新旧対照表
変更前
クリエイター奨励プログラム

変更後
参加規約

クリエイター奨励プログラム参加規約

■クリエイター奨励プログラムとは

■クリエイター奨励プログラムとは

niconico のプレミアム会員収入の一部を原

niconico のプレミアム会員収入の一部を原

資として、niconico の投稿作品に対して奨励

資として、niconico の投稿作品に対して奨励

金（クリエイター奨励スコア）を付与する制

金（クリエイター奨励スコア）を付与する制

度です。クリエイターの皆様の創作活動とコ

度です。クリエイターの皆様の創作活動とコ

ラボレーションの発展・推進を図ることを目

ラボレーションの発展・推進を図ることを目

的としています。

的としています。

クリエイター奨励プログラムに作品を登録

クリエイター奨励プログラムに作品を登録

すると、その作品の人気度や派生作品の活発

すると、その作品の人気度や派生作品の活発

度などに応じて、クリエイター奨励スコアの

度などに応じて、クリエイター奨励スコアの

点数が貯まります。貯まった点数は一定数以

点数が貯まります。貯まった点数は一定数以

上でニコニコポイントや現金に換えること

上でニコニコポイントや現金に換えること

ができます。

ができます。

■作品登録条件

■作品登録条件

クリエイター奨励プログラムに作品を登録

クリエイター奨励プログラムに作品を登録

するためには、以下の条件を満たしている必

するためには、以下の条件を満たしている必

要があります。

要があります。

・作品（※１）を投稿している

・作品（※１）を投稿している

・投稿した作品にコンテンツツリー（※２） ・投稿した作品にコンテンツツリー（※２）
を設定している

を設定している

・プレミアム会員に登録している

・プレミアム会員に登録している、または、
所定の本人確認手続き（※３）を完了してい
る

・クリエイター奨励プログラム参加規約と

・クリエイター奨励プログラム参加規約と

niconico 利用規約に同意している

niconico 利用規約に同意している

※１．クリエイター奨励プログラムの対象作

※１．クリエイター奨励プログラムの対象作

品とは：

品とは：

ニコニコ動画の動画、ニコニコ静画のイラス

ニコニコ動画の動画、ニコニコ静画のイラス

ト・マンガ、ニコニ立体の 3D モデル・画像、 ト・マンガ、ニコニ立体の 3D モデル・画像、

ニコニコ生放送の番組、ニコニ・コモンズの

ニコニコ生放送の番組、ニコニ・コモンズの

素材作品が対象です。ただし、作品の種類に

素材作品が対象です。ただし、作品の種類に

よってクリエイター奨励スコアの点数が付

よってクリエイター奨励スコアの点数が付

与される条件は異なります。詳しくは「クリ

与される条件は異なります。詳しくは「クリ

エイター奨励スコアの算出方法について」を

エイター奨励スコアの算出方法について」を

ご覧下さい。

ご覧下さい。

※２．コンテンツツリーとは：

※２．コンテンツツリーとは：

自分の作品がどの作品を元にしているか、あ

自分の作品がどの作品を元にしているか、あ

るいは利用されたかの派生関係を示すもの

るいは利用されたかの派生関係を示すもの

です。オリジナル作品であれば、その旨を宣

です。オリジナル作品であれば、その旨を宣

言できます。

言できます。
※３．プレミアム会員ではない場合、株式会
社ニワンゴ(以下、運営会社といいます)所定
の申請フォームに必要事項の登録、及び、運
営会社が指定する本人確認書類の写しを添
付の上、本人確認の申請を行う必要がありま
す。当該申請に対し、運営会社が承諾する旨
の通知をしたことをもって、本人確認手続き
が完了したものとします。なお、運営会社か
らの当該通知は、申請フォームに登録された
連絡メールアドレス宛に行います。

