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一般更新情報	
	

ICANNの53回目の公開の会合がブエノスアイレスで2015年6月22日～25日

に開催されました	

	

コンプライアンスチームによるICANN	53回目の活動報告とアウトリーチセッショ

ンについては、https://www.icann.org/resources/compliance/outreachを参照

してください。	

システムの更新情報	

2015年第2四半期は、契約遵守システムについて、以下の取り組みを含むさらな

るシステム向上に重点が置かれました。		

(1) compliance@icann.orgを苦情処理システムに組み込む	–	これにより、com
pliance@icann.orgの電子メールアドレスに寄せられる通信への対応の追

跡、調査、および遂行が改善します。			

(2) Thick	Whois	gTLDに対するWhoisルックアップを改善する。	
(3) 未解決	(および最近解決した)	チケットに関するレジストラ週次ファイル
を完成させる	–	このファイルは、未解決、および最近解決したチケット

に関する情報を契約当事者に提供します。週次ファイルをリクエストする

には、registrar@icann.orgまで電子メールをお送りください。		

(4) さらなるスピード/自動化の改善	–		解析スクリプトの最適化とテンプレ
ートの自動化を含みます。		

																									
1	この更新情報は、情報提供のみを目的として提供されています。この更新情報に含ま

れる情報を基に結論を下したり、ビジネス上の意思決定を行ったりしないでください。	
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レジストラの更新情報	

Whois正確性報告システム(ARS)	

第2四半期に、コンプライアンスチームはWhois	ARSの試験導入を完了し、それに

よって得られた教訓をWhois	ARSチームと共有しました。また、ICANN	53では、2

015年6月24日の契約遵守プログラムのセッションで最新情報を提供しました。詳

細については、ICANN	53のプレゼンテーション「Next	Steps	for	WHOIS	Accurac

y」(WHOISの正確性のための次のステップ)	をご覧ください。		

	

プライバシーおよびプロキシサービス認定問題	(PPSAI)	ワーキンググル

ープ	

第2四半期に、コンプライアンスチームはPPSAIワーキンググループの初回レポー

トに対するフィードバックをICANNスタッフに提供しました。このフィードバッ

クは、コンプライアンスのプロセスに対する影響、および契約遵守の決定に焦点

が当てられました。さらにチームは、ICANN	53でのワーキンググループのセッシ

ョンに出席し、今後は要請に応じてさらなるフィードバックを提供します。	

	

2013年RAA	Whois正確性プログラムに関する仕様の審査	

コンプライアンスチームは、2013	RAAのWhois正確性プログラムに関する仕様	(W

APS)	.の審査についても、スタッフのフィードバックを提供しました。フィード

バックは、「検証」および「評価」の定義と「手動の検証」に対するガイダンス

の取得に焦点が絞られました。このフィードバックは、WAPSに基づく多数のWhoi

sの誤りに関する苦情の処理、およびレジストラやICANNコミュニティとの活発な

アウトリーチ活動を通じて、コンプライアンスチームが得た教訓に基づきます。		

	

レジストリの更新情報	

新しいレジストリ契約の遵守	

第2四半期に、ICANNは新しいレジストリ契約	(RA)	の義務履行に対するレジスト

リ	オペレーターの遵守状況を引き続き監視しました。ICANNは、レジストリ	オ

ペレーターの連絡先データ悪用の情報公開、データ	エスクロー委託の提出、計

画的中断、サンライズおよびクレームの義務、登録データの公開、サービス	レ

ベル契約	(SLA)、統一早期凍結システム	(URS)、および第三者向けのゾーン	フ

ァイル	アクセスなどに関連する契約遵守の通知および問い合わせを処理しまし

た。	

	

公益のための誓約の紛争解決常任パネルに関する更新情報	

コンプライアンスチームは、ICANNのレジストリサービスチームと協力して、PIC

DRP	(公益のための誓約の紛争解決手続き)	常任パネルの新メンバー4名の選出と

研修のプロセスを締めくくりました。PICDRP常任パネルの構成メンバーは現在7

名です。パネリストの詳細については、https://www.icann.org/resources/page

s/picdrp-2014-01-09-enをご覧ください。	
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月次ダッシュボードは、https://features.icann.org/complianceをご覧くださ

