
新旧対照表 

変 更 前 変 更 後 

1.利用規約の適用 

本規約は株式会社ニワンゴ（以下、｢運営会

社｣といいます）が運営するサービス｢ニコニ

コ動画｣における、利用者によるファイル及

び当該ファイルについての情報（以下、「投

稿コンテンツ」といいます）のアップロード

に関する一切について適用されます。 

 

利用者によりアップロードされた投稿コン

テンツは、「ニコニコ動画」及びその他のサ

ービス、並びに運営会社が指定する第三者が

運営するサービスにおいて視聴可能な状態

となるものとし、また当該利用者により明示

的に許諾された場合にはダウンロード可能

な状態になるものとし、利用者はこれに同意

します。 

 

 

2.運営会社による投稿コンテンツの利用 

利用者は、投稿コンテンツをアップロードす

ることにより、運営会社に対し、投稿コンテ

ンツに関する世界的、非独占的、無償、サブ

ライセンス可能かつ譲渡可能なライセンス

を付与するものとします。利用者は、投稿コ

ンテンツに関し、上記ライセンスを付与する

ために必要な権原を有することを表明・保証

するものとします。投稿コンテンツに関する

上記ライセンスは、利用者が投稿コンテンツ

を削除した時に終了するものとします。 

 

 

 

 

 

1.利用規約の適用 

本規約は株式会社ニワンゴ（以下、｢運営会

社｣といいます）が運営するサービス｢ニコニ

コ動画｣における、利用者によるファイル及

び当該ファイルについての情報（以下、「投

稿コンテンツ」といいます）のアップロード

に関する一切について適用されます。 

 

利用者によりアップロードされた投稿コン

テンツは、「ニコニコ動画」、「niconico」及

びその他のサービス、並びに運営会社が指定

する第三者が運営するサービスにおいて視

聴可能な状態となるものとし、また当該利用

者により明示的に許諾された場合にはダウ

ンロード可能な状態になるものとし、利用者

はこれに同意します。 

 

 

2.運営会社による投稿コンテンツの利用 

利用者は、投稿コンテンツをアップロードす

ることにより、運営会社（「niconico」を共

同で運営する株式会社ドワンゴ及びその子

会社を含み、以下本条において同様です）に

対し、投稿コンテンツに関する世界的、非独

占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可

能な自由に利用できるライセンス（以下、「ラ

イセンス」といいます）を付与するものとし

ます。利用者は、投稿コンテンツに関し、ラ

イセンスを付与するために必要な権原を有

すること並びに法令及び本規約に違反する

ものではないことを表明・保証するものとし

ます。 

 

運営会社は、「ニコニコ動画」並びに



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.運営会社の対応 

利用者による禁止事項に該当する行為を確

認した場合、運営会社は自己の判断により利

用者に対する事前の告知なくアカウント登

録の削除、書き込み・アップロードしたデー

タファイルの削除を含めた対応を行います。 

 

運営会社が任意の理由に基づき必要と判断

した場合、禁止事項に該当することが明確で

ない場合でも利用者に対する事前の告知な

くアカウント登録の削除、書き込み・アップ

ロードしたデータファイルの削除を行うこ

とがあり、利用者はこれを承認します。 

「niconico」及び「niconico」と連携するサ

ービス（運営会社以外の第三者のサービスも

含みます）の企画・運営、共同研究及びプロ

モーション等による投稿コンテンツの利用

に際し、運営会社が必要とする範囲において

改変を行うことができるものとし、利用者は

これを予め承諾するものとします。 

 

ライセンスは、利用者が運営会社所定の方法

により投稿コンテンツの削除を行い、かつ、

削除してから運営会社が当該投稿コンテン

ツにかかる全ての利用を終了するために合

理的な期間の経過をもって終了します。利用

者は、削除後であっても、運営会社がコンテ

ンツの利用を終了させるまでの間に当該投

稿コンテンツの利用が一定期間継続するこ

と及び削除前に既にプロモーション等にお

いて当該コンテンツが各媒体に掲載等され

ていた場合には当該媒体等の掲載が継続す

る期間、当該コンテンツの利用が継続するこ

とを予め承諾するものとします。 
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ない場合でも利用者に対する事前の告知な

くアカウント登録の削除、書き込み・アップ

ロードしたデータファイルの削除を行うこ

とがあり、利用者はこれを承認します。 



 

法令に基づく場合、人の生命・身体又は財産

の保護のために必要がある場合、公衆衛生の

向上又は児童の健全な育成の推進のために

必要がある場合、国の機関若しくは地方公共

団体又はその委託を受けた者が法令の定め

る事務を遂行することに対して協力する必

要があって本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき、第三者の権利を侵害している行為に対

するクレームに対応するために必要と運営

会社が判断した場合、その他本サイトの運営

上必要であると運営会社が判断した場合、運

営会社は本サイトにおけるデータのアップ

ロード、テキストの書き込み、その他利用者

が本サイトの利用に際して行った全ての行

為に関して、当該行為の記録並びに当該行為

を行った利用者に関する全ての情報(当該利

用者の個人情報、アカウント登録に関連する

全ての情報、その他利用者による本サイトの

利用に関する全ての情報、運営会社が確認し

たＩＰアドレス及びタイムスタンプ等ネッ

トワーク上の全ての情報を含みます)を保

存・開示・提供することができるものとし、

利用者はこれに同意します。 

 

利用者は運営会社による書き込みの削除、ア

ップロードしたデータファイルの削除、アカ

ウント登録の削除等のすべての対応につい

て、運営会社に対して異議を唱えないことに

同意します。 

 

 

