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新 gTLD基本レジストリ契約の 2017年包括的改正 

発効日に関するよくある質問 

バージョン: 2017 年 6 月 7 日 

背景 

本ドキュメントには、新 gTLD 基本レジストリ契約の 2017 年包括的改正（「包括的改正」）の発効

日について予想される質問と回答が記載されています。2017 年 6 月 1 日、ICANN は影響を受けるレ

ジストリオペレータ（「該当レジストリオペレータ」）に 2017 年 7 月 31 日の発効日まで 60 日にな

ったことを正式に通知しました。 
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1. 2017 年包括的改正とは何ですか？ 

2017 年包括的改正には、新 gTLD 基本レジストリ契約（「レジストリ契約」）に対する承認済みの

改定が含まれています。この改正は、ICANN とレジストラ利害関係者グループ（「RySG」）ワー

キンググループ間の協議とパブリックコメントの検討を経て承認されました。レジストリ契約のセ

クション 7.7(a)により、ICANN または RySG は当該レジストリ契約に関する交渉および改定を定期

的に開始することができます。包括的改正の改定の大半は技術的な訂正で、実質的な変更がいくつ

か行われています。 

レジストリ契約の改定プロセスは、2014 年 7 月に RySG が ICANN に契約改定の交渉を申し込み、

開始しました。ワーキンググループと ICANN との協議を経て、契約改正案が提出され、包括的改正

の形式でパブリックコメントが募集されました。ICANN とワーキンググループは、パブリックコメ

ントを検討し、それに基づいて包括的改正案を改定しました。 

2. 2017 年包括的改正の状況を教えてください。 

2017 年包括的改正は、レジストリ契約のセクション 7.7(c)に従い、必要な承認を受けています。

2017 年 4 月 10 日に締め切られた投票結果により、該当レジストリオペレータは包括的改正を承認

し、ICANN 理事会が 2017 年 5 月 18 日、理事会承認決議にあるように包括的改正を承認しました。 

承認された包括的改正は、レジストリ契約のセクション 7.7(c)により、ICANN が該当レジストリオペ

レータに通知を送信した日付から 60 暦日（2017 年 7 月 1 日）に発効し、レジストリ契約の改定とし

て見なされます。2017 年包括的改正の発効日は 2017 年 7 月 31 日です。 

3. 2017 年包括的改正の対象になるのは、どのようなレジストリオペレータですか？ 

新 gTLD 基本レジストリ契約のセクション 7.6(j)(i)により、2017 年包括的改正は「該当レジストリオ

ペレータ」または「本セクション 7.6 に類似した条項を含むレジストリ契約を締結しているトップレ

ベルドメインのレジストリオペレータ」に適用されます。 

レジストリ契約にセクション 7.6「修正および免除」およびセクション 7.7「交渉プロセス」が含ま

れていないレジストリオペレータは投票資格はなく、包括的改正による改定の影響は受けません。  

4. 変更が実施されるのはいつですか？ 

2017 年包括的改正による変更は、2017 年 7 月 31 日に発効します。 

5. レジストリオペレータにはどのように発効日が通知されますか？ 

2017 年 6 月 1 日、ICANN はレジストリ契約のセクション 7.7(c)が適用される該当レジストリオペレ

ータのレジストリの主担当者と法務担当に電子メールで正式な通知を送信しています。 

6. レジストリオペレータはいつまでに変更を実施する必要がありますか？ 

該当レジストリオペレータは、ICANN が正式な通知を送付した日付から 60暦日以内に 2017年包括的

改正による変更を実施する必要があります。正式な通知は 2017年 6月 1日に送信され、変更は 2017
年 
7月 31日に発効します。 

https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-registry-agreement-global-amendment-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-05-18-en#2.a


 

 
3 

 

