
VOCALOIDソフトウェア / VOCALOIDライブラリ 使用許諾契約

本契約に関してご質問がある場合、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 (Fax:011-222-0707 / Email: licensing@crypton.co.jp) までお問
い合わせください。



ソフトウェア使用許諾契約書

本ソフトウェア使用許諾契約書（以下「本契約」という）は、VOCALOID ソフトウェアおよび本ソフトウェアの全てのアップグレード、バージョンアップ
あるいはアップデート ( 以下「本ソフトウェア」という ) に関してお客様とヤマハ株式会社との間で締結される契約です。本ソフトウェアをインストール、
コピー、または別の方法で使用することによって、お客様は本契約のすべての条項に同意したとみなされます。本契約の条項に同意しない場合、本ソフトウェ
アの使用はできません。

また、各ライブラリメーカから提供されるVOCALOID ライブラリ（以下「ライブラリ」という）のエンドユーザ使用許諾契約の諸条件にも拘束されること
をご理解下さい。

1. 使用許諾
ヤマハ株式会社は、お客様に対し、本契約の各条項に従うことを条件に、一台のコンピュータに対し本ソフトウェアをインストールし使用する権利と
本ソフトウェアを用いて合成した音声 (以下「合成音声」という )を使用する権利を許諾します。

2. 禁止と制限
お客様が本ソフトウェアから著作権表記の消去や変更をすることは許されません。
お客様が第三者へ本ソフトウェアの複製物を配布することは許されません。
お客様が本ソフトウェアの貸し借りをすることは許されません。
お客様が他人に本ソフトウェアの複製物を取得させる目的で、ウェブページ上や他の媒体で本ソフトウェアの一部あるいは全部を掲載することは許さ
れません。
お客様が本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他読解可能な形式への変換を行うための手段を用いること
は許されません。また他人にさせることも許されません。
お客様が本ソフトウェアの部分的もしくは全部をいかなる方法でも複製、修正、処分することは許されません。

3. 合成音声の使用の制限
お客様が公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開や配布することはどのような方法であっても許されません。
お客様がライブラリの歌手本人だけでなく、第三者の人格権を侵害する合成音声を公開または配布することは許されません。お客様が合成音声を公開
あるいは配布したことにより発生したいかなるクレーム、訴訟、直接的、派生的、付随的または間接的な損害に対してもヤマハ株式会社は一切責任を
負いません。
お客様が本ソフトウェアによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本使用許諾契約とは別にヤマハ株式会社から別途の使用許諾契約が必要と
なります。もしそのような使用許諾契約が必要であれば、ヤマハ株式会社までご連絡下さい。

(a) 主として、商用カラオケソフトウェア、カラオケハードウェア、インターネットを利用したカラオケ製品システムやサービスの開発での使用など、
商用のカラオケサービスあるいはシステムにおいてバックコーラス等の歌声に合成音声を使用する場合。

(b) 他の楽器や音楽作品中の音との組合せで使用する場合以外で、電話機の呼び出し音 (いわゆる「着メロ」を含む )、電話や電話用機器での警告音
として合成音声を商用に使用する場合。

4. 契約の中途終了
お客様が本契約の条項を遵守しない場合、ヤマハ株式会社の他のいかなる既得権を侵害せずにヤマハ株式会社は本契約を終了することができます。そ
のような場合、お客様は本ソフトウェアのすべてのコピーを廃棄しなければなりません。

5. 本ソフトウェアの知的財産権
本ソフトウェアやそのいかなる複製物のあらゆる権利と知的財産権はヤマハ株式会社が保有します。 

6. 免責事項
本ソフトウェアと関連するドキュメンテーションはヤマハ株式会社が著作権を保有します。本ソフトウェアは現状有姿の状態で提供され、本ソフトウェ
アの使用あるいは動作に対してヤマハ株式会社は保証をいたしません。本ソフトウェアの使用あるいは動作により発生する損害はお客様が負担しなけ
ればなりません。お客様が本ソフトウェアあるいはドキュメンテーションを使用することにより発生した結果に対してヤマハ株式会社は保証しません。
ヤマハ株式会社は、第三者の権利の非侵害性、市場適合性、特定の目的への適合性について、明示であるか黙示であるかを問わず、一切保証いたしません。
ヤマハ株式会社は、直接的、派生的、付随的または間接的損害 (営業上の利益の損失を含む )について、たとえそのような損害や第三者からの賠償請求
の可能性について予めヤマハ株式会社が通知を受けた場合でも、お客様に対して一切責任を負いません。

