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１ 利用者登録  

イーライセンスが管理する音楽著作物を始めてご利用になる場合は、利用者登録を行ってください。  

  

１－１ 利用者登録／手順  

(1) イーライセンスのホームページ（http://www.elicense.co.jp/）にアクセス  

(2) ［利用者の皆さま］（画面左）をクリック  

(3) ［利用者登録のお申し込み］（メニュー一番下）をクリック  

(4) 画面の流れに従ってお手続きを行ってください  
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２ 音楽ご利用の流れ／特定ゲーム  

２－１ 用語の定義  

◇『特定ゲーム』・・・ゲームソフトと音楽データがそれぞれ独立し、ゲームを行う際に、任意に楽曲デー

タを用いる特定のゲーム（多曲利用を前提としたいわゆる音楽ゲームで、ユーザーがプレイするごとに

任意に楽曲を選択、差し替えても、ゲームそのものの目的が変わらないもの）をいう。なお、業務用ゲ

ーム機によるゲームを除く。  

◇『特定ゲーム用音楽データ』・・・「特定ゲーム」に用いる音楽データをいう。  

  

２－２ 使用料について  

(1) ダウンロード配信する場合：  

使用料規程第 7 条 1（1）④『特定ゲーム用音楽データ配信』を適用する。  

特定ゲーム用音楽データをダウンロード配信する場合、当該著作物の月間のリクエスト回数に以

下の額を乗じた額とする。  

・ 1 曲 1 リクエスト当たりの情報料の 5.9％または 5.9 円のいずれか多い額  ※注 3  

・ 情報料がなく広告料等の収入あり・・・5 円  

・ 情報料・広告料等収入なし・・・4.3 円  

  

(2) ダウンロード配信する場合で、受信者が、特定ゲーム用音楽データを受信後、そのゲームに係る

サービスへの契約期間に限り受信した特定ゲーム用音楽データを利用でき、受信先の記憶装置

から他の記憶装置への転送、複製ができないものであって、かつ、当該サービスに係る契約の解

約後、当該特定ゲーム用音楽データの利用が不可能となるサービスの場合：使用料規程第 7 条 

1（1）④『特定ゲーム用音楽データ配信』を適用する。  

月額使用料は、著作物１曲につき、以下の通りとする。  

・１曲１利用者あたり、月間の情報料の 0.5％または 0.5 円のいずれか多い額  ※注 4、5  

※ 「利用者」とは、その月のいずれかの時点において、当該サービスに加入しており、かつ、当

該著作物をダウンロードしている状態にある者をいう。  

  

(3) ストリーム配信する場合：  

使用料規定第 7 条 1（2）①利用形態「ストリーム配信される音楽以外の著作物において、音楽著

作物が利用されている場合」を適用する。  

月額使用料は、１サービスあたり、以下の通りとする。  

・月間の情報料および広告料等の収入×2.625％×（イーライセンス管理著作物のリクエスト回数 

／イーライセンス管理外著作物を含む全著作物のリクエスト回数）  
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注 1) 本取扱いによる利用に当たっては、著作者人格権を侵害しないようご留意ください。  

注 2) 携帯電話でのサービスの場合はキャリア別、スマートフォンでのサービスの場合は OS 別の許

諾となりますので、それぞれに分けて申請してください。  

注 3) (1)の利用において、複数曲を対象にした 1 回のリクエストに価格設定がある場合は、販売価格

を販売単位に含まれる曲数で割った金額を 1 曲あたりの情報料としてご報告ください。  

例）3 曲パックを 450 円(税抜き)で販売・・・[1 曲あたりの情報料]450 円÷3 曲＝150 円  

 150 円を 1 曲あたりの情報料としてご報告ください。  

注 4) (2)の利用報告における「情報料」は、1 利用者あたりの月間の情報料をご報告ください。  

注 5) (2)の利用報告における「リクエスト回数」は、その月のいずれかの時点において、当該サービス

に 

加入しており、かつ、当該著作物をダウンロードしている状態にある利用者の数をご報告くださ

い。  

注 6) (1)(2)において、2009 年 09 月までの利用分については、最低月額使用料は 1,000 円となりま

す。 

2009 年 10 月以降から 2013 年 3 月までの利用分についての最低月額使用料は 450 円となりま

す。  

注 7) (3) においては、最低月額使用料は 1,000 円となります。  

注 8) 本取扱いはパッケージソフト、業務用ゲーム機器への録音には適用いたしません。  

  

  

２－３ 利用許諾申請について   

『クリアランスシステム』からオンラインでご申請ください。  

  

