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ホーム画面

1. 新規 - 新規スコアを開始またはテンプレートからスコアを開く
 
2. ロケーションを選択 - 前回開いたスコアを表示またはiOSファイルブラウザーを使用して全スコア
をブラウズ（iOS 11以降）。デフォルトのフォルダーはデバイス上のNotionフォルダーですが、Appleの
［ファイル］アプリを使用してiCloud、Dropbox、OneDrive、Google Driveを含むさまざまなクラ
ウドサービスを有効にすることができます（iOS9/10では標準ファイルブラウザーが提供され、デバイ
スまたはiCloud上のみのファイルにアクセスすることができます）
 
3. 検索と並べ替え機能（下にスワイプしてオプションを表示）.  リストまたはタイルで表示
 
4. 最近使用
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 新規 

2. テンプレートを選択
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スコアセットアップ

 
1. 楽器選択 - 楽器の画像をタッチして、楽器を選択しスコアに追加します。
 
2. 楽器を編集 - スコア内の楽器を編集します。追加、削除、および/または移動が行えます。 
 
3. 楽器設定 - 各楽器の楽器設定を開きます。楽器設定では、楽器の名前の変更、移調楽器の設定、楽
器特定のオプション選択が行えます。
 
4. 楽器カテゴリ - 選択ウィンドウに表示される楽器カテゴリを選択します。
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楽器セットアップ

1. 選択されている楽器 - 現在編集中の楽器を表示します。 

2. 楽器名/楽器の省略名 - 楽器名/楽器の省略名をここで入力/変更します。
楽器を切り替え - 選択されている楽器を切り替えます。

3. モード選択 - スコア上に、楽譜、タブ譜、またはその両方を表示するかどうかを選択します。
 
4. 移調 - 選択されている楽器の移調設定を選択します。
コード記号を移調 - 移調楽器で、コード記号を移調させるかCにするかを選択します。
 
5. 調弦設定 - 希望のチューニングと弦の番号を選択します（ギターおよびベースのみ）。

6. . 楽器を表示/隠す - 選択されている楽器の表示と非表示を切り替えます。
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サウンドマネージャー

ロンドンのアビーロードスタジオで特別にレコーディングされたロンドン交響楽団の演奏によるオーケスト
ラサンプル、有名アーティストの演奏によるギターおよびドラムサンプルが付属しています。ご購入いただ
きましたNotionにはサウンドの幅広いコレクションが付属しており、サウンドマネージャーからダウンロー
ドできます。 

スタインウェイピアノからフルオーケストラまで、デバイスに保存したいサウンドをいつでも管理できます。
スコアはデバイス上にそのサウンドがない場合にも再生され、その場合ピアノが使用されます。スコアはバ
ックグラウンドでサウンドをダウンロードしながらも操作できますが、アプリまたはデバイスを閉じるとダウ
ンロードは一時停止します。

1. ライブラリ - 使用可能なサウンドすべてが一覧表示されます。ストアで購入したアイテムもライブラリに
表示されます。ご使用のデバイスにローカル保存するには、雲の形のアイコンをタップします。削除するに
は、楽器の上で左にスワイプして［削除］をタップします。メニュー上部には楽器のバンドルが表示されてお
り、個別のアイテムをタップする手間が省けます。 
 
2. ストア - 追加サウンドをアンロックまたは購入できます。ご使用のデバイスでiTunes Storeにサインイ
ンしていない場合、購入済みサウンドを表示させるにはApple IDのパスワードを入力してサインインする
必要があります。再読み込みするには［すべての購入を復元］ボタンをタップします。リスト上部のバンドル
を選択する方が、各楽器を個別に購入するよりもお得です。
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メニューバー

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

iPad

iPhone / iPod Touch
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1 - ホームボタン - ホーム画面では、新規スコアの作成、スコアのダウンロード、既存のスコアを開くこ
とができます。
 
2 - 設定 - 表示切り替え、印刷設定、iPad表示設定、スコア設定が行えます。 
 
3 - サウンド - デバイスのサウンドライブラリの管理や追加楽器の購入が行えます。
 
4 - エクスポート - .notion、AAC、mp3、.wav、MIDI、MusicXML、PDFの各ファイルをエクスポー
トできます。 SMP Press用エクスポート
メール、iCloud、Dropboxにエクスポートしたり、デバイスに保存（後でデスクトップコンピューター上
のiTunes経由で転送可能）したりできます。.wavファイルをロケートするには、このデバイスが接続さ
れている間にiTunesでこのデバイスを選択し、［App］タブを選択して［ファイル共有］セクションを表示
させ、このアプリを選択します。保存されているファイルが［書類］ウィンドウに表示されます。［別名で保
存］を選択して、ファイルのコピーに新しい名前を付けて保存することもできます。フルスコアとして、ま
たはパート譜としてPDFファイルをエクスポートできます。 
 
Notionからエクスポートしたファイルを同一デバイス上の別のアプリと共有する、新しい「送信」機能。［
エクスポート］を開いて必要なファイル・フォーマットを選択してから［送信］をタップします。

5 - ヘルプ - ヘルプファイルまたはクイックリファレンスガイドが開きます。
 
6 - 早戻し- 1回タップすると、前回のスタート位置に戻ります。2回タップすると、スコアの先頭に戻りま
す。
 
7 - 再生/一時停止 - スコアの再生と一時停止を切り替えます。
 
8 - 録音 - このボタンを押すと、MIDIリアルタイム録音モードが有効になります。
 
9 - ミキサー/オンスクリーン楽器/手書き - タップして、音符入力用の鍵盤/フレットボード/ドラムパッド
の切り替え、ミキサーの表示、スコア表示スペースを広げるためにすべてを隠すの3種類から選択でき
ます。 ここからも手書きにアクセスできます（アプリ内購入が必要です。iPadのみ）
 
10 - 取り消す - 前回の操作を取り消します。
 
11 - やり直す - 前回の動作をやり直します。
 
12 - 戻る/試聴 - 1音符分戻ります。このボタンを押すと、移動元の音符を試聴することもできます。
 
13 - 進む/試聴 - 1音符分進みます。このボタンを押すと、移動元の音符を試聴することもできます。

メニューバー
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音符入力 - タッチスクリーンを使用する

音符入力 - タッチスクリーンを使用する

1. 手の形のアイコンを選択します。

2. 音符の音価、休符の音価、臨時記号、装飾音符を選択します。

3. 画面をタッチしてスコアアイテムを置く場所を指定します。

4. 十字カーソルを使用してスコアアイテムを正確に配置できます。

5. 指またはスタイラスを使用してスコアアイテムを選択したりドラッグしたりできます。

フェルマータ、中間休止、テヌート、反復、テンポ記号など、ほとんどの楽譜上の項目はダブルタップで
編集できます。
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選択範囲メニュー

選択範囲メニューを使用する -

パレット内の選択範囲アイコンをタップするか、スコア内の任意の場所をダブルタップするか、単
一のスコアアイテムを選択すると、選択範囲オプションが表示されます。選択範囲オプションは次
のとおりです。

