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本書は、株式会社メテオ（以下、メテオ）が提供するオンライン・サービス「メディカルオンライン 著作権

許諾サービス（Medical*Online Permission）」の使用説明書です。 

 

◆免責事項 

 本書の著作権はメテオに帰属します。 

 本書では、Google Chromeの画面および操作を掲載します。ブラウザに依存する表示や操作は、ブラウザ

によって異なることがあります。 

 本書の内容は予告なく改訂します。 

 

◆本書の表示 

 

CAUTION：警告情報を示しています。 

 

NOTE：参考情報を示しています。 
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はじめに 

メディカルオンライン 著作権許諾サービス 

「メディカルオンライン 著作権許諾サービス（Medical*Online Permission）」とは、医学関連雑誌・書籍の二

次利用（図表・本文の要約・論文全文の転載）について、利用許諾の申請・決済をオンラインで行なえるサ

ービスです。 

 

 

 

申請受付・購入のフロー 

①ユーザーは、転載に関する情報を当サイトで入力し、受付手続きを完了します。 

②発行元による審査が完了すると、メテオからユーザーに購入可能のメールを送信します。 

③ユーザーは、購入可能となった注文を当サイトで購入できます。 
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サイトの主なページと機能 

当サイトの主要なページについて、ページ内の主要な機能（ボタンやリンクなど）を概説します。 

 

トップページ 

 

メニュー項目 説明 

［雑誌を指定する］ 

［書籍を指定する］ 
雑誌名、書籍名、発行元名で論文・書籍を検索し、申請受付の手続きを進めます。 

［コンテンツを探す］ 著者名やタイトルなどの条件で論文・書籍を検索し、申請受付の手続きを進めます。 

［未収蔵誌を特別申請する］ 
当サイトで見つからない論文・書籍について、当社でお取り扱い可能な論文・書籍

であれば、このページから申請受付の手続きを進めます。 

［ご利用ガイド（初めての方へ）］ 会員登録前の当サイト訪問者への説明ページです。 

［よくあるご質問］ 当サイトに関する主な Q&Aが掲載されています。 

［お問い合わせ］ 
〈ご利用ガイド〉、〈よくあるご質問〉、本書をお読みになっても不明な点がある場合、

このページより問い合わせてください。 

［マイページへ］ マイページを表示します。 

［カートを見る］ 
カートを表示します。申請受付の手続きを進める、または購入可能な注文の購入手

続きを進めます。 

［検索したい文字を入力］ 任意のキーワードを入力して論文・書籍を検索し、申請受付の手続きを進めます。 

［最新のインフォメーション］ 当サイトの主な更新情報やメンテナンス予告を表示しています。 
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〈許諾内容入力〉ページ 

 

 

項目 説明 

利用対象 転載するコンテンツの種類を選択します。 

利用目的 転載先の媒体を選択します。 

利用数 配布数（または閲覧者数）を入力します。 

著者の許諾 転載元の著者の許諾について、取得状況を選択します。 

制作資材見本・著者承諾書 
「制作資材見本」と「著者承諾書」の PDFをアップロードします。 

※利用対象で［図表転載や要約作成］を選択した場合 

論文 PDFデータの購入 
許諾申請と併せて、論文 PDFを購入したい場合にチェックを入れます。 

※利用対象で［論文全文］を選択した場合 

コンテンツ利用者 コンテンツを利用する企業名を入力します。 

資材の制作者 資材を制作した企業名を入力します。 

利用期間 広告資材の配布やウェブサイトの公開を始める年月を選択します。 

メテオへの連絡事項 転載に関して申し送り事項がある場合は入力します。 

備考欄 社内管理に必要な番号などを記録しておきたい場合は入力します。 

［料金を計算する］ 図表点数や利用数などの条件に応じた許諾料（暫定）を表示します。 

［同一の論文・書籍で別の申請を行う］ 
複数の媒体への転載など、異なる条件の転載を一度で申請する場合に活用で

きます。 

［カートに入れて手続きを進める］ カートを表示し、申請手続きを進めます。 
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カート 