い。		

監査プログラムの更新情報	

	

新しいレジストリ契約の監査に関する更新情報	

	

2015年3月23日に開始した新しいレジストリ契約監査プログラムは、監査段階を

完了しました。初期の所見を含む監査レポートは、契約遵守プロセスについて、

ICANNとの審査と追跡調査のためにレジストリ	オペレーターに送付されました。

現在は修正段階が進行中です。	

	

3年監査プログラムの3年目		

	

3年目の監査プログラムは、修正段階を完了しました。レジストラは残りの文書

を提供し、不備を解決するための修正措置を実施しました。3つのレジストラが

修正段階を完了せず、契約終了通知を受けました。詳細な監査レポートは以下の

Webページからご覧ください。		

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2014-2015-01-30

-en		
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苦情処理と執行の概要	
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通知サイクルあたりの苦情件数		
2015年4～6月	

現在の四半期に受け取った件数2	

最初の問い合わせまたは通知が送
信された件数	

2回目の問い合わせまたは通知が送
信された件数	

3回目の問い合わせまたは通知が送
信された件数	

執行件数	

現在の月に解決された件数(前四半
期から持ち越された件数を含む)	

• 現在の四半期に受け取った件数	=	現在の四半期に送信されたチケット数	

• 最初の問い合わせまたは通知が送信される前に解決された件数	=	現在の四半期に最初の問い合わせ

または通知が送信される前に解決されたチケット数	

• 最初の問い合わせまたは通知が送信された件数	=	現在の四半期に最初の問い合わせまたは通知が送

信されたチケット数	

• 2回目の問い合わせまたは通知が送信された件数	=	現在の四半期に2回目の問い合わせまたは通知が

送信されたチケット数		

• 3回目の問い合わせまたは通知が送信された件数	=	現在の四半期に3回目の問い合わせまたは通知が

送信されたチケット数	

• 執行件数	=	現在の四半期に送信された執行通知の数	

• 解決件数	=	現在の四半期に解決されたチケット数	

	



	
2015年第2四半期契約遵守の更新情報	

	

5	

	



	
2015年第2四半期契約遵守の更新情報	

	

6	

6月の執行活動	

送信日	 期限日	 レジストラ		

通知のタイ

プ	 ステータス	 問題の通知	

2015/06/0

2	

2015/06/

23	
Catalog.com	 違反	

修正期間が2015年6月

26日まで延期、修正

期間が2015年7月7日

まで延期	

コミュニケーションレコードの保守と

提供(RAA	3.4.2/3)	

Whoisの連絡先情報の評価および検証	

(RAA/WAPS	1、2、4)		

ICANNのレジストラ教育情報へのリンク

を表示(RAA	3.16)	

役員の名前と役職をWebサイトで公開(R

AA	3.17/RIS	17)	

通信用アドレスをWebサイトで公開	(RA

A	3.17/RIS	7)	

違反報告を受け付ける電子メールアド

レスをWebサイトで公開(RAA	3.18.1)	

違反報告の受理および追跡の手続きに

関する説明をWebサイトで公開(RAA	3.1

8.3)	

Whoisサービスの提供(RAA	3.3.1)	

レジストラントの利益および責任に関

する仕様へのリンクをWebサイトで公開

(RAA	3.7.10)	

更新/請戻費用の表示(ERRP	4.1)	

Webサイトへの正しいICANNロゴの表示

(RAAロゴライセンス補遺)	

2015/06/0

4	

2015/06/

25	

Internet	Solutions	

(Pty)	Ltd.		
違反	

修正期間が2015年7月

9日まで延期	

認定費用の支払い(RAA	3.9)	

更新/請戻費用の表示(ERRP	4.1)	