カット - 選択されているパートをカットし、クリップボードに置いてペーストできるようにします。
このオプションでは、スコアから音符が削除されます。

コピー - 選択されているパートをコピーし、クリップボードに置いてペーストできるようにします。 
 
ペースト - クリップボードからスコアに選択範囲をペーストします。

削除 - 選択範囲内のスコアアイテムと小節（1つまたは複数）を削除します。

消去 - 選択範囲内のスコアアイテムを消去します。

複製 - 現在の選択範囲を複製します。

すべて選択 - すべての小節と楽器を選択します。

パートを選択 - 現在のパートをスコア全体にわたって選択します。

詳細 - コンテキストメニューが開きます（次のページ参照）。

押し続けると表示されるメニュー-

小節を選択してから指を押し続けると、以下のオプションを含むメニューが表示されます。

［ペースト］、［アウフタクト小節を作成］、［部分小節を作成］、［通常小節を作成］、［小節線を挿入］
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音符入力 - 楽器

1 - メロディ/和音モード - 鍵盤/フレットボード/ドラムパッドで音符を入力する際のモードを、メロディ（
一度に1音符）または和音（一度に複数の音符）から選択します。IPhoneまたはiPod touchでは1ボタ
ンとなります。
 
2- 編集/試聴 - 音符の入力またはバーチャル楽器による試聴を選択します。 

3 - ボイス選択 - ドラムパッドでの音符入力に使用したいボイスを選択します。
 
4 - 鍵盤/フレットボード - 鍵盤/フレットボードをタッチして音符を入力します。和音またはメロディのモ
ードを使用して和音またはメロディを入力できます。選択されている楽器の「範囲外」の音符は鍵盤が灰
色で表示されます。

オンスクリーン楽器を使用したリアルタイム録音 - 使用したい楽器（ドラム/キーボード/ギター）を選択し
ます。キーボードまたはギターを選択した場合、楽器を左右にスクロールし、希望の範囲が録音可能で
あることを確認します。録音ボタンを押してオプションを選択します。

5 - 手書き。42ページ参照
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MIDI入力/録音 
 
オンスクリーン楽器に加えて、MIDI楽器を使用したステップ入力を使用してリアルタイムで録音でき
ます。Apple iPad Camera Connection Kitなどの製品を使用してiOSデバイスに接続できます。 
MIDI Bluetoothデバイスにも接続可能 - ［設定］>［Bluetooth MIDIデバイス］を開きます。
 
ステップ入力： 
MIDIデバイスを使用して音符を入力します。このプロセスは、アプリ内のインタラクティブ鍵盤やフレッ
トボードの使用に似ていますが、こちらでは任意の外部MIDIデバイスを使用することができます。 
 
ステップ入力モードを有効にするには、編集ツールが選択されていることを確認してください。

 
-MIDIデバイスでピッチを選択すると、譜表上に音符が表示されます。 
-リズム音価を変更したり休符を入力したりするには、パレットを使用します。 
-前後に移動して別の音符を選択するには、画面右下の矢印を使用します。 
 
MIDI録音/リアルタイムMIDI入力： 
リアルタイム入力では、一定テンポで楽譜を入力します。この方法は、音符/和音/休符を最もすばやく入
力できるだけでなく、各音にどの音価を指定すればよいか分からない場合推奨される方法です（No-
tionが処理してくれます）。 
 
音符や休符の入力に時間をかけたい難しいパッセージでは、ステップ入力を使用するか、実際のスピー
ドより遅いメトロノーム記号を使用することを考慮してください。
 
Notionが音符のキャプチャに使用するテンポは、最も近いメトロノーム記号により設定されたテンポ
です。テンポ記号がない場合、Notionはデフォルトのテンポ90を使用します。 

 
スコアのすべてまたは一部をリアルタイム入力で入力するには： 
 
スコア内の開始したい位置を楽器の譜表で選択します。 

トランスポートの録音ボタンをクリックします。 

録音ダイアログ（下の画像参照）で設定を選択します。 

［録音を開始］を押します。カウントインが終わるのを待ってから、演奏を開始します。 

終わったら、トランスポートの一時停止ボタンをクリックします。 

その後、いくつかの音符や休符を取り除く必要がある場合があります。必要に応じてアーティキュレーシ
ョンやその他の楽譜記号を追加します。折に触れてファイルを保存するようにしましょう。 
 

音符入力 - MIDI録音とステップ入力
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音符入力 - MIDI録音とステップ入力（続き）
  
       録音を開始 – 
   MIDIラインの録音を開始するのに使用しま
す。 

 メトロノーム – 音符入力時にメトロノームを
使用するかどうかを選択します。

 
 カウントイン – 録音開始前に挿入されるカウ
ントインの長さを小節単位で選択します。 
 
 
 最小デュレーション -  
 一部のコントローラー（特にギターMIDIコント
ローラー）では、本来Notionに入力するつもりの
ない極めて短い音が演奏され、Notionがそれを
音符として拾ってしまうことがあります。これは、演
奏中に隣の弦に触れたり、フレットに指を置いた
りすると生じます。こういった短い音が取り込まれ
ないよう、［最小デュレーション］設定を使用しま
す。［40 ms］を選択すると、40ミリ秒を下回る音
は無視されます。

和音のまとまり - 
和音を演奏する場合、和音内の音すべてが完全に同時に発音されるわけではありません。特にギター
MIDIコントローラーではこの傾向が高くなります。ギターをかき鳴らすとき、低音弦の音は高音弦の音
より前に発音されます。［和音のまとまり］設定は、音のグループのまとまり具合を指定し、個別音として
ではなく和音として入力される程度を指定します。個々の音を非常に正確なリズムで演奏している場合、
低めの値を設定します。和音をかき鳴らしている場合、高めの値を設定します。 
 
 
分割ポイント -  
ピアノなど2つの五線を使用するパートで、高い音を高音部譜表に、低い音を低音部譜表に表示させた
い場合があります。［分割ポイント］は、高音部譜表の音符と低音部譜表の音符の境界を指定します。五
線を1つしか使用しないパートでは、この設定は効果を持ちません。 

連音符 - 
3連符やより複雑な連音符（5:4など）を記譜させたい場合、［連音符］オプションをオンにします。このオ
プションをオフにすると、標準の調子または付点音符のみになります。
 
多声 - 
2つの異なるラインが存在するパートで演奏している場合、［多声］オプションをオンにします。このオプ
ションをオフにすると、1つのラインのみ記譜されます。 

マルチチャンネルぎたー - 
ギターMIDIコントローラーを演奏している場合、このオプションをオンにしておくことをおすすめしま
す。MIDIギターは各弦の音を異なるMIDIチャンネル上で送信し、Notionはこの情報を使用してタブ
譜上の適切な弦に音符を記譜します。



