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一般更新情報 
 
5月に、コンプライアンスチームは、アムステルダムで開催されたグローバルドメイン

ディビジョン（GDD）サミットに参加し、ICANN契約遵守監査プログラムに関するセ

ッションを開催しました。このセッションでは、参加者に監査プログラムの範囲、方

法とアプローチ、コミュニケーションテンプレートおよびレポートについて説明しま

した。セッションでは、https://www.icann.org/resources/pages/audits-2012-02-25-enに
掲載されている資料を使用しました。 
 
2016年6月に、コンプライアンスチームはヘルシンキで開催されたICANNのポリシーフォ

ーラムに参加しました。チームは、政府諮問委員会（GAC）、ジェネリックドメイン名

支持組織（GNSO)、公衆安全ワーキンググループ、およびコミュニティ間ワーキンググ

ループに出席しました。  
 
実施の更新 
コミュニティのフィードバックに基づき、また、透明性を高めるために、ICANNは、

2016年7月から、ICANNコンプライアンス通知ページ（https://www.icann.org 
/compliance/notices）で、違反が修正された日付の追加を始めます。この変更は、現在

の実施処置について直ちに有効になります。9月末までに、2016年中の実施処置が更新

され日付が入るようになります。 

																																																								
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。 

http://www.icann.org/en/resources/compliance  
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契約遵守の取り組みと改善 

 
システムの更新情報 

この期間中に、ICANNのコンプライアンスチームの苦情処理システムは次の機能改善が

行われて稼動しました。 
 

• レジストリのサービスレベル契約（SLA）の技術アラートの受け取りおよび半自

動契約遵守通知の作成 
• 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 
 

さらに、ICANNは、現在の苦情処理システムからSalesforceプラットフォームで提供され

るエンタープライズソリューションへの変換に着手しました。  
 
レジストラの更新情報 

追加のデータエスクローエージェント  
コンプライアンスチームは、GDDチームと連携して、レジストラのための新しいデータ

エスクローエージェントの導入、レジストラの新しいデータエスクローエージェントへ

の移行、さらに、レジストラがレジストラ認定契約（RAA）に対応するデータエスクロ

ー委託を継続的に確実に作成できるように取り組んでいます。レジストラデータエスク

ロープログラム（現在のデータエスクロープロバイダーのリストを含む）の詳細につい

ては、https://www.icann.org/resources/pages/registrar-data-escrow-2015-12-01-enを参照

してください。  
 
レジストラに対する悪用の苦情  
第三者の悪用報告に応答してレジストラがドメイン名の一時停止に失敗したと訴える

ICANNに対する苦情が増えています。これらの苦情の多くは、悪用報告を調査しそれに

対応する妥当かつ迅速な措置が取られたことをレジストラが実証したため、解決されま

した。ICANNの意見交換会で以前お伝えしたように、レジストラが悪用報告の調査およ

び対応を実証するためにICANNが行ったアクションは次のとおりです。 
 

• レジストラントと連絡をとる  
• 証拠またはライセンスを求め、入手する  
• ホスティングのプロバイダー情報を申立人に提供する  
• WHOIS検証を実行する 
• レジストラントの要求に応じて転送を実行する 
• ドメインを一時停止する 

 
WHOIS正確性報告システム 
コンプライアンスチームは、WHOIS正確性報告システム（ARS）第2段階サイクル1の 
苦情処理を2016年5月に開始しました。WHOISデータの電子メールアドレス、電話番号、
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または郵便宛先の運用エラーがあると特定されたドメイン名に対して、ICANNは個別の

WHOISの誤りチケットを作成しました。WHOISの連絡先データに構文エラーがあると特

定されたドメイン名に対して、ICANNは、2013年レジストラ認定契約のWHOISの形式の

要件に関して対象を絞ったアウトリーチを開始しました。 
 
次の表は、WHOIS ARS第2段階サイクル1（2016年7月1日現在）からのデータに基づいて

作成されたWHOISの誤りチケットの概要を示します。チケットはいくつかのプロセス手

順を通ることがある、あるいは複数の解決理由コードを受け取ることがあるため、以下

の数字は作成されたチケットの総数と等しくなりません。   
 

WHOIS ARS第2段階サイクル1 指標 
作成されたチケット 2,689 
最初の通知前に解決されたチケット 1,168 
最初の通知 1,333 
2回目の通知 61 
3回目の通知 8 
執行 0 
修正が保留になっているチケット 70 
まだ処理が必要なチケット  121 
解決したチケット 1,686 
 