期限前後の通知を行うために使用され

る方法の表示(ERRP	4.2)	

自動更新および削除に関するポリシー

をWebサイトで公開(RAA	3.7.5.5)		

2015/06/0

8	

2015/06/

29	

Virtucom	Networks	

S.A.	
違反	

修正期間が2015年7月

9日まで延期	

認定費用の支払い(RAA	3.9)	

更新/請戻費用の表示(ERRP	4.1)	

期限前後の通知を行うために使用され

る方法の表示(ERRP	4.2)	

自動更新および削除に関するポリシー

をWebサイトで公開(RAA	3.7.5.5)		

2015/06/1

1	

2015/07/

02	

Virtual	Registrar,	

Inc.		
違反	

修正期間が2015年7月

9日まで延期	

申し立て対象となるWhoisの誤りに対す

る適切な措置の実施	(RAA	3.7.8)	

コミュニケーションレコードの保守と

提供(RAA	3.4.2/3)	

ICANNのレジストラの権利と責任のWeb

サイトへのリンク(RAA	3.15)	

Whoisサービスの提供(RAA	3.3.1)	

登録データのエスクロー(RAA	3.6)	

自動更新および削除に関するポリシー

をWebサイトで公開(RAA	3.7.5.5)		
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連絡先データの変更を通知(RAA	5.11)	

更新/請戻費用の表示(ERRP	4.1)	

期限前後の通知を行うために使用され

る方法の表示(ERRP	4.2)	

Webサイトへの正しいICANNロゴの表示

(RAAロゴライセンス補遺)	

2015/06/1

5	

2015/07/

06	
USA	Intra	Corp.	 違反	 		

現在の企業総合責任保険を維持	(RAA	

3.10)	

連絡先データの変更を通知(RAA	5.11)	

認定費用の支払い(RAA	3.9)	

2015/06/2

3	
		 OpenTLD	B.V	 凍結	

凍結期間:2015年7月8

日～2015年10月6日	

第三者の商標またはサービスマークと

同一または混同を引き起こすほどに類

似するドメイン名による通信またはそ

の使用を繰り返さないこと	(RAA	5.5.

2.4)	

	

	

前月からの執行活動	

送信日	 期限日	 レジストラ		

通知のタ

イプ	 ステータス	 問題の通知	

2015/04

/20	

2015/05

/11	

Webagentur.at	Interne

t	Services	GmbH	d/b/a	

domainname.at		

違反	 違反は修正済み	

ICANNへの文書と情報の提供	(RAA	3.15)	

コミュニケーションレコードの保守と提

供(RAA	3.4.2/3)	

Whoisサービスの提供(RAA	3.3.1)	

役員のWebサイト名と役職を公開(RAA	3.

17およびRIS)	

違反報告の受理および追跡の手続きに関

する説明をWebサイトで公開(RAA	3.18.

3)	

期限前後の通知を行うために使用される

方法の表示(ERRP	4.2)	

2015/04

/29	

2015/05

/20	
Mister	Name	SARL	 違反	

	修正期間が2015年6月3

日まで延期、違反の修正	

監査への応答	(RAA	3.14)	

コミュニケーションレコードの保守と提

供(RAA	3.4.2/3)	

2015/05

/08	

2015/06

/01	

Name	2	Host,	Inc.	dba	

name2host.com		
違反	

ICANNがデータとドキュ

メントを検証中	

監査への応答	(RAA	3.14)	

コミュニケーションレコードの保守と提

供(RAA	3.4.2/3)	

ICANNのレジストラの権利と責任のWebサ

イトへのリンク(RAA	3.15)	

正確な連絡先情報の提示	(RAA	3.16)	

連絡先データの変更を通知(RAA	5.11)	

更新/請戻費用の表示(ERRP	4.1)	

認定費用の支払い(RAA	3.9)	
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2015/05

/18	
		

Homestead	Limited	dba	

Namevault.com		
終了	 発効日:2015年6月5日	 RAA違反を21日以内に修正	(5.5.4	RAA)	

