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本使用許諾契約書を必ずお読みください: 本ソフトウェアをダウンロード、使用、インストール、オーサライズした時点で、お
客様は本契約書の各条項に同意されたものとみなされます。

これは、Plogue Art et Technologie, Inc.の「chipspeech」のライセンスに関する契約書です。

Plogue Art et Technologie 社ソフトウェア音源製品「chipspeech」（製品を構成する全てのソフトウェア、サウンド、関連メ
ディア、印刷物、オンライン上または電子的に提供されるドキュメントを含みます）（以下、総称して「本製品」）をご使用
になる前に、以下の使用許諾契約書（以下、「本契約」）の各条項を必ずお読みください。

本製品をインストール、コピーまたは使用することによって、お客様は本契約に同意するものとします。本契約の条項に同意
しない場合、本製品をインストールしないでください。本契約は本製品を正規に購入された個人または法人組織であるオリジ
ナル‧エンド‧ユーザー、及び本製品を使用する権利を許諾されたユーザー（以下「お客様」）とPlogue Art et Technologie
社（以下「PLOGUE」）との間に締結される法的な契約であり、書面または口頭による従来の如何なる合意および了解事項に
優先するものです。

オーディオコンテンツについて
1. 定義

• 「シンセティック‧ボーカル‧パフォーマンス」とは、お客様が入力した多言語テキスト、ダイナミックな音楽情報、さま
ざまな抑揚や音調変換パラメーターから生成されたプログラムのオーディオ出力を指します。

• 「ボーカル‧パラメーター‧データベース」とは、シミュレートする声の声質、フォルマント、口の動きをデータ化したも
のを指します。

2. ライセンスの許諾

PLOGUE は本契約の各条項に従い、お客様が個人で本製品を使用することができる、非独占的、そして譲渡不可能の権利をお
客様に許諾します。本契約ではお客様に一部の権利が許諾されていますが、これは本製品、またはボーカル‧パラメーター‧
データベースの所有権をお客様に販売、または譲渡するという事ではありません。

お客様は楽曲制作、公演、その他妥当と判断できる音楽的な使用において、お客様ご自身の楽曲制作においてであれば Plogue
へ追加料金を支払うことなく、または PLOGUE から追加許諾を得ることなく、好きなだけシンセティック‧ボーカル‧パフ
ォーマンスを使用することができます。ただし、シンセティック‧ボーカル‧パフォーマンスを使用して音楽作品を制作した
場合、その音楽作品に付属する文書やクレジット（CDインデックス、映画のクレジットロールなど）には、次のような文章や
クレジットを添えるようにしてください:「本曲には『Plogue chipspeech』のシンセティック‧ボーカル‧パフォーマンスを
使用しています。（"Some Synthethic Vocal Performances were made using Plogue chipspeech."）」。一般向けでないもの
であっても、PLOGUEとしては本製品が音楽作品内でどのように使用されたか知りたいと考えています。

3. 禁止事項

お客様は本製品の使用に際し、以下の行為が禁じられます。

a) 逆コンパイル、逆アセンブル、トランスレーション、他のプログラム言語への変換、リバースエンジニアをすること。

b) 非道徳的、猥褻、憎悪、虐待、侮辱的など、好ましくない歌詞を含んだ、シンセティック‧ボーカル‧パフォーマンスを
公開、配布、または公演すること。
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c) PLOGUE からの事前の書面による許諾なしに、シンセティック‧ボーカル‧パフォーマンスを配布をすること、または商
業用電子機器、商業ソフトウェア、オンラインサービス、ハードウェア、およびソフトウェア商品へ組み込み、公開する
こと。たとえシンセティック‧ボーカル‧パフォーマンスが編集、修正、デジタル的に変更、再合成、操作されていたと
しても、商業用のサンプルライブラリや、競合製品に使用することは禁止されています。

d) "Plogue chipspeech", "Alcatel-Lucent", Microchip Technology Incorporated, Texas Instruments, Dr. Forrest S. Mozer,
Dennis Klatt's Estate,SoftVoice Inc, Martin Day, Andy Beveridge, Stefan Stenzelの名を宣伝目的、商品のパッケージ、また
は広告に使用すること。

