 三脚への取り付けについては、「2-5 三脚への取り付け」（22
ページ）を参照してください。

• SR-R4 を取り付けた状態で使用するときは、カメラが転倒
しないように、カメラがしっかり固定されていることを確
認してください。

ご注意

SR-R4
SR-R4 の取り付け 17
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2-2 フィルターの取り付
け

F65RAW-HFRモードでNDフィルターを使用したい場合
や、本機内蔵のNDフィルター以外のフィルターを使用した
い場合は、付属のフィルターホルダーに市販のゼラチンフィ
ルターを取り付けて本機に装着することができます。
推奨フィルター：富士フイルム製光量調節用フィルター

1 ゼラチンフィルターにフィルターテンプレート（金属の
円盤）を載せ、フィルターテンプレートに沿ってフィル
ターを円形に切り取る。

2 フィルターホルダーからリングを取りはずし、リングに
フィルターを載せ、ホルダーに取り付ける。

3 取り付け用の器具の突起とフィルターホルダーの切り欠
きの位置を合わせ、器具をホルダーにまっすぐ差し込
む。

4 マウント部の切り欠きとフィルターホルダーの突起の位
置を合わせて器具をマウント部に挿入し、カチッと音が
するまで時計回りに回す。

5 器具をまっすぐに引き抜く。

器具のみが取り出され、フィルターが本機に装着されま
す。

フィルターを取りはずすには

1 取り付け用の器具の突起をフィルターホルダーの切り欠
きの位置に合わせて器具をマウント部に挿入する。

カチッと音がして器具がロックされるまで差し込んでく
ださい。

2 器具を反時計方向に回してロックをはずし、まっすぐに
引き抜く。

器具と一緒にフィルターホルダーが取りはずされます。

フィルターホルダー

フィルター

リング
フィルターの取り付け
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2-3 レンズの取り付け

別売の PL マウント対応レンズを取り付けます。

フランジからの突出量（寸法A）が 31.5 mm 以下のレンズ
を使用してください。突出量が 31.5 mm を超えるレンズを
取り付けると、本機のフィルターが破損しますのでご注意く
ださい。

◆ レンズの取り扱いについては、レンズに付属の取扱説明書をご覧
ください。

1 レンズマウントレバーを反時計回り方向に回して、レン
ズマウントからレンズマウントキャップをはずす。

2 レンズマウント上面右の位置決めピンに、レンズの凹部
を合わせ、レンズをマウントに差し込む。

3 レンズを支えながら、レンズマウントレバーを時計回り
方向に回してレンズを固定する。

レンズマウントレバーの位置を変更するには
図に示す 4か所のネジをはずすと、レンズマウントレバーを
取りはずすことができます。位置を変更してレバーを取り付
け、ネジをしっかりと締めてください。

フランジバックについて
本機の光学部は、熱膨張しにくい素材を使用しているため、
通常はフランジバックの調整は不要です。
もし調整を行いたい場合は、レンズマウントを取りはずし、
シムを適切な厚みのものと交換してください。工場出荷時
は、0.05 mm厚のシムが入っています。交換可能なシムは次
のとおりです。

本機をHFRモードで使用する場合、レンズの距離指標がず
れることがありますが、故障ではありません。

◆ シムの交換については、ソニーのサービス担当者または営業担当
者にお問い合わせください。

ご注意

レンズマウントレバー ご注意

部品番号 厚さ

4-260-711-03 0.02 mm

4-260-711-13 0.03 mm

4-260-711-23 0.04 mm

4-260-711-33（標準） 0.05 mm

4-260-711-43 0.06 mm

4-260-711-53 0.07 mm

4-260-711-63 0.08 mm

位置決めピン

ネジをはずす
レンズの取り付け 19
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シムを交換するには

本体内部の配線などを傷つけるおそれがありますので、作業
は慎重に行ってください。フィルムカメラの場合と同様、シ
ムを変形させたり、傷を付けたり、ごみを挟み込んだりする
と、フランジバックの長さが変わり、工場出荷時の状態に戻
せないことがあります。

1 レンズマウント取り付けネジ（6本）をはずす。

2 レンズマウントを手前に約 10 mm引き出し、シムを傷つ
けないよう慎重に取りはずす。
シムが配線に引っかからないよう、シムのスリットに配
線を通してシムを取りはずしてください。

レンズマウントを 20 mm以上引き出すと内部の配線を
傷つけるおそれがあります。

3 シムのスリットを利用して配線をよけるようにしてシム
を入れ、本機のネジ穴やシム位置決めピンの位置に合わ
せてセットする。

4 レンズマウントを元の位置に戻し、締め付けトルク
0.53 N ･ mでネジを締め付ける。

4-260-711-73 0.09 mm

4-260-711-83 0.10 mm

ご注意

ご注意

部品番号 厚さ

レンズマウント取り付けネジ

シム位置決めピン
レンズの取り付け
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2-4 ビューファインダー
の取り付け

ビューファインダーを取り付けたあと、接眼レンズを太陽に
向けて放置しないでください。太陽光が接眼レンズを通して
ビューファインダー内部に焦点を結び、火災の原因となるこ
とがあります。

◆ ビューファインダーの取り扱いについて詳しくは、ビューファイ
ンダーの取扱説明書をご覧ください。

1 ビューファインダー取り付けプレートをロッド 2本に通
す。

2 スライドパネルを左右にスライドさせて位置を決め、ス
ライドパネル裏側のレバーを回してロックする。

3 ビューファインダー取り付けプレートを前後にスライド
させて位置を決め、レバーを回してロックする。

4 ビューファインダーをビューファインダーシューには
め、水平方向にスライドさせて取り付ける。

ストッパーが自動的に下がります。

5 ビューファインダーの左右位置が決まったら固定リング
を回して締め（下図1）、ビューファインダーケーブル
をカメラのVF 端子に接続する（下図2）。

DVF-EL100 を使用する場合のケーブルの接続先は、側
面に取り付けた 26 ピンのVF端子（13 ページ）です。

ビューファインダーを取りはずすには
ビューファインダー固定リングをゆるめ、ストッパーを上げ
て、ビューファインダーを取り付けたときと逆の方向にスラ
イドさせて抜き取ります。

ビューファインダー
取り付けプレート

スライドパネル

ストッパー
ビューファインダーの取り付け 21



22

　
第
2
章
　
設
置
と
準
備

2-5 三脚への取り付け

本体底面の三脚用ネジ穴（3/8" 三脚ネジ× 2）を使用して、
本機を三脚に取り付けます。

◆ 三脚の取り付けについて詳しくは、三脚の取扱説明書をご覧くだ
さい。

• 重心を考慮して適切な穴を選択してください。選択した穴
が適切でないと、カメラを取り付けたときに重心が偏り、
カメラが落下したり転倒したりして、けがの原因となるこ
とがあります。

• 穴の径が、雲台のネジの径と合うことを確認してくださ
い。ネジの径と合わないと、カメラが落下したり転倒した
りして、けがの原因となることがあります。

2-6 CBK-WA01の取
り付け

本機をWi-Fi 対応機器と接続する場合は、Wi-Fi 取り付け金
具（別売、部品番号：4-418-596-01）を使用して、本機にWi-
Fi アダプター CBK-WA01 を取り付けます。

◆ Wi-Fi 取り付け金具の入手については、ソニーのサービス担当者
または営業担当者にお問い合わせください。

1 付属の+B3×5ネジを使って、Wi-Fi取り付け金具を本機
に取り付ける。

2 CBK-WA01 裏面の突起部を取り付け金具の穴にはめ、ネ
ジを締めて、CBK-WA01 を取り付け金具に固定する。

ご注意

三脚用ネジ穴

M3× 5（+B3 × 5ネジ）（付属）
三脚への取り付け / CBK-WA01の取り付け
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3 CBK-WA01 のケーブルを本機のUSB端子に接続する。
ケーブルが長い場合は、ケーブルホルダーにまとめる。 2-7 電源の準備

本機はDC 12 V（10.5 V ～ 17 V）で動作します。
本機に電源を供給するには、付属の電源ケーブル用 8ピンコ
ネクターを市販のシールド付きケーブルに取り付け、本機の
DC IN端子（LEMO 8 ピン）に接続してください。

◆ 各コネクターのピン配列について詳しくは、付録の「コネクター
ピン配列」（70 ページ）をご覧ください。ピン接続など詳しく
は、ソニーの営業担当者にご相談ください。

• 本機を安全に駆動させるためには、150 W以上の供給能力
がある電源の使用を推奨します。電源供給の際に使用する
電源ケーブルは、電圧ロスが 2 V以内になるようにケーブ
ル仕様を決定してください。
例：AWG 18 × 3 ケーブルを 5 m使用して、本機と SR-R4
を駆動させた場合、0.5 ～ 1.0 V の電圧ロスとなります。

• 本機のDC 24 V 出力を使用する場合は、付属の電源ケーブ
ル用コネクター（LEMO 8 ピン）にDC 12 V と DC 24 V
の電源を供給した状態で、本機に接続してください。

• SR-R4 をドッキングして使用する場合は、DC 13 V ～ 17 V
の電源を使用することを推奨します。

カメラの電源を入れるには
CAM POWER スイッチをON にすると電源が入ります。
VF端子に接続したビューファインダーにも電源が供給され
ます。
DC OUT 端子を介して、アクセサリーに 12 V または 24 V 
の電源を供給することができます。24 Vの電源を供給する
には、本機のDC IN 端子にDC 12 V と DC 24 V の電源が供
給されている必要があります。

◆ 24 V 電源を供給する DC IN 端子のコネクターピンについては、
付録の「コネクターピン配列」（70 ページ）をご覧ください。

ケーブルホルダー

ご注意
電源の準備 23
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2-8 日付／時刻の設定

本機を始めて使用する場合は、ビューファインダーにメ
ニューを表示させ、Config メニューの <Date/Hour Meter>
ページで現在の日付と時刻を設定してください。
モニターでメニュー設定を行う場合は、モニターを SDI 
OUT端子に接続してください。

1 カメラの電源を入れる。

2 VF MENUボタンを押す。

ビューファインダーにメニューが表示されます。

3 MENU SEL/ENTERダイヤルを回してConfigを選択し、
MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

4 MENU SEL/ENTERダイヤルを回してDate/Hour 
Meter を選択し、MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

<Date/Hour Meter> ページが表示されます。

5 MENU SEL/ENTERダイヤルを回して年月日表示を選
択し、MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

年月日が変更できるようになります。

6 MENU SEL/ENTERダイヤルを回して、年月日を設定
する。

MENU SEL/ENTERダイヤルを押すと、次の項目に移
動します。日を選択して、MENU SEL/ENTERダイヤ
ルを押すと、年月日が確定します。

7 MENU SEL/ENTERダイヤルを回して時刻表示を選択
し、MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

時刻が変更できるようになります。

8 MENU SEL/ENTERダイヤルを回して時刻を設定し、
MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

9 MENU SEL/ENTERダイヤルを回してDate Typeを選択
し、MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

10 MENU SEL/ENTERダイヤルを回して日付の表示形式
を選択し、MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

次の表示形式が選択できます。

11 設定が完了したら、VF MENUボタンを押して、メ
ニュー操作を終了する。

設定 表示例（2013年 12月 18日の場合）

M/D/Y 12/18/2013

M/D 12/18
日付／時刻の設定
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3-1 本機の基本動作

本機では、ポストプロダクション処理を前提とし、現場では
本線映像は加工せずVF出力および SDI 出力に対して基本
的なグレーディングを行う「シネモード」と、現場での絵作
りを前提として、Black/White および GAIN を本線信号に適
応させる「カスタムモード」を選択できます。

シネモード
• カメラのゲインを固定し、ライトメーターを用いて感度を
設定して撮影を行うモードです（EI 撮影）。

• 感度は 200EI、250EI、320EI、400EI、500EI、640EI、
800EI、1000EI、1250EI、1600EI、2000EI、2500EI、
3200EI から選択できます。

• 撮影後ポストプロダクション処理で、撮影時に選択した感
度までゲインを操作します。

• 増感撮影した場合（例：1600EI）、本線信号は暗くなりま
すが、VF/SDI/HD-Y 出力には選択した感度に応じたゲイ
ンが自動的に適用されるため、適正なモニタリングが可能
です。

• HDモードでは、本線のガンマは S-Log2 またはユーザーガ
ンマを選択できます。

• SDI1 出力に対して、ASC CDL での映像調整を行うことが
できます。この調整結果はメタデータとして映像とともに
毎フレーム記録されます。メタデータを利用することで、
ポストプロダクション処理で撮影時の映像調整結果を再現
することができます。

• 感度の設定を変更しても全体のラチチュードは変わりませ
んが、ポストプロダクションで適正現像を行うと、ダイナ
ミックレンジとノイズ感が変化します。感度を高く設定す
ると、ダイナミックレンジが増加する一方、暗部のノイズ
が増加します。逆に感度を低く設定すると、ダイナミック
レンジは減少しますが、暗部のノイズは減少します。

カスタムモード
• カメラのゲインを変更でき、本機のメニューまたは別売の
リモートコントロールユニット（RM）を用いて Black/
White レベルを調整し、撮影を行うモードです。

• カメラのゲインを－6 dBから＋12 dBまで3 dB刻みで変更
できます（EI 撮影はできなくなります）。

• Black/White レベルを変更できます。
• リモートコントロールユニットからは、Black/White およ
びGAIN のほか、以下の操作が可能です。
―Shutter Speed
―Filter Select
―Rec Start/Stop
―Rec Review
―Bars/Test Signal
―12p Iris Control

ホワイトバランスは、3200K（タングステン）、4300K（タン
グステン）、5500K（デイライト）の 3種から選択できます。

また、本機はカメラ内部でHDにダウンコンバートして
SR-R4 に HD記録するHDモードに対応しており、記録方式
としてHDモードまたは F65RAWモードを選択できます。

CBK-65EL (F65 UPGRADE KIT) を 
F65に搭載することによって使用できる機
能

ビューファインダーDVF-EL100の接続と制御
DVF-EL100 とのケーブル接続が可能となります。DVF-
EL100 のスイッチによるビューファインダーの制御も可能に
なります。

OLEDの焼き付き現象を低減させるために、VF DISPLAY
（ビューファインダーの表示機能）のOn/Off は、DVF-
EL100 のスイッチで操作することをおすすめします。

SDI2 系統 (SDI1/SDI2) 信号独立運用
SDI1 を主にディレクター用表示として、また、SDI2 を主に
カメラオペレータ用表示として、個別にトーン、カラーおよ
びキャラクタ重畳を選択し、出力することができます。

ご注意
本機の基本動作 25
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3-2 本機の設定について

本機の設定は、次のデバイスを使って行うことができます。

サブディスプレイ
本機側面のサブディスプレイで基本的な設定ができます。
本機の電源を入れると、サブディスプレイに本機の基本設定
（設定ページ）が表示され、SETTINGボタンを 1秒以上長
押しすると、設定変更モードになります。設定変更モードで
の操作には、MENU SEL/ENTERダイヤル、SETTINGボ
タン、BACKボタンを使用します。

◆ サブディスプレイでの操作について詳しくは、「3-3 サブディスプ
レイを使った基本設定」（26 ページ）をご覧ください。また、サ
ブディスプレイのメニュー一覧については、「4-1 サブディスプレ
イのメニュー一覧」（43 ページ）をご覧ください。

ビューファインダーまたはモニター
ビューファインダーおよび SDI OUT端子に接続したモニ
ターにメニュー（VFメニュー）を表示すると、詳細な設定
を行うことができます。
本機側面のVF MENUボタンを押すと、ビューファイン
ダーおよびモニターにVFメニューが表示されます。VFメ
ニューの操作には、VF MENUボタン、MENU SEL/
ENTER ダイヤル、BACKボタンを使用します。

◆ VFメニューの操作について詳しくは、「3-4 VF メニューの基本
操作」（35 ページ）をご覧ください。また、VFメニューの一覧
については、「4-2 VF メニュー一覧」（45 ページ）をご覧くださ
い。

Webブラウザー
本機がネットワークに接続されている場合は、コンピュー
ターのWeb ブラウザーにメニューを表示して、ビューファ
インダーやモニターとほぼ同じ項目の設定を行うことができ
ます。

◆ Webブラウザーでの操作について詳しくは、付録「Web ブラウ
ザーによるメニュー操作」（72 ページ）をご覧ください。

タブレット端末
別売のWi-Fi アダプター CBK-WA01 を使用すると、無線
LANを介して iPad などのタブレット端末にメニューを表示
して、ビューファインダーやモニターとほぼ同じ項目の設定
を行うことができます。

◆ タブレット端末での操作について詳しくは、付録「タブレット端
末による操作」（73 ページ）をご覧ください。

3-3 サブディスプレイを
使った基本設定

本機側面のサブディスプレイを使うと、カメラの基本的な設
定が簡単に行えます。サブディスプレイでの設定項目は、
VFメニューでも設定できます。

3-3-1 サブディスプレイの基本操作
サブディスプレイを操作するには、以下のボタンやダイヤル
を使用します。

本体側面パネル

設定ページを表示させるには
カメラの電源をONにすると、サブディスプレイに起動画面
が表示され、数秒後に設定ページが表示されます。

PAGEボタンを押すと次のページに進みます。
各設定ページで設定、確認できる項目は次のとおりです。

BACK ボタン

PAGE ボタン

サブディスプレイ

SETTING ボタン

MENU SEL/ENTER
ダイヤル
本機の設定について / サブディスプレイを使った基本設定
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設定ページ1

1ビデオフォーマット
2シャッター値
3NDフィルター
4感度（EI 値）
5色温度
6色域（SDI2）
7 LUT（SDI2）

設定ページ2

1電圧
2ファンの動作モード
3リール番号
4メディア残量
5ファイル名
6タイムコード

設定ページ3

1ASSIGN ボタン 1
2ASSIGN ボタン 2
3ASSIGN ボタン 3
4ASSIGN ボタン 4
5サブディスプレイの明るさ
6自己診断

設定を変更するには
SETTING ボタンを 1秒以上長押しします。
設定変更モードになり、選択されている設定項目が反転表示
されます。

この状態でMENU SEL/ENTERダイヤルを回すと、設定し
たい項目を選択できます。設定したい項目を反転表示させ
て、MENU SEL/ENTERダイヤルを押します。

複数の設定項目がある場合は、項目を選択する画面が表示さ
れます。

項目選択画面（シャッター値の場合）

この画面でMENU SEL/ENTERダイヤルを回して、項目を
選択します。MENU SEL/ENTERダイヤルを押すと、設定
値を変更する画面が表示されます。

設定値変更画面（シャッター値の場合）

画面の右上に現在の設定値が表示されます。MENU SEL/
ENTERダイヤルを回して値を選択し、MENU SEL/
ENTERダイヤルを押してください。
選択した内容が確定します。