15


コンテキストメニュー 

コンテキストメニューは、選択範囲メニューの［詳細］ボタンを押すと表示されます。

コンテキストメニュー - ツール
移調 - 選択範囲を移調
休符で埋める - 選択範囲を休符で埋める
選択した項目のみ消去 - 選択した項目のみを選択範囲か
ら消去
（下の［選択した項目のみ消去］メニュー参照）
強弱を微調整 - 強弱記号の再生程度を変更
声部を交換 - 選択範囲内の声部を交換
タブ番号をリセット - 選択範囲内のタブ番号をデフォルト
設定にリセット
録音したベロシティを消去 - 録音したベロシティを消去
記譜にクオンタイズ -録音した演奏内容のリズムをリセット
休止中の譜表を表示/隠す - スコア内の休止中の譜表を隠
します。これは、休止が長く続くパートがある大型のスコア
の場合、そのパートが実際に演奏する箇所だけを表示でき
るので便利です。組段ごとに表示/非表示を切り替えること
ができます（つまり、最初のページ上にすべての楽器を表
示させ、次のページから休止中の楽器を隠すことができま
す）。

［選択した項目のみ消去］メニュー

音符、休符、和音はそのまま残し、アーティキュレーションやテン
ポ記号といった指定の楽譜記号のみを削除したい場合、［選択し
た項目のみ消去］が便利です。削除したい要素を指定すれば、そ
れ以外はそのまま残されます。
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コンテキストメニュー（続き）

音符
上向きの符尾 - 選択範囲内の符尾の方向を上向きに変更
下向きの符尾 - 選択範囲内の符尾の方向を下向きに変更
デフォルトの符尾の向き - 選択範囲内の符尾の向きをデフ
ォルトに変更

符尾を隠す - 音符の符尾を隠す（リズムスラッシュや符尾
のないスラッシュを使用）

隠れている符尾を表示 - 非表示にした音符の符尾を表示

アーティキュレーション上 - アーティキュレーションを音符
の上に移動

アーティキュレーション下 - アーティキュレーションを音符
の下に移動

デフォルトのアーティキュレーション位置 - デフォルトのア
ーティキュレーション配置
リズムスラッシュとして表示 - 選択範囲をリズムスラッシュ
として表示
キューとして表示 - 選択範囲をキューとして表示
タチェットに設定 - 選択範囲をタチェットに設定
二重奏 - 選択範囲を2度、3度、4度、5度、6度、7度、オクタ
ーブの隔たりで二重にする

連符

連符を作成 - 選択範囲から連符を作成
カスタム連符 - 選択範囲からカスタムの連符を作成 
（下のメニュー参照）
連符を削除 - 選択範囲から連符を削除

カスタム連符メニュー
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コンテキストメニュー（続き）

休符

休符を隠す - 選択範囲内の休符を隠す
隠れている休符を表示 - 選択範囲内の隠れている休符を
表示

添付
（ここでは、強弱記号やテキストなどの添付を、選択されて
いる譜表の上または下に移動できます）

上/下に自動表示 - 添付をデフォルトの位置に表示
譜表上に表示 - 添付を譜表の上に表示
譜表下に表示 - 添付を譜表の下に表示
隠す - 選択範囲の添付を隠す
隠れているアイテムを表示 - 選択範囲の添付の非表示を解
除

特殊選択/特殊ペースト

必要に応じて、声部、和音、または歌詞を個別に選択した
り、コピーして個々の声部にペーストしたりできます。
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コンテキストメニュー（続き）

譜表グループ

大括弧グループを作成 - 選択範囲から大括弧グループを
作成
括弧グループを作成 - 選択範囲から括弧グループを作成

小節線グループを作成 - 選択範囲から小節線グループを
作成

テンポグループを作成 - 選択範囲からテンポグループを作
成
大括弧グループから削除 - 大括弧グループから選択範囲
を削除
括弧グループから削除 - 括弧グループから選択範囲を削
除
小節線グループから削除 - 小節線グループから選択範囲
を削除
テンポグループから削除 - テンポグループから選択範囲を
削除

小節ツール

小節番号を常に表示 - 小節の上に小節番号を表示
小節番号を表示しない - 小節番号を隠す
強制改行なし - 改行をキャンセル
新規組段を強制 - 現在の小節から新しい組段を開始
新規ページを強制 - 現在の小節から新しいページを開始
次の小節に連結 - 現在の小節を次の小節と同じ組段にキ
ープ
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移調する

スコア上を指でダブルタップしてからドラッグしてエリアを選択し、移調したいスコア上のパートを選
択します。［詳細］タブを選択してから、コンテキストメニューの［ツール］メニューで［移調］を選択しま
す。

移調の希望のオプションを選択し、［移調］ボタンを押します。 
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スイング

Notionに搭載されている数々の先進的な機能のひとつに、再生時の可変スイング機能があります。微妙なスイン
グや激しいスイングにタイミングを調整できます。この機能は、スコア内のさまざまな場所にいくつでも設定でき
ます。スイングを開始する位置と、標準の演奏に戻る位置の2つの要素を設定します。注意：スイングは3連符の再
生に影響しません。

スイング機能を開始させたいスコア内の位置にカーソルを置きます。パレットから［Swing/Straight］を選択し
ます。画面上にスイング設定（下参照）が表示され、ストレート/スイング、8分音符/16分音符、適用先として単一の
譜表のみ/スコア全体、スイングの量をそれぞれ選択できます。
設定が完了し［OK］を押すとスコアに戻り、カーソルの位置に［Swing］と表示されます。スイングコントロールの
量はデフォルトでは40に設定されており、0だと極めてわずかなスイング、100だと非常に強いスイングとなりま
す。デフォルト値に戻りたい場合、［リセット］ボタンを押すとスライダーがデフォルトの40に戻ります。

スコア内にスイングを設定した後でスイングコントロールを編集したい場合、スコア内の［Swing］の文字をダブ
ルタップすると［スイング設定］が画面上に開きます。
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1 - クリッピングライト - 楽器のレベルがクリッピングすると点灯します。
 
2 - メーター - 各楽器のオーディオ出力のレベルメーターです。
 
3 - フェーダー - 各楽器のボリュームレベルをコントロールします。
 
4 - メーターレベル - 対応するメーターのデシベルレベルです。
 
5 - fxボタン - 指定のチャンネルのfxを有効にします（マスターチャンネルではリバーブを使用できま
す）。
 
6 - fxノブ - 選択されているチャンネルのfxの量を変更します。
 
7 - ソロ - 選択されているトラックをソロにします。

8 - ミュート - 選択されているトラックをミュートします。
 
9 - パン - ミックス内の楽器の配置（左または右）を決定します。

ミキサー

1

2

3

4

5

7

6

9

8
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パレット - メインパレット

1 - ノートエントリツール - このツールを使用して音符と休符を追加します。

2 - 消しゴムツール - このツールを使用してスコア内の現在の選択範囲を削除します。

3 - 選択範囲ツール - このツールを使用してスコア内の範囲を選択し、選択されている楽器に奏法を編
集/コピー/ペーストします。

4. - クイックアクセスパレット - パレットでひんぱんに使用するアイテムのセレクションです。

5 - 音符/休符選択 - 入力する音符/休符の音価を選択します。（iPhoneではすばやく選択できるよう別
々に表示）

6 - 臨時記号 - スコアの臨時記号を選択します。異名同音ツールもここにあります。

7 - アーティキュレーション - スコアのアーティキュレーションを選択します。

8 - 強弱記号 - スコアの強弱記号を選択します。

9 - 別の符頭を選択 - スコアに対して別の符頭を選択します。

10 - 楽器スコアテクニック 1 - アルペジオ、弓の上げ下げ/弦をかき鳴らす方向、グリッサンド、ポルタメ
ント、トリル。

11 - C7 - 和音表やコードダイアグラムを入力します。入力するには、和音記号を入力したい位置の拍
の上にカーソルを置きます。入力する和音の種類またはコードダイアグラムを選択し、［OK］を選択しま
す。1小節に2つ以上の和音を選択する場合、その和音に関連する音符または休符を譜表に入力する必
要があります。こうすることで、小節内で正しい拍に和音を配置することができます。

