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新 gTLD 基本レジストリ契約の包括的改正（包括的改正）  
 
投票プロセスに関するよくある質問 
 
 
バージョン: 2017 年 2 月 17 日 
 
  
背景 

2014 年 7 月 16 日、レジストリ利害関係者グループ（RySG）が ICANN に、新 gTLD 基本レジ

ストリ契約に対する修正案に関する交渉を申し入れました。新 gTLD 基本レジストリ契約のセ

クション 7.7(b)により、ICANN はワーキンググループと ICANN が提出した契約改正案の形式

および内容に関し、RySG が設置したワーキンググループとの「協議期間」に入りました。新

gTLD 基本レジストリ契約の包括的改正案は、相互に合意可能な内容を当事者間で数か月にわ

たって議論を重ねた結果です。 
  
ワーキンググループと ICANN との協議を経て、包括的改正案が提出され、パブリックコメン

トが募集されました。ICANN は、2016 年 7 月 20 日パブリックコメントを締め切り、2016 年

8 月 17 日にパブリックコメントに関するレポートを公開しました。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、2016 年 12 月 22 日、ICANN は最初のパブリックコメン

トレポートを補足し、分析結果を追加したレポートの改訂版と包括的改正の更新版を公開しま

した。 
 
新 gTLD 基本レジストリ契約のセクション 7.7(c)により、条項案が該当レジストリオペレータ

に提出されます（セクション 7.6 を参照）。包括的改正が該当レジストリオペレータの承認を

得た場合、ICANN の理事会に提出され、最終的な承認を得ることになります。 
 
新 gTLD 基本レジストリ契約のセクション 7.7(c)に規定されているように、この投票結果で承

認された場合、包括的改正案は承認案と見なされ、ICANN がレジストリオペレータに通知を行

ってから 60 日後に、新 gTLD 基本レジストリ契約の改正として発効します。 
 
改正案に対するレジストリオペレータの承認投票は、BigPulse.com が管理するオンライン投票

管理ツールで行われます。本ドキュメントには、投票手順および次のステップに関連するよく

ある質問と回答が記載されています。  
 
  

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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本バージョンの改訂事項 

変更のタイプ セクション 備考 

更新 質問 5、7、11、12、
18、19 

2017 年 2 月 7 日のウェビナーに関する質問を更

新 
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1. 投票資格を教えてください。  

投票権があるのは、該当レジストリオペレータだけです。新 gTLD 基本レジストリ契約のセク

ション 7.6(j)(i)では、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を総称的に該当レジストリオペレータとして定義

しています。したがって、レジストリ契約に当該条項が含まれている場合、投票の資格があり

ます。  

2. 投票資格がないのはどのようなオペレータですか？ 

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に投票資格はありません。 

3. 投票期間を教えてください。  

投票は、2017 年 2 月 9 日 23 時 59 分（UTC）に始まり、2017 年 4 月 10 日 23 時 59 分

（UTC）に締め切られます。投票期間は 60 日です。 
 
包括的改正案は承認の 60 日前に提出されますが、レジストリオペレータが投票内容を 1 回だ

け変更できるように、締め切り日より前に投票期間を終了することはありません。 

4. ICANN の投票管理方法を教えてください。 

ICANN は、今回の投票にサードパーティの投票管理ツールである BigPulse.com を使用しま

す。BigPulse は 2000 年に設立され、高度なセキュリティで保護されたオンライン選挙を専門

としているサイトです。毎年のレジストラ手数料の投票に使用されているシステムと同じで

す。 

5. 投票の開始はどのように通知されますか？  

レジストリオペレータは 2 つの方法で通知を受け取ります。  
1. 投票期間の開始前に、ICANN はレジストリ契約のセクション 7.9 に従い、投票期間を正

式に通知するメールをレジストリオペレータが指定した主担当者と法務担当者に送信し

ます。 
2. 投票期間の開始後は、レジストリオペレータが指定した主担当者に BigPulse からメー

ルが届きます。このメールに TLD、手順、BigPulse にアクセスするためのサインイン

リンクが記載されています。  

6. 投票システムへのアクセス方法を教えてください。  

投票期間の開始時に、BigPulseはレジストリオペレータが指定した主担当者にメールを送信し

ます。このメールに、BigPulseへのサインインリンクが記載されています。レジストリの主担

当者は、このリンクを利用して投票を行います。  
 
レジストリ主担当者が投票対象のレジストリ契約を複数所有している場合、当該レジストリ契

約ごとに別の招待メールが送信されます。  
  

https://www.bigpulse.com/
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例: レジストリオペレータが今回の投票対象となるレジストリ契約を3つ所有している場合、レ

