
JAC複製利用許諾システムの
利用方法について

2020年12月14日版



目次

１．会員登録（pp.3-11）
（1）新規会員登録
（2）ログイン
（3）IDとパスワードを忘れた場合
（4）会員情報の確認・編集
（5）パスワードの変更

２．著作物検索（pp.12-15）
３．申請方法（pp.16-30）

（1）著作物個別追加による申請
（2）ファイルアップロードによる申請
（3）申請確定

４．JACIDについて（pp.31-32）
５．リストダウンロード方法（pp.33-34）
６．請求書発行方法（pp.35-38）
７．エラー対策について（pp.39-40）

2



3

1. 会員登録



1.会員登録 -（1）新規会員登録①
http://user.jaacc.org
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「新規会員登録はこちら」をクリック

http://user.jaacc.org/


※上記の必須項目を入力し会員登録をお願いします。
「申請担当」とは、申請内容に関してのお問合せ先、資料発送先です。
「請求担当」とは、請求内容に関してのお問合せ先、請求書発送先です。
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1.会員登録 -（1）新規会員登録②



1.会員登録 -（1）新規会員登録③
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※会員登録が完了次第、申請担当者様へ下記メールにてお知らせします。

学著協花子 様

このたびは、JAC複製利用許諾システム会員にご登録いただき、誠にありがとうございます。
このメールはご登録時に確認のため送信させて頂いております。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ご登録いただいたユーザID
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ユーザID：1234567890
パスワード：●●●●●●●●
ユーザIDはJAC複製利用許諾システムのサービスにログインする際に必要となります。

*********************************
一般社団法人学術著作権協会（JAC）
事務局
107-0052 東京都港区赤坂9-6-41乃木坂ビル
TEL 03-3475-5618
FAX 03-3475-5619
Email user@jaacc.jp
URL http://www.jaacc.org/
*********************************



1.会員登録 -（2）ログイン
http://user.jaacc.org
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①「ログイン」をクリック

②会員IDとパスワードを入力

http://user.jaacc.org/


1.会員登録 -（3）IDとパスワードを忘れた場合①
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①ログイン画面で
「パスワードを忘れた場合」をクリック

②ご登録のメールアドレスとお名前（フルネーム）
を入力してください。

③チェックボックスにチェックをいれ、「送信」をクリック
⇒次頁につづきます。



1.会員登録 -（3）IDとパスワードを忘れた場合②
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⑥8桁のキー、新しいパスワード
を入力して「変更する」をクリック

前頁のつづき
④8桁のキーが表示されます。

⑤ご登録のメールアドレスにお届けするメール内容
をご確認ください。
・ご利用中のID
・パスワード再設定用URL⇒クリック

※パスワード再設定用URLがブロックされる場合
には、ご所属のセキュリティ担当者様へご相談をお
願いします。



1.会員登録 -（4）会員情報の確認・編集

10

①「会員情報編集」をクリック

※最後に登録情報確認のポップアップが出ますので、内容が正しいことを確認して「OK」を押してください。

「こちら」をクリックするとホー
ム画面へ戻ることができます。

②最新の登録内容が表示
されます。
変更したい情報を編集してく
ださい。

③パスワードを入力して「変
更する」をクリック



1.会員登録 -（5）パスワードの変更
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①「会員情報編集」をクリック

「こちら」をクリックするとホーム
画面へ戻ることができます。

③「パスワード変更」をクリック

②画面下部へスクロールして
現在のパスワードと、変更後のパ
スワードを入力してください。
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2. 著作物検索



2.著作物検索① ※著作物検索はログインせずにご利用できます。

http://user.jaacc.org
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検索のみ利用（申請はしない）の場合はトップページから「著作物検索」をクリック

http://user.jaacc.org/
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各フィルタを利用した著作物検索が可能です。
・JACID
・ISBN/ISSN
・著作物名
・権利者名（国内管理著作物のみ）
・国（権利団体）
・複製日（2019年6月追加）
（一部は曖昧検索が可能です。）

フィルタについては次頁も参照してください。

2.著作物検索② ※著作物検索はログインせずにご利用できます。



2. 著作物検索③
検索フィルタ項目説明
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フィルタ項目 入力する内容 備考