4. 免責

お客様は、その種類または性質、既知または未知、法律または衡平法によるかを問わず、本製品の使用または本製品に関連して
発生する如何なる請求、要求、債務、契約、費用、訴因、訴訟、損害または負債から、"Alcatel-Lucent", Microchip Technology
Incorporated, Texas Instruments, Dr. Forrest S. Mozer, Dennis Klatt's Estate,SoftVoice Inc, Martin Day, Andy Beveridge, Stefan
Stenzel 、およびそれらの代理人、従業員、役員、取締役、支社、相続人、譲受人を解放、免責し、かつ無害に保つことに同意
するものとします。

5. 放棄

お客様は本ライセンスを第三者へ譲渡する事はできません。chipspeech のボーカル‧パラメーター‧データベースは付属の
chipspeeh プレイヤー上でのみ動作し、 他のソフトウェアでは動作しません。PLOGUE は、本製品がお客様の特定の目的に合
致する保証はしておりません。従って、本製品をインストールする前に、本製品の詳細をよくご確認ください。本製品のマニ
ュアルに記載されている内容は予告無しに変更する事があり、PLOGUE が確約するものではありません。なお、本製品は現状
有姿のままお客様に提供されるものであり、如何なる保証もされません。PLOGUE および代理店∕販売店は、お客様が本製品
を使用したことにより被った如何なる派生的、付随的、結果的損害に対して、それがどのようなものであっても一切の責任を
負わないものとします。

chipspeech は製造上の欠陥がある場合を除き如何なる理由をもってしても返品を受付できません。お客様は、本製品のテクニ
カルサポートを依頼する前に、本製品の動作環境を満たしていること、そして製品のマニュアルを読むことに合意するものと
します。本契約書は、カナダ、ケベック州の法律に準拠するものとします。本製品中の(C)または(R)マークを伴った全ての製品
名および会社名は、それぞれ所有者の商標または登録商標です。

6. 著作権

• 「Bert Gotrax」: is derived from original sound recordings courtesy of Alcatel-Lucent / Bell Labs (C) [1963] Alcatel-
Lucent. All Rights Reserved.

• 「Dandy 704」: is derived from Dennis H. Klatt's synthesizer originally published in Journal Acoustic Society of
America, Mar. 1980.

• 「Dee Klatt」: Dennis H. Klatt's synthesizer originally published in Journal Acoustic Society of America, Mar. 1980.

• 「Lady Parsec」: is derived from original sound recordings copyrighted Plogue Art et Technologie, Inc.

• 「Otto Mozer」: is derived from original sound recordings copyrighted Dr. Forrest S. Mozer. Used with kind permission.

• 「Spencer AL2」: is derived from original sound recordings copyrighted Plogue Art et Technologie, Inc.

• 「Terminal 99」: is derived from ROM data and algorithms copyrighted Texas instruments Incorporated.
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• 「Rotten.ST」: is derived from original code fromMartin Day and Andy Beveridge, with additional code by Stefan Stenzel.
Used with kind permission.

• 「CiderTalk'84」「SAM」: are derivative works based on the SoftVoice Text-to-Speech Engine. Copyright 1984-2015,
SoftVoice, Inc. All Rights Reserved.