7. 概要
本契約は日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。



ボーカルライブラリ使用許諾契約書

本ボーカルライブラリ使用許諾契約書（以下「本契約」という）は、本製品に収録されているVOCALOID ボーカルライブラリ ( 以下「本ボーカルライブラリ」
という)に関してお客様とヤマハ株式会社との間で締結される契約です。本ボーカルライブラリをインストール、コピー、または別の方法で使用することによっ
て、お客様は本契約のすべての条項に同意したとみなされます。本契約の条項に同意しない場合、本ボーカルライブラリの使用はできません。

また、ヤマハ株式会社から提供されるVOCALOID ソフトウェア（以下「ソフトウェア」という）のエンドユーザ使用許諾契約の諸条件にも拘束されること
をご理解下さい。

1. 使用許諾
ヤマハ株式会社は、お客様に対し、本契約の各条項に従うことを条件に、一台のコンピュータに対し本ボーカルライブラリをインストールし使用する
権利と本ボーカルライブラリを用いて合成した音声 (以下「合成音声」という )を使用する権利を許諾します。

2. 禁止と制限
お客様が本ボーカルライブラリから著作権表記の消去や変更をすることは許されません。
お客様が第三者へ本ボーカルライブラリの複製物を配布することは許されません。
お客様が本ボーカルライブラリの貸し借りをすることは許されません。
お客様が他人に本ボーカルライブラリの複製物を取得させる目的で、ウェブページ上や他の媒体で本ボーカルライブラリの一部あるいは全部を掲載す
ることは許されません。
お客様が本ボーカルライブラリの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他読解可能な形式への変換を行うための手段を用い
ることは許されません。また他人にさせることも許されません。
お客様が本ボーカルライブラリの部分的もしくは全部をいかなる方法でも複製、修正、処分することは許されません。 

3. 合成音声の使用の制限
お客様が公序良俗に反する歌詞を含む合成音声を公開や配布することはどのような方法であっても許されません。
お客様がライブラリの歌手本人だけでなく、第三者の人格権を侵害する合成音声を公開または配布することは許されません。お客様が合成音声を公開
あるいは配布したことにより発生したいかなるクレーム、訴訟、直接的、派生的、付随的または間接的な損害に対してもヤマハ株式会社は一切責任を
負いません。
お客様が本ボーカルライブラリによる合成音声を以下の形態で使用する場合には、本使用許諾契約とは別にヤマハ株式会社から別途の使用許諾契約が
必要となります。もしそのような使用許諾契約が必要であれば、ヤマハ株式会社までご連絡下さい。

(a) 主として、商用カラオケボーカルライブラリ、カラオケハードウェア、インターネットを利用したカラオケ製品システムやサービスの開発での
使用など、商用のカラオケサービスあるいはシステムにおいてバックコーラス等の歌声に合成音声を使用する場合。

(b) 他の楽器や音楽作品中の音との組合せで使用する場合以外で、電話機の呼び出し音 (いわゆる「着メロ」を含む )、電話や電話用機器での警告音
として合成音声を商用に使用する場合。

4. 契約の中途終了
お客様が本契約の条項を遵守しない場合、ヤマハ株式会社の他のいかなる既得権を侵害せずにヤマハ株式会社は本契約を終了することができます。そ
のような場合、お客様は本ボーカルライブラリのすべてのコピーを廃棄しなければなりません。