4.禁止事項 

利用者による本サイトの利用に際して、以下

の行為が禁止されています。 
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が本サイトの利用に際して行った全ての行

為に関して、当該行為の記録並びに当該行為

を行った利用者に関する全ての情報(当該利

用者の個人情報、アカウント登録に関連する

全ての情報、その他利用者による本サイトの

利用に関する全ての情報、運営会社が確認し

たＩＰアドレス及びタイムスタンプ等ネッ

トワーク上の全ての情報を含みます)を保

存・開示・提供することができるものとし、

利用者はこれに同意します。 

 

利用者は運営会社による書き込みの削除、ア

ップロードしたデータファイルの削除、アカ

ウント登録の削除等のすべての対応につい

て、運営会社に対して異議を唱えないことに

同意します。 

 

 

4.禁止事項 

利用者による本サイトの利用に際して、以下

の行為が禁止されています。 



 

* 法令に違反する行為及び違反する行為を

幇助・勧誘・強制・助長する行為 

* 本サイトのサーバーに過度の負担を及ぼ

す行為 

* 本サイトの運営を妨害する行為、運営会社

が不適切であると判断する行為 

* 他の利用者の本サイト利用を妨害する行

為 

* 公職選挙法に抵触する行為 

* 他人の名誉、社会的信用、プライバシー、

肖像権、パブリシティ権、著作権その他の知

的財産権、その他の権利を侵害する行為(法

令で定めたもの及び判例上認められたもの

全てを含む)  

* 他の利用者への中傷、脅迫、いやがらせに

該当する行為 

* 差別につながる民族・宗教・人種・性別・

年齢等に関する表現行為 

* 自殺、集団自殺、自傷、違法薬物使用、脱

法薬物使用等を勧誘・誘発・助長するような

行為 

* 性交及びわいせつな行為を目的とした出

会い等を誘導する行為 

* 性的、わいせつ的、暴力的な表現行為、そ

の他人に過度の不快感を及ぼすおそれのあ

る行為 

* 露出度の高い卑猥な動画のアップロード

行為、リンク掲載行為 

* 児童買春・ポルノ、無修正ビデオ動画のダ

ウンロードサイト等へのリンク掲載 

* 運営会社の許諾を得ない売買行為、オーク

ション行為、金銭支払やその他の類似行為 

* 運営会社の許諾を得ない商品やサービス

の広告、宣伝を目的としたプロフィール内容

の公開、その他スパムメール、チェーンメー
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の他人に過度の不快感を及ぼすおそれのあ

る行為 

* 露出度の高い卑猥な動画のアップロード

行為、リンク掲載行為 

* 児童買春・ポルノ、無修正ビデオ動画のダ

ウンロードサイト等へのリンク掲載 

* 運営会社の許諾を得ない売買行為、オーク

ション行為、金銭支払やその他の類似行為 

* 運営会社の許諾を得ない商品やサービス

の広告、宣伝を目的としたプロフィール内容

の公開、その他スパムメール、チェーンメー



ル等の勧誘を目的とする行為 

* 他人の名義、その他会社等の組織名を名乗

ること等による、なりすまし行為 

* 公序良俗、一般常識に反する行為 

* その他上記に準じる行為及び運営会社が

提示するガイドライン等において禁止され

る行為" 

"5.免責事項 

利用者が本サイトを利用する場合、運営会社

は、本サイトに掲載される情報の正確性、合

法性、道徳性、最新性、適切性(カテゴリー

の適切性、妥当性を含みます)などについて

保証することはできません。 

 

運営会社は、本サイトを利用したこと又は利

用ができないこと、本サイトからのリンク先

を利用したこと又は利用ができないことに

よって引き起こされた損害について、直接的

又は間接的な損害を問わず一切責任を負わ

ないものとします。本規約の条項のいずれか

に利用者、又は他の利用者が違反した場合

も、利用者は運営会社に対しての主張、訴訟

その他全ての法的措置から運営会社を免責

するものとします。本サイト利用により発生

した通信料について利用者に争いが生じた

場合も、運営会社は免責されるものとしま

す。 

 

 

6.アカウント情報の利用 

利用者は、本サイトの利用におけるアカウン

ト情報として｢niconico｣におけるアカウン

ト情報（アカウント情報として登録されてい

る全ての情報を含みます）が使用されること

に同意するものとします。 
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6.アカウント情報の利用 

利用者は、本サイトの利用におけるアカウン
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7.準拠法・言語 

本規約は日本法を準拠法とし、東京地方裁判

所を第一審の専属管轄裁判所とします。本サ

イト及び本利用規約は、日本語によるものを

正本とし、常に日本語のみにより解釈されま

す。他の言語による翻訳は、利用者の便宜の

ためにのみ提供されるものに過ぎず、本利用

規約の解釈に際して参照されることはあり

ません。 

 

 

8.本サイトの運営及び規約の変更について 

本サイトの内容及び本規約の内容は、運営会

社の判断により事前の予告なく任意に変更

できるものとします。利用者は変更された時

点での内容に同意しているものとみなされ

ます。本サイトは事前の予告なく任意の理由

でサービス提供を中断・停止する場合があり

ます。 
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ためにのみ提供されるものに過ぎず、本利用

規約の解釈に際して参照されることはあり

ません。 

 

 

8.本サイトの運営及び規約の変更について 

本サイトの内容及び本規約の内容は、運営会

社の判断により事前の予告なく任意に変更

できるものとします。利用者は変更された時

点での内容に同意しているものとみなされ

ます。本サイトは事前の予告なく任意の理由

でサービス提供を中断・停止する場合があり

ます。 

 

 

 


