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I. 2016 年度の概要 

契約遵守担当副理事長からのご挨拶  
 
2016年は、契約やポリシーを遵守いただくことに多くの努力と労力を費やし、 
非遵守の問題に対しては積極的かつ協調的に対応し、契約遵守のアウトリーチ 
活動を拡大および発展させてきました。 
 
2016年には約425のgTLDが新たに委任され、新たに12の業者がレジストラ契約
（RA）に署名しましたが委任されず、約950のICANNレジストラが新たに認定さ
れました。契約遵守の範囲は、2015年は1,169のgTLDと2,100のレジストラでした
が、2016年は1,215のgTLDと2,946のレジストラに拡大しています。契約遵守チー
ムは、レジストラまたは他のレジストリとの交差所有を宣言するレジストリ運用
者を含め、425を超える見込みレジストリ運用者の契約遵守チェックを実行しま
した。また、契約更新または新規契約に関連したレジストラ関連の契約遵守 
チェックを約1,119件実行しました（2015年は725件）。遵守チェックとは、契約
締結前に関係会社の遵守状況を確認する審査です。  
 
2016年には、苦情の検数が2015年に比べて約6％減少しました。この差異は主に、
料金、再販契約、WHOISサービスレベル契約（SLA）および移転に関連する苦情
でした。2016年には45,386件の苦情を処理しましたが、その他にもチームは積極

                                                 
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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的なモニタリングレビュー、アウトリーチ活動を実施し、向上のための努力を継
続しました。詳細は以下のセクションで説明します。 
 
2016 年の監査では、2013 年レジストラ認定契約（RAA）と新しいレジストリ契約
を中心に取り組みました。合計で 123 のレジストラと 10 のレジストリが 2016 年
の監査の対象となりました。対象となったすべてのレジストラとレジストリの
80％は、契約を遵守するためにいくつかの是正処置を講ずることになりました。
2016 年 12 月末までに、完全な遵守が履行されている監査結果が得られました
（問題が報告されていない監査報告書）。2016 年には、監査チームは 29 か国か
ら提出された 14 言語の 8,500 を超える文書を審査しました。2016 年末までに、
合計 44 のレジストリサービスプロバイダの内 23 について、新しいレジストリ 
契約の監査が実施されました。レジストリサービスプロバイダは複数のレジスト
リを処理しているため、この作業が重要です。 
 
2016 年の従業員のスキル開発として、ICANN 契約遵守トレーニングへのチームの
参加、ICANN の社内ソフトスキルトレーニング、認定資格を取得したり、継続的
な教育クレジットを修得したりするためのさまざまな外部トレーニングが実施さ
れました。参照のために以下のトレーニングの例をご覧ください。   

• ビジネス継続性トレーニング - BCLE AUD（ISO 22301）監査担当者のための
ビジネス継続計画。 

• Minimum Continuing Legal Education（MCLE）認定トピック：  
o 特許、商標と著作権、知的財産権に関する助言、ファンフィク 

ションやアートに関する著作権と商標に関する問題、飲料の知的 
財産の問題、IP おおよび ADR、商標倫理、重要な知的財産と技術に
関する懸念、オープンソースソフトウェア。  

o アメリカ知的財産法協会 22016 Mid-Winter Institute「Enforcing IP From  
Creation to Monetization and Litigation」。 

• Compliance & Ethics Professional – International (CCEP-I Certification) 
• DiploFoundation-インターネットガバナンスの基礎。  
• 調整と合意形成のスキルを習得するための Crucial Conversation トレーニング。  
• アカウンタビリティを強化し、パフォーマンスを向上させ、履行を確実に

するための Crucial Accountability トレーニング。 
 
2017 年 1 月 4 日に発表したとおり、 https://www.icann.org/news/announcement-
2017-01-04-en、Jaime Hedlund が Allen Grogann に代わって契約遵守とコンシュー
マーセーフガード担当の上級副社長に就任しました。Allen がチームに参加した
ことを嬉しく思っています。また、新しい役職における Jaime の活躍に期待して
います。  
  
敬具  
マグイ・セラド 

https://www.icann.org/news/announcement-2017-01-04-en
https://www.icann.org/news/announcement-2017-01-04-en
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決算概要 
2017 年度の契約遵守予算は 4.2%増加し、480 万ドルとなりました。この資金は