12 - 楽器スコアテクニック2 - 拍子/調号、音部記号、その他の楽譜記号。

13 - 小節線と反復 - 小節線/反復を入力します。

14 - 選択されている楽器テクニック - 選択されている楽器に対するテクニックを選択して入力します。

15 - テキスト/歌詞 - テキストまたは歌詞を入力します。入力するには、歌詞がスタートする位置の拍の
上にカーソルを置きます。
歌詞（1）を1番、歌詞（2）を2番と選択していきます。歌詞テキストボックスが表示されます。歌詞の入力
を開始し、スペースキーを使用して次の拍に進みます。
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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パレット - 選択範囲ツール

1. スラー - 複数の音符をスラーでつなぎます。

2. クレッシェンド - クレッシェンドを挿入します。

3. ディミヌエンド - ディミヌエンドを挿入します。

4. リタルダンド - リタルダンドを挿入します。*

5. パームミュート - 音符を選択してパームミュートを適用します。

6. レットリング - 音符を適用してレットリング機能を適用します。

7. スラップ - 音符を選択してスラップ奏法を適用します。
 
8. トリル - トリルを挿入します。
 
9. ヘアピン（クレッシェンド） - クレッシェンドを挿入します。

10. ヘアピン（ディミヌエンド） - ディミヌエンドを挿入します。

11. アッチェレランド - アッチェレランドを挿入します。*
 
12. 8va - 挿入して音符を記述より1オクターブ上で再生します。
 
13. 8vb - 挿入して音符を記述より1オクターブ下で再生します。
 
14. 15ma - 挿入して音符を記述より2オクターブ上で再生します。
 
15. 15mb - 挿入して音符を記述より2オクターブ下で再生します。

16. 異名同音ツール

* rit.またはaccel.を入力すると「a tempo」が自動的に挿入されます。「a tempo」をダブルタップして
別のテンポに変更できます。

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

16
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パレット - クイックアクセスパレット（IPADのみ）

デュレーション:

1. 全音符/全休符
 
2. 2分音符/2分休符

3. 4分音符/4分休符
 
4. 8分音符/8分休符
 
5. 16分音符/16分休符
 
6. 括弧 - 3連符を作成します。
 
7. タイ - 音符間にタイを挿入します。

8. 付点 - 音符に付点を追加します（付点2分音符など）。

9. フェルマータ - スコアに記号を入力し、ダブルタップしてデュレーションを編集します。

臨時記号

10. ナチュラル

11. 異名同音ツール

12. シャープ 

13. フラット

アーティキュレーション

14. アクセント

15. スラー

16. フォルテピアノ

17. スタッカート

19. フォルツァンド

強弱記号

20 フォルテ

21 メゾフォルテ

22 ピアノ

23 メゾピアノ

NB - 
クイックアクセスパレットは、ギターテクニックパレットが表示さ
れている場合使用できません

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12

14 15 16

13 17 18 19

20 21

22 23
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パレット - 音符/休符選択

1. 2全音符（倍全音符）/2全休符（倍全休符）

2. 全音符/全休符
 
3. 2分音符/2分休符

4. 4分音符/4分休符
 
5. 8分音符/8分休符
 
6. 16分音符/16分休符
 
7. 32分音符/32分休符
 
8. 64分音符/64分休符

9. マルチ声部（上に音符） - 「上向き符尾」の音符オプションを別の音符の上に入力します。
 
10. マルチ声部（下に音符） - 「下向き符尾」の音符オプションを別の音符の下に入力します。

11. タイ - 音符間にタイを挿入します。
 
12. 付点 - 音符に付点を追加します（付点2分音符など）。
 
13. 複付点 - 音符に複付点を追加します（複付点2分音符など）。
 
14. 括弧 - 3連符を作成します。
 
15. 括弧 - 3連符、連音符、その他のオプションを作成します。

NB - iPhoneでは、小さな画面でもすばやく選択できるよう、音符と休符が各パレットに分離されます

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15
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パレット - 別の符頭を選択

1.装飾音符（8分音符） - 8分音符のリズムで装飾音符を入力します。

2. 装飾音符（16分音符） - 16分音符のリズムで装飾音符を入力します。
 
3. 標準の符頭
 
4. X符頭
 
5. トライアングル符頭
 
6. スラッシュ符頭
 
7. ○にXの符頭
 
8. ひし形符頭

9. ゴースト符頭

10. 符尾のないリズムスラッシュ
 
11. 一定リズムのトレモロ（/）
 
12. 一定リズムのトレモロ（//）
 
13. 一定リズムのトレモロ（///）

14. フィンガートレモロ（/）
 
15. フィンガートレモロ（//）
 
16. フィンガートレモロ（///）

17. 連桁ツール

18. 五線をまたぐ連桁ツール - リージョンまたは個々の符頭を選択してからタップして、大譜表にわた
って五線をまたぐ連桁を作成します。

19. 符尾ありリズムスラッシュ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16 17

10

18 19
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パレット - 臨時記号

1.異名同音ツール - 音符を選択してタップし、GbからF#などに変更します

2. ダブルシャープ 
 
3. ダブルフラット
 
4. シャープ
 
5. フラット
 
6. ナチュラル
 
7. ナチュラルより八分音高い
 
8. ナチュラルより八分音低い
 
9. シャープより八分音高い
 
10. シャープより八分音低い
 
11. フラットより八分音高い
 
12. フラットより八分音低い
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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パレット - アーティキュレーション

1. スラー - まずスラーを押し、スラーを開始する音符をタップし、スラーを終了する音符をタップしてス
ラーを入力します。
2. フォルテピアノ
3. フォルテシモピアノ
4. フォルツァンド
5. フォルテシモフォルツァンド
6. スフォルツァンドフォルテ
7. スフォルツァンドフォルテシモ
8. スフォルツァートフォルテ
9. スフォルツァートフォルテシモ
10. スフォルツァンドピアノ
11. スフォルツァンドフォルテピアノ
12. セミスタッカート 
13.スタッカート
14. スタッカーティシモ
15. メゾスタッカート
16. アクセント
17. スタッカートアクセント
18. セミスタッカートアクセント
19. スタッカーティシモアクセント
20. マルカート
21. スタッカートマルカート
22. セミスタッカートマルカート
23. スタッカーティシモマルカート
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
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パレット - 強弱記号