変更をキャンセルするには
選択内容を確定する前に BACKボタンを押します。
設定が元の状態に戻り、1つ前のページに戻ります。

VF MENUボタンを押すとビューファインダーやモニターで
メニュー操作が行えるようになり、サブディスプレイでの操
作はできなくなります。

VF MENUボタンを押したときのサブディスプレイ画面

1

2 3

4

6

5

7

2

3

5

4

6

1
 

1 2

3 4

5 6

ご注意
サブディスプレイを使った基本設定 27
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3-3-2 ビデオフォーマットを設定す
る
本機では、以下のビデオフォーマットを設定できます。
F65RAWモードの場合
23.98p、24p、29.97p、25p、50p、59.94p、S47.95(23.98p)、
S48(24p)、S59.94p(23.98p)、S59.94p(29.97p)、S60p(24p)、
S60p(25p)

HDモード（4:4:4 RGB）：
23.98p、29.97p、24p、25p、S59.94p(23.98p)、
S59.94p(29.97p)、S60p(24p)、S60p(25p)

HDモード（4:2:2 YCbCr）：
23.98p、29.97p、24p、25p、50p、59.94p、
S59.94p(23.98p)、S59.94p(29.97p)、S60p(24p)、S60p(25p)

F65RAW-HFRモード：
23.98pForPB、29.97pForPB、24pForPB、25pForPB、
S119.88p(23.98p)、S119.88p(29.97p)、S120p(24p)、
S120p(25p)

F65RAWモード、HDモード、F65RAW-HFRモードは、
VFメニューの <System Format> ページで切り換えます。

◆ 詳しくは、「3-5 撮影モードの設定」（37 ページ）をご覧くださ
い。

本機のビデオフォーマットを変更した場合は、いったん電源
を切り、再度入れ直すことを推奨します。

ビデオフォーマットを切り換える

1 設定ページ 1でビデオフォーマットを選択して、MENU 
SEL/ENTERダイヤルを押す。

設定ページ1

2 MENU SEL/ENTERダイヤルを回してビデオフォー
マットを選択し、MENU SEL/ENTER ダイヤルを押す。

VFメニューで設定するには
Camera メニュー（46 ページ）の <System Format> ページ
で設定します。

VF端子およびSDI OUT端子の出力フォー
マット
本線画のビデオフォーマットを設定すると、VF端子や SDI 
OUT端子に出力される信号のフォーマットが自動的に決定
されます。

＊出力映像を Interlace または Frame Drop から選ぶことができます。

3-3-3 シャッター値を設定する
本機のシャッターの設定値は、フィルムカメラと同様に開角
度で設定・表示を行います。調整は、ステップと連続可変の
2通りの操作が可能です。

ステップ操作
使用頻度の高いシャッター開角度をステップ操作で選択する
ことができます。

a) 電子シャッターの場合のみ選択できます。

ご注意

ビデオフォーマット

本線画 VF端子出力 SDI OUT端子出力

23.98p 23.98PsF 23.98PsF

29.97p 29.97PsF 29.97PsF

24p 24PsF 24PsF

25p 25PsF 25PsF

50p 50i* 50i*

59.94p 59.94i* 59.94i*

S47.95p 23.98PsF* 23.98PsF*

S48 24PsF* 24PsF*

S59.94p 59.94i* 59.94i*

S60p 60i* 60i*

S119.88p 59.94i* 59.94i*

S120p 60i* 60i*

Step No. 開角度

1 360.0a)

2 270.0a)

3 180.0

4 172.8

5 150.0

6 144.0

7 90.0

8 45.0

9 22.5

10 11.2
サブディスプレイを使った基本設定
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対応するシャッタースピードは、選択しているフォーマット
のフレーム周波数やフレームレートの値によって変化しま
す。

連続可変操作
360.0°～ 4.2°（電子シャッターの場合）または 180.0°～ 11.2°
（メカニカルロータリーシャッターの場合）の範囲で、
シャッター値を連続して変更できます。
ステップ操作で希望の値に近い値を指定してから、連続可変
操作に切り換えて調整すると、素早く希望の値に設定できま
す。

シャッター値をステップで切り換える
ステップ操作では、ステップに登録されているシャッター値
を選択できます。

1 設定ページ 1でシャッター値を選択して、MENU SEL/
ENTERダイヤルを押す。

設定ページ1

2 Step を選択し、MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

3 MENU SEL/ENTER ダイヤルを回して、シャッター値
を選択する。

MENU SEL/ENTERダイヤルを押して設定を確定すると
シャッター値の変更がカメラに反映されます。BACKボタ
ンを押して設定をキャンセルすると、元のシャッター値に戻
ります。

VFメニューで設定するには
Camera メニュー（46 ページ）の<Shutter/FPS> ページで
設定します。

任意のシャッター値を選択する
連続可変操作では、シャッター値を自由に設定できます。

1 設定ページ 1でシャッター値を選択して、MENU SEL/
ENTERダイヤルを押す。

設定ページ1

2 Continuous を選択し、MENU SEL/ENTERダイヤルを
押す。

3 MENU SEL/ENTERダイヤルを回して、シャッター値
を選択する。

MENU SEL/ENTERダイヤルを押して設定を確定しなくて
も、MENU SEL/ENTERダイヤルを回すたびにシャッター
値の変更がカメラに反映されます。BACKボタンを押して
設定をキャンセルすると、元のシャッター値に戻ります。

VFメニューで設定するには
Camera メニュー（46 ページ）の <Shutter/FPS> ページで
設定します。

シャッターを使用しないときは
SHUTTERボタンの E. ボタンまたはM. ボタンのうち点灯
している方のボタンを 1秒以上長押しします。シャッターが
OFF になり、SHUTTERボタンが両方消灯します。

シャッター値

シャッター値
サブディスプレイを使った基本設定 29
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3-3-4 NDフィルターを選択する
本機には、照明や自然光に対応できるように、光学NDフィ
ルターが内蔵されています。F65RAWモードまたはHD
モードのときに選択できるフィルターは、次のとおりです。
F65RAW-HFRモードのときは、Clear に固定です。

1 設定ページ 1でNDフィルターを選択して、MENU SEL/
ENTERダイヤルを押す。

設定ページ1

2 MENU SEL/ENTERダイヤルを回してNDフィルターを
選択し、MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

VFメニューで設定するには
Camera メニュー（46 ページ）の<Base Setting> ページの
ND Filter で設定します。

3-3-5 感度（EI 値）を設定する（シ
ネモード時）
感度をEI 値（Exposure Index）によって設定します。EI 値
に合わせてビューファインダーやモニターの画像の明るさが
変化します。記録される映像には影響しません。
感度には、次の値が設定できます。
200EI、250EI、320EI、400EI、500EI、640EI、800EI、
1000EI、1250EI、1600EI、2000EI、2500EI、3200EI

1 設定ページ 1で感度を選択して、MENU SEL/ENTERダ
イヤルを押す。

設定ページ1

2 MENU SEL/ENTERダイヤルを回して EI 値を選択し、
MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

VFメニューで設定するには
Camera メニュー（46 ページ）の <Base Setting> ページの
Exposure Index で設定します。

ラチチュードの値について
ラチチュードは、感度の設定によって、自動的に下記の値が
割り当てられます。

フィルター 説明

Clear フィルターを使用しません。

0.9 光を 1/8 に減衰します。

1.2 光を 1/16 に減衰します。

1.5 光を 1/32 に減衰します。

1.8 光を 1/64 に減衰します。

E. ボタン

M. ボタン

NDフィルター

感度（EI 値） ラチチュード

200EI 4.0E

250EI 4.4E

320EI 4.7E

400EI 5.0E

500EI 5.4E

640EI 5.7E

800EI 6.0E

1000EI 6.4E

1250EI 6.7E

1600EI 7.0E

2000EI 7.4E

感度
サブディスプレイを使った基本設定
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「xx EI」の形式で表示される数値は、18%反射率のグレー
チャートをキーライトとした場合の高輝度側のラチチュード
をレンズ絞り値（f-stop）で示しています。

3-3-6 色温度を設定する
撮影環境に合わせて、3200K（タングステン）、4300K（タン
グステン）、または 5500K（デイライト）を選択できます。

1 設定ページ 1で色温度を選択して、MENU SEL/ENTER
ダイヤルを押す。

設定ページ1

2 MENU SEL/ENTER ダイヤルを回して色温度を選択し、
MENU SEL/ENTER ダイヤルを押す。

VFメニューで設定するには
Camera メニュー（46 ページ）の<Base Setting> ページの
Color Temperature で設定します。

3-3-7 SDI OUT2出力の色域を設定
する
SDI OUT2 端子から出力する映像に対して、色域を設定する
ことができます。

1 設定ページ 1で色域を選択して、MENU SEL/ENTERダ
イヤルを押す。

設定ページ1

2 MENU SEL/ENTERダイヤルを回して色域を選択し、
MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

VFメニューで設定するには
VF/SDI メニュー（49 ページ）の <SDI2 Look> ページの
Color で設定します。

3-3-8 SDI OUT2出力の LUTを設
定する
SDI OUT2 端子から出力する映像に対して、LUT（Look-Up 
Table）を設定することができます。本機での撮影する映像
は、ポストプロダクション処理を前提としているため、その
ままでは撮影現場での確認に向かないことがあります。
LUTを設定すると、本線の RAW画像に影響を与えること
なく、SDI OUT2 端子から出力する映像のトーンを確認しや
すいように変更することができます。

2500EI 7.7E

3200EI 8.0E

設定 説明

S-Gamut フィルムカメラに匹敵する広い色域

F900 従来のモデル相当の色域

ITU-R BT.709 ITU-R BT.709 相当の色域

感度（EI 値） ラチチュード

色温度

設定 説明

709(800%)
（初期設定）

従来のモニターガンマである ITU-R709 をベースに
ダイナミックレンジを 800% まで拡張した信号を出
力します。

S-Log2 S-Log ガンマを使用した無調整の信号を出力します。
入力の 1300%まで再現可能です。

HG8009G40 ダイナミックレンジ 800%、ホワイトリミット 109%、
18% グレーカードのビデオ出力 40%のハイパーガン
マを使用した信号を出力します。

HG8009G33 ダイナミックレンジ 800%、ホワイトリミット 109%、
18% グレーカードのビデオ出力 33%のハイパーガン
マを使用した信号を出力します。

[User1] ～
[User100]

インポートした LUT（最大 100 個）を選択できま
す。

色域
サブディスプレイを使った基本設定 31
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1 設定ページ1でLUTを選択して、MENU SEL/ENTERダ
イヤルを押す。

設定ページ1

2 MENU SEL/ENTERダイヤルを回して適用するLUTを
選択し、MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

VFメニューで設定するには
VF/SDI メニュー（49 ページ）の <SDI2 Look> ページの
LUTで設定します。

3-3-9 ファンの動作モードを選択す
る
本機の内蔵ファンの動作モードを選択できます。撮影環境に
応じて、ファンの回転音を静かにしたり、冷却効果を優先し
たりすることができます。次の動作モードが選択できます。

a) 録画に連動した制御は、SR-R4 がカメラにドッキングされている場合のみ
有効です。

Min を選択しているときでも、内部温度が上昇した場合は、
自動的にファンの回転数が上がります。

1 設定ページ 2でファンの動作モードを選択して、MENU 
SEL/ENTERダイヤルを押す。

設定ページ2

2 MENU SEL/ENTERダイヤルを回してファンの動作
モードを選択し、MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

VFメニューで設定するには
Config メニュー（53 ページ）の <Fan Mode> ページで設定
します。

3-3-10 電圧を確認する
カメラ本体に接続されている電源の電圧を、サブディスプレ
イの設定ページ 2で確認できます。

設定ページ2

左に 24 V 系、右に 12 V 系の電源電圧が表示されます。供給
されていないときは、－－と表示されます。
各電源の電圧が下がり、設定されているNear End 値になる
と、電圧表示が点滅します。End値まで電圧が下がると、点
滅が速くなります。

電圧のNear End 値およびEnd 値は、Config メニュー（53
ページ）の<Battery Alarm> ページで設定できます。

◆ 詳しくは、「3-7-3 電圧の警告値を設定する」（41 ページ）をご覧
ください。

設定 ファンの動作

Auto1 録画中かどうかにかかわらず、内部温度に応
じて自動制御します。

Auto2（初期設定） 内部温度に応じて自動制御します。録画時に
は静かな回転を保ちますa)。

Min 録画中かどうかにかかわらず、静かな回転を
保つモードです。コンサート会場などの静か
な環境で 30 分以上の連続撮影が必要な場合に
適しています。このモードは周囲の温度が 30
℃以下の場合に使用してください。

Max 最大速度で回転し、内部温度を下げます。

ご注意

LUT

 

ファンの動作モード

 

電圧
サブディスプレイを使った基本設定
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3-3-11 メディア残量を確認する
SR-R4 を本機にドッキングしたときは、メモリーカードの残
量の目安（撮影単位：分）をサブディスプレイの設定ページ
2で確認することができます。

設定ページ2

3-3-12 ファイル名を確認する
SR-R4 を本機にドッキングしたときは、サブディスプレイの
設定ページ 2で、ファイル名を確認することができます。
[NEXT] 表示は、STOPおよび REC_Pause 時に、次に生成
されるファイル名を示します。

設定ページ2

3-3-13 タイムコードを確認する
SR-R4 をカメラにドッキングしたときは、SR-R4 のタイム
コードをサブディスプレイの設定ページ 2で確認することが
できます。

設定ページ2

タイムコード表示の種類

3-3-14 ASSIGNボタンに機能を割
り当てる
カメラ本体側面のASSIGN ボタン 1 ～ 4に、各種の機能を
割り当てることができます。
工場出荷時には、各ボタンに次の機能が割り当てられていま
す。

ASSIGNボタンに割り当て可能な機能

 

メディア残量

 

ファイル名

 

タイムコード

表示 意味

TCG 00:00:00:00 タイムコードジェネレーターのタイムコードデータ
です。タイムコードの種類によって、DFまたは
NDF と表示されます。

TCR 00:00:00:00 LTC または VITCリーダーのタイムコードデータ
です。右側に LTCまたはVITC が表示されます。
また、タイムコードの種類によって、DFまたは
NDF と表示されます。

UBG 00 00 00 00 タイムコードジェネレーターのユーザービットデー
タです。

UBR 00 00 00 00 LTC または VITCリーダーのユーザービットデー
タです。右側に LTC またはVITCが表示されます。

TM1 00:00:00:00 Timer1 のタイマー値です。

TM2 00:00:00:00 Timer2 のタイマー値です。

ボタン 機能

ASSIGN 1 Mag

ASSIGN 2 Mag Position

ASSIGN 3 Hi/Lo Key

ASSIGN 4 Rec Review

メニュー表示 機能

OFF 何も割り当てません。

Mag ビューファインダーや SDI OUT2 端子に出力する
画像を拡大表示します。 a）

押すたびに、拡大率が 2倍、4 倍、Off と切り換わ
ります。2倍または 4倍表示時は、Mag 機能を割り
当てたASSIGN ボタンが点灯します。
表示は、約 30秒で通常表示に戻ります。

Mag Position Mag 機能で拡大した画像の位置を選択します。
画面上には画像を拡大する中心点（ポイント）が 9
か所あります。拡大する画像の位置はポイントを中
心としたエリアで指定します。
押すたびに、左上から右下へ切り換わります。拡大
表示時は、Mag Position 機能を割り当てたASSIGN
ボタンが点灯します。
サブディスプレイを使った基本設定 33
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a）ビューファインダーに出力される信号は、信号ソースに SDI OUT2 を選ん
だときにのみ有効です。

1 設定ページ 3で、AS1 ～AS4 のいずれかを選択して、
MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

設定ページ3

2 MENU SEL/ENTERダイヤルを回して割り当てる機能
を選択し、MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

VFメニューで設定するには
Config メニュー（53 ページ）の<Switch Assign> ページで
設定します。

3-3-15 サブディスプレイの明るさ
を調整する
サブディスプレイの明るさを 4段階で調整できます。

1 設定ページ 3で明るさを選択して、MENU SEL/ENTER
ダイヤルを押す。

設定ページ3

2 MENU SEL/ENTERダイヤルを回して明るさを調整し、
MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

数字が大きいほど明るくなります。

3-3-16 自己診断結果を確認する
本機の自己診断結果を設定ページ 3で確認できます。本機内
部に異常が発生すると、警告／エラーメッセージが表示され
ます。

◆ メッセージの内容について詳しくは、「警告／エラーメッセージ」
（62 ページ）をご覧ください。

Hi/Lo Key SDI OUT2 端子に設定した LUT を一時的に変えて、
ビューファインダーや SDI OUT2 端子に出力する
映像の高輝度の白飛びや、低輝度の黒つぶれを確認
します。 a）

押すたびに高輝度確認（ゲイン減少）、低輝度確認
（ゲイン増加）、通常設定と切り換わります。
表示は、約 30 秒で通常設定に戻ります。

Fan Mode 押すたびに、内蔵ファンの動作モードを切り換えま
す。
ファンの動作モードについては、「3-3-9 ファンの動
作モードを選択する」（32 ページ）をご覧くださ
い。

Rec Review 直前に記録した映像を再生します。
再生する区間（すべて、または直前の 5秒間）は、
SR-R4 のメニューの設定内容に従います。

Highlight Clip 
Ind.