スタッフ、契約遵守の監査、出張に割り当てられました。シェアードサービス 
部門からのサポートコストは 5.5％増加しての 260 万ドルになりました。 
 

 
 
ICANN の 2017 年度予算の詳細については、下記のリンクにアクセスしてください。 
http://www.icann.org/en/about/financials.ポートフォリオ管理システム（リンク：

https://features.icann.org/plan/objective/b3bbd215cfb9b0e7a1215ab83aa79367）に

は、契約遵守のポートフォリオと各ポートフォリオをサポートするためのプロ 
ジェクトに関する詳細情報が記載されています。  
 
以下は、2017 年度の予算の内訳の概要です。  
 
 

 
  

プロフェッショナ

ルサービス 
23% 

人件費 
71% 

管理およびトレー

ニング 
2% 

出張および会議 
4% 

http://www.icann.org/en/about/financials
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ICANN の会議とアウトリーチ 
契約遵守チームは、2016 年に ICANN の第 55 回、第 56 回、第 57 回の国際会議に

出席しました。契約遵守チームは ICANN の第 55 回および第 57 回会合で、契約

遵守プログラムを改定し、レジストラおよびレジストリとの非公開セッションを

実施しました。さらに、このチームは、他のステークホルダーグループに加入し、

レジストラおよびレジストリ運用者との直接会議を実施し、数多くのセッション

とディスカッションに参加しました。  
 
このチームは、グローバルドメイン部門（GDD）、グローバルステークホルダー

エンゲージメント（GSE）、レジストラサービスチームと協力して、多くのアウ

トリーチ活動を実施しています。詳細については、アウトリーチページを参照し

てください。https://www.icann.org/resources/compliance/outreach  
 
契約遵守に関するオンライン学習 
ICANN は、移転に関する苦情と WHOIS の不正確な情報に関する苦情について、 
2 つのインフォグラフィックスを追加で公開しました。これは、苦情が最も多い

この 2 つ領域について充実した情報を提供し、コミュニティにおける認知度を高

めることが目的です。ICANN のコミュニケーションチームは、言語と国別に基準

にターゲットユーザーを限定したグローバルキャンペーンを開始しました。この

キャンペーンは 1 週間実行され、その結果、合計で 83,454 回のクリックがあり

ました。ご覧になるには、以下の契約遵守に関する Web サイトにアクセスして

ください。https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en  
 
改善と取り組み 
2016 年に契約遵守チームは ICANN の今後提供する予定になっているシステムエン 
タープライズソリューションの実装に関する要件確認と開発のプロジェクトに 
参加しました。このソリューションには最終的に契約遵守に関するチケットシス

テムが追加される予定です。  
 
2016 年の改善点には、システムアップデート、指標、およびコミュニケーション 
の明確化と具体化が含まれています。以下に概要を説明します。一覧については、

付録 A を参照してください。 
 
• 苦情処理システムを自動化し、レジストリのサービスレベル契約（SLA）の

技術的なアラートおよび半自動され生成される遵守通知を受け取ることがで

きるようにしました。 
• 苦情処理システムを自動化し、レジストラデータエスクローの委託の不足や

無効な委託に関するデータエスクロープロバイダーの Iron Mountain 社からの

レポートに基づくレポートを生成できるようにしました。 

https://www.icann.org/resources/compliance/outreach
https://www.icann.org/resources/pages/compliance-2012-02-25-en
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• 移転ポリシー（旧称：レジストラ間移転ポリシー）の変更に合わせて

icann.org および統合チケットシステムが更新されました。 
• ダッシュボード定義ページが更新されました 
• 毎月のダッシュボードが更新され、WHOIS の正確性報告システム（ARS）の

苦情に関する報告と WHOIS 情報の不正確さに関するデータの詳細が、個別ま

たは一括で確認できるようになりました。毎月のダッシュボードのパフォー

マンス測定と報告のページをご覧ください。https://features.icann.org/compliance 
 
2016 年に実施されたパフォーマンス測定 
ICANN 契約遵守チームは、効率性と有効性の両方を測定しています。効率性では

「正しく操作が実施されているか」が確認されます。効率性の測定では、プロセ

スの期間、応答時間、バックログ、およびスタッフの活用などが確認されます。

有効性では「正しい操作が実施されているか」が確認されます。有効性の測定に

は、契約やコンセンサスポリシー、達成または解決事項、サービス品質と満足度

調査の作業が含まれます。 
 
ICANN 契約遵守チームのパフォーマンス報告のページ（https://features.icann.org/ 
compliance）を参照してください。このページには、月次ダッシュボードおよび