 

WHOIS ARS第2段階サイクル1 解決コード 
WHOISが正しいことをレジストラが検証 109 
WHOISデータが変更された 123 
ドメイン名が登録されなかった 404 
ドメインが一時停止された、またはキャンセルされた 462 
苦情が提出時のWHOISと一致しない 536 
 
コンプライアンスチームは、WHOIS ARS第2段階サイクル2でWHOISの連絡先データの運

用エラーと特定された4,005のドメイン名を確認しています。2016年7月にデータの処理

を開始します。 
 
WHOIS ARSの詳細については、https://whois.icann.org/en/whoisarsを参照してください。  
 
レジストリの更新情報 

サービスレベル契約の通信プロセス 
この四半期中に、ICANNは、自動レジストリSLA技術アラートの自動化およびSLAのダウ

ンタイム発生時の半自動契約遵守通知を実施しました。15のダウンタイムインスタンス

によるアラームの発生は、レジストリオペレータがGDDポータルにおけるレジストリの

連絡先に関する情報をコンカレントに維持する上での重要性を示すものです。 
 
2016年5月31日に、ICANNは、基本的なgTLD（ジェネリックトップレベルドメイン）レ

ジストリ契約に対する修正提案についてパブリックコメントを掲載したことを発表しま
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した。発表の詳細については、https://www.icann.org/news/blog/amending-the-new-gtld-
registry-agreementを参照してください。コンプライアンスチームは、契約書の条項の変

更に向けて修正の進捗を随時確認しています。 

監査プログラムの更新情報 

レジストラ認定契約監査プログラム  
 
2013 年 RAA 監査は、2015 年 9 月 14 日に開始され、2016 年 5 月 25 日に完了しました。こ

の監査ラウンドには 67 のレジストラが選択されました。監査チームは 23 か国から提出

された 11 言語の 5,200 を超える文書を審査しました。39 のレジストラ（60%）が不備は

ないという監査報告書を受け取りました。26 のレジストラ（40%）が不備があるという

監査報告書を受け取りました。不備があるレジストラは、不適合の再発を防ぐために必

要な変更を実施しています。ICANN は、残りの不備を修正するようにフォローします。 

 
レジストリ契約監査プログラム 
 
gTLD レジストリ契約監査プログラムは、2016 年 1 月 27 日に開始され、2016 年 6 月 20
日に完了しました。この監査プログラムに対して 10 の TLD レジストリが選択されまし

た。選択された 10 の内、  
1. 2 つのレジストリは不備なく監査を完了した。 
2. 6 つのレジストリは不備ありとして監査を完了した。それらは、修正段階で完全

に解決可能。 
3. 2 つは不備未解決で監査を完了した。これらの不備は修正段階で解決されなかっ

た。それらは、特定された領域でのコンプライアンスを確認するために、今後の

監査プログラムで再テストされる。 
 
監査チームは 9 か国から提出された 6 言語の 500 を超える文書を審査しました。 
 
データエスクローを審査するための積極的な取り組み 
  
ICANN は、必要な委託が継続的に行われ、委託の形式が RAA に適合するように、レジス

トリのデータエスクロー委託を継続的に監視します。2016 年の 4 月、5 月および 6 月中

に、ICANN は、Iron Mountain に約 40 のレジストリのデータエスクロー委託を審査する

ように委託しました。Iron Mountain の審査範囲は、当期間中にレジストラが 3 回目の通

知または違反通知を受け取ったことにより必要となるものでした。委託の不足や誤りが

発生すると、Iron Mountain は ICANN に通知し、レジストラと共に問題の修正に取り組

みました。解決されなかった場合、ICANN は標準の契約遵守プロセスにより解決を試み

ました。 
  
さらに、ICANN は、Iron Mountain が以前監査したことのない、200 のレジストラの委託

のデータエスクロー委託の積極的な監視を要求しました。約 200 の監査が完了し、この

グループの内、約 75 のレジストラにデータエスクロー委託の問題がありました。その

問題は現在修正中です。 
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苦情処理と執行の概要 
 
次のチャートは、契約遵守の非公式および公式のプロセスを通じての苦情件数を示して

います。  

 
 
 
 
 
 