■クリエイター奨励スコアの算出方法につ

■クリエイター奨励スコアの算出方法につ

いて

いて

点数は作品ごとに付与され、その作品がクリ

点数は作品ごとに付与され、その作品がクリ

エイター奨励プログラムに登録された月の

エイター奨励プログラムに登録された月の

分から算出が始まります。また、点数は月単

分から算出が始まります。また、点数は月単

位での計算になります。

位での計算になります。

付与されるクリエイター奨励スコアの点数

付与されるクリエイター奨励スコアの点数

は、作品の種類や人気度、派生作品の数とそ

は、作品の種類や人気度、派生作品の数とそ

れぞれの人気度、クリエイター奨励プログラ

れぞれの人気度、クリエイター奨励プログラ

ムの登録作品数などによって決まります。

ムの登録作品数などによって決まります。

（1）作品の種類について

（1）作品の種類について

作品がニコニコ動画に投稿された動画、ニコ

作品がニコニコ動画に投稿された動画、ニコ

ニコ静画に投稿されたイラスト・マンガであ

ニコ静画に投稿されたイラスト・マンガであ

れば、その作品の人気度に応じて点数が貯ま

れば、その作品の人気度に応じて点数が貯ま

ります。

ります。

（2）作品の人気度について

（2）作品の人気度について

作品の人気度は月ごとに計算されます。人気

作品の人気度は月ごとに計算されます。人気

度が高いほど、点数が多く貯まります。

度が高いほど、点数が多く貯まります。

（3）派生作品について

（3）派生作品について

登録した作品のコンテンツツリーに、他のク

登録した作品のコンテンツツリーに、他のク

リエイターの作品が子作品（※３）として設

リエイターの作品が子作品（※４）として設

定されると、その子作品は派生作品とみなさ

定されると、その子作品は派生作品とみなさ

れます。子作品にニコニコ動画内の動画、ニ

れます。子作品にニコニコ動画内の動画、ニ

コニコ静画内のイラスト・マンガが設定され

コニコ静画内のイラスト・マンガが設定され

ると、
“子ども手当”という点数が別途貯ま

ると、
“子ども手当”という点数が別途貯ま

ります。子ども手当が受け取れるのは、動画、 ります。子ども手当が受け取れるのは、動画、
静画イラスト・マンガ、立体 3D モデル・画

静画イラスト・マンガ、立体 3D モデル・画

像、生放送、コモンズ素材のいずれかです。 像、生放送、コモンズ素材のいずれかです。
（4）クリエイター奨励プログラムに登録し

（4）クリエイター奨励プログラムに登録し

ている作品の数について

ている作品の数について

付与される点数は、一定の原資額をクリエイ

付与される点数は、一定の原資額をクリエイ

ター奨励プログラムに登録している全作品

ター奨励プログラムに登録している全作品

で割って算出します。このため、クリエイタ

で割って算出します。このため、クリエイタ

ー奨励プログラムに登録している作品が増

ー奨励プログラムに登録している作品が増

えると、1 作品に付与される点数は少なくな

えると、1 作品に付与される点数は少なくな

っていきます。

っていきます。

※３．子作品とは

※４．子作品とは：

ニコニコ動画、ニコニコ静画、ニコニ立体、 ニコニコ動画、ニコニコ静画、ニコニ立体、
ニコニコ生放送、ニコニ・コモンズに投稿さ

ニコニコ生放送、ニコニ・コモンズに投稿さ

れている作品を元にして別の作品が作られ

れている作品を元にして別の作品が作られ

た場合、元になった作品を『親作品』、親作

た場合、元になった作品を『親作品』、親作

品を元にして作られた作品を『子作品』と呼

品を元にして作られた作品を『子作品』と呼

びます。2 つの作品がコンテンツツリーによ

びます。2 つの作品がコンテンツツリーによ

って派生関係が示されると、点数算出の際に

って派生関係が示されると、点数算出の際に

考慮されます。

考慮されます。

■スコアの分配方法（コラボレーターの登

■スコアの分配方法（コラボレーターの登

録）

録）

作品を一緒に作ったコラボレーター（※４） 作品を一緒に作ったコラボレーター（※５）
を登録することで、クリエイター奨励スコア

を登録することで、クリエイター奨励スコア

を分配することができます。コラボレーター

を分配することができます。コラボレーター

と予め合意した分配比率を設定の上、コラボ

と予め合意した分配比率を設定の上、コラボ

レーターを登録すると、登録したコラボレー

レーターを登録すると、登録したコラボレー

ター宛てに当該登録内容の通知が運営のシ

ター宛てに当該登録内容の通知が運営のシ

ステムを通じて行われます。

ステムを通じて行われます。

登録したコラボレーターが、分配を受けるた