【手順】  

(1) 『クリアランスシステム』にログイン：  

イーライセンスのホームページ（http://www.elicense.co.jp/）にアクセスし、『クリアランスシステム』

にログインします。『クリアランスシステム』にログインすると、「お知らせ」と「利用者メニュー」が表

示されます。  

※ ログイン ID、パスワードは利用者登録の際に任意で設定いただいたものになります。  

(2) 「利用者メニュー」⇒［インタラクティブ配信利用］⇒［利用許諾申請］をクリックします。  

(3) 「利用許諾申請についての注意事項」と「利用許諾申請の流れ」が表示されますので、ご確認の

上、［インタラクティブ配信の利用許諾申請に進む］をクリックします。  

(4) 利用形態の選択：  

「（1）ダウンロード配信」「（2）ストリーム配信」のいずれか該当する利用形態を選択し、［次へ］をク

リックします。  

(5) 利用情報入力：  
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質問へのご回答および利用情報を入力し、［次へ］をクリックします。  

※ 「サービス名」名称の後ろに“（ゲーム配信）”とご入力ください。  

(6) 利用情報の確認：  

入力内容をご確認の上、［利用許諾申請］をクリックします。  

(7) 申請受付／許諾：規程に定める使用料率での自動許諾となります。許諾番号が表示されるととも

に、許諾マークをダウンロードいただけますので、サイトのトップ画面等に表示して下さい。  

  

  

※ 利用許諾申請と同時に、サービス全体および楽曲の利用方法が確認できる概要書をメール添付で

お送りください。  

概要書の送付はこちらまで ⇒ pu_reception@elicense.co.jp  
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３ 音楽ご利用の流れ／特定ゲーム以外のゲームソフト配信  

３－１ 使用料について  

使用料率（額）は委託者が定めるものといたします。  

（権利者と直接協議いただき取り決めた額となります）  

  

３－２ 利用許諾申請について  

下記の（1）（2）両方のお手続きが必要となります。  

書類での申請受け付けとなります。  

  

(1) ゲームソフトへの録音の手続き（基本使用料）  

利用する楽曲ごとに各権利者へお問い合わせいただき、利用について合意を得た上で、権利者

と使用料を取り決めて下さい。その後、「利用許諾申請申込書(ゲームソフトへの録音)」にてご申

請ください。  

  

(2) インタラクティブ配信の手続き（複製・インタラクティブ配信使用料）  

利用する楽曲ごとに各権利者と下記①～③のいずれかの形式で使用料を取り決めてください。そ 

の後、「利用許諾申請申込書(インタラクティブ配信【ゲーム配信】)」にてご申請ください。  

  

① 1 曲または 1 コンテンツ、1 リクエストあたりの使用料率および最低使用料単価  

情報料単価×使用料率（○％）または最低使用料単価（○円）のいずれか多い額  

② 1 曲 1 リクエストあたりの使用料単価  

1 曲 1 リクエストあたり○円  

③ 1 曲につき、許諾期間および使用料の総額を取り決める：  

［例 1］本件ゲームの発売日より○年間、使用料：○円  

［例 2］○年○月○日から本件商品の販売終了時まで、使用料：○円  

  

注 1) (1)ゲームソフトへの録音手続きが完了するまでは、(2)インタラクティブ配信の許諾を発行するこ

とはできません。  

注 2) 申請書は、ゲームの種類別、権利者別、使用料の条件別に作成しご提出ください。同一ゲーム、

同一権利者であっても、利用する楽曲ごとに使用料の条件(使用料率・金額)が異なる場合は、使

用料の条件ごとに別許諾となり、それぞれに分けてご報告をいただく必要がございます。  

注 3) 携帯電話でのサービスの場合はキャリア別、スマートフォンでのサービスの場合は OS 別の許

諾となりますので、それぞれに分けて申請してください。  
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注 4) ①②の形式で使用料を取り決めた場合、リクエスト回数等の楽曲利用状況をご報告いただきま