JACID 14桁のユニークコードを入力してください。 前方一致検索が可能です。
「著作物検索」または「リストダウンロード」より把握可能です。

ISSN/ISBN 著作物に付与されている出版物コードを
入力してください。

前方一致検索が可能です。
ISSNは8桁、ISBNは10桁または13桁の国際標準番号です。

著作物名 著作物のタイトルを入力してください。 部分一致検索が可能です。

国（権利団体） 国名（権利団体名）を
プルダウンから選択してください。

日本(JAC)及びJACが双務協定締結済の33ヵ国（団体）を選
択することができます。※締結国数は2019年8月現在の数値です。

利用方法 「内部利用」「外部利用」を
プルダウンから選択してください。 2019年8月現在ご利用ができません。

複製媒体 「紙」「電子」を
プルダウンから選択してください。 2019年8月現在ご利用ができません。

複製日 開始日及び終了日を選択してください。 カレンダーより選択してください。
複製日当日の著作物の利用可否がわかります。

※各項目を組み合わせて利用することができます。
検索結果が10,000件以上の場合は表示がされませんのでご注意ください。
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3. 申請方法



3.申請方法 -（1）著作物個別追加による申請①
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ログイン（p.7参照）後、
・「申請入力」アイコン、
・画面左上部 「申請する」ボタン
・画面左下部 「申請する」ボタン

いずれかをクリック



3.申請方法 -（1）著作物個別追加による申請②
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①「契約種別」プルダウンから契約名を選択
※「包括的利用許諾契約」の契約者は、契
約書に記載の使用料算定方式を選択してく
ださい。

③「申請を追加する」をクリックし利用する検索して著作物を追加
（次頁参照）

②「調査開始日」「調査終了日」を入力
※「個別的利用許諾契約」の場合は不要



①各フィルタを利用して著作物を検索してください。
・JACID
・ISBN/ISSN
・著作物名
・権利者名（国内管理著作物のみ）
・国（権利団体）
・複製日（2019年6月追加）
（一部は曖昧検索が可能です。）

フィルタについては「著作物検索」（p.15）も参照してください。
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3.申請方法 -（1）著作物個別追加による申請③

②追加したい著作物に☑
③「著作物追加」をクリック
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3.申請方法 -（1）著作物個別追加による申請④

日本複製権センター（JRRC）へ再委託していない著作物の場合、
「権利者名」欄に「◆」が表示されます。
※JRRCと利用許諾契約がある場合も、JACへの申請が必要です。



3.申請方法 –（1）著作物個別追加による申請⑤
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国内
管理著作物

海外
管理著作物

内部
利用目的

外部
利用目的

◆マーク
の著作物が報告対象です
※JRRCと契約がある場合

すべて
の著作物が報告対象です

すべて
の著作物が報告対象です

すべて
の著作物が報告対象です

※公益社団法人日本複製権センター（JRRC）とご契約の場合、上の図を
元に複写複製を行った著作物が報告対象かどうかのご確認をお願いします。
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3.申請方法 -（1）著作物個別追加による申請⑥

②利用目的、媒体、単
位、基数、複製部数を入
力
※各項目の説明は次頁
参照

④「一時保存」をクリックすると、追加したデータが保存されます。
※「契約種別」を変更するとデータがすべて消去されてしまうため（p.21参照）契約の変更は「申請確定」後にお願いします
⑤「申請確定」をクリックすると、申請が完了します。

③計算をクリックし合計金額を表示

①複製日を入力
※ 「個別的利用許諾」⇒申請日以降の日付を入力



3.申請方法 -（1）著作物個別追加による申請⑦
著作物個別追加の場合の入力項目説明
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入力項目 入力する内容 備考

複製日 著作物を複製した日
（例：2018/04/01） カレンダーより選択してください。

利用目的 内部利用または外部利用 内部利用⇒利用者の従業員等による閲覧、保管、その他利用者の内部における利用
外部利用⇒利用者の従業員等以外の者の閲覧又は保管に供する目的の利用

媒体 紙または電子 コピーした後の複製物の媒体をご記入下さい

単位 頁または論文 契約種別「実態調査方式」を選択中の場合、単位の選択は不要です

基数
単位が「頁」⇒頁数（数字のみ）
単位が「論文」⇒論文数（数字の
み）

単位が「頁」の場合⇒例：3頁複製したら「3」（枚数）をご記入下さい
単位が「論文」の場合⇒例：論文1本複製したら「1」をご記入下さい
契約種別「実態調査方式」を選択中の場合、単位にかかわらず必ず「頁数」を入力してください。

複製部数 複製した部数（数字のみ）



3.申請方法 -（1）著作物個別追加による申請⑧
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※「申請確定」前に「契約種別」を変更した場合は上記メッセージが表示されます。
「申請確定」後に「契約種別」の変更をお願いします。



