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ソフトウェア使用追加条件書 
ＳＬＡ３０３８９ｔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１．ソースコードの提供義務が記載された使用許諾条件に基づき使用許諾される 

第三者ソフトウェアと当該ソフトウェアのソースコードの URL 

第三者ソフトウェア 当該ソフトウェアのソースコードの URL 

OpenJDK 7の Elliptic Curve 

 Cryptography libarry 

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/ossdl/index.html 

 

 

表２．ソースコードの提供義務が記載された使用許諾条件に基づき使用許諾される第三者ソフトウェアと 

当該ソフトウェアのソースコードを頒布物の形式にするためのオブジェクトコードを含むファイル 

第三者ソフトウェア 当該ソフトウェアのソースコードを頒布物の形式にするための 

オブジェクトコードを含むファイル 

OpenJDK 7の Elliptic Curve 

 Cryptography libarry 

<インストールディレクトリ>\bin\jre7\bin\object\ECC_JNI.obj 

 

以  上

 
 

 

・ 本ソフトウェア使用追加条件書 (以下「本追加条件書」といいます。) は、ソフトウェア使用許諾契約書の「ソフ 

トウェアのご使用条件」 (以下「使用許諾契約書」といいます。) に次の変更を加えるものです。本追加条件 

書の定めと使用許諾契約書の定めが異なる場合、本追加条件書の定めが優先して適用されるものとします。 

・ 本ソフトウェアには、第三者ソフトウェアが含まれています。お客様は、本追加条件書に加え、以下のURLに記

載されている第三者ソフトウェア使用許諾条件を必ずお読みの上、ご使用条件をご承諾ください。 

URL: http://www.hitachi.co.jp/jp1/trial/trialv11/sla/SLA30389t/index_jp.html 

・ 本追加条件書に本追加条件書の英訳が添付されている場合、当該英訳は、参考として提供するものです。そ 

のため、本追加条件書は、本追加条件書の日本語文に従い成立、解釈、履行等がされるものとします。また、 

本追加条件書の日本語文と英訳に異なる内容がある場合、日本語文の定めが適用されるものとします。 

・ 本ソフトウェアには、GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE（LGPL）等、ソースコードの提供義 

務が記載された使用許諾条件に基づき使用許諾される第三者ソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェ 

アのソースコードは、表1「ソースコードの提供義務が記載された使用許諾条件に基づき使用許諾される第三 

者ソフトウェアと当該ソフトウェアのソースコードのURL」に示すURL にてお客様に無償で開示いたします。 

また、当該ソフトウェアのソースコードを頒布物の形式にするためのオブジェクトコードを表2「ソースコードの 

提供義務が記載された使用許諾条件に基づき使用許諾される第三者ソフトウェアと当該ソフトウェアのソース 

コードを頒布物の形式にするためのオブジェクトコードを含むファイル」に示すファイルにてお客様に無償で 

開示いたします。 

・ お客様は、本ソフトウェアに含まれるJDK のみを使用して動作するお客様のアプリケーションプログラムを実行

する目的で、本ソフトウェアに含まれるJDKを使用することはできません。ただし、お客様のアプリケーションプロ

グラムが、お客様が使用許諾を受けたCosminexus 関連製品（本ソフトウェアのJDK 以外の部分）を使用して

動作するソフトウェアの全部又は一部である場合は、お客様は、本ソフトウェアに含まれるJDK を使用すること

ができます。なお、「Cosminexus 関連製品」とは、製品名称に「Cosminexus」を含む当社の製品（当社が

OEM 供給した他社の製品を含みます。）をいい、「本ソフトウェアに含まれるJDK」とは、「Cosminexus 
Developer’s Kit for JavaTM」をいうものとします。 

お客様へのお願い 

http://www.hitachi.co.jp/jp1/trial/trialv11/sla/SLA30389t/index_jp.html
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This English translation is offered as a reference.  As a result, these Additional Conditions will be created, 
interpreted and executed in accordance with the Japanese text of these Additional Conditions.  In addition, 
if there are differences in the details of the Japanese and English Additional Conditions, the provisions in 
the Japanese text will apply. 

 
 
 

Software Additional Conditions of Use 
ＳＬＡ３０３８９ｔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 1．The URL to Download The Source Code of The Third Party Software 

The Third Party Software The URL to Download The Source Code of The Third Party Software 
Elliptic Curve Cryptography 
library of OpenJDK 7 

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/ossdl/index.html 

 

 

Table 2．The File Which Contains An Object Code of A Source Code As A Distribution Format 
The Third Party Software The File Which Contains An Object Code of A Source Code As A 

Distribution Format 
Elliptic Curve Cryptography 
library of OpenJDK 7 

<Installation directory>¥bin¥jre7¥bin¥object¥ECC_JNI.obj 

 

-End of Document- 
 

・ These Software Additional Conditions of Use (the “Additional Conditions”) make the following amendments 
to the Software Conditions of Use of the Software License Agreement (the “License Agreement”). If there is 
any difference between the provisions of these Additional Conditions and the provisions of the License 
Agreement, the provisions of these Additional Conditions will apply. 

・ The Software includes the third party software. The each license agreement of the third party software is 
listed in the following URL.  Please be sure to read all the license agreements applied to the third party 
software as well as the Additional Conditions, and accept the terms and conditions. 

URL: http://www.hitachi.co.jp/jp1/trial/trialv11/sla/SLA30389t/index_en.html 
・ If there is an English translation of these Additional Conditions attached, the English translation is offered as 

a reference. As a result, these Additional Conditions will be created, interpreted and executed in accordance   
with the Japanese text of these Additional Conditions. In addition, if there are differences in the details of the 
Japanese and English Additional Conditions, the provisions in the Japanese text will apply. 

・ The Software includes certain third party software licensed under the licenses (e.g. GNU LESSER 
GENERAL PUBLIC LICENSE（LGPL））that require the licensor to make the source code publicly available. 
The source code of such third party software is disclosed free of charge for customers in the URL listed in 
Table １. And, the object code of such third party software is disclosed free of charge for customers in a file 
listed in Table2. 

・ The customer shall not use the JDK of the Software for the purpose of executing the customer's application 
program which accesses only the JDK of the Software; provided that the customer may use the JDK of the 
Software in the event that the customer's application program is the software or a part of the software which 
accesses the validly licensed Cosminexus Related Products except for the JDK of the Software. The term 
"Cosminexus Related Products" means any Hitachi product including any OEM product which contains 
"Cosminexus" in its name. The term "JDK of the Software" means "Cosminexus Developer’s Kit for 
JavaTM". 

Request to Customers 

http://www.hitachi.co.jp/jp1/trial/trialv11/sla/SLA30389t/index_en.html