1. ピアニッシッシッシモ
 
2. ピアニッシッシモ
 
3. ピアニッシモ

4. ピアノ
 
5. メゾピアノ
 
6. メゾフォルテ
 
7. フォルテ
 
8. フォルテシモ
9. フォルテシッシモ
 
10. フォルテシッシッシモ 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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パレット - 楽器スコアテクニック

1. アルペジオ
 
2. アルペジオアップ
 
3. アルペジオダウン
 
4. 上げ弓
 
5. 下げ弓
 
6. オープン（倍音）
 
7. クローズ

8. ペダルダウン

9. ペダルアップ
 
10. グリッサンド
 
11. ポルタメント
 
12. トリル
 
13. トリルシャープ
 
14. トリルナチュラル
 
15. トリルフラット

16 - 21.運指（Tは親指） 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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パレット - 和音ライブラリ

1. 希望の和音を選択します。
 
2. メジャー、マイナー、セブンスなどを選択します。 

3. 和音内の根音以外のベース音がある場合、または和音を拡張したい場合に選択します。
 

4. 文字表記和音ではなくコードダイアグラムを使用します。 

5. ［入力］を押して和音を入力します。 

6. 矢印を使用して和音の位置を移動したり別の和音を入力したりします。

ウクレレの場合、和音ライブラリを開き、ウクレレ譜表をタップしてギターではなくウクレレの標準チュ
ーニングのコードダイアグラムを表示させます。
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パレット - 小節線と反復/その他の演奏順序を表す記号

1. 通常の小節線 / 小節をスコアに追加
 
2. 複縦線
 
3. 終止線
 
4. 反復終了

5. セーニョまで戻りフィーネで終了

6. セーニョまで戻りコーダに移動

7. セーニョ

8. コーダに移動

9. フィーネ

10. 反復開始小節線

11. 反復終了小節線

12. 前の小節を反復
 
13. 前の2小節を反復
 
14. 曲の先頭まで戻りフィーネで終了
 
15. 曲の先頭まで戻りコーダに移動

16. コーダ

17. 手動カット開始

18. 手動カット終了
 

1 2 3 4 5 6

10

7 8 9

11 12 13 14 15 16 17 18
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パレット - 楽器スコアテクニック

スコアに記号を入力し、ダブルタップしてデュレーションを編集

1. 調号
 
2. 拍子記号
 
3. メトロノーム記号

4. スイング/ストレート
 
5. フェルマータ

6. 中間休止を追加
 
7. テヌート
 
8. ブレス記号

9. リハーサルマークを追加

10. 高音部記号
 
11. 低音部記号
 
12. アルト記号
 
13. テノール記号

14. 高音部記号8va

15. 高音部記号15ma

16. 高音部記号8vb

17. 低音部記号8vb
 
18. 打楽器用音部記号
 
19. ブロック音部記号

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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パレット - 選択されている楽器テクニック -  弦楽器

1. オープン（倍音）

2. バルトークピチカート

3. 余韻を残して

4. トレモロ

5. コンソルディーノ - ミュート（弱音器）を付けて

6. センツァソルディーノ - ミュートを外して

7. ミュートあり

8. アルコ - 弓を使用して 

9. ピチカート - 指ではじいて

10. コルレーニョ

11. スルポンティチェッロ

12. ノーマル

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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パレット - 選択されている楽器テクニック  - 木管楽器

1. ビブラート

2. ノンビブラート

3. フラッタータンギング

4. ノーマル

パレット - 選択されている楽器テクニック - 金管楽器

1. オープン

2. ストレートミュート

3. ストップ

4. フラッタータンギング

5. ノーマル

1 2 3 4

1 2 4 5
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パレット - 選択されている楽器テクニック - ギター1

1. アルペジオ
 
2. アルペジオアップ
 
3. アルペジオダウン
 
4. スライドアップ
 
5. スライドダウン
 
6. 上向きにかき鳴らす

7. 下向きにかき鳴らす
 
8. ハンマリングオン
 
9. プリングオフ
 
10. タッピング

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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パレット - 選択されている楽器テクニック - ギター2

1. ワイドビブラート

2. カポ

3. ストリングベンド
 
4. ストリングプリベンド
 
5. 弦を解放

6. ワーミーバー上

7. 1-5左手運指

8. ワーミーバービブラート

9. ビブラート
 
10. ストリングベンドを維持
 
11. ストリングベンド後弦を解放
 
12. ストリングプリベンド後弦を解放

13. ワーミーバー下

14. 右手親指

15. 右手人差し指

16. 右手中指 

17. 右手薬指

18. 右手小指

19. オープン弦0-7 

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6

18

19
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設定 - 表示を切り替え

画面表示 - スコアをiPadまたはiPhone画面用に
最適化して表示

ページ表示 - スコアを印刷用に最適化してページ
で表示

連続表示 - 演奏中、緑の再生マーカーがスコア上
を移動してスムーズにスコアがスクロールし、改ペ
ージがありません。一番左にマージンが表示され、
各譜表の楽器の省略名（赤）、現在の音部記号、調
号、拍子記号がオーバーレイ表示されます。

パート... - 特定のパートを表示または印刷したい
場合、［パート］を選択し、表示/印刷したい楽器/パ
ートを選択します。 

移調譜 - スコア上の移調楽器がすべて移調された
状態で表示されます。

 

コンサートチューニング - 移調楽器を実音の調（これらの楽器の現在のオクターブ）で表示します。

コンサートピッチ - 移調楽器を実音の調かつ実際のオクターブで表示します（たとえばピッコロは実際
のピッチより下のオクターブで記述されます）。

隠されているアイテムを表示 - スコア内に隠されているアイテムを表示します。

声部カラーを表示 - スコア内に声部カラーを表示します。

範囲外カラーを表示 - 通常の楽器の音域外の音符を表示します。

カットを隠す - スコア内のカットを隠します。
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設定 - 印刷/パート設定1

iOS用Notionには、印刷レイアウトのカスタマイズ機能が搭載されています。 

ページサイズ - 用紙サイズと向き（［縦向き］または［横向き］）を選択

マージン - ドキュメントのマージンを選択

レイアウト - 
 記譜フォント - 標準フォントまたはジャズフォント、およびフォントサイズを選択
 小節番号 - 小節番号を表示するかどうかを選択し、表示する場合は組段ごとまたは小節ごとに
表示するかどうかを選択  
 組段ごとの小節 - 組段ごとの小節数を手動で設定するか自動にするかを選択  
 
 組段タイトル - 楽器名を表示するかどうかを選択し、表示する場合はすべての組段または最初
の組段のみに表示するか、また楽器名を完全形で表示するか略名を表示するかをそれぞれ選択  
 

印刷設定のその他のオプションは次のとおりです。

譜表間隔 - 譜表間の間隔を指定

改行 - 改行を表示するか隠すかを選択

改行間隔 - 改行の間隔を指定

コードダイアグラム概要 - コードダイアグラム概要をページ上に表示するか隠すかを選択

キュー音符を印刷 - 選択してキュー音符を印刷
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設定 - 印刷/パート設定2 / 長休符