• 当四半期の件数 = 当四半期に提出されたチケット数 
• 最初の問い合わせまたは通知が送信される前に終結した件数 = 当四半期に最初の問い合わせまたは通知が送信され

る前に終結したチケット数 
• 最初の問い合わせまたは通知が送信された件数 = 当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 = 当四半期に 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 = 当四半期に 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 = 当四半期に送信された執行通知の数 
• 当四半期の解決された件数 = 当四半期に解決されたチケット数 
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6 月の執行活動 

送信日 期限日 契約当事者 IANA ID 
通知の

タイプ 
ステータ

ス 問題の通知 

2016/06/06 2016/07/06 
Bharti Airtel Limited
（airtel） 

該当なし 違反   

WHOIS のポリシーおよび教材（スペッ

ク 4 の RA セクション 1.11）を含む

ICANN 指定の Web ページへのリンクの

プライマリ Web サイトで公開 
Web サイト DPS（DNSSEC Practice 
Statements）（スペック 6 の RA セクシ

ョン 1.3）で公開 
悪用対応連絡先詳細 Web サイト（スペ

ック 6 の RA セクション 4.1）で公開 

延滞料の支払い（RA 6） 

2016/06/06 2016/07/06 
Bharti Enterprises 
(Holding) Private 
Limited (bharti) 

該当なし 違反   

WHOIS のポリシーおよび教材（スペッ

ク 4 の RA セクション 1.11）を含む

ICANN 指定の Web ページへのリンクの

プライマリ Web サイトで公開 
Web サイト DPS（DNSSEC Practice 
Statements）（スペック 6 の RA セクシ

ョン 1.3）で公開 
悪用対応連絡先詳細 Web サイト（スペ

ック 6 の RA セクション 4.1）で公開 
延滞料の支払い（RA 6） 

2016/06/22   Mister Name SARL   1319 終了   15 営業日以内にすべての RAA 違反を修

正（RAA 5.3.4） 

2016/06/22   
MOBILE.CO DOMAINS 
CORP. 1015 

終了   RAA 違反を 21 日以内に修正（5.5.4 
RAA）  

2016/06/27 2016/07/18 
Internet Solutions 
(Pty) Ltd.  

1079 違反   
レジストラ情報仕様(RAA 3.17)で求めら

れる Web サイト情報を維持および提供 
認定費用の支払い（RAA 3.9） 
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前月からの執行活動 

送信日	 期限日	 契約当事者	 IANA	ID	
通知のタ

イプ	 ステータス	 問題の通知	

2016/03/07	 		
MOBILE.CO	
DOMAINS	CORP.	 1015	 凍結	

契約終了へエスカ

レーション	
RAA違反を 21日以内に修正（5.5.4	
RAA）		

2016/05/23	 2016/06/13	 Mister	Name	SARL	 1319	 違反	
契約終了へエスカ

レーション	

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）	

2016/03/30	 2016/04/20	 Omnis	 Network,	
LLC	 143	 違反	 違反は修正済み	

コンプライアンスに関する証明書の

完成と提出（RAA	3.15）	
WHOISの誤り情報の調査および訂
正（RAA	3.7.8）	
Whoisの連絡先情報の評価および
検証（WAPSの RAAセクション 4）	
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）	
役員の名前と役職をWebサイトで
公開（RAA	3.17/RIS	17）	

2016/03/30	 2016/04/20	 GKG.NET	 93	 違反	 違反は修正済み	

コンプライアンスに関する証明書の

完成と提出（RAA	3.15）	
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）					
違反報告を受け付ける電子メールア

ドレスをWebサイトのトップページで
公開（RAA	3.18.1）	
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）	
認定費用の支払い（RAA	3.9）	

2016/03/31	 2016/04/21	 Domain	Train,	Inc.	 1894	 違反	 違反は修正済み	
コンプライアンスに関する証明書の

完成と提出（RAA	3.15）	
認定費用の支払い（RAA	3.9）	

2016/03/31	 2016/04/21	 MainReg,	Inc.	 1917	 違反	 違反は修正済み	

コンプライアンスに関する証明書の

完成と提出（RAA	3.15）	
違反報告を受け付ける電子メールア

ドレスをWebサイトのトップページで
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	3.18.3）					
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）	
役員の名前と役職をWebサイトで
公開（RAA	3.17/RIS	17）	

 
 
最新情報については、https://features.icann.org/complianceを参照してください。 