ジストリ主担当者は3通の通知メール（レジストリ契約ごとに1通）を受信します。レジストリ

主担当者は、レジストリ契約ごとに投票を行う必要があります（合計で3回）。 
• レジストリ契約1 – 投票 
• レジストリ契約2 – 投票 
• レジストリ契約3 – 投票 

7. 投票開始時にメールが届かなかった場合、どうしたら良いですか？ 

BigPulse からのメールは投票開始時刻に送信されます。その後すぐに通知メールが届かない場

合には、スパムフォルダーを確認してください。このフォルダーにも通知メールがない場合に

は、次の手順を行ってください。 
1. 組織の IT 部門またはインターネットサービスプロバイダー（ISP）に連絡して、

mail1.bigpulse.com というドメイン名をホワイトリストに追加するように依頼してく

ださい。このドメインが現在使用している IP アドレスは 209.15.228.130 と

5.44.17.248 です。 
2. GDD ポータルでケースを登録するか、「Need Vote Emails for 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。ICANN からレジストリ主担当

者にサインインリンクを含むメールをお送りします。 
 
投票期間中にセクション 7.6 および 7.7 または類似の条項を含むレジストリ契約を締結または

更新したレジストリオペレータの場合、ICANN は、契約の締結または更新後すぐに、投票プロ

セスと手順を説明します。 

8. 投票方法を教えてください。 

投票方法は次のとおりです。  
1. BigPulse からの通知メールに記載されているサインインリンクをクリックします。 
2. 透明性に関する条項を読み、承諾します。 
3. 次のいずれかの方法で包括的改正案を承認または却下します。 

a. 承認する場合:  
i. 包括的改正案を承認する場合には、ボックスをチェックします。 
ii. テキストフィールドに自身の姓名（本名）を入力します。  
iii. [SUBMIT or UPDATE Vote]（送信または投票を更新）ボタンをクリック

して、投票結果を送信します。  
iv. 投票が受け付けられると、レジストリ主担当者に確認メールが送信され

ます。 
b. 却下する場合:  

i. 包括的改正を却下する場合には、ボックスをチェックしないでください。 
ii. テキストフィールドに自身の姓名（本名）を入力します。  
iii. [SUBMIT or UPDATE Vote]（送信または投票を更新）ボタンをクリック

して、投票結果を送信します。  
iv. 投票が受け付けられると、レジストリ主担当者に確認メールが送信され

ます。このメールでは、投票選択が空白になります。  

mailto:globalsupport@icann.org?subject=Need%20Vote%20Emails%20for%20Global%20Amendment%20to%20Base%20New%20gTLD%20Registry%20Agreement
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c. 棄権する場合: 承認投票を棄権することもできます。投票を行わない場合、棄権

と見なされます。   
 
棄権票は包括改正案の承認に必要なしきい値の計算に含まれません。必要なしきい値について

は、以下の質問 18 をご覧ください。 

9. 投票の確認は届きますか？  

はい。投票を送信すると、BigPulse からレジストリ主担当者に確認メールが送信されます。承

認に投票した場合、投票選択が「承認」になります。却下に投票した場合、投票選択は空白に

なります。 

10. 選択を間違えました。投票をやり直すことはできますか？  

投票は 1 回だけ やり直すことができます。BigPulse からの投票通知メールにあるサインインリ

ンクをクリックして、投票をやり直してください。  
• 前回の投票で承認した場合: 

o ボックスのチェックを外します。 
o [SUBMIT or UPDATE Vote]（送信または投票の更新）をクリックします。 

• 前回の投票で承認しなかった場合: 
o ボックスをチェックします。 
o [SUBMIT or UPDATE Vote]（送信または投票の更新）をクリックします。 

 
2 回目の投票を行うと、その後の投票は受け付けられません。2 回目の投票が最終投票となり

ます。 

11. 代理投票は可能ですか？  

ICANN では、レジストリ主担当者が投票を行うことを前提としています。レジストリ主担当

者を変更する必要がある場合には、GDD ポータルで変更申請を行うか、

globalsupport@icann.org にメールをお送りください。  
 
セキュリティ上の理由から、レジストリ主担当者は自身のサインインリンクを他者と共有する

ことができません。投票できるのは、投票通知メールの受信者だけです。ただし、レジストリ

主担当者がリンクを転送し、その受信者が TLD を代表して投票することは可能です。この投票

結果は有効と見なされますが、投票システムでは、新 gTLD 基本レジストリ契約の包括的改正

案に投票権のある投票者かどうか確認されます。投票の際に投票者のフルネームを入力する必

要があります。フルネームを入力して、自身が当該 TLD のレジストリオペレータの代表者とし

て承認されていることを証明します。 

12. ICANN は投票結果をどのように検証しますか？ 

投票結果は BigPulse が集計します。ICANN は、投票期間の終了時に BigPulse から報告された

結果の検証を独立した第三者機関に依頼します。依頼先は、契約中のレジストリ主担当者から

無作為に選択する場合もあります。  
  

mailto:globalsupport@icann.org


 