2015/01

/20	

2015/02

/10	
Net	4	India	Limited	 違反	

ICANNによるデータおよ

び文書の審査、修正期間

が2015年5月6日まで延

期、ICANNによるデータ

および文書の審査、修正

期間が2015年5月19日ま

で延期、違反の修正	

指定された応答形式でドメイン名データ

を提供(RAA-RDDS	1.4)	

違反報告に関連するレコードの保持およ

び提出(RAA	3.18.3)	

Webサイトへの正しいICANNロゴの表示(R

AAロゴライセンス補遺)	

2015/03

/05	

2015/03

/26	
Mister	Name	SARL		 違反	

修正期間が2015年4月7日

まで延期、ICANNによる

データおよび文書の審

査、修正期間が2015年4

月30日まで延期、違反の

修正	

登録データのエスクロー(RAA	3.6)	

Whoisサービスの提供(RAA	3.3.1)	

認定費用の支払い(RAA	3.9)	

2015/03

/17	

2015/04

/07	
OpenTLD	B.V.		 違反	

ICANNによるデータおよ

び文書の審査、修正期間

が2015年4月15日まで延

期、修正期間が2015年4

月29日まで延期、ICANN

によるデータおよび文書

の審査、修正期間が2015

年5月6日まで延期、違反

の修正	

コンプライアンスに関する証明書の完成

と提出(RAA	3.15)	

Webサイトへの正しいICANNロゴの表示(R

AAロゴライセンス補遺)	

登録データのエスクロー(RAA	3.6)	

認定費用の支払い(RAA	3.9)	

2015/03

/30	

2015/04

/20	

Everyones	Internet,	L

td.	dba	SoftLayer	
違反	

ICANNによるデータおよ

び文書の審査、修正期間

が2015年4月30日まで延

期、ICANNによるデータ

および文書の審査、修正

期間が2015年5月7日まで

延期、違反の修正	

コミュニケーションレコードの保守と提

供(RAA	3.4.2/3)	

ICANNのレジストラの権利と責任のWebサ

イトへのリンク(RAA	3.15)	

更新/請戻費用の表示(ERRP	4.1)	

期限前後の通知を行うために使用される

方法の表示(ERRP	4.2)	

2015/04

/03	

2015/04

/24	

Homestead	Limited	dba	

Namevault.com		
違反	

修正期間が2015年5月13

日まで延期、契約終了へ

エスカレーション	

コミュニケーションレコードの保守と提

供(RAA	3.4.2/3)	

認定費用の支払い(RAA	3.9)	

2015/04

/03	
		

Homestead	Limited	dba	

Namevault.com		
凍結	

発効：2015年4月21日～2

015年7月20日、契約終了

へエスカレーション	

12か月間に違反通知を3回受ける	(RAA	

5.5.6)	

2015/04

/20	

2015/05

/11	

Webagentur.at	Interne

t	Services	GmbH	d/b/a	

domainname.at		

違反	

	ICANNによるデータおよ

び文書の審査、修正期間

が2015年5月19日まで延

期、データおよび文書の

審査、修正期間が2015年

5月29日まで延期	

ICANNへの文書と情報の提供	(RAA	3.15)	

コミュニケーションレコードの保守と提

供(RAA	3.4.2/3)	

Whoisサービスの提供(RAA	3.3.1)	

役員のWebサイト名と役職を公開(RAA	3.

17およびRIS)	
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違反報告の受理および追跡の手続きに関

する説明をWebサイトで公開(RAA	3.18.

3)	

期限前後の通知を行うために使用される

方法の表示(ERRP	4.2)	

2015/04

/29	

2015/05

/20	
Mister	Name	SARL	 違反	

修正期間が2015年5月27

日まで延期、ICANNによ

るデータおよび文書の審

査、修正期間が2015年6

月3日まで延期	

監査への応答	(RAA	3.14)	

コミュニケーションレコードの保守と提

供(RAA	3.4.2/3)	

	

	