Alpiner、Moon Mine、Parsec、Terminal Emulator II、Speech Module ROM data は、Texas Instruments（TI）からの許可を
得て使用しています。TI は、プログラムに対していかなる保証も行いません。またプログラムに対するサポートを提供する義
務もありません。プログラムを使用、コピー、または配布する際は、 TI またはその作者にどのような責任も課せられないもの
とします。

集積回路SP0256-AL2、SP0256-017、SP016-117のアルゴリズムとデータの知的財産権はMicrochip Technology Inc. が留保し
ています。

ARIAエンジンについて
本製品をご使用になる前に、本使用許諾契約書（以下「本契約」）の内容を必ずお読みください。本契約は、本製品を正規に
購入されたお客様一個人（以下「お客様」）と Plogue Art et Technologie, Inc. （以下「PLOGUE」）との間で締結される法的
な契約です。本製品とはPLOGUEが独占所有権を有するARIAを指します。お客様がもし本契約のすべての条項に同意されない
場合、本契約の条項に同意しないことを示すボタンをクリックし、本製品をインストールしないでください。

1. ライセンスの許諾

ライセンスの費用を支払うことによって、そして本契約の各条項に同意することによって、PLOGUE はお客様に、本ソフトウ
ェアを個人的に利用することを目的として使用できる、非独占的かつ永久の権利をお客様に許諾します。お客様は、本ソフト
ウェアをお客様個人で所有するコンピューターにインストールすることができます。企業∕教育ライセンスを購入された場合
は、購入した本数に相当するコンピューターにインストールすることができます。

2. 契約期間、及び契約の終了

本契約は本ソフトウェアがインストールされた時点から有効となり、本契約が終了するまで効力を発揮します。お客様が本契
約書の条項または条件のいずれかに違反した場合、PLOGUE は、他の如何なる権利を害することなく本契約を終了することが
できます。この場合、お客様は本製品のコピー及び構成部分を全て破棄しなければなりません。また、お客様は所有している
本ソフトウェア（コピーを含む）を全て破棄またはPLOGUEへ返却した場合、本契約はその時点で終了となります。

3. 所有権

本契約においてお客様に許諾されている権利を除き、本製品の知的財産権を含む全ての権利、所有権及び利益は PLOGUE が留
保しています。本契約ではお客様に一部の権利が許諾されていますが、本製品の所有権をお客様に販売、または譲渡すること
を意味しません。お客様は本契約および随時修正や追加される条項によって拘束されるものとします。

4. 禁止事項

お客様は本製品の使用に際し、以下の行為が禁じられます。

a) 賃貸、販売、リース、貸与すること。

b) 本製品の一部または全体を元に派生物を作成する、または改変すること。
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c) タイムシェアリングや下請∕外注業者などに、本製品の機能を第三者が使用して恩恵を受けられるようにすること。

5. 保証免責

本条項に明記されている場合を除き、本ソフトウェアは、現状有姿で提供されます。PLOGUE は、準拠法で認められる最大限
の範囲において、ソフトウェアおよび付属文書に関する商品性、特定目的への適合性、権利、非侵害の黙示的保証を含むがこ
れに限らず、明示黙示の保証を一切行わないものとします。また、本ソフトウェアのインストール、使用、および本ソフトウ
ェアから得られる結果については、お客様が責任を負うものとします。上記の規定を制限することなく、PLOGUE は、ソフト
ウェアにエラーがないこと、中断やその他の障害がないこと、ソフトウェアがユーザーの要件を満たすことを保証しません。
この規定は、準拠法で許可される最大限の範囲において執行可能であるものとします。

6. 限定責任

PLOGUE およびその代理店∕販売店は、不法行為、契約、その他のいかなる状況および法理においても、お客様またはその他
の人物に対して、信用の損失、コンピュータの故障または誤動作、その他のあらゆる損害または損失を含むがこれに限定され
ない、あらゆる性質の間接的、特別、付随的または結果的損害について責任を負わないものとします。PLOGUE は、いかなる
場合も、PLOGUE がソフトウェアのライセンスに対して請求するリスト価格を超える損害について、たとえ PLOGUE がかかる
損害の可能性について知らされていたとしても、責任を負いません。この規定は、適用される法律で許可される最大限の範囲
で執行可能であるものとします。

7. 補則

本契約書はカナダの法律に準拠します。

Copyright (C) 2001-2015 PLOGUE ART ET TECHNOLOGIE, INC. All Rights Reserved.

