Date: January 21th, 2019.

Declaration of license switch for SoftEther VPN
from GPLv2 to Apache License 2.0
(English version)
By the Development Board members of the SoftEther VPN Project.
The Development Board of the SoftEther VPN project hereby presents this declaration of license
switch from GNU General Public License version 2 (GPLv2) to Apache License version 2.0. The
change of the license takes effect immediately after this Declaration is published.
We’d like to express our sincere gratitude and appreciation to all contributors who agreed to this
license switch.
We believe that switching the license of SoftEther VPN to Apache License 2.0 would make
SoftEther VPN more suitable for various applications (e.g. hardware manufacturers). This would be
beneficial for all the people who are (and will be) using SoftEther VPN for a wide range of purposes.
SoftEther VPN has been open-source under the GPLv2 license since January 2014. The proposal to
switch the software license to Apache License (or any other BSD-like license) was presented to the
community on April 25th, 2018 on GitHub*.
After we received overwhelmingly positive opinions, the board members have attempted to obtain
agreement from each of the source code contributors, excluding who contributed with minor
changes which are not regarded as copyrighted work. At last we obtained the license change
approval by all of the source code contributors.
Therefore the Development Board decided to change the license to Apache License 2.0, publish
this Declaration, and modify all of the copyright notices in the software code.
* https://github.com/SoftEtherVPN/SoftEtherVPN/issues/516

Signed off by:
Daiyuu Nobori
Moataz Elmasry
Zulyandri Zardi
Alex Maslakov
Davide Beatrici
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日付: 2019 年 1 月 21 日

SoftEther VPN のライセンスを GPLv2 から
Apache License 2.0 へ変更したことの宣言書
(日本語版)
SoftEther VPN Project 開発ボードメンバー一同
SoftEther VPN Project 開発ボード (The Development Board of the SoftEther VPN project) は、ここにライセンス条
件を GNU General Public License version 2 (GPLv2) から Apache License version 2.0 に変更したことの宣言書を
公表する。ライセンス条件の変更は、この宣言書が公開された後に、直ちに効力を有する。

我々は、このライセンス条件の変更をご承認いただいた、すべてのコントリビューターに対し、深く感謝の意を表する。

我々は、SoftEther VPN のライセンス条件が Apache License 2.0 に変更されたことにより、SoftEther VPN が多種多
様の応用用途 (例: ハードウェア組み込み等) にさらに適するようになるであろうと信じる。この変更は、SoftEther VPN
を広範囲の目的において利用されている (または将来利用される) すべての方々にとって有益であると考える。

SoftEther VPN は、2014 年 1 月より、GPLv2 ライセンス条件が適用されていた。ライセンス条件を Apache License
(またはその他の BSD 的ライセンス) に変更することの提案は、2018 年 4 月 25 日に、GitHub 上のコミュニティにお
いて提示された*。

その後、圧倒的多数の賛同意見を受け、プロジェクト開発ボードメンバーは、すべてのソースコードコントリビュータ
(著作物とみなされないごくわずかな変更を除く) から、ライセンス条件変更の承諾の取得を試みた。最終的に、我々は
すべてのソースコードコントリビュータから、変更に関する承認を得ることができた。

このような経緯と結果に基づき、プロジェクト開発ボードは、ライセンス条件を Apache License 2.0 に変更すること、
この宣言書を公表すること、およびソフトウェアコード中のすべての使用条件に関する記載を修正することを決定した。

* https://github.com/SoftEtherVPN/SoftEtherVPN/issues/516
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