 6 

13. 投票データにアクセスできるのは誰ですか？  

投票データにアクセスできるのは、ICANN の投票管理者、BigPulse、独立した第三者機関のレ

ビューアに限られます。ただし、法律、文書情報開示規程、その他の適用規程で必要とされる

場合には、この限りではありません。 

14. ICANN から投票結果の最新情報は提供されますか？ 

はい。ICANN は 2 週間ごとに最新の投票結果を包括的改正の Web ページに掲載します。最新

情報では、投票した該当レジストリオペレータの数と、承認に必要なしきい値に対する到達度

も示されます。 
 
ICANN は、法律、文書情報開示規程、その他の適用規程で必要とされる場合を除き、個々のレ

ジストリオペレータの投票結果に関するデータを開示しません。  

15. 包括的改正はどのように承認されますか？  

包括的改正案の成立には、該当レジストリオペレータと ICANN 理事会の承認が必要です。  
 
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。 

16. 手数料はどのように計算されますか？ 

質問 15 で説明したように、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が、改正案承認の条件となっていま

す。  
 
「直前の暦年の間の ICANN に対する支払」とは、第 6 条に基づき 2016 年に ICANN が受領し

た支払いを意味します。例:  
• ICANN が 2016 年に 2015 年の手数料の支払を受領した場合、今回の投票で、これは

2016 年に行われた支払いと見なされます。 
• ICANN が 2015 年に 2016 年の手数料の支払を受領した場合、今回の投票で、これは

2016 年に行われた支払いと見なされません。 
• ICANN が 2017 年に 2016 年の手数料の支払を受領した場合、今回の投票で、これは

2016 年に行われた支払いと見なされません。 

17. 投票期間の締め切り後、どのような作業が行われますか？ 

投票期間の終了後、次のことが行われます。  
1. 投票の検証: 独立した第三者機関が BigPulse から報告された結果を検証します。ICANN

が ICANN.org に結果を公表し、すべての投票者に結果を通知します。  

https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
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2. レジストリオペレータに承認された場合: 改正案が該当レジストリオペレータに承認さ

れた場合、投票期間の終了後、ICANN 理事会で最終的な審議が行われます。  
a. 理事会の承認 

i. 理事会が包括的改正案を承認した場合、新 gTLD 基本レジストリ契約の

セクション 7.7 に基づき、ICANN が理事会での承認をレジストリオペレ

ータに通知してから 60 日後に改正案が発効します。 
ii. 理事会で包括的改正案が承認されなかった場合、ICANN とワーキンググ

ループは新 gTLD 基本レジストリ契約のセクション 7.7 に規定されてい

る手順を実施します。 
3. レジストリオペレータに承認されなかった場合: 包括的改正案が該当レジストリオペレ

ータに承認されなかった場合、レジストリオペレータの現行のレジストリ契約（すべて

の改正も含む）が引き続き有効となります。ICANN とワーキンググループは新 gTLD 基

本レジストリ契約のセクション 7.7 に規定されている手順を実施します。  

18. 承認された場合、変更が実施されるまでにどのくらいの時間がかかりますか？ 

包括的改正案が該当レジストリオペレータと理事会の承認を得た場合、この改正案は、ICANN
がレジストリオペレータに承認の通知を行ってから 60 日後に発効し、影響を受けるレジスト

リ契約の改正と見なされます。 

19. 包括的改正が承認された場合、該当レジストリオペレータは包括的改正に署名する必要はあり

ますか？  

いいえ。個別の対応は必要ありません。セクション 7.7に基づき、包括的改正は、必要な承認を

受け、ICANNがレジストリオペレータに正式な通知を行ってから 60日後に発効します。発効

後、ICANNは包括的改正をレジストリ契約の Web ページに掲載する予定です。また、

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包括的改正が掲載されま

す。 
 
包括的改正の発効後、当該当事者には新 gTLD 基本レジストリ契約の改定版が適用されます。 

20. 追加情報はどこで確認できますか? 

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。ICANN は、包括的改正の Web ページを開設しています。このページには、背景情

報、関連リソース、今後の予定が掲載されています。  

21. まだ不明な点があるのですが、問い合わせ先を教えてください。 

投票プロセスに関するお問い合わせは、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/registries/registries-agreements-en
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-09jan14-en.pdf
https://www.icann.org/resources/pages/global-amendment-base-new-gtld-registry-agreement-2017-01-23-en
mailto:globalsupport@icann.org?subject=Inquiry%20%E2%80%93%20Global%20Amendment%20to%20the%20base%20New%20gTLD%20Registry%20Agreement
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