Gracenoteデータベースを更新する（ローカルアップデート）
本書は、CN-RX01D を例に説明しています。
準

備

お知らせ

●● 当社サイトからGracenoteデータベース更新データをダウンロードしてください。
●● SDメモリーカードまたはUSBメモリーを使用できる環境のパソコンが必要です。

パソコンで
SDメモリーカード
または USBメモリーに
更新データを保存する

1

SDメモリーカードまたは
USBメモリーをパソコンに
挿入する

2

SDメモリーカードまたは
USBメモリーの直下に、

「NVDATA」フォルダを作る

3

ダウンロードしたGracenote
データベースの更新データを、
下記の階層に保存する
SDメモリーカード/
USBメモリー
（ルートフォルダ）
NVDATA

●● Gracenoteデータベースはパブリックなデータベースですので、
データベースの内容を100％保障するものではありません。

Gracenoteデータベースを更新する
必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いた状態で実施してください。

1
2

●● ツートップメニューを表示します。

USB、MEMORY MUSIC
6 （SD、
再生中のみ）はい を選ぶ

ツートップメニューから、

情報・設定 を選ぶ

7 （更新データを保存したメディア
SDカード / USB ）
を選び、


MENU を押す

タイトル情報を更新する
Gracenoteデータベースを更新しても、更新された情報は自動的には付与されません。
以下の手順で情報を更新してください。

1

4

SDメモリーカードまたは
USBメモリーを
パソコンから取り出し、

ナビゲーションに挿入する

5

データベース再探索

を選ぶ

更新開始 を選ぶ

2
3

オーディオチューン

を選ぶ

曲管理

を選ぶ

8

はい

を選ぶ

●● ナビゲーションのGracenoteデータ

ベースが更新されます。

バージョンを確認する

4

gracenote

5

ます。

お知らせ
●● この手順で情報が付与されなかった場合

9

更新が完了したら、更新履歴 を選ぶ

3

10

バージョンを確認する

4

はい

を選ぶ

を選ぶ

●● Gracenoteデータベース更新データ

は、1 ファイルのみ入れて更新する
ことをお奨めします。
（複数のファ
イルを入れて更新すると、時間がか
かる場合があります。
）
●● Gracenoteデータベース更新データの
ファイル名は変更しないでください。
●● 上記以外の階層に保存しないでくだ
さ い。Gracenoteデ ー タ ベ ー ス を●
更新できません。

MEMORY MUSIC再生画面で
編集 を選ぶ

●● 取得したタイトル情報に更新され

直下に
保存する

NVDATAフォルダの
下の階層にフォルダを
作って保存しないでく
ださい。

●● Gracenoteデータベース更新データは、
当社サイトに定期的にアップロードされる予定です。

ローカルアップデート（定期更新）を

選ぶ

●● 古い順に更新履歴が表示されます。

●● 更新したバージョンが最下段に表示

されているか確認してください。

 イトルを更新したいアルバム
タ
を選び、アルバム編集 を選ぶ

は、更新されたGracenoteデータベース●
の中に、
そのアルバムの情報はありません。
Gracenoteタイトル検索ソフトを使って、
情報を取得してください。
	
（→ナビゲーション、
Title Finderの取扱説明書）
●● 誤った情報を付与した場合は、
個別に更新
してください。
	
（→ナビゲーション、
Title Finderの取扱説明書）

Gracenote音楽認識サービスについて
音楽認識技術と関連情報はGracenote® 社によって提供されています。Gracenoteは、音楽認識技術と関連情報配信の業界標準
です。詳細は、Gracenote® 社のホームページwww.gracenote.com をご覧ください。
 Gracenote, Inc.提供のCDおよび音楽関連データ :

copyright © 2000 - present Gracenote.●
Gracenote Software, copyright © 2000 - present Gracenote. 本製品およびサービスには、Gracenoteが所有する1つまた
は複数の特許が適用されます。適用可能な一部のGracenote特許の一覧については、
GracenoteのWebサイトをご覧ください。
 Gracenote、Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および "Powered by Gracenote" ロゴは、米国および/ またはその他の国に
おける Gracenote, Inc.の登録商標または商標です。
 エンドユーザー使用許諾契約書

本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote」とする) か
ら提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフトウエア製品または本電器製品は、Gracenote 社のソフトウェア (以下
「Gracenote ソフトウェア」とする) を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報 (以
下「Gracenote データ」とする) などの音楽関連情報をオンライン サーバー或いは製品に実装されたデータベース (以下、総称して
「Gracenote サーバー」とする) から取得するとともに、取得されたGracenote データを利用し、他の機能も実現しています。お客様
は、本ソフトウエア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外にGracenoteデー
タを使用することはできません。
お客様は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバーを非営利的かつ個人的目的にのみに使
用することについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、Gracenote ソフトウェアやGracenote
データを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以
外の目的に、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、または Gracenote サーバーを使用または活用しないことに同意
するものとします。
お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サー
バーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解
除された場合、お客様は Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバー全ての使用を中止する
ことに同意するものとします。Gracenote は、Gracenote データ、Gracenote ソフトウェア、および Gracenote サーバー
の全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenote は、お客様が提供する任意の情報に
関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc. が本契約上の権利を
Gracenote として直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。
Gracenote のサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字
による識別子を使用することにより、Gracenote サービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数
えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracenote のサービスに関する Gracenote プライバシー ポリシー
を参照してください。
Gracenote ソフトウェアと Gracenote データの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾されるも
のとします。Gracenote は、Gracenote サーバーにおける全ての Gracenote データの正確性に関して、明示的または黙示的を問わ
ず、一切の表明や保証をしていません。Gracenote は、妥当な理由があると判断した場合、Gracenote サーバーからデータを削除し
たり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーにエ
ラー、障害のないことや、或いは Gracenote ソフトウェアまたは Gracenote サーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しま
せん。Gracenote は、将来Gracenote が提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に
提供する義務を負わないものとします。また、Gracenote は、任意の時点でサービスを中止できるものとします。
Gracenote は、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わな
いものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenote は、お客様による Gracenote ソ
フトウェアまたは任意の Gracenote サーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、
Gracenote は結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。
copyright © 2000 to present Gracenote



MD5 Message-Digest Algorithm

Copyright © 1990, RSA Data Security, Inc. ●
All rights reserved.
License to copy and use this software is granted provided that it is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5
Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing this software or this function.
License is also granted to make and use derivative works provided that such works are identified as "derived from the RSA
Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material mentioning or referencing the derived work.
RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either the merchantability of this software or the suitability of
this software for any particular purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty of any kind.
These notices must be retained in any copies of any part of this documentation and/or software.
Please be noted that this software is derived from the RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm.
 ナビゲーションには、Google

Protocol Buffersが含まれています。このソフトウェアに適用されるライセンス条件につい
ては、以下のホームページをご覧ください。●
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0●
なお、このソフトウェアは、ライセンサーから提供されたソースコードを一部改変して作成されています。