5. 本ボーカルライブラリの知的財産権
本ボーカルライブラリやそのいかなる複製物のあらゆる権利と知的財産権はヤマハ株式会社が保有します。 

6. 免責事項
本ボーカルライブラリと関連するドキュメンテーションはヤマハ株式会社が著作権を保有します。本ボーカルライブラリは現状有姿の状態で提供され、
本ボーカルライブラリの使用あるいは動作に対してヤマハ株式会社は保証をいたしません。本ボーカルライブラリの使用あるいは動作により発生する
損害はお客様が負担しなければなりません。お客様が本ボーカルライブラリあるいはドキュメンテーションを使用することにより発生した結果に対し
てヤマハ株式会社は保証しません。ヤマハ株式会社は、第三者の権利の非侵害性、市場適合性、特定の目的への適合性について、明示であるか黙示で
あるかを問わず、一切保証いたしません。ヤマハ株式会社は、直接的、派生的、付随的または間接的損害 (営業上の利益の損失を含む )について、たと
えそのような損害や第三者からの賠償請求の可能性について予めヤマハ株式会社が通知を受けた場合でも、お客様に対して一切責任を負いません。

7. 概要
本契約は日本法の適用を受け、日本法に基づいて解釈されるものとします。



SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT - READ CAREFULLY
This Software License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and YAMAHA 
Corporation ("YAMAHA") for VOCALOID(TM) software program and any upgrades, modified versions or updates of the VOCALOID(TM) 
software (collectively, the "Software").
By installing, copying, or otherwise using the Software, you are deemed to be bound by all the terms and conditions of this Agreement. 
If you do not agree to the terms of Software, you may not use Software. 

You shall be also bound by the terms and conditions of the End User License Agreement of the VOCALOID(TM) Library ("Library") 
provided by each Library developer.

1. Grant of License
YAMAHA hereby grants you the right to install and use one copy of the Software on one single computer and use the synthesized 
singing, subject to the terms and conditions of this Agreement.

2. Prohibitions and Restrictions
You must not remove or alter any copyright notices on all copies of the Software.
You may not distribute copies of the Software to third parties.
You may not rent, lease, or lend the Software.
You may not post any portion of the Software on a web site or any other medium that may enable others to obtain a copy of the 
Software.
You may not reverse-compile, disassemble, reverse-engineer, or use any other method to convert the Software into a human-
readable form, nor may you allow another person to do so.
The Software may not be duplicated, corrected, modified, or disposed of in any other way in part or in whole.

3. Restrictions on use of the synthesized singing
You may not publish or distribute in any manner the synthesized singing that includes lyrics which are against public policy of law. 
You may not publish or distribute the synthesized singing that is harmful to the moral rights of the third party including but 
not limited to the original singer of the Library. In no event will YAMAHA be liable for any and all claims, suits or consequential, 
incidental or special damages arising from your publishing or distributing synthesized singing.
The following types of usage of the synthesized singing by the Software may require a separate additional license from YAMAHA 
which would be independent of this license Agreement. If you wish to obtain such additional license, you should contact YAMAHA 
to discuss their particular requirements.

(a) Use mainly in a commercial Karaoke service/system to provide vocals including but not limited to backing vocals, including 
use to create commercial Karaoke software, Karaoke hardware, and internet-based Karaoke products systems and services.

(b) Use commercially as telephone ringtones or as audio alerts or signals in telephone or telecommunication equipment, except 
when used in combination with other musical instruments or sounds within a musical composition.

4. Termination
Without prejudice to any other rights, YAMAHA may terminate this Agreement if you fail to comply with the terms and conditions 
of this Agreement. In such event, you must destroy all copies of the Software.

5. Intellectual Property Rights of the Software
All title and intellectual property rights in and to the Software and any copies thereof are owned by YAMAHA. 

6. NO WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY
THE SOFTWARE AND ANY RELATED DOCUMENTATION ARE COPYRITED BY YAMAHA. THE SOFTWARE IS OFFERED "AS 
IS" AND YAMAHA MAKES NO WARRANTY AS TO ITS USE OR PERFORMANCE. THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF USE OR 
PERFORMANCE OF THE SOFTWARE REMAINS WITH YOU. YAMAHA DOES NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE 
OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE SOFTWARE OR DOCUMENTATION. YAMAHA MAKES NO WARRANTIES, 
EXPRESS OR IMPLIED, AS TO NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR ANY 
PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL YAMAHA BE LIABLE TO YOU FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR SPECIAL 
DAMAGES, INCLUDING ANY LOST PROFITS OR LOST SAVINGS, EVEN IF AN YAMAHA REPRESENTATIVE HAS BEEN ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY THIRD PARTY.