VSTGUIのライセンス
Copyright (C) 2008, Steinberg Media Technologies, All Rights Reserved

再配布、及び使用は、以下の条件を全て満たす場合に許可されます。対象となるソフトウェアがソース形式かバイナリ形式
か、変更するかしないかは問われません。

• ソースコードを再配布する場合、上記の著作権表示、本条件一覧、および下記免責条項を含めること。

• バイナリ形式で再配布する場合は、配布物に付属のドキュメント等の資料に、上記の著作権表示、本条件一覧、および下記
免責条項を含めること。

• 事前の書面による特別の許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品の宣伝または販売促進に、SteinbergMediaTechnologies
の名前またはコントリビューターの名前を勝手に使用してはならない。

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



PLOGUE社製品共通
ソフトウェア使用許諾契約書ページ5/14

©クリプトン‧フューチャー‧メディア株式会社

FEB 2022 issue

Speex resampler
Copyright (C) 2007-2008 Jean-Marc Valin
Copyright (C) 2008 Thorvald Natvi
File: resample.c
Arbitrary resampling code

再配布、及び使用は、以下の条件を全て満たす場合に許可されます。対象となるソフトウェアがソース形式かバイナリ形式
か、変更するかしないかは問われません。

1.ソースコードを再配布する場合、上記の著作権表示、本条件一覧、および下記免責条項を含めること。

2.バイナリ形式で再配布する場合は、配布物に付属のドキュメント等の資料に、上記の著作権表示、本条件一覧、および下記
免責条項を含めること。

3.事前の書面による特別の許可なしに、本ソフトウェアから派生した製品の宣伝または販売促進に、作者の名前またはコント
リビューターの名前を勝手に使用してはならない。

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

プロジェクトcURL
Copyright (C) 1998 - 2004, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>他

本ソフトウェアは、配布の際に受け取る COPYING ファイルに記載されている通りにライセンスされています。条項は下記のリ
ンクでもご覧頂けます。

http://curl.haxx.se/docs/copyright.html.

COPYING ファイルに記載された条項に従って、本ソフトウェアの複製を使用、複写、変更、結合、掲載、配布、および∕また
は販売する権利、およびソフトウェアを提供する相手に同じことを許可できます。

本ソフトウェアは現状有姿で提供されており、明示黙示を問わずいかなる保証もしません。

MAME（マルチプル‧アーケード‧マシン‧エミュレータ）
Copyright (C) 1997-2016 Nicola Salmoria and the MAME team
Main emu core:
license:BSD-3-Clause
copyright-holders:Nicola Salmoria, Aaron Giles, Olivier Galibert, Carl, Miodrag Milanovic
MC680X0 cpu core:
license:BSD-3-Clause
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クリプトン‧フューチャー‧メディア株式会社（以下「当社」）は、本製品の契約原文（以下「契約原文」）を日本語に翻訳したものである本契約について、翻
訳の完全性を保証するものではありません。もし本契約と契約原文に相違があったときには、契約原文を優先するものとします。また、その様な相違によって損
害が生じたとしても、当社は保障いたしません。契約原文および本契約は、変更することがあります。その場合当社は、本契約の最新版を当社WEBサイトにて公
表するものとします。
本契約に関してご質問がある場合、当社 (Fax:011-222-0707 / Email: mpsales@crypton.co.jp) までお問い合わせください。

copyright-holders:Karl Stenerud, R. Belmont, Hans Ostermeyer

libsndfile
Copyright (C) 1999-2005 Erik de Castro Lopo <erikd@mega-nerd.com>

本プログラムは、フリーソフトウェアです。フリーソフトウェア財団によって発行された GNU 一般公衆利用許諾契約書（バー
ジョン2.1、またはそれ以降のバージョンのうちいずれか）の定める条件の下で再配布または改変することができます。

このプログラムは有用であることを願って配布されますが、商品性の黙示的保証、または特定の目的への適合性も含め、全く
の無保証です。詳しくはGNU一般公衆利用許諾契約書をご覧ください。