報告を通じて 13 か月間の契約遵守活動に関する情報が表示されます。 
 
次のページのグラフは、2016 年の実績の要約です。また、一部は 2015 年の実績

との比較です。  
 

https://features.icann.org/compliance
https://features.icann.org/compliance
https://features.icann.org/compliance
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II. 契約遵守レジストラプログラムのサマリ 

2016 年、契約遵守チームは、レジストラとのアウトリーチ、プロアクティブな

モニタリング、および対象を絞り込んだ審査を中心に実行し、2013 年のレジス

トラ認定契約（RAA）の遵守状況を改善しました。次のような取り組みを行って

います。

1) 3 度目の通知を減らすか取り除くことにより、レジストラの遵守状況を改善

させる 3 度目の通知の継続的改善アウトリーチ。3 度目の通知は、違反通告

の前の最終段階です。契約遵守チームは、異なる地域の複数のレジストラと

のパイロットプロジェクトを実施しました。このアウトリーチでは、対象と

なった大半のレジストラが ICANN に協力しました。参加者からは肯定的なフ

ィードバックが得られており、予備調査の結果では、3 度目の通知が減少し、

ゼロになるケースもありました。

2) WHOIS 情報の検証のため 2013 RAA 要件の遵守を確実にするために、APAC 地

域を中心とした WHOIS 検証レビューのアウトリーチ。最初に遵守しているこ

とを証明できなかったレジストラは、チームと協力して今後確実に遵守でき

るようにするためにシステムとプロセスを更新しました。

3) 2015 年 6 月から 2016 年 6 月の間に、以前に修正された問題について契約当

事者が継続的に遵守していることを確認するための監査修正の検証レビュー。

レビューでは、継続して遵守されていることが確認されました。

2016 年も、契約遵守チームは、WHOIS 正確性報告システム（ARS）のいくつかの

取り組みに参加しました。WHOIS ARS は、WHOIS の正確性について時間をかけ

て繰り返し評価を実施し、その結果を公表するための枠組みです。チームは、

WHOIS ARS フェーズ 2、サイクル 1 から 3 で特定された WHOIS の不正確な情報や

WHOIS 形式についての問題で苦情を受けました。WHOIS の不正確な情報に関す

る苦情は、WHOIS の不正確な情報の苦情として個別に処理され、WHOIS 形式の

データは、アウトリーチの対象となるレジストラを選択するために使用されまし

た。WHOIS ARS の詳細については、WHOIS ARS フェーズ 2 の報告

（https://whois.icann.org/en/whois-ars-phase-2-reporting）を参照してください。 

2016 年の最も一般的な問題 
レジストラの契約遵守に関して ICANN が解決した最も一般的な問題を、以下に

示します。

https://whois.icann.org/en/whois-ars-phase-2-reporting
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1.WHOIS の誤りについて説明します。

• レジストラが、2013 年 RAA の WHOIS 正確性プログラム（WAPS）に関す

る仕様の審査で義務付けられている WHOIS 情報の検証または評価ができ

ない。

• レジストラは、WAPS で使用されている用語である「Verification（確認）」

（確認または修正を意味する）と「Validate（検証）」（データが標準と

一致していることを保証すること）を区別していない。

• レジストラが、レジストラントによる正確性の確認を提供するのではなく、

苦情を受け取った ICANN に関連して WHOIS 情報が正確であることを確認

するように再販業者に求めている。

• レジストラが、更新または変更された WHOIS 情報に関する文書を提供で

きていない。

• WHOIS の不正確情報に関する苦情を受けた 15 日以内にドメイン名を停止

しなかったレジストラと、WAPS の要求に応じていない登録名保有者。

2.WHOIS 形式：

• レジストラが、2013 年 RAA の登録データディレクトリサービス（WHOIS）
の仕様、その他の WHOIS 情報ポリシー（AWIP）、およびアドバイザリ

「Clarifications to the Registry Agreement and the 2013 Registrar Accreditation
Agreement (RAA) regarding applicable Registration Data Directory Service
(Whois) Specifications（レジストリ契約および 2013 年レジストラ認定契約