ビューファインダーや SDI OUT2 端子に出力する
映像の白飛びする箇所を赤く表示します。 a）

SRMemory Eject SR-R4 に挿入されている SRMemory カードのファ
イルクローズ／アンマウントを行い、ふたのロック
を解除します。

Bars カラーバーを出力します。
ASSIGN 4 にのみ割り当てることができます。

メニュー表示 機能

ASSIGNボタン

明るさ
サブディスプレイを使った基本設定
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3-4 VFメニューの基本
操作

サブディスプレイで設定できない詳細項目は、ビューファイ
ンダーやモニターに表示されるVFメニューで設定します。
VFメニューの操作には、本体側面パネルのVF MENUボタ
ン、MENU SEL/ENTERダイヤル、BACKボタンを使用し
ます。
MENU SEL/ENTER ダイヤルは、回すとMENU SEL（選
択）つまみ、押すと ENTER（確定）ボタンとして機能しま
す。

本体側面パネル

サブディスプレイが設定変更モードになっているときは、
ビューファインダーやモニターでメニューを操作することは
できません。

◆ サブディスプレイでの設定については、「3-3 サブディスプレイを
使った基本設定」（26 ページ）をご覧ください。

設定画面を表示するには

1 VF MENUボタンを押す。

トップメニュー画面が表示されます。トップメニュー画
面では、左側にカテゴリー名、右側に選択中のカテゴ
リーに含まれるページ名が表示されます。

トップメニュー画面

2 MENU SEL/ENTER ダイヤルを回してカテゴリーを選
択し、MENU SEL/ENTER ダイヤルを押す。

ページ選択画面が表示されます。
ページ選択画面には、選択中のページに含まれる設定項
目と現在の設定値が表示されます。MENU SEL/
ENTER ダイヤルを回すことで、各ページの設定項目と
設定値を確認できます。
BACKボタンを押すと、トップメニュー画面に戻りま
す。

ページ選択画面

1カテゴリーアイコン
2カテゴリー名
3ページ名
4設定項目
5現在の設定値

3 MENU SEL/ENTER ダイヤルを回してページを選択し、
MENU SEL/ENTER ダイヤルを押す。

設定画面が表示されます。
BACKボタンを押すと、ページ選択画面に戻ります。

設定画面

デジタルビューファインダー設定用メニュー
を直接表示するには
DVF-EL100 が接続されている状態で、VF MENUボタンを
2秒以上長押しします。
VFメニューのDigital VF Picture ページの設定画面が表示
されます。

VF MENUボタン

BACKボタン

サブディスプレイ

MENU SEL/ENTER 
ダイヤル

カテゴリー名 ページ名

1 2 3 4 5
VFメニューの基本操作 35
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設定を変更するには

1 MENU SEL/ENTER ダイヤルを回して、設定したい項
目に移動する。

2 MENU SEL/ENTER ダイヤルを押す。

リストやスピンボックスなどの操作画面が表示されま
す。

画面例（リスト）

画面例（スピンボックス）

3 MENU SEL/ENTER ダイヤルを回して、設定値を選択
する。

設定を取り消すには
操作画面が表示されている状態で BACKボタンを押す
と、操作画面が消え、設定が元に戻ります。

4 MENU SEL/ENTER ダイヤルを押して、設定を確定す
る。

文字列を入力するには
ファイル名やパスワードを入力する場合には画面に表示され
たキーボード（ソフトキーボード）を使用します。

上部のテキストボックスに現在入力中の文字列が表示されま
す。

MENU SEL/ENTER ダイヤルを回してDone ボタンを選択
し、MENU SEL/ENTER ダイヤルを押すと、入力した文字
列が確定されます。

メニュー操作を終了するには
VF MENUボタンを押します。
VFメニューの基本操作
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3-5 撮影モードの設定

RAW撮影またはHD撮影を選択します。
選択は、Camera メニュー（46 ページ）の<System 
Format> ページで行います。<System Format> ページで
は、フレームレートおよびエンコード形式も設定できます。

<System Format>ページ

RAW/HD
撮影モードを選択します。
F65RAW：16bit リニア RAWデータで記録します。
HD：RAWデータをカメラ内でHDデータに現像して記
録します。

F65RAW-HFR：16bit リニア RAWデータを最大毎秒
120 コマまで記録します。

本機に SR-R4 を装着して使用している場合は、以下の
点にご注意ください。
• Frame RateにForPBの付いたフレームレートを設定
した場合は、起動時にグレー画が表示され、再生を
開始すると映像が切り換わります。

• F65RAW-HFRモードの再生時は、ビューファイン
ダーの拡大表示ができません。

Frame Rate
フレームレートを選択します。RAW/HDの選択によって、
選択できるフレームレートが異なります。選択できるフレー
ムレートについては、「3-3-2 ビデオフォーマットを設定す
る」（28 ページ）をご覧ください。

Signal Mode
HDモード時に信号フォーマットを選択します。「4:4:4 RGB」
「4:2:2 YCbCr」が選択できます。
HDモード時のみ設定できます。

Bit Depth
HDモード時に記録ビット数が表示されます。Encode の設
定によって、「10bit」または「12bit」が自動的に選択されま
す。

Lite または SQの場合は、10bit が選択されます。HQの場合
は、12bit が選択されます。

Encode
記録モードを選択します。
F65RAWモード時は「F65RAW-SQ」、「F65RAW-Lite」が
選択できます。
HDモード時は、Signal Mode が 4:4:4 RGB のときは「SR-
HQ」または「SR-SQ」が、Signal Mode が 4:2:2 YCbCr のと
きは「SR-SQ」または「SR-Lite」が選択できます。
F65RAW-HFRモード時は設定できません。

設定を有効にするには

1 <System Format> ページで各項目を選択した後、Set を
選択し、MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

2 確認ダイアログで設定内容を確認した後、Execute を選
択し、MENU SEL/ENTERダイヤルを押す。

設定した内容が本機に反映されます。

ご注意
撮影モードの設定 37
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3-6 出力信号の設定

3-6-1 出力信号の映像を調整する
SDI OUT1 端子または SDI OUT2 端子に出力する映像の
Look（トーンや色域）を設定することができます。
本線の RAW画像に影響を与えることなく、SD1 OUT1 端子
または SDI OUT2 端子から出力する映像を調整することが
できます。

SDI OUT1端子の出力信号を調整する
VF/SDI メニューの <SDI1 Look> ページで調整します。

<SDI1 Look>ページ

Select
SDI OUT1 端子に出力される映像の Look を設定します。
ACES-Proxy10：ACES(Academy Color Encoding 
Specification) で規定される LOGカーブを 10bit で近似
したカーブです。

Graded ACES：ACES-Proxy10 に RRTと
ODT(Gamma2.4) を適用した映像を出力します。

Look Profile：Look ナンバーを選択することで、カラー
グレーディングの開始点に適した映像やプリントフィ
ルムに近づいた映像を出力することができます。

S-Log2/S-Gamut：映像を S-Log2, S-Gamut で出力しま
す。映像の暗部から高輝度部分までのすべてのレンジ
を確認するのに適しています。

Color/LUT：Color と LUTの各項目を任意に設定できま
す。

Select で Color/LUT を選択した場合
Color
S-Gamut：フィルムカメラに匹敵する広い色域
F900：従来のモデル相当の色域
ITU-R BT.709：ITU-R BT.709 相当の色域
LUT：出力映像の画のトーンを選択します。

◆ 選択できる値については「3-3-8 SDI OUT2 出力の LUTを
設定する」（31 ページ）をご覧ください。

User LUTを使用した場合、SDI OUT1 端子から出力
される信号レベルは、100%までのレベルにスケーリン
グされます。

下記は Select の設定に依存せず、常に設定可能です。
ASC CDL：ASC CDL を適用するかどうかを設定します。
CDL：読み込んだ CCCファイルまたは CDLファイルを選
択します。

SDI1 系統には内部 3D_Lut を用いて色変換を行う「Graded 
ACES」や「Look Profile」がありますが、本機では 17 格子
点の 3D_Lut を採用しているため、滑らかな輝度変化部分に
等高線状の信号が現れることがあります。
記録信号はこの影響を受けず、多数の 3D格子点で色変換を
行うグレーディングツールではこの現象は改善されます。

SDI OUT2端子の出力信号を調整する
VF/SDI メニューの <SDI2 Look> ページで調整します。

<SDI2 Look>ページ

Select
SDI OUT2 端子に出力される映像のLook を設定します。
初期設定では、Color/LUTが選択されています。
S-Log2/S-Gamut：映像を S-Log2, S-Gamut で出力しま
す。映像の暗部から高輝度部分までのすべてのレンジ
を確認するのに適しています。

Color/LUT：Color と LUTの各項目を任意に設定できま
す。

◆ 詳しくは SDI OUT1 の「Select で Color/LUT を選択した
場合」をご覧ください。

ご注意

ご注意
出力信号の設定
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3-6-2 ビューファインダーの出力信
号を選択する
VF端子およびHD-Y 端子に出力するビデオ信号の映像を選
択します。

<VF/HD-Y Source>ページ 

Select
出力する映像を選択します。
初期設定は、SDI-OUT2 が選択されています。
　SDI-OUT1：SDI OUT1 端子に出力されている映像を
出力します。

　SDI-OTU2：SDI OUT2 端子に出力されている映像を
出力します。

3-7 ビューファインダー
の表示と設定

接続したビューファインダー画面には、映像の他に本機の設
定や動作の状態を示す文字やメッセージなどを表示させるこ
とができます。
これらの表示は、SDI OUT端子に接続したモニターにも表
示されます。

ビューファインダーに表示する映像の切り換えについて
SDI OUT1 端子または SDI OUT2 端子のどちらの出力を表
示するかを、VF/SDI メニューの<VF/HD-Y Source> で切
り換えることができます。（「3-6-2 ビューファインダーの出
力信号を選択する」（39 ページ）参照）
初期設定では、SDI OUT2 端子に出力される映像が表示され
ます

3-7-1 基本ステータス表示を見る
VF DISPLAYボタンを押すと、次のようなステータス情報
がビューファインダー内に表示されます。
表示する項目は、Display Info メニュー（52 ページ）の
<Status> ページで設定できます。

a システムフォーマット
現在のカメラの信号フォーマットを表示します。

b シャッター開角度
シャッターの設定を開角度で表示します。
電子シャッターを使用しているときは「E」が、メカニカル
ロータリーシャッターを使用しているときは「R」が、開角
度の前に表示されます。

c NDフィルター
現在設定されているNDフィルターの種類を表示します。

d 感度
現在設定されている感度を EI 値で表示します。

1 2 3 4 5

6 7 8

qs9 qaqd0
ビューファインダーの表示と設定 39
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e 色温度
電気的色温度の状態を表示します。

f SDI1 Look
SDI OUT1 端子から出力される映像の場合、SDI1 Look の設
定を表示します。

g SDI2 Look
SDI OUT2 端子から出力される映像の場合、SDI2 Look の設
定を表示します。

h Highlight Clip Indicator
Highlight Clip Indicator 機能のOn/Off を表示します。
ビューファインダーや SDI OUT2 端子から出力される映像
にのみ表示されます。 1）

1) ビューファインダーに出力される信号は、信号ソースに SDI OUT2 を選ん
だときにのみ有効です。

i Time Code
タイムコードを表示します。

j 録画状態表示
カメラにドッキングした SR-R4 が録画中のとき、“z”を表
示します。

k メディア残量
カメラにドッキングした SR-R4 の記録メディアのおおよそ
の残量を分単位で表示します。

l 電源電圧
出力電圧の状態を表示します。左がDC 24 V OUT、右が
DC 12 V OUT出力です。
それぞれの電圧が Config メニューの <Battery Alarm> ペー
ジで設定されているNear End 値の電圧になると、表示が点
滅します。End 値まで電圧が下がると、点滅が早くなりま
す。

m メッセージ表示エリア
異常が発生したときに、警告／エラーメッセージを表示しま
す。異常の詳細は、サブディスプレイの設定ページ 3の自己
診断欄にも表示されます。

◆ メッセージの内容について詳しくは、「警告／エラーメッセージ」
（62 ページ）をご覧ください。

3-7-2 マーカー表示を設定する
ビューファインダーやモニターに、各種のマーカーを表示さ
せることができます。

出力端子ごとにステータス／マーカーの表示
をOn/Offする
Display Info メニュー（52 ページ）の <Mix> ページで、VF
端子や SDI OUT端子に出力する信号にステータス情報や
マーカーを表示するかどうかを設定します。

<Mix>ページ

初期設定では、VF端子、SDI OUT端子のどちらもステー
タス情報とマーカーを表示するように設定されています。

表示させるマーカーを設定する
<Mix> ページでマーカー表示をOn にしたときに表示させ
るマーカーを、Display Info メニュー（52 ページ）の
<Marker> ページで選択します。

<Marker> ページ

項目 設定内容

[Status/Menu] VF/HD-Y VF 端子にステータス情報を表示するかど
うかを設定します。

SDI-OUT1
SDI-OUT2

SDI OUT端子にステータス情報を表示す
るかどうかを設定します。

[Marker] VF/HD-Y VF 端子にマーカーを表示するかどうかを
設定します。

SDI-OUT1
SDI-OUT2

SDI OUT端子にマーカーを表示するかど
うかを設定します。

Color マーカーの表示色を設定します。

Brightness マーカー表示の明るさを 1～ 10 で設定し
ます（10が最大輝度）。
ビューファインダーの表示と設定
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初期設定では、すべてのマーカー表示がOff になっていま
す。

3-7-3 電圧の警告値を設定する
電源の電圧低下を警告するNear End 値および End 値を
Config メニューの <Battery Alarm>ページで設定できます。
Near End 値およびEnd 値は、2つ保存しておくことができ、
必要に応じて切り換えて使用できます。

<Battery Alarm> ページ

3-7-4 映像を拡大表示する
Mag機能を割り当てたASSIGN ボタンを押すと、ビュー
ファインダーや SDI OUT2 端子に出力される映像を拡大表
示することができます。 1）ASSIGN ボタンを押すごとに、拡
大率が 2倍、4倍、Off と切り換わります。
Mag Position 機能を割り当てたASSIGN ボタンを押すと、
拡大表示する位置を変更することができます。ASSIGN ボタ
ンを押すごとに、拡大した画像の位置が左上から右下へ切り
換わります。

1) ビューファインダーに出力される信号は、信号ソースに SDI OUT2 を選ん
だときにのみ有効です。

• SDI OUT2端子に出力される映像に対してのみMag機能を
使用することができます。

• HDモードで Rec Review 中と、F65RAW-HFRモードで
Frame Rate に ForPB の付いたフレームレートを設定した
ときは、Mag機能を使用することができません。

• 拡大表示は、ASSIGN ボタンを押してから 30 秒後に通常の
表示に戻ります。また、電源投入時および録画開始時にも
通常の表示に戻ります。

拡大表示時は、次の情報がビューファインダー内に表示され
ます。

a 拡大率
拡大率が 2倍のときは「Mag× 2」、4倍のときは「Mag ×
4」と表示されます。

b 拡大対象位置
拡大表示されている位置を表示します。

項目 設定内容

Center センターマーカーを表示するかどうかを設定します。

Effective 有効画素エリアを表示するかどうかを設定します。

Aspect Ratio Effective を On にしたときに、アスペクトを指定し
ます。次のいずれかを選択します。
2.39:1、2.35:1、1.90:1、1.85:1、1.78:1、1.66:1、
1.33:1、Variable*
＊Variable 選択時は、Width および Height の指定に
応じたアスペクト比が表示されます。
例）Variable (1.78:1)

Width Aspect Ratio で Variable を選択したときに、有効画
素エリアの幅（960 ～ 1920 ピクセル）を指定します。

Height Aspect Ratio で Variable を選択したときに、有効画
素エリアの高さ（540 ～ 1080 ピクセル）を指定しま
す。

Mask 選択したAspect Marker の外側を暗くする機能を有
効にするかどうかを選択します。選択すると、外側
の色は B/W表示になります。

Level 選択したAspect Marker の外側を暗くするレベル
（0～ 4）を設定します。

項目 設定内容

DC IN(24V) Type 設定する 24 V 系電源を選択します。
Type1 と Type2 のそれぞれに、Near End 値と
End 値を設定できます。

 Near End 24V 系電源のNear End 値（20.5 V ～ 30.0 V）を設
定します。初期設定は、22.2 V です。

 End 24V 系電源の End 値（20.0 V ～ 24.0 V）を設定し
ます。初期設定は、21.6 V です。

DC IN(12V) Type 設定する 12 V 系電源を選択します。
Type1 と Type2 のそれぞれに、Near End 値と
End 値を設定できます。

Near End 12V 系電源のNear End 値（11.0 V ～ 17.0 V）を設
定します。初期設定は、11.1 V です。

End 12V 系電源の End 値（10.5 V ～ 14.0 V）を設定し
ます。初期設定は、10.8 V です。

ご注意

項目 設定内容

1

2

ビューファインダーの表示と設定 41
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3-7-5 高輝度の白飛びや、低輝度の
黒つぶれを確認する
Hi/Lo Key 機能を割り当てたASSIGN ボタンを押すと、SDI 
OUT2 端子に出力される映像の高輝度の白飛びや、低輝度の
黒つぶれを確認することができます。
ASSIGN ボタンを押すごとに、高輝度確認（ゲイン減少）、
低輝度確認（ゲイン増加）、通常設定と切り換わります。

高輝度確認または低輝度確認に設定されているときは、下記
の情報がビューファインダー内に表示されます。

3-8 設定を工場出荷時の
状態に戻す

File メニュー（55 ページ）の<File Preset> ページの
Gamma File Preset、LUT File Preset、ASC CDL File 
Preset、All File Preset、およびNetwork メニュー（56 ペー
ジ）の<Network Reset> ページのAll Reset を実行すると、
設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。
ソフトウェアのバージョンアップおよび基板の交換を行った
場合は、All File Preset を実行してください。

<File Preset> ページ

「High Key」または「Low Key」が表示されます。
設定を工場出荷時の状態に戻す
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4-1 サブディスプレイのメニュー一覧

サブディスプレイに表示されるメニューの一覧を次に示します。

項目 初期値 設定値または表示値 備考

設定ページ1

ビデオフォーマット FPS なし S47.95p, S48p：1 ～ 48
S59.98p, S60p：1 ～ 60
S119.98p, S120p：1 ～ 120

メカニカルロータリーシャッター使用時、
最少 FPS は 8FPS。

フレームレート 23.98p F65RAWモード：
23.98p, 24p, 29.97p, 25p, 50p, 59.94p, 
S47.95(23.98p), S48(24p),　
S59.94p(23.98p), S59.94p(29.97p), 
S60p(24p), S60p(25p)

HD モード（4:4:4 RGB）：
23.98p, 29.97p, 24p, 25p, S59.94p(23.98p), 
S59.94p(29.97p), S60p(24p), S60p(25p)

HD モード（4:2:2 YCbCr）：
23.98p, 29.97p, 24p, 25p, 50p, 59.94p, 
S59.94p(23.98p), S59.94p(29.97p), 
S60p(24p), S60p(25p)

F65RAW-HFRモード：
23.98pForPB, 29.97pForPB, 24pForPB, 
25pForPB, S119.88p(23.98p), 
S119.88p(29.97p), S120p(24p), 
S120p(25p)

電子シャッター 180.0 ステップ：
11.2, 22.5, 45.0, 90.0, 144.0, 150.0, 172.8, 
180.0, 270.0, 360.0

連続可変操作：
4.2 ～ 360.0

メカニカルロータリーシャッター 180.0 ステップ：
11.2, 22.5, 45.0, 90.0, 144.0, 150.0, 172.8, 
180.0

連続可変操作：
11.2 ～ 180.0

F65RAW-HFRモード時は使用できない。

NDフィルター Clear F65RAWモード , HD モード：
Clear, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, Close, Mainte