登録したコラボレーターが、分配を受けるた

めの手続きを進めるにあたっては、合言葉が

めの手続きを進めるにあたっては、合言葉が

必ず必要になります。クリエイター自身にお

必ず必要になります。クリエイター自身にお

いて、予めコラボレーターに合言葉をお伝え

いて、予めコラボレーターに合言葉をお伝え

ください。

ください。

※４．コラボレーター登録上の注意事項：

※５．コラボレーター登録上の注意事項：

・コラボレーターは niconico 以外で私的に

・コラボレーターは niconico 以外で私的に

連絡が取り合える方を登録して下さい。

連絡が取り合える方を登録して下さい。

・分配比率については、コラボレーターを登 ・分配比率については、コラボレーターを登
録する前に、必ず、コラボレーター全員の承

録する前に、必ず、コラボレーター全員の承

諾を得てください。コラボレーター全員が分

諾を得てください。コラボレーター全員が分

配内容を承認しないと当該登録に基づいた

配内容を承認しないと当該登録に基づいた

クリエイター奨励スコアの分配は行われま

クリエイター奨励スコアの分配は行われま

せん。

せん。

・登録したコラボレーターがクリエイター奨 ・登録したコラボレーターがクリエイター奨
励スコアの分配を受けるには、コラボレータ

励スコアの分配を受けるには、コラボレータ

ー自身がプレミアム会員である必要があり

ー自身がプレミアム会員、または、本人確認

ます。

手続き完了済みである必要があります。

登録時点において、コラボレーターがプレミ

登録時点において、コラボレーターがプレミ

アム会員に登録していない場合には、分配を

アム会員に登録、または、本人確認手続きを

受ける月の前月末日までにプレミアム会員

していない場合には、分配を受ける月の前月

登録をコラボレーター自身で完了させる必

末日までにプレミアム会員登録、または、本

要があります。

人確認手続きをコラボレーター自身で完了
させる必要があります。

・コラボレーターとの連絡や分配比率等のト ・コラボレーターとの連絡や分配比率等のト
ラブルに関して、運営は一切関与せず、いか

ラブルに関して、運営は一切関与せず、いか

なる責任も負いません。

なる責任も負いません。

■クリエイター奨励スコア獲得の流れ

■クリエイター奨励スコア獲得の流れ

点数が付与されるのは、クリエイター奨励プ

点数が付与されるのは、クリエイター奨励プ

ログラムに作品を登録してから 4 カ月後の

ログラムに作品を登録してから 4 カ月後の

月初めです。それまでに作品が削除された

月初めです。それまでに作品が削除された

り、非公開になった場合、また投稿者がプレ

り、非公開になった場合、また投稿者がプレ

ミアム会員を解約した場合は、受け取ること

ミアム会員を解約した場合は、受け取ること

ができません。

ができません。

プログラムに登録（コラボレーター登録も含

プログラムに登録（コラボレーター登録も含

む）してから実際に点数が付与されるまでの

む）してから実際に点数が付与されるまでの

間は、ニコニ・コモンズ内のクリエイター奨

間は、ニコニ・コモンズ内のクリエイター奨

励プログラムページ内において、受取予想点

励プログラムページ内において、受取予想点

数の目安を確認できます。

数の目安を確認できます。

点数が付与された後は、niconico マイペー

点数が付与された後は、niconico マイペー

ジ、およびニコニ・コモンズ内のクリエイタ

ジ、およびニコニ・コモンズ内のクリエイタ

ー奨励プログラムページにおいて、保有点数

ー奨励プログラムページにおいて、保有点数

を確認できます。作品ごとの獲得点数はニコ

を確認できます。作品ごとの獲得点数はニコ

ニ・コモンズ内のクリエイター奨励プログラ

ニ・コモンズ内のクリエイター奨励プログラ

ムページにおいて確認できます。

ムページにおいて確認できます。

■クリエイター奨励スコアの有効期限につ

■クリエイター奨励スコアの有効期限につ

いて

いて

有効期限は、獲得から 1 年です。獲得した点

有効期限は、獲得から 1 年です。獲得した点

数をニコニコポイントや現金に変換せずに 1

数をニコニコポイントや現金に変換せずに 1

年経過した場合、経過した分の点数は消滅し

年経過した場合、経過した分の点数は消滅し

ます。

ます。

■クリエイター奨励スコアからニコニコポ

■クリエイター奨励スコアからニコニコポ

イントへの変換方法

イントへの変換方法

貯まった点数は 10 点から、1 点＝1pt でニコ

貯まった点数は 10 点から、
1 点＝1pt でニコ

ニコポイントに変換することができます。

ニコポイントに変換することができます。