（RAA）に適用される登録データ ディレクトリ サービス（WHOIS）の仕様

に関する説明）」で指定されたレイアウトで WHOIS データを表示してい

ない。

• レジストラが 2013 年 RAA または関連する標準で求められている構文で

WHOIS データを表示していない。

3.悪用：

• レジストラが、悪用の報告に適切に対応するための合理的かつ迅速な手順

を踏んでいない（少なくともレジストラは有効な苦情をレジストラントに

転送することが求められます）。

• 2013 RAA はレジストラに対して、悪用に関する有効な苦情の対象である

全ドメインを一時停止にすることを課していない。

• 法執行機関は、2013 RAA のセクション 3.18.2 に基づいて、管轄外のレジ

ストラに対して苦情を提出する場合がある。

• 報告者が最初にレジストラに申し立てられた悪用について報告せずに、

ICANN に苦情を送信している。

4.移転ポリシー

• 現レジストラが、登録名保有者以外の連絡先の AuthInfo Code（認証コード）

を提供している。
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• レジストラが、移転ポリシーに準拠していない許可用のフォームを使用す

るか、フォームを間違った連絡先に送信している。

• レジストラが、登録名保有者に対して、ネームサーバー情報の変更時に必

要な認証コードよりも厳格な移転用の認証コードを要求するための追加措

置を講じることを要求している。

• レジストラが、要求に応じて AuthInfo Code（認証コード）を提供してい

ないか、または登録名保有者がコントロールパネルから AuthInfo Code
（認証コード）を取得することを許可している。

5.更新/請戻し、有効期限切れドメインの削除に関するポリシー（EDDP）、有効

期限切れ登録の回復に関するポリシー（ERRP）：

• レジストラが、更新通知の送信に関して再販業者に依存しており、更新通

知が実際に送信され、コピーが保持されているかどうかを確認していない。

• レジストラが、ERRP に定められた Web 掲載の義務を遵守していない。

• レジストラが、ERRP で義務付けられているように、削除前に DNS 名前解

決パスを遮断してない。

• レジストラが、ドメイン名が有効期限を迎える日に（有効期限および更新

にまつわる利用規約に関して、RAE の明確な情報を提供しないまま、）期

限切れレジストラント（RAE）の名前を自社の子会社または再販業者に変

更している。

• レジストラが、公共の WHOIS 情報に記載されているレジストラントまた

は管理担当者に更新の通知を送信していない。

6.統一されたドメイン名の紛争解決ポリシー（UDRP）：

• レジストラが、手続きに関係するドメイン名の状態を維持していないため、

他のレジストラまたはレジストラントへの移転が可能になっているか、ド

メイン名を削除することが可能になっている。

• レジストラが、UDRP プロバイダから UDRP に関する苦情を受領してから

2 営業日以内に、UDRP の対象であるドメイン名をロックしていない。

• レジストラが、UDRP プロバイダからの検証要求を受領してから 2 日営業

日以内に、要求された情報を提供していない。

7.データエスクロー

• レジストラは ICANN で指定されたスケジュールでデータをエスクローし

ていない。

• 2013 年 RAA のレジストラは、プライバシーまたはプロキシサービスを利

用するドメインの公開されている WHOIS データと基本的な顧客情報の両

方をエスクローしていない。

• レジストラが管理下にあるすべての gTLD のデータをエスクローしてい

ない。
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8.ドメイン登録に関するその他の問題：

• レジストラが、RAA によって必要とされる記録を保持しておらず、また再

販業者が記録を保持していることや要請に応じて記録を提供できることも

確認していない。

• レジストラが、レジストラントに送信したと主張している通信の写しを

ICANN に提供できない。

ICANN の部門横断的な取り組みとポリシー作成プロセスへの参加 

2016 年には、契約遵守チームは、WHOIS 正確性報告システムチーム、プライバ

シー/プロキシサービス認定の実施監査チーム、Thick WHOIS の実施、連絡先情報

の翻訳および転写 PDP の実施監査チームなど、レジストラに関連する複数の部

門間の取り組みについても支援しました。
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III. 契約遵守レジストリプログラムのサマリ 

2016 年に契約遵守チームは、約 345 の新しい gTLD の委任など、新しい gTLD 
プログラムを継続的に拡張させながら、作業を実施してきました。新しい gTLD
については、https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings を参