長休符は、［パート設定］>［その他］の［長休符］で、長休符を作成する前に小節休符の最小数を選択し
ます。

NB - スコアには2つ以上の楽器が必要です（1つをスコア設定メニューで隠すことができます）

- 長休符は楽器のダイナミックパートにのみ表示され、フルスコアには表示されません。
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印刷する

Apple AirPrintに対応するプリンターを利用して印刷できます。

- プリンターを選択

- 部数または両面印刷を選択

- ［印刷］を押す
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手書き（IPADアプリ内購入）

Notionでは、手書きで楽譜に書き込むことができるようになりました。指、スタイラス、Apple Pencil
を使用して書き込むとNotionがそれを変換します。 スコアエリアに直接手書き入力できるようになり
ました。今後も希望に応じて手書きズームエリアを使用することは可能です。これは、大型のスコアでの
書き込みや音符入力方法を組み合わせたい場合に便利です（手書き認識機能はiPadアプリ内購入）。

描画

- スコアを開く/作成します。
- バーチャル楽器セレクターをタップして、鉛筆アイコンをタップします。
- 2本指でスクロールおよびズーム
- 購入済みなのに購入のメッセージが表示された場合、
購入時に使用したものと同じApple IDでサインインしているかどう
か確認してください。 

指やスタイラスで描画できます。動作検証はAdonit Jot Proで行っていますが、他のスタイラスも使
用できます。

スコアに直接入力したり、別の手書き入力エリアに入力したりできるようになりました。
- スコア内の描画を開始したい小節をタップします。手書きエリアがその位置にジャンプします。
- 書き込んでいくうちに、自動的に要素が楽譜に入力されていきます。
- 手書きエリアを2本指でスクロールします。

- スクリブルで削除 - 音符と添付（アーティキュレーションなど）を削除するには、符頭だけをスクリブル
し（擦り）ます。

手書き入力にApple Pencilを使用する

記譜時の筆圧を感知、より自然な書き心地を実現。また、Apple Pencilを使用することで、認識精度だ
けでなく要素の選択や調整精度も向上
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手書き

手書き機能では次の記譜要素が認識されます。

すべてのNotion音部記号

全音符から64分音符まで（および休符）

3連符、カスタム連符、比

縦線、終止線、複縦線、反復小

和音 / ダブルシャープ/フラットを含む臨時記号

タイとスラー

アーティキュレーション

コモンタイムおよびカットタイム記号を含む調号 加線

MyScript® テクノロジーを採用
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FAQ

よくある質問をこちらにまとめています。ご質問や不明点が生じた際には、まずこちらをご覧ください。

スコアに小節を追加する方法は？

- 小節を追加したい位置に再生カーソルを置き、入力パレットの小節線ツールをタップします。 
- 複数の小節を挿入するには、小節オプションが表示されるまでスコア内で小節を押し続けます。その
後、［小節線を挿入］を選択し、挿入したい小節線の数を入力します。

購入済みの楽器やバンドルを再びダウンロードする際、再課金されますか？

- いいえ。同一アカウントiTunesストアにログインすれば、再課金なしで購入済みのサウンドを再ダウ
ンロードすることができます。アプリ内購入で再ダウンロードする必要がある場合、［すべての購入を復
元］を押します。

iPad用Notionにインポート可能なファイルの種類は？

- Notionは、Notion、MIDI、Music XML、またはレガシーのGuitar Proファイルのインポートに対
応しています。

Notionでファイルを開く、ファイルを共有、Notionにファイルにインポートする際のオプションは？

- .notion、music XML、MIDIファイルを開く/インポートすることができます。ファイルの共有は、メー
ル、Dropbox、iCloud、iTunesで行えます。

スコアからアイテムを削除する方法は？

スコアからアイテムを削除するにはいくつかの方法があります。

- 指でアイテムをタップして、スコア内のアイテムを個別に選択します。その後、パレットの消しゴムアイ
コンを押します。 

- パレットの選択範囲アイコンを押します。青い枠を操作して削除したいエリアを指定します。その後、
パレットの消しゴムアイコンを押します。

- 削除したいアイテムがあるエリアで画面をダブルタップします。青い枠を操作して削除したいエリアを
指定します。［削除］または［消去］を選択してスコアアイテムを削除します。（［削除］は音符と小節を、［消
去］は音符のみをそれぞれ削除します。）

楽器をダウンロードする際、Notionを開いたままにしておく必要がありますか？

- はい。購入した楽器のダウンロード中はNotionを開いたままにしておく必要があります。ダウンロー
ド中にアプリを閉じた場合、再び開いた際にダウンロードが再開されます。これは、Appleのアプリ内
購入すべてに共通の動作です。

FAQ
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FAQ（続き）

インストールされている楽器の確認方法は？

- ストアメニューと楽器設定には、ダウンロード中、購入した楽器にダウンロードプログレスバーが表示
されます。完了すると、楽器がスコア設定に表示され、ストアメニューにインストール済み楽器として表
示されます。 

再生中にサウンドが聞こえません。

- デバイスの音量を上げ、ミュートしていないか確認してください。ミキサー設定を確認し、ミュートやソ
ロになっているトラックがないか確認してください。

作業中のスコアはどこに保存されますか？

- 新規スコアが作成またはインポートされると、ホーム画面のスコアリストにタイトル別に保存されま
す。コンピューターまたは別のデバイスに定期的にバックアップを作成することをおすすめします。アプ
リをアップデートする場合やデバイスを復元する場合は必ずバックアップを取ってください。

スコアリストからファイルを削除する方法は？

- スコアリスト上の［編集］ボタンをタップするか、スコアタイトル上を右向きにスワイプして［削除］オプ
ションを表示させます。

特定のサウンドを使用すると再生に問題が生じるのはなぜ？

- 左にスワイプしてから［削除］をタップして、［サウンド］からサウンドを削除します。その後、最新バージ
ョンを再びダウンロードしてください。

FAQ（続き）

フィードバック

PreSonusでは継続的な製品向上に努めており、お客様からのフィードバックを重要視しています。
お寄せいただいたフィードバックやご提案はすべて検討し、今後の開発の参考にさせていただきます。
どうぞお気軽に製品の機能向上に関するご意見をお寄せください。その際は、問題や提案内容をでき
るだけ詳しくご記述ください。また、弊社から連絡が必要な場合に備え、ご使用の製品名およびお客様
のメールアドレスをお忘れなくご記入ください。製品の品質向上にご協力いただきありがとうございま
す。
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本ソフトウェアには、著作権法で保護されている以下の技術が活用されています。

Steinberg VST SDK 2.4 

VST is a trademark and software of Steinberg Media Technologies GmbH

mda VST plug-ins - June 2008

Copyright © 2008 Paul Kellett

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.

Anti-Grain Geometry - Version 2.4 

Copyright © 2002-2005 Maxim Shemanarev (McSeem) 

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.
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Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization
obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by
this license (the “Software”) to use, reproduce, display, distribute,
execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to
do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the following disclaimer,
must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and
all derivative works of the Software, unless such copies or derivative
works are solely in the form of machine-executable object code generated by
a source language processor.