 

 

項目 説明 

［選択］ チェックボックスをクリックして、注文を選択します。 

［削除］ カートから注文を削除します。 

［申請を確定する］ 選択した注文の申請受付を完了します。 

［購入手続きに進む］ 選択した注文の購入手続きに進みます。 

［<TOPに戻る］ トップページを表示します。 
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マイページ 

 

 

項目 説明 

［購入履歴一覧］ 〈購入履歴一覧〉ページを表示します。購入済みの注文が表示されます。 

［購入可能一覧］ 〈購入可能一覧〉ページを表示します。購入手続きに進める注文が表示されます。 

［申請中一覧］ 〈申請中一覧〉ページを表示します。受付完了した注文が表示されます。 

［会員登録内容変更］ ユーザー情報を変更します。 

［退会手続き］ 退会手続きを進めます。 

［カード情報編集］ 登録したクレジットカードの情報を削除します。 

［ログアウト］ サービスからログアウトします。。 

 

〈購入履歴一覧〉ページ 

 

 

項目 説明 

［注文番号］ 〈購入履歴詳細〉ページを表示します。 
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〈購入履歴詳細〉ページ 

 

 

項目 説明 

［領収書の表示］ 
領収書を表示します。宛名や但し書きの変更はできません。 

※クレジットカード決済で購入した場合 

［この申請の更新を依頼する］ 
この注文と同じ内容が入力・選択された〈許諾内容入力〉ページを表示します。同じ

内容でライセンス有効期間を更新するための申請手続きを進めることができます。 

［ライセンス証明書 DL］ ライセンス証明書の PDFをダウンロードします。 

［論文 PDFを DL］ 
論文の PDFをダウンロードします。 

※論文 PDFを購入した場合 

［戻る］ 〈購入履歴一覧〉ページを表示します。 
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〈購入可能一覧〉ページ 

 

項目 説明 

［選択］ チェックボックスをクリックして、注文を選択します。 

［申請番号］ 〈注文内容履歴詳細〉ページを表示します。 

［見積書を印刷する］ 選択した注文の見積書を表示します。 

［カートに入れる］ 選択した注文をカートに追加します。 
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〈申請中一覧〉ページ 

 

 

項目 説明 

［申請時の添付ファイル］ 
［表示する］をクリックすると、申請受付時にアップロードしたファイルの一覧が表示さ

れます。 

［追加する添付ファイル］ ［追加する］をクリックすると、追加アップロード用のボタンが表示されます。 

［概算見積書を印刷する］ 選択した注文の概算見積書を表示します。 
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申請受付のステップ 

ユーザーが申請内容を入力し、メテオが受け付けるまでの操作手順を説明します。 

 

受付手続き 1：転載元の論文・書籍を指定する 

4種類の検索方法を利用して、転載元の論文・書籍を指定してください。 

 

検索方法 A：雑誌名・雑誌の発行元名で絞り込む 

1. メニューの［雑誌を指定する］をクリックする 

 

2. 雑誌を絞り込む 

頭文字で絞り込み：［A～J］や［あ行］などのボタンをクリックしてください。 

テキストを入力して絞り込み：入力欄に雑誌名の一部を入力して［検索する］をクリックしてください。 

 

 

NOTE：発行元名で検索したい場合、［発行元で検索］をクリックしてから、頭文字ボタンをクリックする

か、入力欄に入力して［検索する］をクリックしてください。 

 

3. 該当する雑誌をクリックする 

〈バックナンバー〉ページが表示されます。 

 

4. 該当する巻号をクリックする 

〈論文一覧〉ページが表示されます。 

 

5. 該当する論文の［許諾を申請する］をクリックする 

 

〈許諾内容入力〉ページが表示されます。 

 

NOTE：［論文プレビュー］ボタンが表示されている場合、クリックするとプレビュー用の論文 PDFをダウ

ンロードできます。 
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検索方法 B：書籍名・書籍の発行元名で絞り込む 