照してください。

契約遵守チームは、2016 年の年初から新しい gTLD が年次証明書の要件を遵守し

ているかどうかを審査（毎年実施）し、レジストリ契約および関連ポリシーの全

体的な遵守状況を、外部からの苦情処理、内部的監視、一般的に公開されてる情

報のレビューを通じて、継続的に監視しました。

2016 年に発効したレジストリ関連ポリシーの遵守状況の監視の準備と実施は、
次のように完了しました。

• 「WHOIS 情報の追加ポリシー」（2016 年 1 月）。

• Advisory: Clarifications to the Registry Agreement, and the 2013 Registrar
Accreditation Agreement regarding applicable Registration Data Directory Service
(WHOIS) Specifications（アドバイザリ：レジストリ契約および 2013 年レジス

トラ認定契約に適用される登録データディレクトリサービス（WHOIS）の仕

様に関する説明） （2016 年 1 月 31 日）

• gTLD レジストリアドバイザリ: 非遵守 ROID の修正（2016 年 1 月）。および

• 国コードとの混同を避けるために文字と文字から構成される 2 文字の ASCII
ラベルが公開され承認（2016 年 12 月）されたことを受けた、ラベルの評価

の実施。

2016 年 5 月、ICANN は、自動化されたサービスレベル契約（SLA）の監視に関す

るコミュニケーションも実施しました。実装後、2016 年には、SLA で定められた

ダウンタイムが発生したことにより、自動化されたコンプライアンスコミュニ

ケーションシステムは約 45 回起動されてました。

2016 年に契約遵守チームが実施したレジストリ処理で最も件数が多かったカテ

ゴリは、引き続き、ゾーンファイルに対する第三者アクセスに関する苦情および

データエスクロー委託でした。契約遵守チームは、公益のための誓約の紛争解決

ポリシーの下で最初の有効な苦情を受け取り、2016 年に新しい gTLD レジストリ

運用者に対して最初の執行通知を発行しました。更新された契約遵守レポートは、

https://features.icann.org/compliance を参照してください。契約遵守に関する通

知については、https://www.icann.org/compliance/notices を参照してください。

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings
https://features.icann.org/compliance
https://www.icann.org/compliance/notices
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2016 年の最も一般的な問題 
レジストリの契約遵守に関して ICANN が解決した最も一般的な問題を、以下に

示します。

1. 集中型ゾーンデータサービスを介した第三者によるゾーンファイルへのアクセス

• レジストリ運用者が、ゾーンファイルへのアクセス要求に対応していない。

• レジストリ運用者が、レジストリ契約で認められていない理由でアクセス

を拒否または失効させた。

2. 日次のデータエスクロー委託

• データエスクローエージェントが、エスクロー委託の毎日の通知を ICANN
に送信していない。

• レジストリ運用者が、エスクロー委託の毎日の通知を ICANN に送信して

いない。

• レジストリ運用者が有効なデータエスクロー委託を行っていない。

• レジストリ運用者が、最初のエスクロー委託を適時に行っていない。

3. 月次報告

• レジストリ運用者が、必要な月次報告を送信していない。

4. サービスレベル契約

• レジストリ運用者が、サービスの可用性とパフォーマンスに関して、レジ

ストリ契約に基づいたサービスレベル契約（SLA）に達していない。

ICANN の部門横断的な取り組みとポリシー作成プロセスへの参加 

2016 年には、契約遵守チームは、第 11 条セクション 3b のアドバイザリの草案

についての他のチームへの情報の提供、支配権移転サービスに関する要件、重要

下請委託の要求、レジストリ-レジストラ間契約の修正条項など、複数の部門が

関わる取り組みを支援してきました。

契約遵守チームは、ベースとなる新しいジェネリックトップレベルドメイン

（gTLD）レジストリ契約の改訂案と、登録データアクセスプロトコル gTLD プロ

ファイルの実装を含むレジストリ登録データディレクトリサービスの一貫性ある

ラベル付けと表示ポリシーに対する改訂案の進捗に今後も従っていきます。

上記に加え、Thick WHOIS の実施、すべての gTLD における IGO および INGO 識別

子の保護、治癒的権利保護メカニズムへの IGO-INGO アクセス、競争/消費者の信

頼/消費者の選択の指標報告、権利保護メカニズムの審議、新 gTLD の後続の手続

き、および連絡先情報の翻訳および転写など、レジストリ関連ポリシーのさまざ

まな取り組みやワーキンググループにも参加したりその決定に従ったりしました。
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IV. 契約遵守のリスクと監査プログラムの概要 