このプログラムと共に、GNU 一般公衆利用許諾書のコピーを一部受け取っているはずです。もし受け取っていなければ、下記
の住所までお問い合わせください。

Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

portaudio
Id: portaudio.h 9999 2007-06-08 14:29:54Z davidv
PortAudio Portable Real-Time Audio Library
PortAudio API Header File
Latest version available at: http://www.portaudio.com/
Copyright (C) 1999-2002 Ross Bencina and Phil Burk

以下に定める条件に従い、本ソフトウェアおよび関連文書のファイル(以下「ソフトウェア」)の複製を取得するすべての人に
対し、ソフトウェアを無制限に扱うこと を無償で許可します。これには、ソフトウェアの複製を使用、複写、変更、結合、掲
載、配布、サブライセンス、および / または販売する権利、およびソフトウェア を提供する相手に同じことを許可する権利も
無制限に含まれます。

上記の著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載するものとします。

ソフトウェアは「現状のまま」で、明示であるか暗黙であるかを問わず、何らの保証もなく提供されます。ここでいう保証と
は、商品性、特定の目的への適合性、および権利非侵害についての保証も含みますが、それに限定されるものではありませ
ん。作者または著作権者は、契約行為、不法行為、またはそれ以外であろうと、ソフトウェアに起因または関連し、あるいは
ソフトウェアの使用またはその他の扱いによって生じる一切の請求、損害、その他の義務について何らの責任も負わないもの
とします。

上記条項は、PortAudio の全ライセンスを構成するものとしますが、PortAudio コミュニティーから追加の非拘束条項があり
ます :ソフトウェアを改良し、再配布する場合、改良版を元来の開発者に送ってください。そうすることによって、カノニカル
版を避けることができます。
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End User License Agreement (EULA)
ELECTRONIC END USER LICENSE AGREEMENT FOR PLOGUE CHIPSPEECH

NOTICE TO USER:

THIS IS A CONTRACT. BY INSTALLING THIS SOFTWARE YOU ACCEPT ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.

Part:1 Audio Content

CUSTOM TERMS:

"Synthetic Vocal Performances": recorded audio output of the "Program" generated from a unique End-User-supplied input
consisting of multilingual text, dynamic musical information and various inflection or other tonal altering parameters.

"Vocal Parameter Database": a complex set of encoded numbers representing the unique vocal tract characteristics,
formants andmouth movements of a simulated voice.

Please read the terms of the following software licensing agreement before using it. By installing and loading these products
on your computer you acknowledge that you have read this license agreement, understand the agreement, and agree to its
terms and conditions. If you do not agree to these terms and conditions, do not install or use the audio software herein. This
is the complete agreement between you and Plogue Art et Technologie, Inc that supersedes any other representations or
prior agreements, whether oral or in writing.

You are obtaining a license for your use only ‒ the Program and its "Vocal Parameter Database"s DO NOT BELONG TO YOU.
You may not adapt or make alterations to the "Program", decompile, disassemble, translate, convert to another
programming language or otherwise reverse engineer the "Program". The installation, or use of the "Program" does not
transfer to you any title in the intellectual property in any "Vocal Parameter Database" contained herein , and you will not
acquire any rights to the "Vocal Parameter Database" except as expressly set forth in the Agreement.

You can use "Synthetic Vocal Performances" for music productions (albums/singles), for video game scores, public
performances, or other reasonable musical purposes within musical compositions as you like without any need to pay
Plogue Art et Technologie Inc. or obtain further permission as long as you adhere to all of the following rules:

You may not publish or distribute or publicly perform in any manner "Synthetic Vocal Performances" that contain lyrics
which are against public policy, are obscene, pornographic, hateful, abusive or otherwise objectionable.

Youmay not publish or distribute in anymanner "Synthetic Vocal Performances" for use as built-in voice inside a commercial
consumer electronic device, commercial software product or commercial online service or any other hardware or software
products without prior written agreement with Plogue Art et Technologie, Inc.