1. メニューの［書籍を指定する］をクリックする 

 

2. 書籍を絞り込む 

頭文字で絞り込み：［英文字］や［あ行］などのボタンをクリックしてください。 

テキストを入力して絞り込み：入力欄に書籍名の一部を入力して［検索する］をクリックしてください。 

 

 

NOTE：発行元名で検索したい場合、［出版社で検索］をクリックしてから、頭文字ボタンをクリックする

か、入力欄に入力して［検索する］をクリックしてください。 

 

3. 該当する書籍をクリックする 

〈許諾内容入力〉ページが表示されます。 

 

検索方法 C：著者名やタイトルなど複数の条件で検索する 

1. メニューの［コンテンツを探す］をクリックする 

〈コンテンツを探す〉ページが表示されます。 

 

2. 商品種別を選択し、絞り込みの条件を加える 

 

 

NOTE：［基本条件指定］では、著者名、タイトル、ISSNなどの条件を指定できます。［条件を追加］をク

リックすると、複数の条件で絞り込めます。 
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3. ［検索］をクリックする 

検索結果が表示されます。 

 

4. 該当する論文・書籍の［許諾を申請する］をクリックする 

〈許諾内容入力〉ページが表示されます。 

 

検索方法 D：任意のキーワードで検索する 

1. ［検索したい文字を入力］の入力欄にキーワードを入力し、  をクリックする 

検索結果が表示されます。 

 

2. 該当する論文・書籍の［許諾を申請する］をクリックする 

〈許諾内容入力〉ページが表示されます。 

 

受付手続き 2：申請内容を入力してカートに入れる 

〈許諾内容入力〉ページで、申請に必要な情報（転載の用途や転載先など）を入力・選択します。 

 

1. 利用対象を選択する 

表示された文章を読み、［確認しました］にチェックを入れてください。 

 

［図表転載や要約作成］を選択した場合、図表番号や要約箇所を入力し、合計点数を選択してください。 
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2. 利用目的の一覧から、該当する項目を選択する 

表示された文章を読み、［確認しました］にチェックを入れてください。 

 

選択した項目によっては、さらに必要事項を入力してください。 

 

 

NOTE：［出版物へ転載］を選択した場合、転載先情報を入力してください。 
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3. 利用数を入力する 

 

 

4. 転載元の著者の許諾に関する情報を選択する 

 

 

項目 説明 

［著者許諾 取得済み］ 転載について著者の許諾を取得している場合に選択してください。 

［著者許諾 取得予定］ 

著者に連絡中または連絡予定の場合に選択してください。 

※取得後、著者承諾書をメテオに送付する場合は「著者承諾書や不足資料を後送す

る」（→24ページ）を参照してください。 

［著者許諾 不要見込み］ 

著者の許諾取得が不要見込みまたは不要と判明している場合に選択し、その理由を

選択または入力してください。 

※発行元の判断によって、取得が必要となることがあります。 

 

NOTE：手順 1で［論文全文］を選択した場合、この項目は表示されません。ただし、発行元の判断によっ

て、著者許諾の取得をお願いすることがあります。 
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5. 資材見本と著者承諾書をアップロードする 

5-1. ［ファイルを選択］をクリックする 

 

 

5-2. データを選択して［開く］をクリックする 

［ファイルを選択］ボタンの右にファイル名が表示されます。 

 

5-3. ［ファイルをアップする］をクリックする 

 

 

アップロードしたデータのファイル名が表示されます。 

 

 

NOTE：手順 1で［論文全文］を選択した場合、この項目は表示されません。 
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6. コンテンツ利用者を入力する 

「コンテンツ利用者」とは、広告資材や出版物を発行する企業・団体を指します。 

ユーザーである代理店 A社が、クライアント企業 B社の依頼を受けて転載許諾を申請する場合、コンテンツ

利用者は B社となります。 

 

 

NOTE：ユーザー自身がコンテンツを利用する場合、［許諾申請者自身がコンテンツを利用します。］にチェ

ックを入れてください。 

 

7. 資材を制作した会社を入力する 

 