※テンプレートレイアウト（各項目説明は次頁参照）※

3.申請方法 -（2）ファイルアップロードによる申請①
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③申請内容をまとめて記載したCSVファイルを「参照」から指定し「申請ファイルアップロード」をクリック
※「テンプレートダウンロード」よりフォームが入手できます。

①「契約種別」プルダウンから契約名を選択
※「個別的利用許諾契約」でファイルアップロードはご利用いただけません。

②「調査開始日」「調査終了日」を入力

⑤「申請確定」をクリックすると、申請が完了します。
必ずすべての申請内容を入力してから押下してください。
１回の「申請確定」で１枚の請求書が発行されます。

④「申請内容を保存」をクリックすると、追加したデータが保存されます。
長時間（1時間程度）操作しない場合は自動的にログアウトしますの
で、定期的なデータ保存をお勧めします。



3.申請方法 -（2）ファイルアップロードによる申請②
「申請ファイルアップロード」のテンプレート項目説明
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テンプレート項目
（赤字は必須）

記入する内容 備考

JACID 著作物のJACID 著作物に附番する14桁のユニークコードです。
「著作物検索」または「リストダウンロード」より把握可能です。

複製日 著作物を複製した日（例：2018/4/1） 必ずyyyy/mm/ddの形式でご記入下さい。

出版物コード 著作物の出版物コード
（例：8桁のISSN、13桁のISBN） ハイフン有無は問いません。

著作物名 複製した著作物のタイトル 論文名等ではなく雑誌や書籍名をご記入下さい。

権利者名 複製した著作物の権利者名

出版国 複製した著作物の出版国

利用目的 内部利用または外部利用 内部利用⇒利用者の従業員等による閲覧、保管、その他利用者の内部における利用
外部利用⇒利用者の従業員等以外の者の閲覧又は保管に供する目的の利用

媒体 紙または電子 コピーした後の複製物の媒体をご記入下さい。

単位 頁または論文

基数 単位が「頁」⇒頁数（数字のみ）
単位が「論文」⇒論文数（数字のみ）

単位が「頁」の場合⇒例：3頁複製したら「3」（枚数）をご記入下さい。
単位が「論文」の場合⇒例：論文1本複製したら「1」をご記入下さい。

複製部数 複製した部数（数字のみ）

※各項目情報は「著作物検索」（p.12参照）の検索結果、または
「リストダウンロード」（p.33参照）のテキストファイルにおいて把握することが可能です。



3.申請方法 -（2）ファイルアップロードによる申請③
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申請内容にエラーがある場合、「申請ファイルアップロードエラー」よりCSVファイルがダウンロードできます。
CSVファイルにてエラー内容の確認をお願いします（次頁参照）
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3.申請方法 -（2）ファイルアップロードによる申請④

エラー内容を確認の上、修正したファイルにて再度アップロードしてください（p.22参照）



3.申請方法 -（3）申請確定①
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申請完了時に表示されるので確認
※著作物個別追加、ファイルアップロード共通

国内管理著作物の申請時や、
契約種別「実態調査方式」での申請時は、
表示金額と実際の請求金額とは異なる場合があります。



3.申請方法 -（3）申請確定②
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※申請が完了次第、「申請担当者」へ下記メールにてお知らせします。

学著協製薬
学著協華子 様

平素より大変お世話になっております。
学術著作権協会でございます。

下記の通りご申請を受け付けました。
--------------------------------------------
受付番号：X180622101813766
受付日時：2018年6月22日 10時18分13秒
サービス種類：個別的利用許諾契約
申請件数：3件
--------------------------------------------
ご請求書発行の際は再度メールでお知らせ致します。
発行までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。

本件に関するお問合せは下記までお願い致します。

*********************************
一般社団法人学術著作権協会（JAC）事務局
107-0052 東京都港区赤坂9-6-41乃木坂ビル
TEL 03-3475-5618
FAX 03-3475-5619
Email user@jaacc.jp
URL http://www.jaacc.org/
*********************************
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4. JACIDについて



5. JACIDについて
• JACIDの構造
JACIDは著作物に附番する当協会オリジナルのユニークコードで、14桁の数字で構成されています。

国内例） 19100000003843 Journal of Bone and Mineral Metabolism（国内管理著作物）
海外例１）18200000299016 PSYCHOGERIATRICS（米国CCC管理著作物）
海外例２）18300000035385 Clinical Oncology（英国CLA管理著作物）

