
 

 

 

 

 

 

 

January, 2019 
 

Our Commitment 

 

Before filing or continuing to prosecute any legal proceeding or claim (other than a Defensive 

Action) arising from termination of a Covered License, Fujitsu Limited commits to extend to the person or 

entity (“you”) accused of violating the Covered License the following provisions regarding cure and 

reinstatement, taken from GPL version 3. As used here, the term ‘this License’ refers to the specific 

Covered License being enforced. 

 

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright 

holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally 

terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation 

by some reasonable means prior to 60 days after the cessation. 

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the 

copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have 

received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the 

violation prior to 30 days after your receipt of the notice. 

 

Fujitsu Limited intends this Commitment to be irrevocable, and binding and enforceable 

against Fujitsu Limited and assignees of or successors to Fujitsu Limited’s copyrights.  Fujitsu Limited 

may modify this Commitment by publishing a new edition on this page or a successor location. 

 

 

Definitions 

‘Covered License’ means the GNU General Public License, version 2 (GPLv2), the GNU Lesser 
General Public License, version 2.1 (LGPLv2.1), or the GNU Library General Public License, version 2 
(LGPLv2), all as published by the Free Software Foundation. 

‘Defensive Action’ means a legal proceeding or claim that Fujitsu Limited brings against you in 
response to a prior proceeding or claim initiated by you or your affiliate. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

（日本語参考訳） 

この日本語参考訳は、正式版である前ページの英語版に置き換わるものではありません。日本語参考訳を適用した結果、および適用できなかった結果について、当社は一切の責

任を負いません。 

 

2019年 1月 

富士通のコミットメント 

 

富士通株式会社は、“対象ライセンス“の終了に起因する法的手続または法的請求（”防御行為”を除く）の

提起または追及をする前に、”対象ライセンス“に違反していると主張された個人または団体（以下”あなた“）に

対し、GPLバージョン３より採用されたライセンス違反の治癒およびライセンスの回復に関する以下の条項を拡張

適用することに尽力します。ここで、以下の条項における”本許諾書“とは、あなたが違反をしていると主張された”

対象ライセンス“を意味します。 
 

ただし，あなたが本許諾書に違反する行為のすべてを中止した場合，特定の著作権者か

らのあなたに対するライセンスは，（a）当該著作権者が当該ライセンスを終局的に終了させ

ることを明示的に述べなければそれまでの間，暫定的に回復するものとし，（b）あなたが違反

行為を中止してから 60 日以内に，当該著作権者があなたに対して合理的な手段であなた

が違反した行為について告知しなかった場合は，恒久的に回復するものとする。 

また，特定の著作権者があなたに対して合理的な手段であなたが違反した行為について

告知した場合であって，それが本許諾書の違反（いかなる著作物に関するものであるかを問

わない）に関する当該著作権者からの最初の告知であり，かつ当該告知受領後 30 日以内

にライセンス違反を治癒した場合は，当該著作権者からのあなたに対するライセンスは，恒

久的に回復するものとする。 
 

富士通株式会社は、このコミットメントを、撤回することができず、かつ、富士通株式会社および富士通株式

会社の著作権の譲受人または承継人に対し適用される、拘束力のあるものであると考えています。 

 

なお、富士通株式会社は、このコミットメントの修正を、このページまたは後継の場所に新たな版を公表すること

により、行うことができるものとします。 

 
 

定義 

 “対象ライセンス”とは、Free Software Foundation により発行された、GNU General Public License, version 2 

(GPLv2)、the GNU Lesser General Public License, version 2.1 (LGPLv2.1)、または the GNU Library General 

Public License, version 2 (LGPLv2)を意味します。 

 “防御行為”とは、富士通株式会社があなたに行う法的手続または法的請求であって、あなたまたはあなたの関

係者により開始され、すでに行われた法的手続または法的請求に対するものを意味します。 