 

NOTE：ユーザー自身が資材を制作した場合、［許諾申請者と資材の制作者は同一です。］にチェックを入れ

てください。 

 

8. 利用開始月を選択する 

 

 

9. 申請に関して特記事項があれば［メテオへの連絡事項］に入力する 
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NOTE：管理番号などを記録する場合は、［お客様備考欄］に入力してください。入力した内容をライセン

ス証明書にも記録したい場合は、［ライセンス証明書に記載します。］にチェックを入れてください。 

 

 

NOTE：［料金を計算する］をクリックすると、入力・選択した内容に応じて、暫定の転載許諾料が表示さ

れます。必要事項の入力・選択が不足していると、該当箇所に赤文字でメッセージが表示されます。 

 

 

10. ［カートに入れて申請手続きを進める］をクリックする 

カートが表示されます。 

 

NOTE：必要事項の入力・選択が不足していると、該当箇所に赤文字でメッセージが表示されます。 
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受付手続き 3：申請受付を完了する 

カートには、〈許諾内容入力〉ページで入力・選択した申請内容が表示されます。 

 

1. チェックを入れる 

 

［申請を確定する］ボタンがクリック可能になります。 

 

2. ［申請を確定する］をクリックする 

申請受付完了を知らせるメールがユーザーに送信されます。 

 

3. ［OK］をクリックする 

これで申請受付は完了です。 
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購入のステップ 

発行元による審査が完了してから、ユーザーが購入手続きを完了するまでの操作手順を説明します。 

 

購入手続き 1：購入可能になった注文をカートに入れる 

発行元による審査が完了すると、結果を知らせるメールがユーザーに送信されます。 

 

1. メールに記載されたリンクをクリックする 

〈購入可能一覧〉ページが表示されます。 

 

2. チェックを入れる 

 

［カートに入れる］ボタンがクリック可能になります。 

 

CAUTION：購入期限を過ぎた注文は、〈購入可能一覧〉ページに赤字で表示されます。期限内に購入でき

ない場合は、事前に〈お問い合わせ〉ページより連絡してください。 

 

NOTE：複数の注文をまとめて購入したい場合は、複数のチェックボックスをクリックしてください。 

 

3. ［カートに入れる］をクリックする 

カートが表示されます。 
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4. チェックを入れる 

 

［購入手続きに進む］ボタンがクリック可能になります。 

 

NOTE：複数の注文をまとめて購入したい場合は、複数のチェックボックスをクリックしてください。 

 

5. ［購入手続きに進む］をクリックする 

 

〈お支払方法の指定〉ページが表示されます。 
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購入手続き 2：決済方法を選択して購入する 

ここでは、請求書によるお支払いを選択した場合を説明します。クレジットカードの場合は「クレジットカ

ードで購入する」（→28ページ）を参照してください。 

 

1. ［請求書］を選択して、［次へ］をクリックする 

 

〈入力内容のご確認〉ページが表示されます。 

 

2. 内容を確認して、［購入する］をクリックする 

 

購入完了メッセージが表示されます。 

 

CAUTION：購入完了後のキャンセルはできません。 
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その他の使い方 

著者承諾書や不足資料を後送する 

申請受付後に必要なデータ（例：著者承諾書、不足資料）を送付する場合、マイページからアップロードし

てください。 

 

1. マイページの〈申請中一覧〉ページを表示する 

 

2. 該当する注文の［追加する添付ファイル］の［追加する］をクリックする 

 

アップロード用のボタンが表示されます。 

 

NOTE：［申請時の添付ファイル］の［表示する］をクリックすると、申請受付時にアップロードしたデー

タのファイル名が表示されます。 

 

3. ［参照］をクリックする 

 

 

4. データを選択して［開く］をクリックする 

［ファイルを選択］ボタンの右にファイル名が表示されます。 
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5. ［ファイルをアップする］をクリックする 

 

アップロード完了のダイアログが表示されます。 

 

6. ［OK］をクリックする 

［追加する添付ファイル］に、アップロードしたデータのファイル名が表示されます。 

 