手続きはニコニ・コモンズ内のクリエイター

手続きはニコニ・コモンズ内のクリエイター

奨励プログラムページ内から行えます。

奨励プログラムページ内から行えます。

■クリエイター奨励スコアから現金への変

■クリエイター奨励スコアから現金への変

換方法

換方法

貯まった点数は 10,000 点から、1 点＝1 円で

貯まった点数は 10,000 点から、1 点＝1 円で

現金に交換できます。

現金に交換できます。

現金に交換できるのは、個人ユーザーのみで

現金に交換できるのは、個人ユーザーのみで

す。法人、および団体は現金を受け取ること

す。法人、および団体は現金を受け取ること

はできません。現金に交換する際には、氏名、 はできません。現金に交換する際には、氏名、
銀行口座情報等の個人情報を入力する必要

銀行口座情報等の個人情報を入力する必要

があります。なお、現金を受け取るためには、 があります。なお、現金を受け取るためには、
国内の銀行に口座を持っている必要があり

国内の銀行に口座を持っている必要があり

ます。

ます。

※注意事項

※注意事項

・クリエイター奨励スコアを現金に交換する ・クリエイター奨励スコアを現金に交換する
際、指定口座への振込には、楽天銀行のメル

際、指定口座への振込には、楽天銀行のメル

マネマスペイメントを利用します。メルマネ

マネマスペイメントを利用します。メルマネ

ペイメントでは、niconico アカウントに登録

マスペイメントでは、niconico アカウントに

したメールアドレスを使用して現金の送金、 登録したメールアドレスを使用して現金の
受け取りの手続きを行いますので、niconico

送金、受け取りの手続きを行いますので、

アカウントに登録したメールアドレスで、楽

niconico アカウントに登録したメールアド

天銀行からのメール『～

レスで、楽天銀行からのメール『～

@ac.rakuten-bank.co.jp』が受け取れること

@ac.rakuten-bank.co.jp』が受け取れること

を必ずご確認ください。

を必ずご確認ください。

■作品登録をする前に

■作品登録をする前に

クリエイター奨励プログラムに作品登録を

クリエイター奨励プログラムに作品登録を

する前に、以下のことをご確認下さい。

する前に、以下のことをご確認下さい。

・奨励プログラムに登録しようとしている作 ・奨励プログラムに登録しようとしている作

品が、第三者の権利を侵害していないこと

品が、第三者の権利を侵害していないこと

※他者の権利を侵害している場合は、権利者

※他者の権利を侵害している場合は、権利者

から掲載の差止めや損害賠償を求められる

から掲載の差止めや損害賠償を求められる

場合があり、刑事罰が課せられる場合もあり

場合があり、刑事罰が課せられる場合もあり

ます。

ます。

・コンテンツツリーにおいて、元となった親 ・コンテンツツリーにおいて、元となった親
作品を正しく設定していること（オリジナル

作品を正しく設定していること（オリジナル

作品の場合は、その旨を表明して下さい）

作品の場合は、その旨を表明して下さい）

・niconico 利用規約、およびクリエイター奨 ・niconico 利用規約、およびクリエイター奨
励プログラムの参加規約を熟読し、内容につ

励プログラムの参加規約を熟読し、内容につ

いて同意すること

いて同意すること

■運営会社の対応について

■運営会社の対応について

１．本プログラムは株式会社ニワンゴ（以下、１．本プログラムは運営会社の任意の理由で
運営会社といいます）の任意の理由でサービ サービスを停止または中止することがありま
スを停止または中止することがあります。

す。

２．運営会社は、本プログラムの登録や親作

２．運営会社は、本プログラムの登録や親作

品・子作品およびコラボレーターの登録に関

品・子作品およびコラボレーターの登録に関

し、利用者間の紛争について一切関与致しま

し、ユーザー間の紛争について一切関与致し

せん。

ません。

３．本プログラムの利用に際し、運営会社は

３．本プログラムの利用に際し、運営会社は

以下の事柄について責任を負いません。

以下の事柄について責任を負いません。

・運営会社の過失の有無にかかわらず、誤
って作品が削除された場合に生じる損失
・集計プログラムの不具合やデータ消失な
どによる損失
・入金時やポイント変換時のトラブルによ
る損失
・システムトラブル等により、クリエイタ

・運営会社の過失の有無にかかわらず、誤
って作品が削除された場合に生じる損失
・集計プログラムの不具合やデータ消失な
どによる損失
・入金時やポイント変換時のトラブルによ
る損失
・システムトラブル等により、クリエイタ