2016 年、ICANN は、監査計画とテストの目的を審査し、以前の監査からの教訓
と受け取った苦情に基づいて更新しました。

監査計画は、 https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en からご

覧ください。

ICANN レジストラ監査プログラム 

2016 年 5 月末までに、ICANN は 2015 年 9 月に開始された監査を完了しました。
今回の監査には、67 のレジストラが含まれていました。39 のレジストラは、問

題のない監査報告書を受け取り。 1 つのレジストラの認定が監査期間中に終了し、 
1 つのレジストラの監査要求は棄却されました。26 のレジストラは、不備が記載

された監査報告書を受け取り、その後、問題の再発を防ぐために必要な是正処置

を実施しました。公開された監査報告書については、以下のリンクを参照してく
だ さ い  。  https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-
report-2015-06jul16-en.pdf 

ICANNは、2016年5月に15のレジストラに対する新たな2013年RAA監査を開始しま

した。この監査は2016年10月に完了しました。15すべてのレジストラの暫定監査

報告書には問題が記載されており、5のレジストラは修正段階でこれらの問題を

解決しました。 10のレジストラは、今後、非遵守の問題が再発するのを防止す

るために必要な是正処置を講じており、未解決の問題が是正されたことを確認す

るため、ICANNによる追加審査（部分的な再監査）が必要となります。公開され
た監査報告書については、以下のリンクを参照してください。

https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-
16nov16-en.pdf 

2016 年 10 月 4 日に開始された最新のレジストラ契約監査は、現在監査段階にあ

ります。54 のレジストラが、監査に参加するための情報要求通知を受け取りま

した。これらの 54 のレジストラは、完全な監査を受けるために選出された 45 の
レジストラと、前回の監査の後で実施された是正措置の効果を確認するための部
分的な再監査を受けることになった前回の監査も受けている 9 のレジストラから

構成されています。1 つのレジストラが監査要求に応じず、認定が終了しました。

監査対象のレジストラへの暫定監査報告は、2017 年 1 月に予定されています。

2013 年 RAA 監査計画は、https://www.icann.org/en/system/files/files/audit-plan-
2013-raa-31mar16-en.pdf から参照いただけます。

https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2015-06jul16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2015-06jul16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-16nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/compliance-registrar-audit-report-2016-16nov16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/audit-plan-2013-raa-31mar16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/audit-plan-2013-raa-31mar16-en.pdf
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ICANN レジストリ監査プログラム 

ICANN は、2016 年に新 gTLD レジストリ契約の監査を開始しました。この監査は、

2016 年 1 月 27 日に開始され、2016 年 6 月 20 日に完了しました。今回の監査で

は、10 の新しい gTLD レジストリが選ばれました。  

2 のレジストリは問題なく監査を完了しました。6 のレジストリが監査を完了し

修復期間中に問題を解決しました。残りの 2 のレジストリも修正を完了していま

す。今後の監査で再審査され、特定された領域における遵守状況が検証されます。

公開された報告書については、以下のリンクを参照してください。

https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-
2016-12jul16-en.pdf 

レジストラデータエスクロー監査の取り組み

2016 年末までに、ICANN には合計 8 つのデータエスクロープロバイダを承認しま 
した。このプロバイダのリストは、https://newgtlds.icann.org/en/applicants/data-
escrow で参照できます。ICANN は、2016 年、ICANN のレジストラが委託している 
データエスクロープロバイダと協力して業務を行いました。その目的は、データ

エスクローの義務に対するレジストラの遵守状況を審査し、ICANN が承認した

すべてのデータエスクロープロバイダで一貫性のあるアプローチを確立すること

でした。

ICANN は、各レジストラの管理下にあるすべての gTLD ドメインの委託を含む、

レジストラのデータエスクロー委託の完全性を測定するためのプロアクティブな

監視も開始しました。この取り組みは、レジストラ人口の 98％を占める Iron
Mountain 社に委託しているレジストラに限定されました。

2016 年に ICANN はレジストラのデータエスクロー委託を引き続き監視し、承認

されたデータエスクローエージェント（DEA）と協力して、必要な委託がスケジ

ュールに従って、条項に従って確実に履行されるようにしました

2016 年に ICANN は、第 3 通知または違反通知を受けたレジストラ 194 と、これ

までに監査を受けていなかった 200 のレジストラのデータエスクロー委託監査を

依頼しました。394 のレジストラの約半数がデータエスクロー委託に関する問題

を抱えていました。その大半は、プライバシーとプロキシサービスが使用されて

いたドメイン情報が不足しているという不完全な委託に関するものでした。すべ

ての問題が修正され再審査されました。

https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2016-12jul16-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/contractual-compliance-ra-audit-report-2016-12jul16-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/data-escrow
https://newgtlds.icann.org/en/applicants/data-escrow
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V. 付録 