You may not re-use "Synthetic Vocal Performances"'s in any other commercial sample library or any competitive product
even if they are edited, modified, digitally altered, re-synthesized or manipulated in any way (derived work). You are
absolutely forbidden to duplicate, copy, distribute, transfer, upload or download, trade, loan, reissue or resell this "Program"
or any of the contents in any way without direct written consent of Plogue Art et Technologie Inc.

You agree to release, hold harmless and forever discharge "Alcatel-Lucent", Microchip Technology Incorporated, Texas
Instruments, Dr. Forrest S. Mozer, Dennis Klatt's Estate, SoftVoice Inc, Martin Day, Andy Beveridge, Stefan Stenzel, their
agents, employees, officers, directors, affiliates, successors and assigns, of and from any and all claims, demands, debts,
contracts, expenses, causes of action, lawsuits, damages or liabilities, of any kind or nature, whether known or unknown, in
law or in equity, that Licensee ever had or may have, arising from or in any way related to the use of the "Program".
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We kindly ask that in any written materials or credits accompanying your music or sound design that utilizes material from
Plogue chipspeech (CD booklet, film, game credits, etc), that you include the following courtesy credits: "Some Synthethic
Vocal Performances were made using Plogue chipspeech, or a similar credit where practicable. If you can't disclose to the
general public, your use of chipspeech for any reason, Plogue would nevertheless like to be made aware of the usage of
chipspeech in for its own PRIVATE records.

You agree not use the names "Plogue chipspeech", "Alcatel-Lucent", Microchip Technology Incorporated, Texas Instruments,
Dr. Forrest S. Mozer, Dennis Klatt's Estate,SoftVoice Inc, Martin Day, Andy Beveridge, Stefan Stenzel for any promotional
purposes, product package or advertisement.

Disclaimers and Conditions

A right to use Plogue chipspeech is granted to the original end-user only, and this license is not transferable unless there is
written consent of Plogue Art et Technologie Inc and possible payment of an additional fee. The Vocal Parameter Databases
of Plogue chipspeech will only work with the bundled Plogue chipspeech Player and will not work with any other software.
Licensor will not be responsible if the content of this software does not fit the particular purpose of the Licensee. Please
make sure before ordering this item that it meets your needs. Information contained herein is subject to change without
notice and does not represent a commitment on the part of Plogue Art et Technologie Inc. The software is licensed "as is"
without warranties of any kind. Plogue Art et Technologie Inc, nor any agent or distributor can be held responsible for any
direct or indirect or consequential loss arising from the use of this product in whatever form.

Plogue chipspeech may not be returned for any reason other than manufacturing defects. The terms of this license shall be
construed in accordance with the substantive laws of the Quebec, Canada. All product and company names marked (C) or
(R) are trademarks of their respective owners. The user agrees to read the manual before seeking tech support and to make
sure their systemmeets the recommended requirements.

The voice "Bert Gotrax" is derived from original sound recordings of a Votrax SC-01. Recordings copyrighted Plogue Art et
Technologie, Inc.

The voice "Dandy 704" is derived from original sound recordings courtesy of Alcatel-Lucent / Bell Labs © [1963] Alcatel-
Lucent. All Rights Reserved.

The voice "DeeKlatt" is derived fromDennis H. Klatt's synthesizer originally published in Journal Acoustic Society of America,
Mar. 1980.

The voice "Lady Parsec" is derived from original sound recordings copyrighted Plogue Art et Technologie, Inc.

The voice "Otto Mozer" is derived from original sound recordings copyrighted Dr. Forrest S. Mozer. Used with kind
permission.

The voice "Spencer AL2" is derived from ROM data and algorithms copyrighted Microchip, Inc.

The voice "Terminal 99" is derived from ROM data and algorithms copyrighted Texas instruments Incorporated.

The voice "Rotten.ST" is derived from original code from Martin Day and Andy Beveridge, with additional code by Stefan
Stenzel. Used with kind permission.