7. レジストリオペレータで正式な通知を受け取るのは誰ですか？ 

ICANN は、該当レジストリオペレータのレジストリ主担当者と法務担当者に電子メールで正式な通

知を送信しています。  

8. 2017 年包括的改正はどのように承認されましたか？  

2017 年包括的改正は、レジストリ契約のセクション 7.7(c)に基づき、該当レジストリオペレータと

ICANN 理事会の承認を受けてます。  

該当レジストリオペレータの承認を得るために、2 つのしきい値条件を満たす必要があります。 

1. 直前の暦年の間の ICANN に対する支払手数料の総額の 2/3 を占める該当レジストリオペレー

タが肯定的な承認を行うこと。  
2. 肯定的承認を行った該当レジストリオペレータの数が過半数を超えること。 

2017 年 4 月 10 日に締め切られた投票結果により、該当レジストリオペレータは包括的改正を承認

し、ICANN 理事会が 2017 年 5 月 18 日、理事会承認決議にあるように包括的改正を承認しました。 

9. 2017 年包括的改正の結果、何が変わりますか？ 

包括的改正の改定の大半は技術的な訂正で、実質的な変更がいくつか行われています。 

• セクション 2.9（レジストラ）および 2.10（レジストリサービスの料金設定）の改定。レジス

トリ契約でドメイン名の特定の価格が明記されていないため、レジストリオペレータは

ICANN の承認なしにレジストリ‐レジストラ契約の料金条件を変更することができます。ただ

し、TLD のレジストリ‐レジストラ契約を執行するレジストラに当該通知を行う必要がありま

す。レジストリオペレータによる価格変更が ICANN に通知されているかどうかに関わらず、

レジストリオペレータには、条項の実体的要件が適用されます。 

• セクション 6.7（手数料減額免除）の改定。ICANN は、レジストリ契約に基づきレジストリ

オペレータが支払う手数料を自由裁量で減額できます。本条項により、ICANN は、手数料の

減額の適切性および減額条件を自由裁量で決めることができます。 

• セクション 7.5（管理の変更、譲渡および請負契約）の改定。新しい条項「関連する譲受人」

が追加されました。レジストリオペレータは、ICANN による同意がなくても再編を行うこと

ができます。 

• 仕様 13、セクション 11（BRAND TLD 規定）の改定。この改定は BRAND TLD オペレータの

要請に応じて行われ、仕様 13 に包括的な修正が行われています（レジストリ契約のセクショ

ン 7.6 または 7.7 に関連して承認された改正など）。BRAND TLD レジストリオペレータに影

響を及ぼす修正は、BRAND TLD レジストリオペレータの承認が必要になります。 

2017 年包括的改正で行われた変更（技術的な修正や誤記の訂正を含む）の詳細については、変更の

概要とレジストリ規約のレッドラインをご覧ください。  

  

https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/board-material/resolutions-2017-05-18-en#2.a
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-amended-redline-22dec16-en.pdf
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10. 2017 年包括的改正を実施するために、レジストリオペレータは何を行う必要がありますか？ 

2017 年包括的改正は技術的な修正、誤記の訂正などが主なもので、実質的な変更はわずかです。レ

ジストリオペレータで必要になる実装処置はほとんどありません。ICANN では、変更の概要を確認

し、必要な変更を確認することを推奨しています。また、ICANN の包括的改正の Web ページにも参

考資料が掲載されています。  

11. レジストリオペレータはこの変更をいつ行うべきですか？ 

これらの変更は 2017 年 7 月 31 日に発効します。 

重要: 仕様 3、セクション 2 の変更: フィールド 02 および 03: レジストリオペレータは、2017 年 7 月
のレジストリ機能の活動レポートから新しいフォーマットを使用する必要があります。   

12. レジストリオペレータは包括的改正に署名する必要がありますか？ 

いいえ。レジストリ契約のセクション7.7(c)により、個別の執行は計画されていません。ICANNは、

承認済みの2017年包括的改正とともに2017年基本レジストリ契約（包括的改正で更新）をレジスト

リ契約のWebサイトに掲載する予定です。また、発効日までに、ICANN.orgの該当レジストリオペレ

ータのレジストリ契約ページにも2017年包括的改正のリンクを掲載します。  

発効日後にレジストリ契約に署名した新しいgTLDプログラムの申請者には、2017年基本レジストリ

契約の更新バージョンが適用されます。 

13. 審議を行ったステークホルダーを教えてください。 

ICANN とワークンググループが包括的改正について頻繁に協議し、パブリックコメントを検討し

て、該当レジストリオペレータの投票プロセスを承認しました。 

包括的改正案について、2016 年 5 月 31 日から 2016 年 7 月 20 日までの間、パブリックコメントを

募集しました。パブリックコメント期間の終了後、ICANN は個人、組織、グループから 22 のっコメ

ントを受信し、2016 年 8 月 17 日に最初の概要レポートを公開しました。 

ICANN とワーキンググループは、これらのコメントを検討し、包括的改正に反映しました。2016 年

12 月 22 日、ICANN は追加の分析結果を含むパブリックコメントの補足レポートを公開しました。

さらに、コメントを反映した包括的改正も公開しました。 

14. ICANN はこれらの変更に対してどのような準備を行っていますか？ 

ICANN では、プロセス、オペレーション、技術的な側面で変更が必要な部分を確認しています。こ

の作業は、発効日の前に完了する予定です。 

  

https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/resources/pages/registries/registries-agreements-en
https://www.icann.org/public-comments/proposed-amend-new-gtld-agreement-2016-05-31-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/report-comments-proposed-amend-new-gtld-agreement-17aug16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/reissued-report-comments-proposed-amend-new-gtld-agreement-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/proposed-registry-agreement-global-amendment-22dec16-en.pdf
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15. 新 gTLD 基本レジストリ契約に対する改定はどのくらいの頻度で発生しますか？ 

ICANN またはレジストラ利害関係者グループ（RySG）が交渉を開始する時期や、レジストリ契約に

規定されている制限事項によって異なります。基本レジストリ契約のセクション 7.7(a)により、

ICANN またはレジストリ利害関係者グループ（RySG）は当該レジストリ契約に関する交渉および改

定を定期的に開始することができます。この交渉は、いずれかの当事者が 12 か月に 1 回の頻度を超

えない範囲で開始することができます。2014 年 7 月 1 日以前は、いずれの当事者も交渉開始の通知

を送付できませんでした。 

16. 追加情報はどこにありますか？ 

参考情報が ICANN の包括的改正の Web ページに記載されています。このサイトでレジストリ契約の

変更点を確認して、必要な対策を講じてください。また、ICANN の更新履歴も確認できます。追加

情報については、新 gTLD 基本レジストリ契約のセクション 7.6 および 7.7 をご覧ください。  

包括的改正で行われた変更（技術的な修正や誤記の訂正を含む）の詳細については、変更の概要とレ

ジストリ規約のレッドラインをご覧ください。  

17. 問い合わせ先を教えてください。 

GDD ポータルでケースを登録するか、「Inquiry – Global Amendment to the base New gTLD 
Registry Agreement」という件名で globalsupport@icann.org にメールをお送りください。  

https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-09jan14-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-global-amendment-redline-03feb17-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-amended-redline-22dec16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/draft-registry-agreement-amended-redline-22dec16-en.pdf
mailto:globalsupport@icann.org?subject=Inquiry%20%E2%80%93%20Global%20Amendment%20to%20the%20base%20New%20gTLD%20Registry%20Agreement
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