F65RAW-HFRモード：
Clear(HFR), Close, Mainte

Close：フィルター閉（表示のみ）。
Mainte: メンテナンス用にフィルターが何も
入っていない状態（表示のみ）。切り換え
は、VFメニューで行う。
サブディスプレイのメニュー一覧 43
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感度（シネモード：EI 値、カスタム
モード：dB値）

シネモード：
800EI
カスタムモード：
0dB

シネモード：
200EI, 250EI, 320EI, 400EI, 500EI, 
640EI, 800EI, 1000EI, 1250EI, 1600EI, 
2000EI, 2500EI, 3200EI

カスタムモード：
－ 6dB, － 3dB, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 
12dB

色温度 5500K 3200K, 4300K, 5500K

SDI2 Color Base Setting/Color Space が S-Gamut、
Video Setting/Gamma Category が
Special の場合：
表示値：S-Gamut, F900, 709CS
設定値：S-Gamut, F900, ITU-R BT.709
上記以外の場合：
Off（表示のみ）

SDI OUT2 端子から出力する映像に対して
の色域を設定する。

SDI2 LUT Base Setting/Color Space が S-Gamut、
Video Setting/Gamma Category が
Special の場合：
709(800%), S-Log2, HG8009G40, 
HG8009G33, [User1], [User2], [User3], 
[User4], [User5] ～ [User100]
上記以外の場合：
Off（表示のみ）

[User1] ～ [User100]：外部メモリーから読み
込んだユーザーMLUT名（最大 12文
字）。

SDI OUT2 端子から出力する映像に対して
の LUT（Look-Up Table）を設定する。

設定ページ2

リール番号 なし 001 ～ 999, -- SRMemory カードのリール番号を表示する。

ファン動作モード Auto2 Auto1, Auto2, Min, Max ファンの動作モードを切り換える。
◆ファンの動作モードについては、「3-3-9 
ファンの動作モードを選択する」（32 ペー
ジ）をご覧ください。

電圧（表示のみ） なし 0.1V 刻みで表示 12V 系電源と 24V 系電源の電圧を表示する。

メディア残量（表示のみ） なし 0～ 999min, --min, FULL, 16h ～ 999h SR-R4 のメディアの残量を表示する。

ファイル名 17 文字の英数字。
(Next)： 記録、再生中以外のときに表示
される。

SRMemory カードに次に記録されるファイ
ル名、または記録 /再生中のファイル名が
表示される。

タイムコード（表示のみ） なし TCG, TCR, UBG, UBR, TM1, TM2 SR-R4 のタイムコードを表示する。

設定ページ3

ASSIGN ボタン 1 Mag Off, Mag, Mag Position, Hi/Lo Key, 
Fan Mode, Rec Review, 
Highlight Clip Ind., SRMemory Eject

◆各種機能については、「3-3-14 ASSIGN ボ
タンに機能を割り当てる」（33 ページ）を
ご覧ください。

ASSIGN ボタン 2 Mag Position

ASSIGN ボタン 3 Hi/Lo Key

ASSIGN ボタン 4 Rec Review Off, Mag, Mag Position, Hi/Lo Key, 
Fan Mode, Rec Review, 
Highlight Clip Ind., SRMemory Eject, 
Bars

サブディスプレイの明るさ 4 1 ～ 4

自己診断（表示のみ） なし OK, 警告／エラーメッセージ 自己診断結果を表示する。異常がある場合
は、メッセージを表示する。
◆詳しくは、「警告／エラーメッセージ」
（62 ページ）をご覧ください。

項目 初期値 設定値または表示値 備考
サブディスプレイのメニュー一覧
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4-2 VFメニュー一覧

ビューファインダーやモニターに表示するVFメニューの項
目の一覧を示します。

Webブラウザー、タブレット端末に表示されるメニュー項
目は、基本的にVFメニューと同じですが、一部表示されな
い項目があります。表示されない項目については、表中に明
記しています。

VFメニューは以下のような構成になっています。

ご注意

メニュー 内容

Camera カメラの基本的な機能、記録する映像についての設定を行います。

VF/SDI VF 端子や SDI OUT端子に出力するモニター信号についての設定を行います。

Display Info ビューファインダーやモニターに表示するステータスやマーカーの設定を行います。

Config ASSIGN ボタンや警告電圧値など、カメラを運用するための映像信号以外の設定を行います。

File 各種の設定を工場出荷時の状態に戻します。

Network カメラと有線／無線 LANを接続するための設定を行います。
Web ブラウザーおよびタブレット端末には表示されません。

Diagnosis 自己診断情報を表示します。
VFメニュー一覧 45



46

　
第
4
章
　
メ
ニ
ュ
ー
構
成
と
詳
細
設
定

4-2-1 Camera メニュー

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考

<System Format>
信号フォーマットの
設定

RAW/HD F65RAW F65RAW, HD, F65RAW-HFR 記録モードを設定する。

Frame Rate 23.98p F65RAWモード：
23.98p, 24p, 29.97p, 25p, 50p, 
59.94p, S47.95(23.98p), 
S48(24p), S59.94p(23.98p), 
S59.94p(29.97p), S60p(24p), 
S60p(25p)

HD モード（4:4:4 RGB）：
23.98p, 29.97p, 24p, 25p, 
S59.94p(23.98p), 
S59.94p(29.97p), S60p(24p), 
S60p(25p)

HD モード（4:2:2 YCbCr）：
23.98p, 29.97p, 24p, 25p, 50p, 
59.94p, S59.94p(23.98p), 
S59.94p(29.97p), S60p(24p), 
S60p(25p)

F65RAW-HFR モード：
23.98pForPB, 29.97pForPB, 
24pForPB, 25pForPB, 
S119.88p(23.98p), 
S119.88p(29.97p), S120p(24p), 
S120p(25p)

フレームレートを設定する。

Signal Mode 4:4:4 RGB 4:4:4 RGB, 4:2:2 YCbCr HD モード時に、記録信号フォーマットを選択
する。

Bit Depth 10bit 10bit, 12bit HD モード時に、記録ビット数を表示する。（表
示のみ）

Encode F65RAW-SQ F65RAWモード：  
F65RAW-SQ, F65RAW-Lite

HD モード（4:4:4 RGB）：  
SR-SQ, SR-HQ

HDモード（4:2:2 YCbCr）：  
SR-SQ, SR-Lite

F65RAW-HFR モード ：  
F65RAW-HFR（表示のみ）

記録モードを選択する。

Set -- Enter で実行
VFメニュー一覧
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<Base Setting>
基本設定

Shoot Mode Cine Cine, Custom Cine：ポストプロダクションを前提として本線
の映像を加工せず、VF/SDI 出力に対しての
み LUTや Color を適応して確認するモード。

Custom：現場で本線映像を調整することが可能
なモード。

Color Space S-Gamut S-Gamut, F900 色の再現性を選択する。F65RAWモードの場合
は、S-Gamut に固定。
S-Gamut：フィルムカメラに匹敵する広い色域
を記録できるモード。

F900：従来のモデル相当の色再現を実現する
モード。

Color Temperature 5500K 3200K, 4300K, 5500K 3200K, 4300K：タングステン
5500K：デイライト

ND Filter Clear F65RAWモード /HDモード：
Clear, 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, Close, 
Maintenance

F65RAW-HFR モード：
Clear(HFR), Maintenance

Clear：フィルターを使用しない
0.9：光を 1/8 に減衰
1.2：光を 1/16 に減衰
1.5：光を 1/32 に減衰
1.8 : 光を 1/64 に減衰
Close：フィルター閉（表示のみ）
Maintenance: メンテナンス用にフィルターが何
も入っていない状態

Exposure Index 800EI (6.0E) 200EI (4.0E), 250EI (4.4E), 
320EI (4.7E), 400EI (5.0E), 
500EI (5.4E), 640EI (5.7E), 
800EI (6.0E), 1000EI (6.4E), 
1250EI (6.7E), 1600EI (7.0E), 
2000EI (7.4E), 2500EI (7.7E), 
3200EI (8.0E)

感度を EI 値で設定する。（シネモードのみ）

<Shutter/FPS>
シャッターの設定

Shutter Electronic Electronic, M-Rotary, Off 現在選択されているシャッターが表示される。

Degree 180.0 -- 開角度（360.0 ～ 4.2）を表示する。（表示のみ）

Second 1/47.952 -- 開口時間を表示する。（表示のみ）

Step 180.0 360.0, 270.0, 180.0, 172.8, 150.0, 
144.0, 90.0, 45.0, 22.5, 11.2

ステップ操作でシャッター値を切り換える。
360.0、270.0 は、電子シャッター（Electronic）
のときのみ選択可能。

Continuous 180.0 4.2 ～ 360.0(Electronic)
11.2 ～ 180.0(M. Rotary)

連続可変操作でシャッター値を切り換える。

FPS -- 1 ～ 120 (Electronic)
8 ～ 60 (M. Rotary)

Select FPS のフォーマットを選択している場合
に、撮影コマ数を設定する。

<Shutter Assign>
ステップシャッター
の設定

Step 1 360.0 4.2 ～ 360.0 シャッターの開角度をステップに登録する。

Step 2 270.0

Step 3 180.0

Step 4 172.8

Step 5 150.0

Step 6 144.0

Step 7 90.0

Step 8 45.0

Step 9 22.5

Step 10 11.2

Add -- Enter で実行 ステップシャッター値を追加する。

Delete -- Enter で実行 ステップシャッター値を削除する。

Preset -- Enter で実行 ステップシャッター値を工場出荷時の設定に戻
す。

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考
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<Video Setting>
映像の設定

Master Gain 0dB F65RAW, F65RAW-HFR, HD
の Gamma=S-Log2 のとき :
－ 6dB (5.0E), － 3dB (5.5E), 
0dB (6.0E), +3dB (6.0E), +6dB 
(6.0E), +9dB (6.0E), +12dB 
(6.0E)
HD の Gamma=HG8009G40, 
HG8009G33 のとき :
－ 6dB (5.0E), － 3dB (5.3E), 
0dB (5.3E), +3dB (5.3E), +6dB 
(5.3E), +9dB (5.3E), +12dB 
(5.3E)
HD の Gamma=User1 ～ User5
のとき :
－ 6dB, － 3dB, 0dB, +3dB, 
+6dB, +9dB, +12dB

感度を dB 値で設定する。（カスタムモードの
み）

Gamma Category Special Hyper, Special, User ガンマカテゴリーを選択する。（HDモードの
み）

Hyper 7:HG8009G40 7:HG8009G40
8:HG8009G33

選択されたガンマカテゴリーの詳細Table を設
定する。（HDモードのみ）
Hyper カテゴリーはカスタムモードのみ。
User カテゴリーにはインポートした F65 用ガ
ンマが選択できる。インポートした場合、
「1:709(800%)」に上書きされる。

Special 1:S-Log2 1:S-Log2

User 1:709(800%) 1:709(800%)

White 本線信号の GAIN を変更できる。（カスタム
モードのみ）R 0 － 256 ～ 255

G 0 － 256 ～ 255

B 0 － 256 ～ 255

Black 本線信号の Black レベルを変更できる。（カスタ
ムモードのみ）Master 0 － 256 ～ 255

R 0 － 256 ～ 255

G 0 － 256 ～ 255

B 0 － 256 ～ 255

<Bars/Test Signal>
カラーバー、テスト
信号出力の設定

Color Bar Off On, Off カラーバー出力のOn/Off を設定する。

Test Signal Off Off, Saw, Step テスト波形出力を設定する。

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考
VFメニュー一覧
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4-2-2 VF/SDI メニュー

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考

<SDI1 Look>
SDI Look の設定

Select Look Profile ACES-Proxy10, Graded ACES, 
Look Profile, S-Log2/S-Gamut, 
Color/LUT

SDI OUT1 端子のビデオ信号の映像の Look 
Type を選択する。
ACES-Proxy10： ACES(Academy Color 
Encoding Specification) で既定される Log
カーブを 10bit で近似したカーブを適用した
映像を出力する。

Graded ACES：ACES-Proxy10 に RRTと
ODT(Gamma2.4) を適用した映像を出力する。

Look Profile：Look ナンバーを選択することで、
カラーグレーディングの開始点に適した映像
やプリントフィルムに近づけた映像を出力す
る。

S-Log2/S-Gamut：S-Log2 と S-Gamut の映像を
出力する。

Color/LUT：Color と LUT各項目の設定を自由
に行った映像を出力する。

Look Profile # 1 1 ～ 4 Look ナンバーで選択した数字を表示する。

Look 1 1 ～ 4 ◆別途発行（予定）の「Look Profile のWhite 
Paper」を参照してください。

Color S-Gamut S-Gamut, F900, ITU-R BT.709 SDI OUT1 端子のビデオ信号の色の再現性を設
定する。
S-Gamut：フィルムカメラに匹敵する広い色域
F900：従来モデル相当の色域
ITU-R BT.709：ITU-R BT.709 相当の色域

LUT S-Log2 709(800%), S-Log2, HG8009G40, 
HG8009G33, [User1], [User2], 
[User3], [User4], [User5], …  
[User100]

SDI OUT1 端子のビデオ信号の LUT を選択す
る。
709(800%)： ITU-R709 をベースにダイナミック
レンジを 800% まで拡張した信号。

S-Log2：ポストプロダクション処理を前提とし
た無調整の信号。入力の 1300% まで再現可
能。

HG8009G40：ダイナミックレンジ 800%、ホワ
イトリミット 109%、18% グレーカードのビ
デオ出力 40% のハイパーガンマを使用した信
号。

HG8009G33：ダイナミックレンジ 800%、ホワ
イトリミット 109%、18% グレーカードのビ
デオ出力 33% のハイパーガンマを使用した信
号。

[User1] ～ [User100]：インポートした、任意の
LUT の信号。a）

ASC CDL Off On, Off ASC CDL を適用するかどうかを設定する。

CDL New CDL New CDL, [User1], [User2], 
[User3], [User4], [User5] ～
[User100], Edit Mode

[User1] ～ [User100] は、CCC/CDL ファイルを
インポートしたときにだけ表示される。
Edit Mode は ASC CDL の値を変更していると
きにだけ表示される。
ASC CDL の変更はWeb ブラウザーまたはタブ
レット端末から行うことができる。
VFメニュー一覧 49
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<SDI1 ASC CDL>
SDI1 ASC CDL の
設定

InputDescription -- -- 表示のみ。
CDL/CCCファイルの InputDescription タグに
定義されている文字列を表示する。
InputDescription タグが無い場合は、Undefined
と表示する。

Slope ASC CDL に定義したスロープの R、G、Bを個
別に調整する。
表示のみ。設定値の変更はタブレット端末から
行うことができる。

R 1.000 0.000 ～ 3.999

G 1.000 0.000 ～ 3.999

B 1.000 0.000 ～ 3.999

Offset -- -- ASC CDL に定義したオフセットの R、G、Bを
個別に調整する。
表示のみ。設定値の変更はタブレット端末から
行うことができる。

R 0.000 － 1.000 ～ 0.999

G 0.000 － 1.000 ～ 0.999

B 0.000 － 1.000 ～ 0.999

Power -- -- ASC CDL に定義したパワーの R、G、Bを個別
に調整する。
表示のみ。設定値の変更はタブレット端末から
行うことができる。

R 1.000 0.700 ～ 1.200

G 1.000 0.700 ～ 1.200

B 1.000 0.700 ～ 1.200

Saturation 1.000 0.000 ～ 2.000 ASC CDL に定義したサチュレーションを調整
する。
表示のみ。設定値の変更はタブレット端末から
行うことができる。

<SDI1 Look 
Memory>
SDI1 Look Memory
の設定

1 S-Log2/S-Gamut, 
ASC CDL Off

-- SDI1 Look の設定状態を保存し、設定値を表示
する。
最大 16 個まで保存することができる。2 #1, ASC CDL Off

3 #2, ASC CDL Off

4 #3 ASC CDL Off

5 #4, ASC CDL Off

Add -- Enter で実行 現在の SDI1 Look の設定状態を保存する。

Delete -- Enter で実行 選択した保存状態を削除する。

Preset -- Enter で実行 すべての設定値を削除する。

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考
VFメニュー一覧
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a) User LUT を使用した場合、SDI OUT1 端子から出力される信号レベルは、100% までのレベルにスケーリングされます。

<SDI2 Look>
SDI2 Look の設定

Select Color/LUT S-Log2/S-Gamut, Color/LUT SDI OUT2 端子のビデオ信号の映像の Look 
Type を選択する。
S-Log2/S-Gamut：S-Log2、S-Gamut の映像を出
力する。

Color/LUT：Color と LUT各項目を任意に設定
した映像を出力する。

Color ITU-R BT.709 S-Gamut, F900, ITU-R BT.709 SDI OUT2 端子のビデオ信号の色の再現性を設
定する。
S-Gamut：フィルムカメラに匹敵する広い色域
F900：従来モデル相当の色域
ITU-R BT.709：ITU-R BT.709 相当の色域

LUT 709(800%) 709(800%), S-Log2, HG8009G40, 
HG8009G33, [User1], [User2], 
[User3], [User4], [User5], … 
[User100]

SDI OUT2 端子のビデオ信号の LUT を選択す
る。
709(800%)：ITU-R709 をベースにダイナミック
レンジを 800% まで拡張した信号。

S-Log2：ポストプロダクション処理を前提とし
た無調整の信号。入力の 1300% まで再現可
能。

HG8009G40：ダイナミックレンジ 800%、ホワ
イトリミット 109%、18% グレーカードのビ
デオ出力 40% のハイパーガンマを使用した信
号。

HG8009G33：ダイナミックレンジ 800%、ホワ
イトリミット 109%、18% グレーカードのビ
デオ出力 33% のハイパーガンマを使用した信
号。

[User1] ～ [User100]：インポートした、任意の
LUT の信号。

<VF/HD-Y 
Source>

Select SDI-OUT2 SDI-OUT1, SDI-OUT2 VF端子および HD-Y 端子に出力するビデオ信
号の出力元を切り換える。

<VF/SDI Signal>
出力信号の設定

Effective Area 4096:2160 4096:2160, 3840:2160, 
Anamorphic Unsqueeze x2

出力する映像を選択する。（F65RAWモード、
および F65RAW-HFR モードのみ）

Color Color Color, R, G, B 出力する RGBのチャンネルを選択する。

Scan Type (Over 30p) Interlace Interlace, Frame Drop Frame Rate を 50p 以上に設定したときに、動
きの速い被写体の歪みを低減した映像を出力す
るかどうかを選択する。

Image Invert Select Off Off, Vertical, Horizontal, 
Vertical & Horizontal

画像反転のタイプを選択する。
Off：画像反転なし
Vertical：上下反転
Horizontal：左右反転
Vertical & Horizontal：上下左右反転

<Digital VF 
Picture>
装着されたDVF-
EL100 の設定

Color 0 － 99 ～ 0 ～ +99 画像の色の濃さを調整する。

Contrast 0 － 99 ～ 0 ～ +99 映像のコントラスト（明暗の差）を調整する。

Brightness 0 － 99 ～ 0 ～ +99 映像の明るさを調整する。

Peaking On On, Off ピーキング機能の有効、無効を設定する。

Frequency High Normal, High ピーキング周波数を標準にするか高くするかを
選択する。

Level 50 0 ～ 99 ピーキングのレベルを設定する。

Spare Assign Hi/Lo Key Off, Hi/Lo Key, Peaking, Mag 
Position, Highlight Clip Ind.