The voice "CiderTalk'84" and "SAM" are derivative works based on the SoftVoice Text-to-Speech Engine. Copyright
1984-2015, SoftVoice, Inc. All Rights Reserved.

Alpiner, MoonMine, Parsec, Terminal Emulator II and SpeechModule ROMdata is used under license from Texas Instruments
(TI). TI makes no warranty with respect to the programs and is under no obligation to provide any support or assistance with
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respect to the programs. No liability is accepted on the part of Texas Instruments or the author with respect to use, copying
or distribution of the programs.

Microchip Technology Inc. retains the intellectual property rights to the algorithms and data contained in the SP0256-AL2,
SP0256-017 and SP016-117 integrated circuits.

Part 2: Aria Engine

PLEASE CAREFULLY READ THE FOLLOWING LEGAL AGREEMENT ("AGREEMENT") FOR THE LICENSE OF Aria ("SOFTWARE") BY
PLOGUE ART ET TECHNOLOGIE, INC ("Plogue"). BY INSTALLING THE SOFTWARE, YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR A SINGLE
ENTITY) CONSENT TO BE BOUND BY AND BECOME A PARTY TO THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE
TERMS OF THIS AGREEMENT, CLICK THE BUTTON THAT INDICATES THAT YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF THIS
AGREEMENT AND DO NOT INSTALL THE SOFTWARE.

1. License Grant. Subject to the payment of the applicable license fees, and subject to the terms and conditions of this
Agreement, PLOGUE ART ET TECHNOLOGIE hereby grants to you a non-exclusive, non-transferable right to use one copy of
the specified version of the Software and the accompanying documentation (the "Documentation") on any computer you
personaly own as a private individual, or if you bought a Corporate/School (bulk) licences package, the amount of computers
for which you paid.

2. Term. This Agreement is effective for an unlimited duration unless and until earlier terminated as set forth herein. This
Agreement will terminate automatically if you fail to comply with any of the limitations or other requirements described
herein. Upon any termination or expiration of this Agreement, you must destroy all copies of the Software and the
Documentation. You may terminate this Agreement at any point by destroying all copies of the Software and the
Documentation.

3. Ownership Rights. The Software is protected by copyright laws and international treaty provisions. PLOGUE ART ET
TECHNOLOGIE own and retain all right, title and interest in and to the Software, including all copyrights, patents, trade secret
rights, trademarks and other intellectual property rights therein. Your possession, installation, or use of the Software does
not transfer to you any title to the intellectual property in the Software, and you will not acquire any rights to the Software
except as expressly set forth in this Agreement.

4. Restrictions. You may not rent, lease, loan, sublicense or resell the Software. You may not permit third parties to benefit
from the use or functionality of the Software via a timesharing, service bureau or other arrangement. You may not transfer
any of the rights granted to you under this Agreement. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the
Software, except to the extent the foregoing restriction is expressly prohibited by applicable law. You may not modify, or
create derivative works based upon, the Software in whole or in part. All rights not expressly set forth hereunder are reserved
by PLOGUE ART ET TECHNOLOGIE.

5. Warranty and Disclaimer.

Except for the limited warranty set forth herein, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS." TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW, PLOGUE ART ET TECHNOLOGIE DISCLAIMS ALL WARRANTIES, EITHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDINGBUTNOT LIMITED TO IMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITY, FITNESS FORAPARTICULAR PURPOSE, TITLE
AND NONINFRINGEMENT WITH RESPECT TO THE SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING DOCUMENTATION. YOU ASSUME
RESPONSIBILITY FOR SELECTING THE SOFTWARE TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION OF,
USE OF, AND RESULTS OBTAINED FROM THE SOFTWARE. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING PROVISIONS, PLOGUE ART ET
TECHNOLOGIE MAKES NO WARRANTY THAT THE SOFTWARE WILL BE ERROR-FREE OR FREE FROM INTERRUPTIONS OR
OTHER FAILURES OR THAT THE SOFTWAREWILL MEET YOUR REQUIREMENTS. The foregoing provisions shall be enforceable
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to the maximum extent permitted by applicable law.