す。  

  複数楽曲により構成される 1 コンテンツを単位として 1 リクエストあたりの使用料を取り決め

た場合、イーライセンス管理外作品を含む全ての構成楽曲をご報告ください（全曲報告）。また、

報告項目として「コンテンツ区分」「コンテンツ枝番」が必須となります。（ファイルの作成方法につ

いては、4-1 を参照）  

注 5) ③の形式で使用料を取り決めた場合、利用状況のご報告はいただきません。  

注 6) ①②の形式において、2009 年 09 月までの利用分については、最低月額使用料は 1,000 円とな

ります。2009 年 10 月以降から 2013 年 3 月までの利用分についての最低月額使用料は 450 円

となります。  

注 7) 既にインタラクティブ配信の許諾を受けたサイトであっても、ゲームソフトへの録音の手続きが済 

んでいない楽曲またはコンテンツを追加掲載することは許諾範囲外となりますのでご注意くださ

い。  

注 8) 本取扱いはパッケージソフト、業務用ゲーム機器への録音利用には適用いたしません。  

  

  

※ 利用許諾申請申込書の委託権利者記入欄はイーライセンスが手配いたしますので、空欄でご提出

ください。  

※ 権利者と別途使用許諾契約等を結ばれる場合は、その写しを併せてご提出ください。  

※ サービス全体および楽曲の利用方法が確認できる概要書を併せてご提出ください。  

※ いわゆる音楽ゲームなど特定ゲームでのご利用については別に定める取扱いが適用されますの

でご注意ください。（「２ 音楽ご利用の流れ／特定ゲーム」をご確認ください。）  

  

  

＜申請書類等送付先＞  

〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1 丁目 1 番 39 号 恵比寿プライムスクエアタワー20F  

株式会社 NexTone イーライセンス事業本部 著作権管理部 宛  

※ 「利用許諾申請書（ゲーム配信）在中」と明記の上ご郵送ください。  
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４ ご報告について  

４－１ 報告ファイルフォーマット  

イーライセンス管理作品をインタラクティブ配信でご利用された場合は、フォーマットに従い報告データ

を作成して、3 ヶ月に一度、1 ヶ月単位に、クリアランスシステムよりご報告下さい。報告ファイルフォー 

マットとファイル作成方法については下記【ａ】【ｂ】のいずれかの方法によりご確認下さい。  

  

【ａ】ログインせずに確認  

(1) イーライセンスホームページトップ画面（http://www.elicense.co.jp/）、ヘッダーメニューにある［各

種規程］をクリックします。  

(2) ［作品利用者の方］⇒［インタラクティブ配信］にある以下のファイルおよびリンクをご確認ください。  

◇ファイル⇒「利用状況報告書」  

◇リンク ⇒「インタラクティブ配信の利用状況報告ファイルフォーマットについて」  

  

【ｂ】ログインして確認  

(1) イーライセンスホームページトップ画面（http://www.elicense.co.jp/）から、『クリアランスシステム』

にログイン  

(2) ［利用者メニュー］⇒［インタラクティブ配信利用］⇒［利用状況報告］をクリックします。  

(3) 以下のファイルおよびリンクをご確認ください。  

◇ファイル⇒「利用状況報告書」  

◇リンク ⇒「インタラクティブ配信の利用状況報告ファイルフォーマットについて」  

  

４－２ 報告作品の確認  

『作品リスト』でご確認ください。作品リストは、四半期末（３、６、９、１２月末日）毎に最新版を作成し、翌

月（４、７、１０、１月）第５営業日に『クリアランスシステム』⇒［利用者メニュー］⇒［作品リスト］にて公開

しています。  

  

手順  

(1) ［利用者メニュー］⇒［作品リスト］より、作品リストをダウンロードする。  

(2) 作品リストで利用作品を確認し、報告ファイルを作成する。  

※ 報告ファイルは許諾毎、１月単位に作成してください。  

(3) ［利用者メニュー］⇒［インタラクティブ配信利用］⇒［利用状況報告］より報告ファイルをアップロー

ドする。  
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５ 各種スケジュール  

５－１ 利用申請～ご報告までのスケジュール   

利用期間  許諾申請受付期間  報告月  

１～３月  １２月２１日～３月２０日まで  ４月  

４～６月  ３月２１日～６月２０日まで  ７月  

７～９月  ６月２１日～９月２０日まで  １０月  

１０～１２月  ９月２１日～１２月２０日まで  １月  

  

５－２ ご報告～使用料お支払いまでのスケジュール   

利用期間  報告月  請求書発行  請求明細データ公開  お支払期限  

１～３月  ４月  ５月末  ５月末  ６月末  

４～６月  ７月  ８月末  ８月末  ９月末  

７～９月  １０月  １１月末  １１月末  １２月末  

１０～１２月  １月  ２月末  ２月末  ３月末  

  

  

   

ご不明の点がございましたら、下記までお問い合わせください。  

株式会社 NexTone イーライセンス事業本部 著作権管理部 pu_reception@elicense.co.jp  

  

  

以上  