ー奨励プログラムへの作品登録が受け付け

ー奨励プログラムへの作品登録が受け付け

られなかった場合に生じる損失

られなかった場合に生じる損失

４．運営会社が以下の事項に該当すると判断

４．運営会社が以下の事項に該当すると判断

した場合は、点数の付与停止や、獲得した点

した場合は、点数の付与停止や、獲得した点

数の剥奪、アカウント削除等を行うことがあ

数の剥奪、アカウント削除等を行うことがあ

ります。

ります。

・不適切な手段を用いて自分の作品の再生
数等を増加しようとする行為
・他者に対して本プログラムの参加や再生
数の増加等を妨害する行為
・第三者の作品について、そのコンテンツ

・不適切な手段を用いて自分の作品の再生
数等を増加しようとする行為
・他者に対して本プログラムの参加や再生
数の増加等を妨害する行為
・第三者の作品について、そのコンテンツ

ツリーの子作品に不適切な作品を設定して

ツリーの子作品に不適切な作品を設定して

第三者に迷惑をかける行為

第三者に迷惑をかける行為

・性的、わいせつ的、暴力的な表現行為、

・性的、わいせつ的、暴力的な表現行為、

その他過度の不快感を及ぼすおそれのある

その他過度の不快感を及ぼすおそれのある

行為

行為

・その他、niconico 利用規約、ニコニコ動

・その他、niconico 利用規約、ニコニコ動

画投稿規約、ニコニコ静画利用規約、ニコニ

画投稿規約、ニコニコ静画利用規約、ニコニ

立体利用規約、ニコニコ生放送利用規約、ニ

立体利用規約、ニコニコ生放送利用規約、ニ

コニ・コモンズ利用規約もしくはクリエイタ

コニ・コモンズ利用規約もしくはクリエイタ

ー奨励プログラムの参加規約に違反する行

ー奨励プログラムの参加規約に違反する行

為

為
５．運営会社は、クリエイター奨励プログラ
ムに関し取得した個人情報を、本人確認のた
め及びスコア付与(スコアの現金交換等によ
る支払を含む)のために利用いたします。そ
の他個人情報の取り扱いは、niconico 利用規
約の個人情報保護方針≪リンク≫に基づく
ものとします。

５．その他、本規約にない事項については

６．その他、本規約にない事項については

niconico 利用規約に沿って運営致します。

niconico 利用規約に沿って運営致します。
＜作品登録宣言＞
クリエイター奨励プログラムに作品を登録
するにあたり、以下の宣言をお願いいたしま
す。

■私は満 20 歳以上です、もしくは、未成年
ですが、クリエイター奨励プログラムの登録
について保護者の同意を得ています。
■私はクリエイター奨励プログラムに登録
する作品が、以下の各利用規約の禁止事項に
該当しないことを宣言します。
・niconico 利用規約
（https://secure.nicovideo.jp/secure/ru
le）
・ニコニコ静画利用規約
（http://seiga.nicovideo.jp/rule）
・ニコニ立体利用規約
（http://3d.nicovideo.jp/rule）
・ニコニコ生放送利用規約
（http://live.nicovideo.jp/static/rule.
html）
・ニコニ・コモンズ利用規約
（http://help.nicovideo.jp/niconicommon
s/tos/#001581）
■私はクリエイター奨励プログラムに登録
した作品を、登録してから 1 年以上公開する
ことを約束し、この間、自主削除や非公開設
定は行わないことを約束します。
■私は動画投稿ハンドブック
（http://info.nicovideo.jp/smile/handbo
ok/）を熟読したことを宣言します。
■私はクリエイター奨励プログラムの参加
規約に同意したことを宣言します。
■私はこの宣言に反することが確認された
場合、報奨金を受け取る資格を喪失すること
に同意します。また、第三者とのトラブルが

発生した場合、自己の責任において解決し、
貴社に一切の迷惑をかけないことを約束し
ます。
■私は虚偽の宣言を行った場合、損害賠償責
任を問われたり、法的に不利な結果になる可
能性があることを認識しています。
■私はクリエイター奨励プログラムに登録
した作品が、公序良俗に反したり私の名誉声
望を害さない範囲で、第三者に貴社サービス
内で利用（改変利用を含む）されることを許
可します。ただし、当該作品につき私以外の
著作者（原著作者、共同著作者等）の著作物
が利用されている場合には、私は第三者が当
該著作者から利用許諾を得ている場合に限
り、当該作品が利用されることを許可しま
す。
■私は第三者の著作物等を使用した作品を
クリエイター奨励プログラムに登録する場
合であっても、前記但し書きの規定の場合を
除き、それが権利上問題ない状態であること
を宣言します。また、前記但し書きの規定の
場合を除き、権利上問題ないことについて、
その理由を運営会社に説明することができ
ます。