ライセンス証明書をダウンロードする 

購入済みの注文について、ライセンス証明書を取得します。 

 

1. マイページの〈購入履歴一覧〉ページを表示する 

 

2. 該当する注文の［詳細］をクリックする 

〈購入履歴詳細〉ページが表示されます。 

 

3. ［ライセンス証明書 DL］をクリックする 

 

ライセンス証明書の PDFがダウンロードされます。 
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同じ図表を複数の媒体に転載する 

同じ図表などを複数の媒体（例：印刷物とウェブサイト）に転載する場合は、媒体ごとに申請を分けてくだ

さい。以下の操作を行なうと、入力の手間を省くことができます。 

 

1. 〈許諾内容入力〉ページで申請内容を入力する 

 

2. ［同一論文・書籍で別の申請を行う］をクリックする 

 

［申請をカートに保存しました］というメッセージが表示されます。 

 

3. ［OK］をクリックする 

 

再び〈許諾内容入力〉ページが表示され、入力していた申請内容が保持されます。 

 

4. 申請内容を変更する 

利用目的や利用数など、申請内容の一部を変更します。 

 

NOTE：さらに別の媒体について申請する場合、［同一論文・書籍で別の申請を行う］をクリックしてくだ

さい。 

 

5. ［カートに入れて手続きを進める］をクリックする 

カートが表示されます。すべての注文の申請受付を完了してください。 
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検索で見つからない論文・書籍を許諾申請する（特別申請） 

このサイトで検索して、お探しの論文・書籍が見つからない場合は、まず〈お問い合わせ〉ページよりご相

談ください。当社でお取り扱い可能な論文・書籍であれば、このページから申請受付の手続きを進めます。 

 

1. メニューの［未収蔵誌を特別申請する］をクリックする 

〈未収蔵誌の特別申請〉ページが表示されます。 

 

2. 転載元の種別を選択する 

 

 

3. 転載元の情報を入力する 
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4. 画面の表示に従って入力・選択する 

入力内容については、「受付手続き 2：申請内容を入力」（→14ページ）を参照してください。 

特別申請では、［論文全文］を選択した場合でも、著者許諾の取得が必要となります。 

 

5. ［申請内容を確認する］をクリックする 

内容確認ページが表示されます。 

 

6. 内容を確認して、［特別申請を行う］をクリックする 

特別申請完了のメッセージが表示されます。特別申請完了を知らせるメールがユーザーに送信されます。 

この後、メテオが発行元への確認作業を行ないます。 

 

以降の手順は「購入のステップ」（→21ページ）と同様です。 

 

クレジットカードで購入する 

クレジットカード決済の手順を説明します。 

 

1. 〈お支払方法の指定〉ページで［クレジットカード決済］を選択して、［次へ］をクリックする 

 

 

NOTE：手順 3 で［このカードを登録する］にチェックを入れて決済すると、次回から［登録済みクレジ

ットカード決済］の項目が表示されます。 

 

2. 許諾内容・ユーザー情報・支払い方法を確認して、［次へ］をクリックする 
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3. カード情報を入力して、［カードで決済する］をクリックする 

 

購入完了メッセージが表示されます。 

 

CAUTION：購入完了後のキャンセルはできません。 

 

NOTE：手順 1で［登録済みクレジットカード決済］を選択した場合は、以下の画面が表示されます。 
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退会する 

「メディカルオンライン 著作権許諾サービス」から退会する手順を説明します。 

 

CAUTION：退会手続きが完了すると、マイページに保存されている情報はすべて削除されます。また、ラ

イセンス証明書のダウンロードや、購入した論文 PDFのダウンロードもできなくなります。 

 

1. マイページの［退会手続き］をクリックする 

〈退会手続き〉ページが表示されます。 

 

2. 表示されたメッセージを読み、［会員退会手続きへ］をクリックする 

 

3. 表示されたメッセージを読み、［はい、退会します］をクリックする 

退会手続きが完了します。 
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