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, TITLE AND NON-INFRINGEMENT.IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Skia 2D Graphics Library - August 2012

Copyright © 2011 Google 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:

   * 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 Google Inc. 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.

ASIHTTPRequest

Copyright (c) 2007-2011, All-Seeing Interactive
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 All-Seeing Interactive nor the
     names of its contributors may be used to endorse or promote products
      derived from this software without specific prior written permission.

謝辞
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY All-Seeing Interactive ‘’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 All-Seeing Interactive 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.

GHUnit

Created by Gabriel Handford on 1/25/09.
Copyright 2009.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, 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.

Reachability

Significant additions made by Andrew W. Donoho, August 11, 2009.
This is a derived work of Apple’s Reachability v2.0 class.

The below license is the new BSD license with the OSI recommended personalizations.
<http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.php>

Extensions Copyright (C) 2009 Donoho Design Group, LLC.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 Andrew W. Donoho nor Donoho Design Group, L.L.C.
may be used to endorse or promote products derived from this software
without specific prior written permission.

謝辞
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY DONOHO DESIGN GROUP, L.L.C.“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 HOLDER 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.

Apple’s Original License on Reachability v2.0

Disclaimer:IMPORTANT:This Apple software is supplied to you by Apple Inc.
(“Apple”) in consideration of your agreement to the following terms, and your
use, installation, modification or redistribution of this Apple software
constitutes acceptance of these terms.If you do not agree with these terms,
please do not use, install, modify or redistribute this Apple software.

In consideration of your agreement to abide by the following terms, and subject
to these terms, Apple grants you a personal, non-exclusive license, under
Apple’s copyrights in this original Apple software (the “Apple Software”), to
use, reproduce, modify and redistribute the Apple Software, with or without
modifications, in source and/or binary forms; provided that if you redistribute
the Apple Software in its entirety and without modifications, you must retain
this notice and the following text and disclaimers in all such redistributions
of the Apple Software.

Neither the name, trademarks, service marks or logos of Apple Inc. may be used
to endorse or promote products derived from the Apple Software without specific
prior written permission from Apple.Except as expressly stated in this notice,
no other rights or licenses, express or implied, are granted by Apple herein,
including but not limited to any patent rights that may be infringed by your
derivative works or by other works in which the Apple Software may be
incorporated.

The Apple Software is provided by Apple on an “AS IS” basis.APPLE MAKES NO
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED
WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS USE AND OPERATION ALONE OR IN
COMBINATION WITH YOUR PRODUCTS.

IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, REPRODUCTION, MODIFICATION AND/OR
DISTRIBUTION OF THE APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED AND WHETHER UNDER THEORY OF
CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF
APPLE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (C) 2009 Apple Inc. All Rights Reserved.

BugTrap

This license governs use of the accompanying software.If you use the software, you
accept this license.If you do not accept the license, do not use the software.

1.Definitions
The terms “reproduce,” “reproduction,” “derivative works,” and “distribution” have the
same meaning here as under U.S. copyright law.
A “contribution” is the original software, or any additions or changes to the software.
A “contributor” is any person that distributes its contribution under this license.
“Licensed patents” are a contributor’s patent claims that read directly on its contribution.

謝辞
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2.Grant of Rights
(A) Copyright Grant- Subject to the terms of this license, including the license 
conditions and limitations in section 3, each contributor grants you a non-exclusive, 
worldwide, royalty-free copyright license to reproduce its contribution, prepare 
derivative works of its contribution, and distribute its contribution or any derivative 
works that you create.
(B) Patent Grant- Subject to the terms of this license, including the license conditions 
and limitations in section 3, each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, 
royalty-free license under its licensed patents to make, have made, use, sell, offer for 
sale, import, and/or otherwise dispose of its contribution in the software or derivative 
works of the contribution in the software.

3.Conditions and Limitations
(A) No Trademark License- This license does not grant you rights to use any contributors’ 
name, logo, or trademarks.
(B) If you bring a patent claim against any contributor over patents that you claim are 
infringed by the software, your patent license from such contributor to the software ends 
automatically.
(C) If you distribute any portion of the software, you must retain all copyright, patent, 
trademark, and attribution notices that are present in the software.
(D) If you distribute any portion of the software in source code form, you may do so only 
under this license by including a complete copy of this license with your distribution. 
If you distribute any portion of the software in compiled or object code form, you may 
only do so under a license that complies with this license.
(E) The software is licensed “as-is.”You bear the risk of using it.The contributors 
give no express warranties, guarantees or conditions.You may have additional consumer 
rights under your local laws which this license cannot change.To the extent permitted 
under your local laws, the contributors exclude the implied warranties of 
merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement.

CAHostTimeBase

Disclaimer:IMPORTANT:This Apple software is supplied to you by Apple 
Inc. (“Apple”) in consideration of your agreement to the following 
terms, and your use, installation, modification or redistribution of 
this Apple software constitutes acceptance of these terms.If you do 
not agree with these terms, please do not use, install, modify or 
redistribute this Apple software. 

In consideration of your agreement to abide by the following terms, and 
subject to these terms, Apple grants you a personal, non-exclusive 
license, under Apple’s copyrights in this original Apple software (the 
“Apple Software”), to use, reproduce, modify and redistribute the Apple 
Software, with or without modifications, in source and/or binary forms; 
provided that if you redistribute the Apple Software in its entirety and 
without modifications, you must retain this notice and the following 
text and disclaimers in all such redistributions of the Apple Software. 
Neither the name, trademarks, service marks or logos of Apple Inc. may 
be used to endorse or promote products derived from the Apple Software 
without specific prior written permission from Apple.Except as 
expressly stated in this notice, no other rights or licenses, express or 
implied, are granted by Apple herein, including but not limited to any 
patent rights that may be infringed by your derivative works or by other 
works in which the Apple Software may be incorporated. 

The Apple Software is provided by Apple on an “AS IS” basis.APPLE 
MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION 
THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS USE AND 
OPERATION ALONE OR IN COMBINATION WITH YOUR PRODUCTS. 

IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, REPRODUCTION, 
MODIFICATION AND/OR DISTRIBUTION OF THE APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED 
AND WHETHER UNDER THEORY OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), 
STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

Copyright (C) 2013 Apple Inc. All Rights Reserved. 
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Profile.m

Disclaimer:IMPORTANT:This Apple software is supplied to you by Apple
Computer, Inc. (“Apple”) in consideration of your agreement to the
following terms, and your use, installation, modification or
redistribution of this Apple software constitutes acceptance of these
terms.If you do not agree with these terms, please do not use,
install, modify or redistribute this Apple software.

In consideration of your agreement to abide by the following terms, and
subject to these terms, Apple grants you a personal, non-exclusive
license, under Apple’s copyrights in this original Apple software (the
“Apple Software”), to use, reproduce, modify and redistribute the Apple
Software, with or without modifications, in source and/or binary forms;
provided that if you redistribute the Apple Software in its entirety and
without modifications, you must retain this notice and the following
text and disclaimers in all such redistributions of the Apple Software. 
Neither the name, trademarks, service marks or logos of Apple Computer,
Inc. may be used to endorse or promote products derived from the Apple
Software without specific prior written permission from Apple.Except
as expressly stated in this notice, no other rights or licenses, express
or implied, are granted by Apple herein, including but not limited to
any patent rights that may be infringed by your derivative works or by
other works in which the Apple Software may be incorporated.