Spare ボタンにカメラの機能を割り当てる。

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考
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4-2-3 Display Info メニュー

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考

<Exposure Assist>
撮影補助機能の設定

Highlight Clip 
Indicator(SDI2)

On On, Off 特定の輝度のエリアに偽色をつける。

<Mix>
ステータス、マー
カー表示の設定

[Status/Menu] 
VF/HD-Y

On On, Off ステータス／メニューをビューファインダーに
表示する。

SDI-OUT1 On On, Off ステータス／メニューを SDI OUT1 端子からの
出力映像に表示する。

SDI-OUT2 On On, Off ステータス／メニューを SDI OUT2 端子からの
出力映像に表示する。

[Marker] 
VF/HD-Y

On On, Off マーカーをビューファインダーに表示する。

SDI-OUT1 On On, Off マーカーを SDI OUT1 端子からの出力映像に表
示する。

SDI-OUT2 On On, Off マーカーを SDI OUT2 端子からの出力映像に表
示する。

Color White White, Yellow, Cyan, Green, 
Magenta, Red, Blue

マーカーの表示色を設定する。

Brightness 7 1 ～ 10 マーカー表示の明るさを設定する。

<Status>
ステータス表示の表
示項目設定

System Format Off On, Off 信号フォーマット表示のOn/Off を設定する。

ND Filter Off On, Off ND フィルター表示の On/Off を設定する。

Color Temperature Off On, Off 色温度表示のOn/Off を設定する。

EI/Master Gain Off On, Off EI 値表示のOn/Off を設定する。

Shutter Off On, Off シャッターの動作状態表示のOn/Off を設定す
る。

SDI1 Look Off On, Off SDI1 Look の設定表示のOn/Off を設定する。

SDI2 Look Off On, Off SDI2 Look の設定表示のOn/Off を設定する。

Camera Index/Reel Off On, Off Camera Index とリール番号表示のOn/Off を設
定する。

Battery DC IN 12V Off On, Off 12V 電源の電圧表示の On/Off を設定する。

Battery DC IN 24V Off On, Off 24V 電源の電圧表示の On/Off を設定する。

Media Remain Off On, Off メディア残量表示のOn/Off を設定する。

Time Code Off On, Off タイムコード表示のOn/Off を設定する。

Message On On, Off メッセージ表示のOn/Off を設定する。

Highlight Clip Indicator On On, Off Highlight Clip Indicator 機能表示の On/Off を設
定する。

Rec On On, Off 録画状態表示のOn/Off を設定する。
VFメニュー一覧
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4-2-4 Config メニュー

<Marker>
マーカー表示の表示
項目設定

Center Off On, Off センターマーカーのOn/Off を設定する。

Effective Off On, Off 有効画素エリア表示のOn/Off を設定する。

Aspect Ratio 2.39:1 2.39:1, 2.35:1, 1.90:1, 1.85:1, 1.78:1, 
1.66:1, 1.33:1, Variable

Effective が On のときに、アスペクト比を設定
する。
Variable 選択時は、Width および Height の指
定に応じたアスペクト比が表示されます。
　例）Variable (Width/Height:1)

Width 960 960 ～ 1920 Aspect Ratio が Variable のときに、有効画素エ
リアの幅を指定します。

Height 540 540 ～ 1080 Aspect Ratio が Variable のときに、有効画素エ
リアの高さを指定します。

Ratio (Variable) 1.78:1 「width / height:1」を表示する

Mask Off On, Off 選択したAspect Marker の外側を暗くする機能
の有効、無効を選択する。

Level 2 0 ～ 4 選択したAspect Marker の外側を暗くするレベ
ルを設定する。

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考

<Switch Assign>
ASSIGN ボタンへの
機能割り当て

Assign 1 Mag Off, Mag, Mag Position, 
Hi/Lo Key, Fan Mode, 
Rec Review, Highlight Clip Ind., 
SRMemory Eject

Off: 何も割り当てない。
Mag: ビューファインダーや SDI OUT端子に出
力する画像を拡大表示する。ボタンを押すた
びに、拡大率が 2倍、4 倍、Off と切り換わ
る。2倍または 4倍表示時は、ボタンが点灯
する。

Mag Position: Mag 機能で拡大した画像の位置
を選択する。ボタンを押すたびに、左上から
右下へ切り換わる。拡大表示時は、Mag 
Position 機能を割り当てたASSIGN ボタンが
点灯する。

Hi/Lo Key: LUT を一時的に変えて、ビュー
ファインダーや SDI OUT端子に出力する映
像の高輝度の白飛びや、低輝度の黒つぶれを
確認する。ボタンを押すたびに高輝度確認
（ゲイン減少）、低輝度確認（ゲイン増加）、
通常設定と切り換わりる。

Fan Mode: ファンの動作モードを切り換える。
ファンの動作モードについては、「3-3-9 ファ
ンの動作モードを選択する」（32 ページ）を
ご覧ください。

Rec Review: 直前に記録した映像を再生する。
Highlight Clip Ind.：ビューファインダーや SDI 
OUT2 端子に出力する映像の白飛びする箇所
を赤く表示する。

SRMemory Eject：SR-R4 に挿入されている
SRMemory カードのファイルクローズ／アン
マウントを行い、ふたのロックを解除する。

Bars: カラーバーを出力する。

Assign 2 Mag Position

Assign 3 Hi/Lo Key

Assign 4 Rec Review Off, Mag, Mag Position, 
Hi/Lo Key, Fan Mode, 
Rec Review, Highlight Clip Ind., 
SRMemory Eject, Bars

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考
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<Slate Data>
スレート情報の表示

Reel* -- 001 ～ 999 F65Remote Look Plus の「Slate」のページで設
定された情報を表示する。
ただし、* の付いている項目は、SR-R4 で設定さ
れた情報を表示する。
Reel と Camera Index のみ設定値の変更が可
能。

Scene -- --

Take -- --

Camera Index* -- A ～ Z

Cut -- --

Shot* -- --

Project -- --

Production -- --

Director Name -- --

Director of 
Photography Name

-- --

Description -- --

Next -- ENTERで実行 次ページへ移行

Back -- ENTERで実行 前ページへ移行

Clear -- ENTERで実行
Cancel/OK

* の付いていない項目をクリア

<Fan Mode>
ファンの動作モード
の選択

Fan Mode  Auto2 Auto1, Auto2, Min, Max Auto1：内部温度に応じて自動制御するモード。
Auto2：内部温度に応じて自動制御し、録画時
には静かな回転を保つモード。

Min：録画と連動せず、静かな回転を保つモー
ド（周囲が 30 ℃以下の場合に使用可）。

Max：最大速度でファンが回転するモード。

<Date/Hour 
Meter>
時刻の設定と積算通
電時間の表示

Date -- mm/dd/yyyy 現在の日付を設定する。

Time -- hh:mm 現在の時刻を設定する。

Date Type M/D/Y M/D/Y, M/D 日付の表示形式を選択する。

Hour Meter -- 0H ～ 99999H サービスメニューでリセットした後の積算通電
時間を表示する。

<Sync>
同期信号の設定

Genlock

Input Signal HD-Y HD-Y, HD-SDI 外部同期用信号の入力端子を選択する。設定変
更後は、Genlock の再入力が必要。
HD-Y：HD 3 値 Sync
HD-SDI：HD-SDI 入力

Status -- Locked, Not Locked, No Signal 表示のみ。
Locked: 正常に同期されている。
Not Locked: 同期されていない。
No Signal: 信号が入力されていない。

<Battery Alarm>
電源電圧の設定

DC IN (24V) Type Type1 Type1, Type2 設定する 24 V 系電源を選択します。

Near End 22.2 V 20.5 V ～ 30.0 V 24V 系電源の電圧低下の警告値を設定する。

End 21.6 V 20.0 V ～ 24.0 V 24V 系電源の電圧消耗の警告値を設定する。

DC IN (12V) Type Type1 Type1, Type2 設定する 12 V 系電源を選択します。

Near End 11.1 V 11.0 V ～ 17.0 V 12V 系電源の電圧低下の警告値を設定する。

End 10.8 V 10.5 V ～ 14.0 V 12V 系電源の電圧消耗の警告値を設定する。

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考
VFメニュー一覧
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4-2-5 File メニュー

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考

<Gamma File>
ガンマファイルの設
定

1 インポートした F65 用ガンマファイル（拡張
子：.gmd）を設定する。
1には、初期値として 709(800%) のガンマが保
存されている。これは、ユーザーガンマファイ
ルをインポートすると上書きされるが、<File 
Preset> ページの Gamma File Preset を実行す
ることで再度選択可能になる。
ガンマファイルをインポートすると、すべての
ガンマデータが選択可能な状態でカメラ内に格
納される。

Name 709(800%) 最大 12 文字の文字列 , --

Comment Preset entry

2

Name -- 最大 12 文字の文字列 , --

Comment --

3

Name -- 最大 12 文字の文字列 , --

Comment --

4

Name -- 最大 12 文字の文字列 , --

Comment --

5

Name -- 最大 12 文字の文字列 , --

Comment --

Import -- Enter で実行 F65 用ガンマファイル（拡張子：.gmd）をメモ
リースティックまたは SDカードからインポー
トする（最大 5個）。

<LUT File>
LUTファイルの表
示

Data -- 最大 12 文字の文字列 インポートした F65 用 LUTファイル（拡張
子：.ltd）のデータ名を表示する。

File -- インポートした F65 用 LUTファイル（拡張
子：.ltd）のファイル名を表示する。

Import Enter で実行 F65 用 LUTファイル（拡張子：.ltd）を最大
100 個インポートできる。

Delete Enter で実行 選択したファイルを削除する。

<ASC CDL File>
ASC CDL ファイル
の表示

Data -- 最大 17 文字の文字列 インポートしたASC CDL/CCC ファイルの、
CorlorCorrection id タグに記載されている情報
を表示する。ASC CDL/CCC ファイルに
ColorCorrection id タグが無い場合は、ファイル
名を表示する。

File -- インポートしたASC CDL/CCC ファイルのファ
イル名を表示する。

Import Enter で実行 ASC CDL/CCCファイルを最大 100 個インポー
トできる。

Delete Enter で実行 選択したファイルを削除する。

<All File>
設定ファイルの取り
込み／保存

Import -- Enter で実行 下記を除くメニュー全項目の設定情報ファイル
を取り込む。
• Network メニューの全項目
• Config メニューの <Date/Hour Meter>
• File メニューの Gamma File、LUT File, 
ASC CDL File

Export -- Enter で実行 下記を除くメニュー全項目の設定を設定情報
ファイルとして保存する。
• Network メニューの全項目
• Config メニューの <Date/Hour Meter>
• File メニューの Gamma File、LUT File, 
ASC CDL File
VFメニュー一覧 55
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4-2-6 Network メニュー
このメニューは、Web ブラウザーおよびタブレット端末に
は表示されません。

<File Preset>
設定を工場出荷時に
戻す

Gamma File Preset -- Enter で実行 ガンマファイルをすべて削除して、工場出荷状
態に戻す。

LUT File Preset -- Enter で実行 LUTファイルをすべて削除して、工場出荷状態
に戻す。

ASC CDL File Preset -- Enter で実行 ASC CDL ファイルをすべて削除して、工場出
荷状態に戻す。

All File Preset -- Enter で実行 下記を除くすべての設定を工場出荷状態に戻
す。
• Network メニューの全項目
• Config メニューの <Date/Hour Meter>
• File メニューの Gamma File、LUT File, 
ASC CDL File

<Media Format>
メディアのフォー
マット

M.S./SD Format -- Enter で実行 メディアを初期化し、F65 用のフォルダを作成
する。

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考

<LAN Setting>
IP アドレスの設定

DHCP Disabled Enabled, Disabled DHCP サーバーから IP アドレスを自動取得す
るかどうかを設定する。

IP Address 192.168.1.1 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255 DHCP が有効の場合は、DHCP によって割り当
てられた値が表示される。Subnet Mask 255.255.255.0 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255

Default Gateway 0.0.0.0 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255

Set -- Enter で実行
VFメニュー一覧
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<Wi-Fi Setting>
Wi-Fi の設定

Wi-Fi Disabled Enabled, Disabled Wi-Fi の有効無効を設定する。
有効にすると接続を行う。

Wi-Fi Status No connectivity Excellent, Good, Weak, 
No connectivity

通信 / 接続状態を表示する。

SSID 空白 空白 , 最大 32 文字の文字列 ネットワーク名を表示する。

Network Type -- Infra, ad-hoc 接続モードを表示する。

IP Address -- 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255 DHCP サーバーで決定した値が表示される。

Subnet Mask -- 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255

Default Gateway -- 0.0.0.0 ～ 255.255.255.255

Scan Network -- Enter で実行 接続先ネットワークをスキャンする。

Connect Manually -- Enter で実行 接続先ネットワークを入力する。

ad-hoc Setting -- Enter で実行 アドホックモードの設定をする。

SSID 空白 空白 , 最大 32 文字の文字列 ネットワーク名を設定する。Scan Network を
実行した場合は表示のみ。

Network Type Infra Infra, ad-hoc 接続モードを表示する。

Authentication WPA2PSK Infra：
WPAPSK, WPA2PSK

ad-hoc：
OPEN, SHARED

ネットワーク認証の方式を設定する。
Scan Network を実行した場合は表示のみ。

Encryption AES Infra：
TKIP, AES

ad-hoc：
WEP

データの暗号化の方式を設定する。Scan 
Network で実行した場合は表示のみ。

WEP Key Index 1 1, 2, 3, 4 アドホックモード時にWEPキーのインデック
ス番号を選択する。

Input Select ASCII8-63 ASCII8-63, HEX64, ASCII5, 
ASCII13, HEX10, HEX26

ネットワークキーのフォーマットを選択する。
ASCII8-63: ASCII 8 ビット形式で 63 文字。
HEX64: 16 進数形式で 64 桁。
ASCII5: ASCII 形式で 5 文字。
ASCII13: ASCII 形式で 13 文字。
HEX10: 16 進形式で 10 桁。
HEX26: 16 進形式で 26 桁。
ASCII5, ASCII13, HEX10, HEX26 は、ad-hoc の
ときのみ有効。

Key 空白 ASCII で最大 63 文字 , または
16 進数形式で 64 桁

ネットワークキーを設定する。

Set -- Enter で実行

<Remote Setting>
リモートコントロー
ルの設定

Access Password Disabled Enabled, Disabled ネットワーク経由でのコントロールの許可 /非
許可を設定する。

sonyf65 空白 , 最大 32 文字の文字列 ネットワーク経由でのアクセス時のパスワード
を設定する。

<Network Reset>
ネットワーク設定の
リセット

Network Settings -- Enter で実行 ネットワーク設定をリセットする。

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考
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4-2-7 Diagnosis メニュー

ページ 設定項目 初期値 設定値 備考

<Version>
バージョンの表示

System -- V X.xx システム、集積回路、ソフトウェアのバージョ
ンを表示する。DIF1 PLD -- V X.xxy-yy

DIF1 CPU -- V X.xxy-yy

DIF2 PLD -- V X.xxy-yy

DIF2 CPU -- V X.xxy-yy

DIF3 PLD -- V X.xxy-yy

DIF3 CPU -- V X.xxy-yy

DIF_CONF -- V X.xxy-yy

VDA_FRONT -- V X.xxy-yy

VDA_REAR -- V X.xxy-yy

VDA_CONF -- V X.xxy-yy

SY PLD -- V X.xxy-yy

SY CPU -- V X.xxy-yy

AT PLD -- V X.xxy-yy

AT CPU -- V X.xxy-yy

Update -- Enter で実行 バージョンアップを実行する。バージョンアッ
プが必要な場合は、ソニーのサービス担当者ま
たは営業担当者にお問い合わせください。

<Maintenance>
保守作業の実行

APR (Auto Pixel 
Restoration)

-- Enter で実行 イメージセンサーを自動調整する。

VF Delay (Clock) 1 0, 1, 2, 3, 4 SDI 信号に対する、ビューファインダーとHD-
Y 信号の遅延量を設定する。
VFメニュー一覧
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メタデータについて

カメラおよびレンズのメタデータは、本線出力として出力さ
れ、SR-R4 に記録されます。出力されるメタデータは、
SMPTE RDD18 に定義された形式のメタデータと、独自の
形式のノンリアルタイムメタデータです。ノンリアルタイム
メタデータにはタブレット端末の F65Remote Look Plus ア
プリケーションから入力されたスレート情報が出力されま
す。

出力されるメタデータ項目は次のとおりです。

RDD 18 形式のメタデータセット

レンズユニットメタデータセット

カメラユニットメタデータセット

項目名 データタイプ データ長 (byte) ローカルタグ 説明

Lens Unit Metadata Set Key (UL) 16 － レンズユニットのメタデータを示すKey。
（06.0E.2B.34.02.53.01.01.0C.02.01.01.01.01.00.00）

Length BER Length 4 － レンズユニットメタデータセットのデータ長。

Lens Attributes UTF8 String 可変 80.07 Cooke /i レンズ以外の場合のレンズ種別。

項目名 データタイプ データ長 (byte) ローカルタグ 説明

Camera Unit 
Metadata

Set Key (UL) 16 － カメラユニットメタデータセットのKey。
（06.0E.2B.34.02.53.01.01. 0C.02.01.01.02.01.00.00） 

Length BER Length 4 － メタデータセットの値の長さ。

Exposure Index of 
Photo Meter

UInt16 2 81.15 ライトメーターに設定する EI 値。
Cine mode で設定した Exposure Index 値が入る。
例：EI1600 の場合：1600

Neutral Density 
Filter Wheel Setting

UInt16 2 81.03 内蔵 NDフィルターの透過率を 1/n で表した場合の分母値。
例：ND 0.9 (1/8) の場合：8

Capture Frame Rate Rational 8 81.06 1 秒あたりの撮像フレーム数を 32bit の符号付き整数の比で表した値。
例：S59.94p 20fps の場合：20000：1.001

Image Sensor 
Readout Mode

UInt8 1 81.07 イメージセンサーの読み出しモード。
F65 では常に 02h：Progressive frame。
メタデータについて 59
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ソニー F65カメラメタデータセット

Shutter Speed 
(Angle)