6. Limitation of Liability. UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT, CONTRACT, OR
OTHERWISE, SHALL PLOGUE ART ET TECHNOLOGIE OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE TO YOU OR TO ANY OTHER PERSON FOR
ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT
LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR FOR ANY AND ALL OTHER
DAMAGES OR LOSSES. IN NO EVENT WILL PLOGUE ART ET TECHNOLOGIE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES IN EXCESS OF THE
LIST PRICE PLOGUE ART ET TECHNOLOGIE CHARGES FOR A LICENSE TO THE SOFTWARE, EVEN IF PLOGUE ART ET
TECHNOLOGIE SHALL HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. The foregoing provisions shall be
enforceable to the maximum extent permitted by applicable law.

7. Miscellaneous. This Agreement is governed by the laws of Canada.

Copyright © 2001-2015 PLOGUE ART ET TECHNOLOGIE, INC. All Rights Reserved

-----------------------------------------------------------------------------

VSTGUI LICENSE

(c) 2008, Steinberg Media Technologies, 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 codemust 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 Steinberg Media Technologies 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.

-----------------------------------------------------------------------------

Speex resampler:

/* Copyright (C) 2007-2008 Jean-Marc Valin

Copyright (C) 2008 Thorvald Natvig

File: resample.c
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Arbitrary resampling code

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 formmust 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 IMPLIEDWARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIEDWARRANTIES OFMERCHANTABILITY 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, BUTNOT LIMITED TO, PROCUREMENTOF SUBSTITUTEGOODSORSERVICES; LOSS
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED ANDON 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.

/***************************************************************************

* _ _ ____ _

* Project ___| | | | _ \| |

* / __| | | | |_) | |

* | (__| |_| | _ <| |___

* \___|\___/|_| \_\_____|

*

* Copyright (C) 1998 - 2004, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>, et al.

*

* This software is licensed as described in the file COPYING, which

* you should have received as part of this distribution. The terms

* are also available at http://curl.haxx.se/docs/copyright.html.

*
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* Youmay opt to use, copy, modify, merge, publish, distribute and/or sell

* copies of the Software, and permit persons to whom the Software is

* furnished to do so, under the terms of the COPYING file.

*

* This software is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUTWARRANTY OF ANY

* KIND, either express or implied.

*

* $Id: curl.h 5292 2005-03-15 21:02:57Z davidv $

***************************************************************************/

----------------------------------------------------------------------------

MAME - Multiple Arcade Machine Emulator

Copyright (C) 1997-2016 Nicola Salmoria and the MAME team

Main emu core:

license:BSD-3-Clause

copyright-holders:Nicola Salmoria, Aaron Giles, Olivier Galibert, Carl, Miodrag Milanovic

MC680X0 cpu core:

license:BSD-3-Clause

copyright-holders:Karl Stenerud, R. Belmont, Hans Ostermeyer

-----------------------------------------------------------------------------

libsndfile:

/*

** Copyright (C) 1999-2005 Erik de Castro Lopo <erikd@mega-nerd.com>

**

** This program 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 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 Lesser General Public License for more details.

**

** You should have received a copy of the GNU Lesser 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.

*/

-----------------------------------------------------------------------------

portaudio

/*

* $Id: portaudio.h 9999 2007-06-08 14:29:54Z davidv $

* PortAudio Portable Real-Time Audio Library

* PortAudio API Header File

* Latest version available at: http://www.portaudio.com/

*

* Copyright (c) 1999-2002 Ross Bencina and Phil Burk

*

* 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:

*
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* 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", WITHOUTWARRANTY OF ANY KIND,

* EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THEWARRANTIES 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.

*/

/*

* The text above constitutes the entire PortAudio license; however,

* the PortAudio community also makes the following non-binding requests:

*

* 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. It is also

* requested that these non-binding requests be included along with the

* license above.

*/