The Apple Software is provided by Apple on an “AS IS” basis.APPLE
MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION
THE IMPLIED WARRANTIES OF NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THE APPLE SOFTWARE OR ITS USE AND
OPERATION ALONE OR IN COMBINATION WITH YOUR PRODUCTS.

IN NO EVENT SHALL APPLE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE, REPRODUCTION,
MODIFICATION AND/OR DISTRIBUTION OF THE APPLE SOFTWARE, HOWEVER CAUSED
AND WHETHER UNDER THEORY OF CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE),
STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF APPLE HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 2005 Apple Computer, Inc., All Rights Reserved

Crypto++

Compilation Copyright (c) 1995-2013 by Wei Dai.All rights reserved.
This copyright applies only to this software distribution package 
as a compilation, and does not imply a copyright on any particular 
file in the package.

All individual files in this compilation are placed in the public domain by
Wei Dai and other contributors.

The Crypto++ Library (as a compilation) is currently licensed under the Boost
Software License 1.0 (http://www.boost.org/users/license.html).

Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization
obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by
this license (the “Software”) to use, reproduce, display, distribute,
execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the
Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to
do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including
the above license grant, this restriction and the following disclaimer,
must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and
all derivative works of the Software, unless such copies or derivative
works are solely in the form of machine-executable object code generated by
a source language processor.
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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, TITLE AND NON-INFRINGEMENT.IN NO EVENT
SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE
FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Framewave

Apache License, Version 2.0

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1.Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and 
distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright 
owner that is granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities 
that control, are controlled by, or are under common control with that entity. 
For the purposes of this definition, “control” means (i) the power, direct or 
indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by 
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

“You” (or “Your”) shall mean an individual or Legal Entity exercising 
permissions granted by this License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including 
but not limited to software source code, documentation source, and 
configuration files.

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or 
translation of a Source form, including but not limited to compiled object 
code, generated documentation, and conversions to other media types.

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, 
made available under the License, as indicated by a copyright notice that is 
included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix 
below).

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that 
is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, 
annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an 
original work of authorship.For the purposes of this License, Derivative Works 
shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by 
name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original 
version of the Work and any modifications or additions to that Work or 
Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for 
inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal 
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner.For the purposes 
of this definition, “submitted” means any form of electronic, verbal, or 
written communication sent to the Licensor or its representatives, including 
but not limited to communication on electronic mailing lists, source code 
control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf 
of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but 
excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in 
writing by the copyright owner as “Not a Contribution.”
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“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf 
of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently 
incorporated within the Work.

2.Grant of Copyright License.Subject to the terms and conditions of this 
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, 
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to 
reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, 
sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or 
Object form.

3.Grant of Patent License.Subject to the terms and conditions of this 
License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, 
non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this 
section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, 
and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those 
patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by 
their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the 
Work to which such Contribution(s) was submitted.If You institute patent 
litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a 
lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work 
constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent 
licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of 
the date such litigation is filed.

4.Redistribution.You may reproduce and distribute copies of the Work or 
Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in 
Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

   1.You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy 
of this License; and

   2.You must cause any modified files to carry prominent notices stating that 
You changed the files; and

   3.You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You 
distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the 
Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any 
part of the Derivative Works; and

   4.If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, 
then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of 
the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those 
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least 
one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of 
the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided 
along with the Derivative Works; or, within a display generated by the 
Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear.The 
contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not 
modify the License.You may add Your own attribution notices within Derivative 
Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from 
the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed 
as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide 
additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or 
distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a 
whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise 
complies with the conditions stated in this License.

5.Submission of Contributions.Unless You explicitly state otherwise, any 
Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the 
Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any 
additional terms or conditions.Notwithstanding the above, nothing herein shall 
supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have 
executed with Licensor regarding such Contributions.

6.Trademarks.This License does not grant permission to use the trade names, 
trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required 
for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and 
reproducing the content of the NOTICE file.
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7.Disclaimer of Warranty.Unless required by applicable law or agreed to in 
writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its 
Contributions) on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY 
KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties 
or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE.You are solely responsible for determining the 
appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks 
associated with Your exercise of permissions under this License.

8.Limitation of Liability.In no event and under no legal theory, whether in 
tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by 
applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in 
writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any 
direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any 
character arising as a result of this License or out of the use or inability to 
use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work 
stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial 
damages or losses), even if such Contributor has been advised of the 
possibility of such damages.

9.Accepting Warranty or Additional Liability.While redistributing the Work or 
Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, 
acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations 
and/or rights consistent with this License.However, in accepting such 
obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole 
responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree 
to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability 
incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your 
accepting any such warranty or additional liability.

OpenSSL

Copyright (c) 1998-2002 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/)”
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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.

oscpack

Copyright (c) 2004 Ross Bencina <rossb@audiomulch.com>

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.

Any person wishing to distribute modifications to the Software is
requested to send the modifications to the original developer so that
they can be incorporated into the canonical version.

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.

oauth

Copyright 2007, 2008, 2009 Robin Gareus <robin@gareus.org>

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.
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CocoaSoundCloudAPI

Copyright 2010, 2011 nxtbgthng for SoundCloud Ltd.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not
use this file except in compliance with the License.You may obtain a copy of
the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT
WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.See the
License for the specific language governing permissions and limitations under
the License.

Sparkle

Copyright (c) 2006 Andy Matuschak

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.

WavPack

Copyright (c) 1998 - 2009 Conifer Software
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 Conifer Software 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 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.
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ziparchive

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.

MBProgressHUD

This code is distributed under the terms and conditions of the MIT license. 

Copyright (c) 2009 Matej Bukovinski

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.

MyScript Handwriting Recognition Technology

© 2014 MyScript. All Rights Reserved. MyScript is trademark of MyScript, registered in the US and in other countries

libffi © 1996-2012 Anthony Green, Red Hat, Inc and others

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.
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WTFPL 2.0  libTomCrypt+ libTomMath © 2004 Sam Hocevar  
LibTomCrypt is licensed under DUAL licensing terms.
LibTomCrypt is public domain.  As should all quality software be.
Tom St Denis

Miniz - Rich Geldreich 
This is free and unencumbered software released into the public domain.

Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or
distribute this software, either in source code form or as a compiled
binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any
means.

In jurisdictions that recognize copyright laws, the author or authors
of this software dedicate any and all copyright interest in the
software to the public domain. We make this dedication for the benefit
of the public at large and to the detriment of our heirs and
successors. We intend this dedication to be an overt act of
relinquishment in perpetuity of all present and future rights to this
software under copyright law.

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 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.

xxHash Library
Copyright (c) 2012-2014, Yann Collet
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.

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 HOLDER 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.
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