UInt32 4 81.08 シャッター開角度を分 (1/60 度 ) で表した値。

ISO Sensitivity UInt16 2 81.0B カメラの ISO 感度。

White Balance UInt16 2 81.0E 色温度（K）で表したホワイトバランスの設定値。

Capture Gamma 
Equation

Label 16 32.10 SMPTE RP 224 に登録されたラベル値で表される、本線映像に適用され
たガンマ特性。

Gamma for CDL UInt8 1 81.16 ASCCDLを適用するガンマ特性を示すラベル値。
04h：S-Log2
05h：R709 Video
06h：ACES Proxy
FFh：Undefined
次のいずれかの場合が該当する。
• ASC CDL Off
• LUTが Hyper Gamma または User LUT

ASC CDL V1.2 Array of 
Float16

28 81.17 ASC CDL（V1.2）で定義される 10 個のパラメーター。

Camera Attributes UTF8 String 可変 81.14 カメラの機種名とシリアル番号。

項目名 データタイプ データ長 (byte) ローカルタグ 説明

User Defined 
Acquisition Metadata

Set Key (UL) 16 － ユーザー定義メタデータセットを示す Key。
（06.0E.2B.34.02.53.01.01. 0C.02.01.01.7F.01.00.00）

Length BER Length 4 － ソニー F65 カメラメタデータセットのデータ長。

UDAM Set Identifier AUID 16 E0.00 ソニー F65 カメラメタデータセットの識別子。
（20500000-f0c0-1181-9669-08004678031c）

Effective Marker 
Coverage

Rational 8 E1.01 Effective マーカー枠が囲む映像エリアの本線映像における水平画素数と、
本線映像の最大水平画素数の比。
例：F65RAWで Effective マーカーのアスペクト比が 1.78:1 の場合は、
「3840:4096」

Effective Marker 
Aspect Ratio

Rational 8 E1.02 Effective マーカー枠が囲む映像エリアの本線映像における画素数のアス
ペクト比。
例：F65RAWで Effective マーカーのアスペクト比が 1.78:1 の場合は、
「3840:2160」

Camera Process 
Discrimination Code

Uint16 2 E1.03 本機が内部的に使用する。

Rotary Shutter Mode Boolean 1 E1.04 メカニカルロータリーシャッターの使用の有無。
TRUE：メカニカルロータリーシャッターがオン。
FALSE：電子シャッターがオン、またはすべてのシャッターがオフ。

Raw Black Code 
Value

Uint16 2 E1.05 基準ブラックレベル（遮光時）のコード値。（F65RAW、F65RAW-HFR
モード時のみ出力）

Raw Gray Code 
Value

Uint16 2 E1.06 反射率 18%のチャートを適正な露出で撮影したときのコード値。
（F65RAW、F65RAW-HFRモード時のみ出力）

Raw White Code 
Value

Uint16 2 E1.07 反射率 90%のチャートを適正な露出で撮影したときのコード値。
（F65RAW、F65RAW-HFRモード時のみ出力）

項目名 データタイプ データ長 (byte) ローカルタグ 説明
メタデータについて
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Cooke Protocol Lens メタデータセット

ノンリアルタイムメタデータ

Monitoring Base 
Curve

Label 16 E1.0B SDI-OUT1 のモニタリングの映像に対し、ASC CDL での調整を加える際
の起点となる特性を示す SMPTE RP 224 に登録されたラベル値。

Monitoring 
Descriptions

UTF8 String 12 E1.09 SDI-OUT1 のモニタリングの総合特性を示す文字列。
SDI1 Look Select の設定ごとの例 :
• ACES-Proxy10：“ACES-Proxy10”
• Graded ACES：“Graded ACES”
• Look Profile：“SonyProf1: LC_709”
• S-Log2/S-Gamut：“S-Log2”
• Color/LUT：“R709 800%”
ASC CDL が On、かつパラメーターが初期設定から調整されている場合
は“based”の文字が付加される。
例： “SonyProf1: LC_709 based”

項目名 データタイプ データ長 (byte) ローカルタグ 説明

User Defined 
Acquisition Metadata

Set Key (UL) 16 － ユーザー定義メタデータセットを示す Key。
（06.0E.2B.34.02.53.01.01.0C.02.01.01.7F.01.00.00）

Length BER Length 4 － Cooke Protocol Lens メタデータセットのデータ長。

UDAM Set Identifier AUID 16 E0.00 Cooke Protocol Lens メタデータセットの識別子。

Cooke Protocol 
Calibration Type

UInt8 1 E2.03 レンズデータの距離の単位。
0：mm
1：0.1 inch

Cooke Protocol 
Binary Metadata

Data Stream 可変 E2.01 Cooke /i プロトコルで定義されたバイナリ形式のレンズポジションデー
タ。

Cooke Protocol User 
Metadata

Data Stream 可変 E2.02 Cooke /i プロトコルのユーザーデータ。

Lens Attribute UTF8 String 可変 80.07 レンズのシリアル番号。

項目名 データタイプ データ長 (byte) ローカルタグ 説明

Slate1 Unit Metadata Set Key (UL) 1 － 第 1 パケットを示すローカルな定義のKey(01)。

Length 4-byte length 4 － 第 1 パケットのKey と Length を除くデータ長。

Description UTF8 String 可変（最大 128） 01.01 コメントエリア。

Project UTF8 String 可変（最大 24） 01.02 プロジェクトの名称。

Director Name UTF8 String 可変（最大 24） 01.03 監督の名前。

Director Of 
Photography Name

UTF8 String 可変（最大 24） 01.04 撮影監督の名前。

Production UTF8 String 可変（最大 24） 01.05 プロダクションハウスの名称。

Slate2 Unit Metadata Set Key (UL) 1 第 2 パケットを示すローカルな定義のKey(02)。

Length 4-byte length 4 第 2 パケットのKey と Length を除くデータ長。

Reel UTF8 String 可変（最大 8） 02.01 リール番号。

Scene UTF8 String 可変（最大 8） 02.02 シーン番号。

Cut UTF8 String 可変（最大 8） 02.03 カット番号。

Take UTF8 String 可変（最大 8） 02.04 テイク番号。

Shot UTF8 String 可変（最大 8） 02.05 ショット番号。

Camera Index UTF8 String 可変（最大 8） 02.06 撮影したカメラを識別するためのインデックス。

項目名 データタイプ データ長 (byte) ローカルタグ 説明
メタデータについて 61
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警告／エラーメッセージ

バッテリーの電圧が低下したり、電源投入時や操作中に異常
を検出した場合は、各インジケーターが点灯／点滅したり、
サブディスプレイにメッセージを表示して警告を行います。
異常の詳細は、サブディスプレイの設定ページ 3の自己診断
欄およびビューファインダーに表示されます。
自己診断欄には、SR-R4 で発生した警告／エラーメッセージ
も表示されます。

◆ SR-R4 のメッセージについて詳しくは、SR-R4 の取扱説明書をご
覧ください。

本機の電源起動時に、一定期間イメージセンサーの自動調整
（APR）を実行していない場合は、APRの実行を促すメッ
セージがビューファインダー／モニターに表示されます。
この場合は、Diagnosis メニューの <Maintenance> ページ
でAutomatic Pixel Noise Reduction を実行してください。
なお、本機が低温または高温になっていると、APRが実行
できないことがあります。
この場合は低温または高温を示すメッセージが表示されます
が、故障ではありません。

インジケーター サブディスプレイ 自己診断欄の表示
内容

内容

REC：赤点滅 12V 電源の電圧表
示が点滅

12V Battery (Near 
End)

12 V 電源の電圧が低下し、設定されているNear End 値に達しました。

REC：赤高速点滅 12V 電源の電圧表
示が高速点滅

12V Battery (End) 12 V 電源の電圧が低下し、設定されている End 値に達しました。

REC：赤点滅 24V 電源の電圧表
示が点滅

24V Battery (Near 
End)

24 V 電源の電圧が低下し、設定されているNear End 値に達しました。

REC：赤高速点滅 24V 電源の電圧表
示が高速点滅

24V Battery (End) 24 V 電源の電圧が低下し、設定されている End 値に達しました。

REC：SR-R4 と連動して点滅 メディア残量表示
が点滅

Media Remain 
(Near End)

SR-R4 のメディア残量が減少し、Near End 値に達しました。

REC：SR-R4 と連動して点滅 メディア残量表示
が高速点滅

Media Remain 
(End)

SR-R4 のメディア残量が減少し、End 値に達しました。

DIAGNOSIS：赤点滅 自己診断欄と同じ
メッセージをダイ
アログで表示

Temperature Care カメラ内部温度が限界値に近づいています。

DIAGNOSIS：赤高速点滅 自己診断欄と同じ
メッセージをダイ
アログで表示

Temperature NG! 
Shutdown Camera

カメラの内部温度が限界に達しました。カメラの電源を切ってください。
ソニーのサービス担当者または営業担当者にご連絡ください。

DIAGNOSIS：赤高速点滅 Warning Fan1 NG! 天板付近のファン 1が停止しました。
ソニーのサービス担当者または営業担当者にご連絡ください。

DIAGNOSIS：赤高速点滅 Warning Fan2 NG! 天板付近のファン 2が停止しました。
ソニーのサービス担当者または営業担当者にご連絡ください。

DIAGNOSIS：赤点灯 Warning Sync Error 同期エラーが発生しました。
エラーが連続して発生する場合は、ソニーのサービス担当者または営業担
当者にご連絡ください。

DIAGNOSIS：赤点灯
DOCK：黄点灯

Warning Optical Level Care レコーダー端子の受光レベルが注意レベルに達しました。
レコーダー端子のクリーニングまたは光モジュールの交換を行ってくださ
い。

DIAGNOSIS：赤点灯
DOCK：赤点灯

Warning Optical Level NG レコーダー端子で受光エラーが発生しました。
直ちに、レコーダー端子のクリーニングまたは光モジュールの交換を行っ
てください。

DIAGNOSIS：赤点灯
DOCK：消灯

Warning Optical Level No 
Input

レコーダー端子に信号が入力されていません。

DIAGNOSIS：赤点灯 Warning CRCC Error 
occurred

レコーダー端子で CRCC（Cyclic Redundancy Check Code）エラーが発生
しました。レコーダー端子をクリーニングしてください。
クリーニングを行ってもエラーが連続して発生する場合は、ソニーのサー
ビス担当者または営業担当者にご連絡ください。
警告／エラーメッセージ
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DIAGNOSIS：赤点灯 自己診断欄と同じ
メッセージをダイ
アログで表示

SR-R4 version 
mismatch

カメラの SR-R4 のバージョンが一致していません。
カメラが動作保障しているバージョンの SR-R4 を接続してください。
詳細は、ソニーのサービス担当者または営業担当者にご連絡ください。

DIAGNOSIS：赤点灯 Warning Digital VF Error DVF-EL100 が故障しています。

DIAGNOSIS：赤点灯 Warning Unsupported 
Digital VF

DVF-EL100 以外の Digital VF が接続されました。
DVF-EL100 以外の Digital VF は動作保障外です。

－ 自己診断欄と同じ
メッセージをダイ
アログで表示

Unsupported 
device

USB 端子に未サポートのUSB 機器を接続しました。

－ 自己診断欄と同じ
メッセージをダイ
アログで表示

Hubs not 
supported

本機は USBハブをサポートしていません。

インジケーター サブディスプレイ 自己診断欄の表示
内容

内容
警告／エラーメッセージ 63
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使用上のご注意

安全にご使用いただくために、「 」、「 」
（5ページ）、「その他の安全上のご注意」（6ページ）と併せ
てご覧ください。

取り扱い・保管上のご注意

強い衝撃を与えない
内部構造や外観の変形などの損傷を受けることがあります。

放熱口をふさがない
性能が保証できないだけでなく、内部構成部品の著しい劣
化、機器の故障の原因となります。

◆ 放熱口の位置については、「1-3 各部の名称と働き」（12 ページ）
をご覧ください。

使い終わったら
電源 スイッチを切ってください。

使用場所・保管場所
水平な場所、空調のある場所に保管してください。
次のような場所での使用および保管は避けてください。
• 極端に暑い場所や寒い場所
• 湿気が多い場所
• 激しく振動する場所
• 強い磁気が発生する場所
• 直射日光が長時間当たる場所や暖房器具の近く

携帯電話などによる電波障害を防止するため
に
携帯電話などを本機の近くで使用すると、誤動作を引き起こ
したり、映像、音声などに影響を与えることがあります。
本機の近くでは、携帯電話などの電源はできるだけ切ってく
ださい。

レーザービームに関するご注意
レーザービームは、撮像素子に影響をあたえることがありま
す。
レーザービームを使用した撮影環境では、撮像素子の表面
に、レーザービームが照射されないように充分注意してくだ
さい。

結露
本機を寒いところから暖かい場所に急に移動したり、湿度の
高い部屋で使用したりすると、空気中の水分が水滴となって
レンズやカメラ内部に付着することがあります。この現象を
結露といいます。
本機には結露を警告するランプなどは備えていません。カメ
ラの外筐やレンズに水滴が付着したときは、カメラの電源を
切り、結露が解消するまで 1時間程度待ってから使用してく
ださい。

撮像素子特有の現象
撮影画面に出る下記の現象は、撮像素子特有の現象で、故障
ではありません。

白点
撮像素子は非常に精密な技術で作られていますが、宇宙線な
どの影響により、まれに画面上に微小な白点が発生する場合
があります。
これは撮像素子の原理に起因するもので故障ではありませ
ん。

また、下記の場合、白点が見えやすくなります。
• 高温の環境で使用するとき

折り返しひずみ
細かい模様、線などを撮影すると、ぎざぎざやちらつきが見
えることがあります。

シャッターを強制的に開くには
撮像素子への光の入射を遮断するシャッターが開かず、撮影
ができなくなったときは、すぐにソニーのサービス担当者ま
たは営業担当者にご連絡ください。
緊急で撮影を続行したい場合は、シャッター強制オープン用
ネジ（12 ページ）を操作して、強制的にシャッターの開口
位置を移動させて光路を確保できる場合があります。

◆ シャッター強制オープン用ネジの操作については、ソニーのサー
ビス担当者または営業担当者にお問い合わせください。

ビデオフォーマット設定時のご注意
本機のビデオフォーマットを変更した場合は、いったん電源
を切り、再度入れ直すことを推奨します。
使用上のご注意
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レコーダー端子のクリーニ
ング

レコーダー端子をクリーニングする際は、必ずカメラに電源
が供給されていないことを確認してから作業を行ってくださ
い。

レコーダー端子が汚れていると、本機と SR-R4 の間の伝送
にエラーが発生するおそれがあります。以下のいずれかが発
生した場合は、レコーダー端子をクリーニングしてくださ
い。
• DOCKインジケーターが黄または赤に点灯した。
• DIAGNOSIS インジケーターが赤く点灯し、「CRCC Error 
occurred」メッセージが表示された。

レコーダー端子のクリーニングには、以下のものが必要で
す。
• 市販の光ファイバークリーニング用綿棒
• 99.5% 以上の純度のアルコール

1 SR-R4 を取りはずす。SR-R4 を接続していないときは、
レコーダー端子のコネクターキャップをはずす。

2 指などでレコーダー端子の1の部分を押して保護シャッ
ターを開き、光コンタクト部分を露出させる。

3 光ファイバークリーニング用綿棒にアルコールを付け、
光コンタクト部分全体を優しく 5回ほど拭く。

• アルコールは、火気のない、換気されているまたは風
通しの良い場所で使用してください。

• 強く拭くと光コンタクト部分を傷つけることがあるの
で、注意してください。

4 端子の保護シャッターを元に戻し、SR-R4 を接続する。
SR-R4 を接続しない場合は、コネクターキャップを付け
る。

“メモリースティック デュ
オ”について

本機で使用可能な“メモリースティック”
本機では、“メモリースティック デュオ”および“メモリー
スティック PROデュオ”がご使用いただけます。
本機は、32GBまでのメディアで動作確認を行っています。
本機は、“メモリースティック”の高速データ転送には
対応していません。

動作確認済み
MSX-M2GN
MSX-M1GST
MSX-M2GST
MS-HX8
MS-HX32
MS-MT2G
MS-MT4G
MS-MT16G
MS-MT32G

データ読み込み／書き込みスピードについて
お使いの“メモリースティック”と機器の組み合わせによっ
ては、データの読み込み／書き込みの速度が異なります。

“メモリースティック デュオ”を入れるには
ラベル面を下にして、端子を奥に向けて“メモリースティッ
ク”スロットに差し込みます。カチッと音がして、アクセス
（動作状態表示）ランプが赤色に点灯するまで差し込み、そ
の後アクセスランプが消灯することを確認します。

“メモリースティック デュオ”の向きが正しいことを確認し
てから“メモリースティック デュオ”を入れてください。
抵抗があって入れにくいときは、“メモリースティック デュ

ご注意

ご注意

光コンタクト部

ご注意

アクセスランプ
レコーダー端子のクリーニング / “メモリースティック デュオ”について 65
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オ”が裏向き、または前後が逆になっている可能性がありま
す。無理に押し込まず、裏表および前後を確認して正しく入
れ直してください。

“メモリースティック デュオ”を取り出すには
アクセスランプが赤色に点滅していないことを確認して、
“メモリースティック デュオ”を軽く押してロックをはずし
ます。

アクセスランプが赤色に点滅している間は、データの読み込
み、または書き込みを行っています。このとき、本機に振動
や強い衝撃を与えないでください。また、本機の電源を切っ
たり、“メモリースティック デュオ”を取り出したりしない
でください。データが消えたり、壊れたりすることがありま
す。

すでに保存されているデータを保護するには
“メモリースティック デュオ”にすでに保存されているデー
タを保護したいときは、あらかじめ“メモリースティック 
デュオ”の LOCKスイッチを上にずらしておくと、データ
の上書きが禁止されます。

LOCKスイッチが付いていない“メモリースティック デュ
オ”をご使用になるときは、誤ってデータを編集したり、消
去しないようにご注意ください。

使用上のご注意
• ラベル貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでくだ
さい。

• ラベルを貼るときは所定のラベル貼り付け部に貼ってくだ
さい。はみ出さないようにご注意ください。

• 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてくださ
い。

• 端子部には手や金属などで触れないでください。
• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでくだ
さい。

• 分解したり、改造したりしないでください。
• 水にぬらさないでください。
• 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
―高温になった車の中や炎天下など気温の高い場所
―直射日光のあたる場所
―湿気の多い場所や腐食性のある場所

• データの損失を防ぐため、データは頻繁にバックアップを
取るようにしてください。万一、データが損失した場合、
当社は一切その責任を負いかねます。

• あなたが記録したものは、著作権上、権利者に無断で使用
できません。著作権の対象になっている画像やデータの記
録された“メモリースティック デュオ”は、著作権法の
規定による範囲内で使用する以外はご利用いただけません
ので、ご注意ください。