付録 A： 

システムへの影響を伴った契約遵守の取り組みと改善を支援するアクティビティ

の一覧を以下に記します。

• 新しく発効したポリシーを反映するよう、テンプレート（追加的 WHOIS 情報

ポリシーおよび WHOIS に関する説明）を更新しました。

• 苦情処理システムを自動化し、レジストリのサービスレベル契約の技術ア

ラート（半自動コンプライアンス通知など）を受け取ることができるように

しました。

• レジストリのサービスレベル契約の技術アラートの受け入れと半自動された

遵守状況通知の作成

• 新しく発効したポリシーを反映するよう、テンプレート（追加的 WHOIS 情報

ポリシーおよび WHOIS に関する説明）を更新しました。

• WHOIS 正確性報告システム（ARS）インポートユーティリティに対応し、更

新された WHOIS ARS レポート形式に基づく契約遵守チケットを作成するため、

契約遵守システムを更新しました。

• 苦情処理システムを自動化し、レジストラデータエスクローの委託の不足や

無効な委託に関するデータエスクロープロバイダーからのレポートに基づく

レポートを生成できるようにしました。

• 自動の終結と確認のシステム通知の形式に従うように、件名を更新しました。

• 移転に関する苦情タイプの正しい解決コードテキストが自動終結通知に入力

されるように更新して、不具合の修正に対応しました。

• レジストラへの終結通知を更新して、システムの WHOIS の誤りの検証が完了

してチケットが終結したときの処理ステップを削除しました。

• 関連のあるレジストラとレジストリ運用者の契約上の義務について概説する

ためのコンテンツがicann.orgの遵守プログラムページに追加されました。

付録 B： 

正式な通知の理由 - 2016 年  

2009 年レジストラ認定契約（RAA） 
• コミュニケーションレコードの保守と提供（RAA 3.4.2/3）
• 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）
• 監査への応答 (RAA 3.14)
• 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)
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• 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）

2013 年レジストラ認定契約（RAA） 
• WHOIS サービスの提供（RAA 3.3.1）
• WHOIS の誤り情報の調査および訂正（RAA 3.7.8）
• 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）
• UDRP の遵守（RAA 3.8）
• 認定費用の支払い（RAA 3.9）
• ICANN への文書と情報の提供 (RAA 3.15)
• コンプライアンスに関する証明書の完成と提出（RAA 3.15）
• ICANN のレジストラ教育情報へのリンクを表示（RAA 3.16）
• レジストラ情報仕様(RAA 3.17)で求められる Web サイト情報を公開

• 通信用アドレスを Web サイトで公開 (RAA 3.17 および RIS 7)
• レジストラ情報仕様(RAA 3.17 および RIS 8,9,13)で求められる Web サイト情報を

維持および提供

• 役員の名前と役職を Web サイトで公開（RAA 3.17 および RIS 17）
• 最終的な親組織を Web サイトで公開 (RAA 3.17 および RIS 22)
• 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）
• 違反報告に関連するレコードの保持および提出(RAA 3.18.3)
• 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）
• WHOIS の連絡先情報の評価および検証（RAA-WAPS 1、2、4）
• 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）
• 他の事業者への ICANN ロゴのサブライセンス使用を禁止（RAA ロゴライセンス

条項）

• Web サイトへの正しい ICANN ロゴの表示（RAA ロゴライセンス条項）

• 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）

新 gTLD レジストリ契約（RA） 
• 支払期日超過の支払い（RA 第 6 条）

• プライマリ Web サイトへの、WHOIS のポリシーと教育用資料を含む ICANN
が指定した Web ページへのリンク公開（RA 第 4 条のセクション 1.11）

• Web サイトへの DNSSEC 運用規定（DPS）の掲載（RA 第 6 条のセクション 1.3）
• Web サイトへの悪用に関する連絡先の詳細の掲載（RA 第 6 条のセクション 4.1）
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