• JACIDの変更
JACIDは著作物の権利委託状況に変更があった場合変更されます（変更が無い限り、原則的に著作物の新規追
加時のJACIDを継続して利用します。）この場合原則的にJACIDの1-2桁目、4桁目が変更されます。
ただし、2019年第二四半期（7-9月）に国内管理著作物は権利委託状況変更の有無に限らず、全ての著作物の
JACID 1-2桁が「19」へ変更、1-2桁目が変更となった殆どの著作物のJACID 4桁目が「0」となっています。

例）International Journal of Clinical Oncology（日本癌治療学会, 国内管理著作物）
2018年度まで：18100000000951
2019年度４月～６月：19100000000951（年度を跨いだ変更のため1-2桁目も変更）
2019年度７月～９月：19110000000951（同一年度内での変更が第二四半期に適用）

JACID桁数 意味

1-2桁目 著作物が追加/変更された年度（西暦）の下2桁

3桁目 管理著作物の種別。1=国内管理著作物、2=米国CCC管理著作物、3=CCC以外の海外管理著作物

4桁目 著作物が追加/変更された時期。
0=第一四半期（4-6月）、1=第二四半期（7-9月）、2=第三四半期（10-12月）、3=第四四半期（1-3月）

5-14桁目 0000000001から始まる連番
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5. リストダウンロード方法



5. リストダウンロード方法

34

【簡易版】 RRO別リスト
【詳細版】 統合リスト
【詳細版】RRO別リスト
をご用意しています。

各リストの説明は、
「著作物リスト項目一覧・詳細説明」

をご確認ください。
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6. 請求書発行方法
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6.請求書発行方法①
※請求書発行が完了次第、「請求担当者」へ下記メールにてお知らせします。

学著協製薬
学著協花子 様

※本メールは請求書郵送希望者にも送信しております。※

下記の通りご請求書の発行が完了致しましたので、
期日までに当協会指定口座にお振込みをお願い致します。
--------------------------------------------
申請番号：J180129
請求書発行日：2018年7月13日
請求書番号：J180129
契約種類：個別的利用許諾契約
振込期日：2018年9月13日
--------------------------------------------

請求書は以下の方法に沿ってJAC複製利用許諾システムへログインの上、ダウンロードをお願い致します。

（請求書ダウンロード方法）
下記URLをクリックし、【JAC複製利用許諾システム】へログインして下さい。
ホーム画面より「申請履歴」へ移動後、「検索」をクリックすると全履歴が表示されますので、上記「申請番号」に該当する請求書をクリックして下さい。
https://sys.jaacc.org/consumer/login/

2018年4月より請求書原本については、当協会から郵送する方式より、皆様にシステムからダウンロード頂く方式へ変更となっております。
事前に郵送希望のご連絡が無い場合は本メールのお届けのみとなりますのでご注意下さい。

本件に関するお問合せは下記までお願い致します。

*********************************
一般社団法人学術著作権協会（JAC）事務局
107-0052 東京都港区赤坂9-6-41乃木坂ビル
TEL 03-3475-5618
FAX 03-3475-5619
Email user@jaacc.jp
URL http://www.jaacc.org/
*********************************

https://sys.jaacc.org/consumer/login/
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6.請求書発行方法②

③メールに記載の申請番号に該当する「請求書」をクリックし、ダウンロード
※請求書の発行を紙で希望される場合は、お問い合わせ画面よりご連絡をお願いします。

②「検索」をクリック
（全申請履歴が表示されます）

①ログイン（p.7参照）後、「申請履歴」をクリック



6.請求書発行方法③
•個別的利用許諾契約の場合以下の書類が発行されます。
「請求書」＋「著作物利用許諾明細書」＋「著作物利用許諾書」

•包括的利用許諾契約の場合以下の書類が発行されます。
「請求書」＋「著作物利用許諾明細書」（一部例外があります。）

38

「著作物利用
許諾書」が届
いた時点で、
著作物の複製
が可能です。
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7. エラー対策について
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7.エラー対策について
•「JAC複製利用許諾システム」をご利用いただくうえでの
エラーについて、対策をまとめましたので以下URLからご
覧ください。

• JAC複製利用許諾システムエラー対策事例集
https://www.jaacc.org/wp-
content/uploads/2020/12/JAC_FUKUSEI_troubleshooting_ver.201
2.pdf

https://www.jaacc.org/wp-content/uploads/2020/12/JAC_FUKUSEI_troubleshooting_ver.2012.pdf


（2020年12月14日最終更新）
本資料に掲載の画面イメージ等は予告なく変更になる場合があります。

予めご了承ください。

〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-41
JAC複製利用許諾システムに係るお問い合わせは以下のメールアドレス宛にお願いします。

user@jaacc.jp（学術著作権協会 事務局・利用者担当）
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