ご注意

ご注意

LOCKスイッチ

･“Memory Stick”（“メモリースティック”）および は、
ソニー株式会社の商標です。

･“Memory Stick Duo”（“メモリースティック デュオ”）および 
は、ソニー株式会社の商標です。

･“Memory Stick PRO Duo”（“メモリースティック PRO デュ
オ”）および は、ソニー株式会社の商標
です。
“メモリースティック デュオ”について
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仕様

一般
電源 DC 10.5 V ～ 17 V
消費電力 23.98 PsF 時：約 69 W 

（メカニカルロータリーシャッター動作
時。レンズ、ビューファインダー含ま
ず）

動作温度 0℃～ 40 ℃
保存温度 － 20 ℃～＋ 60 ℃

撮像素子
撮像素子 スーパー 35 mm CMOSイメージセン

サー
方式 単板式
アスペクト比 17:9

電気特性
ラチチュード 14 stop
レジストレーション

全域 0.02％（ただしレンズによるひずみ
を除く）

幾何学ひずみ 認められず（ただしレンズによるひずみ
を除く）

光学系仕様
レンズマウント PLマウント
フランジバック 52.00 mm（シム交換により 0.01 mm刻み

で－ 0.03 mm～＋ 0.05 mmまで調整可
能）

入出力端子
DC IN LEMO 8 ピン、凸型（1）、DC 10.5 V ～

17 V、24 V
DC OUT 12 V: 11 ピン（1）、12 V、max. 4 A

24 V: 3 ピン（1）、24 V、max. 4 A
（負荷条件、入力条件などにより、使用で
きる電流が制限される場合がありま
す。）

VF 20 ピン（1）
VF（DVF-EL100 用）

26 ピン (1)
LENS 12 ピン（1）
SDI OUT 4:2:2、BNC型（2）

HD-SDI 信号、BTA-S004A準拠、75Ω、
0.8 Vp-p、1.485 Gbps

HD-Y OUT BNC型（1）
75Ω、1.0 Vp-p

GENLOCK IN BNC型（1）
75Ω、SMPTE 274M HD 3 値シンク、
0.6 Vp-p
またはHD-SDI 信号、BTA-S004A 準拠

REMOTE 8 ピン（1）
EXT I/O LEMO 5 ピン、凹型（1）
（ネットワーク）

RJ-45 型（1）、10BASE-T、100BASE-TX
レンズマウントホットシュー

4ピン（2）、ARRI LDS（Lens Data 
System）およびCooke /i Intelligent 
Electronic Lens System に対応

USB Type A、USB2.0 Hi-Speed（2）
“メモリースティック”（MS）／ SDメモリーカード

コンボコネクター（1）
“メモリースティック デュオ”、“メモ
リースティック PROデュオ”に対応
SDメモリーカード、SDHC メモリー
カードのクラス 10 までに対応

F65本体付属品
+B3 × 5 ネジ（4）
ケーブルクランプベルト（1）
ベルトブラケット（1）
電源ケーブル用コネクター（LEMO 8 ピン）（1）
フィルター取り付けキット（ホルダー、取り付け器具、フィ
ルターテンプレート）(1)
オペレーションガイド（1）
オペレーションマニュアル（CD-ROM）（1）

CBK-65EL 付属品
オペレーションガイド (1)
インストレーションガイド (1)
オペレーションマニュアル（CD-ROM） (1)

別売品
ポータブルメモリーレコーダー SR-R4
HDエレクトロニックビューファインダー
HDVF-C30WR（2.7 型、カラー）
OLED カラービューファインダーDVF-EL100
（0.7 型、 カラー）

Wi-Fi アダプター CBK-WA01
“メモリースティック デュオ”

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあり
ますが、ご了承ください。
仕様 67



68

　
付
録

• お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故
障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および
保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますの
でご了承ください。

• 本製品を使用したことによるお客様、または第三者から
のいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いか
ねます。

• 諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断に
ついて、一切の責任を負いかねます。

本機を寒いところから急に暖かいところに持ち込んだとき
など、機器表面や内部に水滴がつくことがあります。これ
を結露といいます。結露が起きたときは電源を切り、結露
がなくなるまで放置し、結露がなくなってからご使用くだ
さい。結露時のご使用は機器の故障の原因となる場合があ
ります。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭
環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。
この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求される
ことがあります。

VCCI-A
仕様



　
付
録

外形寸法

254.5

50

3/8-16UNC

32

13.5

194.7

226.7

109.4 144

5

20
3 30

4.
7

147

5688

104

10
5

16

90

79.7

52

86

16
0 19

9.
7

15
.0

104.5

Ø19

単位：mm

質量：約 5.0 kg（本体のみ）
約 6.5 kg（付属品含む）
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コネクターピン配列

REMOTE (8 ピン、凹型）

レンズマウントホットシュー (4 ピン）

LENS (12 ピン、凹型）

VF (20ピン、凹型）

No. 信号 I/O 仕様

1 TX (+) OUT SERIAL Data out

2 TX (–) OUT

3 RX (+) IN SERIAL Data in

4 RX (–) IN

5 TX-GND － GND for TX

6 UNREG OUT +10.5 to +17 V dc, 200mA (max)

7 UNREG-GND － GND for UNREG

8 VIDEO OUT 75Ω, 1.0 Vp-p

CHASSIS GND － CHASSIS GND

No. 信号 I/O 仕様

1 RX IN SERIAL DATA in

2 TX OUT SERIAL DATA out

3 GND GND for +24 V

4 +24 V OUT +24 V, 200 mA (MAX)

No. 信号 I/O 仕様

1 RET VIDEO 
ENABLE

IN 使用できません。

2 VTR START/
STOP

IN 使用できません。

3 GND － GND for UNREG

4 － － 使用できません

5 IRIS CONT OUT +3.4 V (F16) to +6.2 V (F2.8)

6 UNREG OUT +10.5 V to +17 V
500 mA (MAX)

1
7

8
2

54
3 6

(External View)

1 2 3 4

19
28

3
10

12 11
4

7
6

5

(External View)

7 IRIS POSITION IN +3.4 V (F16) to +6.2 V (F2.8)

8 － － 使用できません

9 － － 使用できません

10 － － 使用できません

11 NC No connection

12 NC No connection

No. 信号 I/O 仕様

1 S-DATA IN/OUT TTL レベル

2 NC No connection

3 NC No connection

4 SCK OUT TTL レベル

5 NC No connection

6 NC No connection

7 NC No connection

8 G TALLY OUT ON : 5 V
OFF : GND

9 NC No connection

10 NC No connection

11 NC No connection

12 Y VIDEO OUT 1.0 Vp-p, Zo=75Ω

13 VIDEO GND － GND for VIDEO

14 Pb VIDEO OUT ± 0.35 Vp-p, Zo=75Ω

15 Pr VIDEO OUT ± 0.35 Vp-p, Zo=75Ω

16 NC No connection

17 R TALLY OUT ON : 5 V
OFF : GND

18 NC No connection

19 UNREG GND － GND for UNREG

20 UNREG OUT +10.5 V to +17 V

No. 信号 I/O 仕様

(External View)

123

181920

45678

1314151617

9101112
コネクターピン配列
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DC IN (8 ピン、凸型）

EXT I/O (5 ピン、凹型）

（モジュラージャック）
IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T) 準拠

VF（DVF-EL100用、26ピン）

USB

No. 信号 I/O 仕様

1 UNREG_GND － GND for +12 V

2 UNREG_GND － GND for +12 V

3 UNREG_GND (24 V) － GND for +24 V

4 UNREG_24 V_IN IN +24 V

5 UNREG_12 V_IN IN +12 V

6 UNREG_12 V_IN IN +12 V

7 UNREG_12 V_IN IN +12 V

8 UNREG_GND － GND for +12 V

No. 信号 I/O 仕様

1 EXT_CMD1_OUT OUT RS-232C

2 EXT_CMD0_OUT OUT

3 EXT_CMD1_IN IN

4 EXT_CMD0_IN IN

5 GND －

No. 信号 I/O 仕様

1 TXD (+) OUT

2 TXD (–) OUT

3 RXD (+) IN

4 NC －

5 NC －

6 RXD (–) IN

7 NC －

8 NC －

1
28

3

4

7

6
5

(External View)

1

2

3 4

5

(External View)

(External View)

1 8

NO. 信号 I/O 仕様

1 SHIELD GND － GND

2 LVDS 1– OUT LDVS (–) output

3 LVDS 2– OUT LDVS (–) output

4 LVDS 3– OUT LDVS (–) output

5 LVDS CLK– OUT LDVS clock (–) output

6 LVDS 4– OUT LDVS (–) output

7 LVDS 5– OUT LDVS (–) output

8 VF ON IN VF ON signal input

9 SDAT I/O Serial data signal input/output

10 UNREG OUT UNREG output

11 UNREG OUT UNREG output

12 GND － GND

13 GND － GND

14 GND － GND

15 LVDS 1+ OUT LDVS (+) output

16 LVDS 2+ OUT LDVS (+) output

17 LVDS 3+ OUT LDVS (+) output

18 LVDS CLK+ OUT LDVS clock (+) output

19 LVDS 4+ OUT LDVS (+) output

20 LVDS 5+ OUT LDVS (+) output

21 SRX OUT SDI signal output

22 SCLK OUT Serial data clock signal output

23 UNREG OUT UNREG output

24 UNREG OUT UNREG output

25 GND － GND

26 SHIELD GND － GND

No. 信号 I/O 仕様

1 VBUS OUT 5 V dc, 500 mA (max)

2 D- IN/OUT

3 D+ IN/OUT

4 GND －

(External View)

13 1

26 14

1 2 3 4

(External View)
コネクターピン配列 71
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DC OUT 12 V (11ピン、凹型）

DC OUT 24 V (3 ピン、凹型）

Webブラウザーによるメ
ニュー操作

本機の設定メニューは、Web ブラウザーを介してコン
ピューターからコントロールすることもできます。

対応OS
Windows XP、Windows Vista、Windows 7
Mac OS X

対応ブラウザー
Firefox 8 以降
Google Chrome 13 以降
Safari 5 以降

メニューを表示させるには

1 Network メニューの<LAN Setting> ページの IP 
Address で、IP アドレスを設定する。

例：192.168.1.2

2 コンピューターとカメラを、ハブ経由、またはクロス
ケーブルで直接接続する。

3 コンピューターのWebブラウザーを起動し、http:// に
続けて <LAN Setting> ページで設定した IP アドレスを
入力する。

例：http://192.168.1.2

次のようなメニュー画面が表示されます。

･ Windows、Windows Vista は、米国Microsoft Corporation の米国
およびその他の国における登録商標です。

･ Mac OS は、米国 Apple, Inc. の商標または登録商標です。
･ Firefox は、米国Mozilla Foundation の米国およびその他の国に
おける商標または登録商標です。

･ Chrome は、Google Inc. の商標です。

No. 信号 I/O 仕様

1 NC

2 NC

3 NC

4 NC

5 NC

6 NC

7 NC

8 NC

9 UNREG_GND －

10 NC

11 UNREG_12 V_OUT OUT +12 V DC
4 A (MAX)

No. 信号 I/O 仕様

1 UNREG_GND (24 V) －

2 UNREG_24 V_OUT OUT +24 V DC
4 A (MAX)

3 REC trigger IN OPEN or +5 V : Normal
GND : Active

8

9

1
765

4
3 2

10
11

(External View)

2
1

3

(External View)
Webブラウザーによるメニュー操作
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タブレット端末による操作

タブレット端末に専用アプリケーション F65Remote Look 
Plus をインストールすると、本機をワイヤレスで操作でき
ます。
ワイヤレスでの操作には、Wi-Fi アダプターCBK-WA01
（別売）が必要です。

◆ CBK-WA01 の取り付けについて詳しくは、「2-6 CBK-WA01 の取
り付け」（22 ページ）をご覧ください。

F65Remote Look Plus でできること
• 使用頻度の高いメニュー設定値を一覧で表示・設定
（Control 画面）

• 本機のメニューを表示、設定変更（Menu 画面）*

• SRMemory に記録されたファイルリストを表示（File List
画面）

• スレート情報の表示（Slate 画面）
• ASC CDL の設定値を表示・変更 (ASC CDL 画面 )
• 映像信号の入力から出力までのメニュー設定状況を表示
（Output Signal Map 画面）

• File List一覧ファイルとASC CDLファイルの出力(Export
画面 )

• オペレーションマニュアルを表示（Manual 画面）

＊一部のメニューは表示されません。

対応機器
iPad, iPad2, iPad（第 3世代以降） 1) iOS 5.0 以降

1) iPad2 または iPad（第 3 世代以降）の使用を推奨します。
タブレット端末による操作 73
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タブレット端末と本機の接続
接続には、2つのモードがあります。

インフラストラクチャーモード
無線 LANアクセスポイントを経由して、本機とタブレッ
ト端末をWi-Fi 接続します。
アクセスポイントを介して、カメラに対して 1対多の通信
ができます。カメラに対して複数のタブレット端末で接
続・制御したい場合は、こちらのモードをご利用くださ
い。

アドホックモード
本機とタブレット端末を直接Wi-Fi 接続します。
アクセスポイントを必要とせず、カメラに対して 1対 1の
通信ができます。電源確保が難しいなどの理由でアクセス
ポイントが用意できない場合は、こちらのモードをご利用
ください。

◆ 接続方法について詳しくは、タブレットのヘルプをご確認くださ
い。

• アドホックモードでは、IEEE802.11n での接続はできませ
ん。データの暗号方式はWEPのみとなります。

• ご利用のタブレット端末によってはアドホックモードを搭
載していない場合があります。詳しくはタブレット端末の
取扱説明書をご覧ください。

• インフラストラクチャーモードでは、カメラ 1台に複数の
タブレット端末を接続することができますが、設定変更が
できる端末はPanel Active を取得した 1台の端末のみで
す。その他の端末は、設定の閲覧のみ可能です。

• 本機にネットワークケーブルを接続している場合、
Network メニューの<LAN Setting> ページと <Wi-Fi 
Setting> ページで同じ IP アドレスが設定されていると、
Wi-Fi を使用することができません。LANとWi-Fi を同時
に使用する場合は、<LAN Setting> ページと <Wi-Fi 
Setting> ページの IP アドレスに、必ず異なる値を設定し
てください。ネットワークケーブルが接続されていない場
合は、同じ IP アドレスが設定されていても、Wi-Fi が使
用できます。

• データの暗号方式にWEPを使用していて、接続しづらい、
または接続が安定しない場合は、他の暗号方式や機器を使
用してください。

インフラストラクチャーモード

アドホックモード

F65+CBK-WA01 アクセスポイント

タブレット端末

F65+CBK-WA01
タブレット端末

ご注意
タブレット端末による操作
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iPad は、Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
IOS の商標は、Cisco の米国およびその他の国のライセンスに基づ
き使用されています。
Android は、Google Inc の商標または登録商標です。

COLOR SPACE設定に
よる色域変化

本機での RAW撮影時、本線信号（SR-R4 接続時に記録され
る信号）の色域は、S-GAMUTモードです。

色度図

1. S-GAMUT仮想色度点
図は S-GAMUTの仮想色域を示し、その色度点は下記のと
おりです。

S-GAMUTモードで撮影した素材の色域変換を行うときは、
この仮想色度点をご利用ください。
“仮想”と称している理由は、これが実際の正確な色域を表
すものではなく、色域変換などの計算に必要な数値として算
出したものであるためです。実際の色域は三角形では表すこ
とができないため、この仮想色度点を導入しています。
なお、S-GAMUT色域から従来のカメラ（HDC-F950、
HDW-F900R など）の色域へは、次の計算式で簡易的に変換
することができます。

x y

R 0.73  0.28

G 0.14  0.855

B 0.1 –0.05

y

x

0.8 10.60.40.2

- 0.2

0.2

0.4

0.6

0.8

1

- 0.2

S-GAMUT
Film
DCDM REF PJ
CRT
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(Rw, Gw, Bw)：元の S-GAMUT色域のRGB値
(R, G, B)：従来カメラ色域へ変換後の値

S-GAMUT色域から他の色域に変換する場合は、次の計算式
を使用してください。

ITU-R BT.709/sRGBに変換する場合

(Rw, Gw, Bw)：元の S-GAMUT 色域の RGB 値
(R, G, B)：変換後の RGB値

ACES（Academy Color Encoding Spacification）-
GAMUTに変換する場合

• デイライト：5500K

• タングステン：3200Kまたは4300K

(Rw, Gw, Bw)：元の S-GAMUT 色域の RGB 値
(R, G, B)：変換後の RGB値

S-GAMUT色域をXYZ色空間で表現する場合は、次の計算
式を使用してください。

(Rw, Gw, Bw)：元の S-GAMUT 色域の RGB 値
(X, Y, Z)：XYZ色空間へ変換後の値

2．Filmの色域
図中の Film は、VISION Premier Film EK 2393 の計測値を
示しています。
COLOR SPACE 設定による色域変化
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GNU GPL/LGPL適用ソフトウェアに関するお知らせ

本製品には、以下の GNU General Public License（以下「GPL」とします）または GNU Lesser General Public License（以下
「LGPL」とします）の適用を受けるソフトウェアが含まれております。お客様は添付のGPL/LGPL の条件に従い、これらのソ
フトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。

パッケージリスト

lzo
blktrace
compcache
directfb
e2fsprogs
net-tools
gawk
gdisk
gpm
iputils
libtool
libcap
memstat
mkcramfs
ncurses
nfs-utils
procinfo
pump
time
util-linux-ng
vsftpd
wireless-tools
acl
bash
busybox
coreutils
diffutils
dosfstools
ethtool
findutils
fuse
glib
grep
ksymoops
less
libusb
minicom
oprofile
procps
setserial
tar
tofrodos
vim
which
GNU GPL/LGPL 適用ソフトウェアに関するお知らせ 77
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xz
iptables
mtd-utils
glibc-libpthread_ptt
module-init-tools
linux-kernel
at
camif
logrotate
sysklogd
udhcp
glibc

ソースコードの入手方法については、弊社サービスにお問い合わせください。

The GNU General Public License (GPL)

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

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of 
a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have 
made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
GNU GPL/LGPL 適用ソフトウェアに関するお知らせ
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The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it 
may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program 
or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work under copyright law: 
that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated 
into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each 
licensee is addressed as “you”.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. 
The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents 
constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is 
true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided 
that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of 
warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other 
recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection 
in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, 
and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet 
all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any 
change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the 
Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this 
License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running 
for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate 
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and 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.
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3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form 
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under 
the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than 
your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding 
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software 
interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This 
alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or 
executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable 
work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface 
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special 
exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary 
form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, 
unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering 
equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though 
third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any 
attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your 
rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not 
have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission 
to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept 
this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate 
your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the 
Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a 
license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You 
may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible 
for enforcing compliance by third parties to this License.