7. General
The validity, construction and performance of this Agreement shall be governed by the laws of Japan.



VOCAL LIBRARY LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT - READ CAREFULLY
This Vocal Library License Agreement ("Agreement") is a legal agreement between you (either an individual or a single entity) and 
YAMAHA CORPORATION ("YAMAHA") for VOCALOID(TM) Library of the singer "Sweet Ann" provided by YAMAHA (the "Library").
By installing, copying, or otherwise using the Library, you are deemed to be bound by all the terms and conditions of this Agreement. If 
you do not agree to the terms of the Library, you may not use the Library. 

You shall be also bound by the terms and conditions of the End User License Agreement of the VOCALOID(TM) software program 
provided by YAMAHA.

1. Grant of License
YAMAHA hereby grants you the right to install and use one copy of the Library on one single computer and use the synthesized 
singing, subject to the terms and conditions of this Agreement.

2. Prohibitions and Restrictions
You must not remove or alter any copyright notices on all copies of the Library.
You may not distribute copies of the Library to third parties.
You may not rent, lease, or lend the Library.
You may not post any portion of the Library on a web site or any other medium that may enable others to obtain a copy of the 
Library.
You may not reverse-compile, disassemble, reverse-engineer, or use any other method to convert the Library into a human-readable 
form, nor may you allow another person to do so.
The Library may not be duplicated, corrected, modified, or disposed of in any other way in part or in whole.

3. Restrictions on use of the synthesized singing
You may not publish or distribute in any manner the synthesized singing that includes lyrics which are against public policy of law. 
You may not publish or distribute the synthesized singing that is harmful to the moral rights of the third party including but 
not limited to the original singer of the Library. In no event will YAMAHA be liable for any and all claims, suits or consequential, 
incidental or special damages arising from your publishing or distributing synthesized singing.
The following types of usage of the synthesized singing by the Library may require a separate additional license from YAMAHA 
which would be independent of this license Agreement. If you wish to obtain such additional license, you should contact YAMAHA 
to discuss their particular requirements.

(a) Use mainly in a commercial Karaoke service/system to provide vocals including but not limited to backing vocals, including 
use to create commercial Karaoke software, Karaoke hardware, and internet-based Karaoke products systems and services.

(b) Use commercially as telephone ringtones or as audio alerts or signals in telephone or telecommunication equipment, except 
when used in combination with other musical instruments or sounds within a musical composition.

4. Termination
Without prejudice to any other rights, YAMAHA may terminate this Agreement if you fail to comply with the terms and conditions 
of this Agreement. In such event, you must destroy all copies of the Library.

5. Intellectual Property Rights of the Software
All title and intellectual property rights in and to the Library and any copies thereof are owned by YAMAHA. 

6. NO WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY
THE LIBRARY AND ANY RELATED DOCUMENTATION ARE COPYRITED BY YAMAHA. THE LIBRARY IS OFFERED "AS IS" 
AND YAMAHA MAKES NO WARRANTY AS TO ITS USE OR PERFORMANCE. THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF USE OR 
PERFORMANCE OF THE LIBRARY REMAINS WITH YOU. YAMAHA DOES NOT AND CANNOT WARRANT THE PERFORMANCE 
OR RESULTS YOU MAY OBTAIN BY USING THE LIBRARY OR DOCUMENTATION. YAMAHA MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS 
OR IMPLIED, AS TO NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR 
PURPOSE. IN NO EVENT WILL YAMAHA BE LIABLE TO YOU FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR SPECIAL DAMAGES, 
INCLUDING ANY LOST PROFITS OR LOST SAVINGS, EVEN IF AN YAMAHA REPRESENTATIVE HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, OR FOR ANY CLAIM BY ANY THIRD PARTY.

7. General
The validity, construction and performance of this Agreement shall be governed by the laws of Japan.


