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違法アップロードへの対策活動に関するご報告
新たにユ ーザー のみな さまか らの情 報提供 をも とにした 対策に 着手
株式会社 エイシ ス (所在 地：東 京都千 代田区 、 代表取締 役：明 石耕作 )は、二 次元
コンテン ツを取 り扱う 事業を 行う企 業とし て、 インター ネット におけ るコン テン
ツの違法 アップ ロード への対 策に取 り組ん でお ります。 2020 年 6 月末 までの 活動
をご報告 いたし ます。

“ コン テン ツの 適切 な流 通と
ク リエ イタ ーに 利益 が還 元さ れる 社会 の実 現を目 指し て ”
コンテン ツの違 法アッ プロー ド問題 は、近 年話 題に上る ことも 増えて まいり まし
たが、決 して一 部の方 のみに 関わる 話では なく 、コンテ ンツに 接する すべて の方
に影響を 及ぼす 社会問 題です 。
株式会社 エイシ スでは 、自社 のサー ビスに 関わ るコンテ ンツの 違法ア ップロ ード
について 、クリ エイタ ーの皆 さまか らのご 申請 をもとに した無 料の削 除要請 代行
サービス を行う ととも に、独 自の「 違法ア ップ ロード監 視シス テム」 の運用 を通
して 24 時 間のイ ンター ネット 上の巡 回と削 除 要請を行 ってま いりま した。
同活動に ついて 2020 年 6 月ま での実 績をご 報 告いた し ます。

■ 『 Google への DMCA 申請』

4,011,795 件

Google へ の DMCA 申請 は、デジ タルミ レニア ム 著作権法 にのっ とり、 インタ ーネ
ット検索 エンジ ン『 Google』 を運営 する Google に対し て、問 題のあ るサイト を検
索結果の 表示か ら除外 するよ う求め るもの です 。

■『違法アップロードサイトへの削除要請』

2,618,636 件

不適切に コンテ ンツを 拡散し ている 違法ア ップ ロードサ イトに 対して 、該当 コン
テンツの 削除を 要請す るもの です。

各申請、 要請に は情報 の開示 が伴い ますが 、代 行者と し て弊社 の名義 で行う た
め、クリ エイタ ーの方 の個人 情報が Google や 違法アッ プロー ドサイ トに伝 わるこ
とはござ いませ ん。
特に個人 のクリ エイタ ーの方 が違法 アップ ロー ドのトラ ブルに 巻き込 まれた 場
合、手続 きに戸 惑われ たり、 対応の 煩雑さ から 、そのま ま泣き 寝入り をされ るケ
ースが多 くござ います 。
弊社が対 応を代 行する ことで 、お一 人おひ とり にかかる ご負担 を軽減 し、今 後も
より多く の対応 を進め てまい ります 。

■ユーザーのみなさまから
お寄せいただいた情報をもとにした対策活動をスタート
2020 年 6 月より 、エイ シスの WEB サ ービス を 利用され ている ユーザ ーのみ なさま
からお寄 せいた だいた 情報を もとに した対 策活 動も開始 いたし ました 。
株式会社 エイシ スが行 うサー ビスで お取り 扱い をしてい るコン テンツ につい て、
違法アッ プロー ドの事 例を目 撃した 際には ぜひ 下記窓口 より情 報をお 寄せく ださ
いますよ うお願 いをい たしま す。
https://www.dlsite.com/home/opinion/illegal/upload
※ 情 報 の ご 提 供 に は 、 エ イ シ ス の WEB サ ー ビ ス 用 ア カ ウ ン ト (登 録 無 料 )が 必 要 で す 。

■ 問 い 合 わせ窓口
本発表に 関する お問い 合わせ は、 <コ チラ>より ご連絡く ださい 。