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 
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system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide 
range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the 
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot 
impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted 
interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical 
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus 
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to 
time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems 
or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which 
applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or 
of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of 
this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, 
write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to 
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals 
of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software 
generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED 
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” 
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH 
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY 
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE 
PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, 
SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO 
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED 
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM 
TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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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 
as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied 
warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public 
License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free 
Software Foundation, Inc., 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.

GNU Lesser General Public License

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 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.
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[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, 
version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU 
General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the 
software is free for all its users. 

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages-typically libraries-
-of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think 
carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular 
case, based on the explanations below. 

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, 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 and use pieces of it in new free 
programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to 
surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library 
or if you modify it. 

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights 
that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the 
library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making 
changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights. 

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives 
you legal permission to copy, distribute and/or modify the library. 

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library 
is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so 
that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others. 

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company 
cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we 
insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified 
in this license. 

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the 
GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General 
Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs. 

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally 
speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such 
linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax 
criteria for linking other code with the library. 

We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s freedom than the ordinary 
General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free 
programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the 
Lesser license provides advantages in certain special circumstances. 
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For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so 
that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent 
case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting 
the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License. 

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large 
body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people 
to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system. 

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure that the user of a 
program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version 
of the Library. 

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference 
between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code derived from the library, 
whereas the latter must be combined with the library in order to run. 

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the 
copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public 
License (also called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.

A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with 
application programs (which use some of those functions and data) to form executables. 

The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A 
“work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work 
containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into 
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) 

“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, 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 library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. 
The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its 
contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether 
that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does. 

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete 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 distribute a 
copy of this License along with the Library. 

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 Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, 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) The modified work must itself be a software library. 
GNU GPL/LGPL 適用ソフトウェアに関するお知らせ



　
付
録

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any 
change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License. 

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program 
that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good 
faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still 
operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. 

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent 
of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this 
function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square 
roots.) 

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from 
the Library, 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 Library, 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 Library. 

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the 
Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy 
of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU 
General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU 
General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other 
change in these notices. 

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License 
applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. 

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library. 

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable 
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you 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. 

If distribution of 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 satisfies the requirement to distribute the source code, even though 
third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being 
compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work 
of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. 
GNU GPL/LGPL 適用ソフトウェアに関するお知らせ 85



86

　
付
録

However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the 
Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is 
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. 

When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the 
work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially 
significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be 
true is not precisely defined by law. 

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small 
inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is 
legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under 
Section 6.) 

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms 
of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly 
with the Library itself. 

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library 
to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided 
that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such 
modifications. 

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its 
use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays 
copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing 
the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things: 

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including 
whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work 
is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable “work that uses the Library”, as 
object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified 
executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions 
files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.) 

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at 
run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions 
into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as 
long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with. 

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified 
in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution. 

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to 
copy the above specified materials from the same place. 

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs 
needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be 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. 
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It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not 
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library 
together in an executable that you distribute. 

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other 
library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate 
distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that 
you do these two things: 

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other 
library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above. 

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and 
explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this 
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library 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. 

9. 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 Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this 
License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your 
acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library 
or works based on it. 

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license 
from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library 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 with this License. 

11. 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 Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution 
of the Library 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 Library. 

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. 

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted 
interfaces, the original copyright holder who places the Library 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. 
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13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser 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 Library 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 Library does not specify a license version 
number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible 
with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software 
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be 
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing 
and reuse of software generally. 

NO WARRANTY 

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE 
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED 
IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “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 LIBRARY IS WITH 
YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY 
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 

16. 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 
LIBRARY 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 LIBRARY (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 LIBRARY 
TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), 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 Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free 
software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, 
alternatively, under the terms of the ordinary General Public License). 

To apply these terms, attach the following notices to the library. 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 library’s name and an idea of what it does.> 
Copyright (C) <year> <name of author> 

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public 
License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later 
version.
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This library 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 Lesser General Public 
License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; 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. 

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” 
for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: 

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ̀ Frob' (a library for tweaking knobs) written by James 
Random Hacker.

signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That’s all there is to it!

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア portmap が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California.
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 acknowledgement:
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “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 REGENTS 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.
GNU GPL/LGPL 適用ソフトウェアに関するお知らせ 89



90

　
付
録

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア strace が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

Copyright (c) 1991, 1992 Paul Kranenburg <pk@cs.few.eur.nl>
Copyright (c) 1993 Branko Lankester <branko@hacktic.nl>
Copyright (c) 1993 Ulrich Pegelow <pegelow@moorea.uni-muenster.de>
Copyright (c) 1995, 1996 Michael Elizabeth Chastain <mec@duracef.shout.net>
Copyright (c) 1993, 1994, 1995, 1996 Rick Sladkey <jrs@world.std.com>
Copyright (C) 1998-2001 Wichert Akkerman <wakkerma@deephackmode.org>
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. The name of the author may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific 
prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR “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 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.

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア libxml2 が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

Copyright (C) 1998-2003 Daniel Veillard.  All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation 
files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the 
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FIT-NESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE DANIEL VEILLARD BE 
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CON-
NECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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Except as contained in this notice, the name of Daniel Veillard shall not be used in advertising or otherwise to promote the 
sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from him.

本製品は、OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/) で利用するために、OpenSSL Project により開発されたソフトウェアを
含んでいます。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2011 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.
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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).

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.

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)”

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.]

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア dhcpclient が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

Copyright © 2004-2011 by Internet Systems Consortium, Inc. (“ISC”)
Copyright © 1995-2003 by Internet Software Consortium

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, 
provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND ISC DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS 
SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT 
SHALL ISC BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY 
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION 
OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH 
THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
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本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア openssh が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

The licences which components of this software fall under are as follows.  First, we will summarize and say that all 
components are under a BSD licence, or a licence more free than that.

OpenSSH contains no GPL code.

1)
Copyright (c) 1995 Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>, Espoo, Finland
                   All rights reserved

As far as I am concerned, the code I have written for this software can be used freely for any purpose.  Any derived 
versions of this software must be clearly marked as such, and if the derived work is incompatible with the protocol 
description in the RFC file, it must be called by a name other than “ssh” or “Secure Shell”.

[Tatu continues]
However, I am not implying to give any licenses to any patents or copyrights held by third parties, and the software 
includes parts that are not under my direct control.  As far as I know, all included source code is used in accordance 
with the relevant license agreements and can be used freely for any purpose (the GNU license being the most 
restrictive); see below for details.

[However, none of that term is relevant at this point in time.  All of these restrictively licenced software components 
which he talks about have been removed from OpenSSH, i.e.,

- RSA is no longer included, found in the OpenSSL library
- IDEA is no longer included, its use is deprecated
- DES is now external, in the OpenSSL library
- GMP is no longer used, and instead we call BN code from OpenSSL
- Zlib is now external, in a library
- The make-ssh-known-hosts script is no longer included
- TSS has been removed
- MD5 is now external, in the OpenSSL library
- RC4 support has been replaced with ARC4 support from OpenSSL
- Blowfish is now external, in the OpenSSL library

[The licence continues]

Note that any information and cryptographic algorithms used in this software are publicly available on the Internet and 
at any major bookstore, scientific library, and patent office worldwide.  More information can be found e.g. at “http://
www.cs.hut.fi/crypto”.

The legal status of this program is some combination of all these permissions and restrictions.  Use only at your own 
responsibility.
You will be responsible for any legal consequences yourself; I am not making any claims whether possessing or using 
this is legal or not in your country, and I am not taking any responsibility on your behalf.

NO WARRANTY

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 
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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.

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.

2)
The 32-bit CRC compensation attack detector in deattack.c was
contributed by CORE SDI S.A. under a BSD-style license.

Cryptographic attack detector for ssh - source code

Copyright (c) 1998 CORE SDI S.A., Buenos Aires, Argentina.

All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that this copyright notice is retained.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL CORE SDI S.A. BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE 
OR MISUSE OF THIS SOFTWARE.

Ariel Futoransky <futo@core-sdi.com>
<http://www.core-sdi.com>

3)
ssh-keyscan was contributed by David Mazieres under a BSD-style license.

Copyright 1995, 1996 by David Mazieres <dm@lcs.mit.edu>.

Modification and redistribution in source and binary forms is permitted provided that due credit is given to the author 
and the OpenBSD project by leaving this copyright notice intact.

4)
The Rijndael implementation by Vincent Rijmen, Antoon Bosselaers and Paulo Barreto is in the public domain and 
distributed with the following license:

@version 3.0 (December 2000)

Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)

@author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>
@author Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be>
@author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>

This code is hereby placed in the public domain.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS “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 AUTHORS 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.

5)
One component of the ssh source code is under a 3-clause BSD license, held by the University of California, since we 
pulled these parts from original Berkeley code.

Copyright (c) 1983, 1990, 1992, 1993, 1995
     The Regents of the University of California.  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. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products 

derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “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 REGENTS 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.

6)
Remaining components of the software are provided under a standard 2-term BSD licence with the following names 
as copyright holders:

Markus Friedl
Theo de Raadt
Niels Provos
Dug Song
Aaron Campbell
Damien Miller
Kevin Steves
Daniel Kouril
Wesley Griffin
Per Allansson
Nils Nordman
Simon Wilkinson
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Portable OpenSSH additionally includes code from the following copyright holders, also under the 2-term BSD 
license:

Ben Lindstrom
Tim Rice
Andre Lucas
Chris Adams
Corinna Vinschen
Cray Inc.
Denis Parker
Gert Doering
Jakob Schlyter
Jason Downs
Juha Yrjölä
Michael Stone
Networks Associates Technology, Inc.
Solar Designer
Todd C. Miller
Wayne Schroeder
William Jones
Darren Tucker
Sun Microsystems
The SCO Group
Daniel Walsh

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.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR “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 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.

8) Portable OpenSSH contains the following additional licenses:

a) md5crypt.c, md5crypt.h

“THE BEER-WARE LICENSE” (Revision 42):
<phk@login.dknet.dk> wrote this file.  As long as you retain this notice you can do whatever you want with this 
stuff. If we meet some day, and you think this stuff is worth it, you can buy me a beer in return.   Poul-Henning 
Kamp
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b) snprintf replacement

Copyright Patrick Powell 1995
This code is based on code written by Patrick Powell (papowell@astart.com) It may be used for any purpose as 
long as this notice remains intact on all source code distributions

c) Compatibility code (openbsd-compat)

Apart from the previously mentioned licenses, various pieces of code
in the openbsd-compat/ subdirectory are licensed as follows:

Some code is licensed under a 3-term BSD license, to the following
copyright holders:

Todd C. Miller
Theo de Raadt
Damien Miller
Eric P. Allman
The Regents of the University of California
Constantin S. Svintsoff

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. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote 

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “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 REGENTS 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.

Some code is licensed under an ISC-style license, to the following copyright holders:

Internet Software Consortium.
Todd C. Miller
Reyk Floeter
Chad Mynhier

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby 
granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND TODD C. MILLER DISCLAIMS ALL WARRANTIES 
WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL TODD C. MILLER BE LIABLE FOR 
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ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION 
OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Some code is licensed under a MIT-style license to the following copyright holders:

Free Software Foundation, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including  without limitation 
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell 
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the 
following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of 
the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. 
IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, 
DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR 
OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE 
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not be used in advertising 
or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization.

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア libpng が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.5.2, March 31, 2011, are Copyright (c) 2004, 2006-2011 Glenn Randers-
Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual 
added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, 
and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the 
list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement.  There is no 
warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs.  This library is provided 
with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.
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libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, 
and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the 
list of Contributing Authors:

Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed 
according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing 
Authors:

John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, “Contributing Authors” is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied “AS IS”.  The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, 
expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose.  The 
Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or 
consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of 
such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, 
without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.

2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as 
a component to supporting the PNG file format in commercial products.  If you use this source code in a product, 
acknowledgment is not required but would be appreciated.

A “png_get_copyright” function is available, for convenient use in “about” boxes and the like:

printf("%s",png_get_copyright(NULL));

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files “pngbar.png” and “pngbar.jpg” (88x31) and 
“pngnow.png” (98x31).
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Libpng is OSI Certified Open Source Software.  OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source 
Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア libcurl が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, 
provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE 
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote 
the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア libexpat が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation 
files (the Software), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, 
merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES 
OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 
SOFTWARE.

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア zlib が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

(C) 1995-2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler
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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 source 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 source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler
jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア lighttpd が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

Copyright (c) 2004, Jan Kneschke, incremental
 All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- 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.

- Neither the name of the ‘incremental’ nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “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 COPYRIGHT OWNER 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.

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア file が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

Copyright (c) Ian F. Darwin 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995.
Software written by Ian F. Darwin and others;
maintained 1994- Christos Zoulas.
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This software is not subject to any export provision of the United States Department of Commerce, and may be exported 
to any country or planet.

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 immediately at the beginning of the file, without 
modification, 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.

 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS “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.

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア freetype が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType 
font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The 
license affects thus the FreeType  font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage 
inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are 
that:

• We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (‘as is’ 
distribution)

• You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (‘royalty-free’ 
usage)

• You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must 
acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (‘credits’)
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We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial 
products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We 
thus encourage you to use the following text:

Portions of this software are copyright (C) <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

0. Definitions

Throughout this license, the terms ‘package’, ‘FreeType Project’, and ‘FreeType archive’ refer to the set of files 
originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the ‘FreeType Project’, 
be they named as alpha, beta or final release.

‘You’ refers to the licensee, or person using the project, where ‘using’ is a generic term including compiling the 
project’s source code as well as linking it to form a ‘program’ or ‘executable’.
This program is referred to as ‘a program using the FreeType engine’.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project,  including all source  code, binaries and 
documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.
If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights 
reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED ‘AS IS’ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY  AND 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT 
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE 
FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, 
compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and 
object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the 
rights granted herein, subject to the following conditions:

• Redistribution of source code must retain this license file (‘FTL.TXT’) unaltered; any additions, deletions or 
changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.  The copyright notices of 
the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

• Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work 
of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType 
web page in your documentation, though this isn’t mandatory.
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These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files.  
If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or 
promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your 
documentation or advertising materials: ‘FreeType Project’, ‘FreeType Engine’, ‘FreeType library’, or ‘FreeType 
Distribution’.

As you have not signed this license, you are not required to accept it.  However, as the FreeType Project is copyrighted 
material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify 
it.
Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all 
the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

• freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and 
distribution. 
If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

• freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

http://www.freetype.org

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア usagi-tool が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

Copyright (C) 2007 USAGI/WIDE 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. Neither the name of the project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived 
from this software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS “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 PROJECT 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.

本製品には、以下のライセンスを受けるNet BSD ソフトウェアが含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

Copyright (c) 1994-2004 The NetBSD Foundation, Inc. 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 acknowledgement:

This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote 

products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “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 REGENTS 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 following notices are required to satisfy the license terms of the software that we have mentioned in this document:

This product includes software developed by Adam Glass.
This product includes software developed by Bill Paul.
This product includes software developed by Brini.
This product includes software developed by Causality Limited.
This product includes software developed by Charles M. Hannum.
This product includes software developed by Christian E. Hopps.
This product includes software developed by Christopher G. Demetriou.
This product includes software developed by Christopher G. Demetrioufor the NetBSD Project.
This product includes software developed by Christos Zoulas.
This product includes software developed by Gardner Buchanan.
This product includes software developed by Gordon W. Ross
This product includes software developed by Manuel Bouyer.
This product includes software developed by Mark Brinicombe.
This product includes software developed by Rolf Grossmann.
This product includes software developed by TooLs GmbH.
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This product includes software developed by the NetBSD Foundation, Inc. and its contributors.
This product includes software developed by the RiscBSD team.
This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory and its 
contributors.
This product includes software developed by the University of California, Lawrence Berkeley Laboratory.
This product includes software developed for the NetBSD Project by Wasabi Systems, Inc.
This product includes software developed for the NetBSD Project by Matthias Drochner.

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア ncurses が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation 
files (the ““Software””), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, 
modify, merge, publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to 
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED ““AS IS””, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. 
IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR 
OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT 
OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not be used in advertising or otherwise 
to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization.

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア libjpeg が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア PHP5.3.5 が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

-------------------------------------------------------------------- 
                  The PHP License, version 3.01
Copyright (c) 1999 - 2012 The PHP Group. All rights reserved.
-------------------------------------------------------------------- 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, is 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.
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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. The name “PHP” must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written 
permission. For written permission, please contact group@php.net.

4. Products derived from this software may not be called “PHP”, nor may “PHP” appear in their name, without prior 
written permission from group@php.net.  You may indicate that your software works in conjunction with PHP by 
saying “Foo for PHP” instead of calling it “PHP Foo” or “phpfoo”

5. The PHP Group may publish revised and/or new versions of the license from time to time. Each version will be given 
a distinguishing version number.
Once covered code has been published under a particular version of the license, you may always continue to use it 
under the terms of that version. You may also choose to use such covered code under the terms of any subsequent 
version of the license published by the PHP Group. No one other than the PHP Group has the right to modify the terms 
applicable to covered code created under this License.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
“This product includes PHP software, freely available from
 <http://www.php.net/software/>”.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PHP DEVELOPMENT TEAM “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 PHP DEVELOPMENT TEAM 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 software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the PHP Group.

The PHP Group can be contacted via Email at group@php.net.

For more information on the PHP Group and the PHP project, please see <http://www.php.net>.

PHP includes the Zend Engine, freely available at
<http://www.zend.com>.

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア JavaScript MD5 が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All rights reserved. 

License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the “RSA Data Security, Inc. MD5 Message-
Digest Algorithm” in all material mentioning or referencing this software or this function.
GNU GPL/LGPL 適用ソフトウェアに関するお知らせ 107



108

　
付
録

License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as “derived from the RSA 
Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm” in all material mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability 
of this software for any particular purpose. It is provided “as is” without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.

Copyright (c) 1998 - 2009, Paul Johnston & Contributors
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following 
conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. 
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.

Neither the name of the author nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from 
this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS “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 COPYRIGHT OWNER 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.

本製品には、以下のライセンスを受けるソフトウェア TinyXML が含まれています。
なお、ソースコードの内容についてのお問い合わせはご遠慮ください。

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 source 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 source distribution.
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