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一般更新情報 
 
2016年3月、ICANNのコンプライアンスチームはモロッコのマラケシュで開催さ

れた第55回ICANN公開会議に出席しました。プレゼンテーションの詳細について

は、https://meetings.icann.org/en/marrakech55/schedule-tableをご覧ください。  
 

ICANNポリシー策定プロセスへの参加  

コンプライアンスチームのスタッフは、マラケシュのICANN55でのポリシーに関

する取り組みを支援するため、ワーキンググループの会合やパネル討議に参加

し、今後の新しいポリシーに関連する実施の取り組みやコンプライアンスチー

ムの機能についてフィードバックを提供しました。参加したセッションは次の

とおりです。 
 

• 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 
• レジストラ間移転ポリシー（IRTP）、パートCおよびパートD 
• 連絡先情報の翻訳および翻字に関するポリシー策定プロセス（PDP）ワー

キンググループ 
• すべてのジェネリックトップレベルドメイン（gTLD）における国際政府

組織（IGO）および国際的非政府組織（INGO）の識別子の保護 
• 権利保護メカニズムの審議 
• 新gTLDの後続の手続き 

                                                       
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。 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
契約遵守の更新情報 
 
2016 年 1 月～3 月 

http://www.icann.org/en/resources/compliance 

https://meetings.icann.org/en/marrakech55/schedule-table
http://www.icann.org/en/resources/compliance
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• セキュリティフレームワーク関連の会合 
• 競争、消費者からの信頼、消費者による選択（CCT）の審議 

 

契約遵守の取り組みと改善 
 
システムの更新情報 

この期間中に実施された契約遵守の苦情処理システムの改善には、次の事項が含

まれます。 
 

• 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。  

• 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、レジストリのサービスレベル契約（SLA）

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。  
• 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。 
 
レジストラの更新情報 

年次遵守証明書  
2016 の第 1 四半期に、コンプライアンスチームは 2013 年レジストラ認定契約

（RAA）の下で運用するレジストラを監視し、RAA 条項への準拠を認定する文書

を ICANN に速やかに提出していることを確認しました。その過程で、証明書が

（前年の 2015 年ではなく）2016 年の日付で提出されない、証明書が権限を持つ

署名者により署名されていないといった一般的な問題が特定されました。 
2016 年 2 月 3 日、コンプライアンスチームは年次遵守証明書を未提出のレジス

トラ、および提出した証明書に不備があったレジストラへの問い合わせを開始し
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ました。問い合わせに応答しなかったレジストラは、初回の通知を受け取りました。  
 
• 229 のレジストラは、問い合わせまたは通知を受け取りました。  
• その内の 220 件の問い合わせは、2016 年 3 月 31 日までに解決し、終結しま

した。 
• 9 件の問い合わせは、現在も継続中です。 

o その中の 4 つのレジストラは、必要な証明書の提出を怠った違反につ

いて通知を受け取りました。 
 
WHOIS 正確性報告システムの最新情報  
この期間中、コンプライアンスチームはWHOIS ARSの取り組みにおける第1段階

と第2段階を支援しました。以前にも報告したとおり、第1段階ではWHOISデータ

の構文の準拠をテストしました。チームは第1段階の結果を審査し、WHOISの誤

りやWHOISの形式の問題解決のため、必要に応じてレジストラに連絡をとりまし

た。第1段階の苦情は、2016年4月末までに処理されることが見込まれています。  
 
2016年第1四半期、コンプライアンスチームは1,226件のWHOIS ARSチケットを処

理しました。これらのチケットの状況は次のとおりです。  
 

• 1,183件については、WHOISの誤りに関する通知がレジストラに転送され

ました。 
• 43件については、WHOISの形式に関する通知がレジストラに転送されました。 
• 289件は処理中です。 
• 155件は未処理です。 

 
WHOIS ARSの第1段階では、3,168件のチケットが作成されました。これらのチケ

ットの状況は次のとおりです。 
• 1,942件は、ドメイン名がすでに凍結されているため、または現在の

WHOISデータとサンプリング対象データとの間に一貫性がないために、初

回通知前に終結しました。 
 
WHOIS ARS第2段階で運用性のテストが行われました。コンプライアンスチーム

は、WHOIS ARS第2段階サイクル2の運用正確性テストについて、基準策定を支援

しました。さらに、チームはWHOIS ARS第2段階サイクル1
（https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-1-report-webinar-
presentationを参照）の結果を報告するウェビナーに参加しました。  
 
コンプライアンスチームは、第2段階サイクル1の苦情処理を2016年4月に開始し

ます。WHOIS ARS第2段階サイクル1では、約3,700のWHOISの誤りに関するチケッ

ト、および2,300のWHOISの形式に関するチケットの処理が予想されます。 
 

https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-1-report-webinar-presentation
https://whois.icann.org/en/file/whois-ars-phase-2-cycle-1-report-webinar-presentation
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レジストリの更新情報 

サービスレベル契約の伝達プロセス – 最新情報 
当四半期中、ICANN は自動レジストリ SLA 技術アラートおよび半自動契約遵守の

開発を完了しました。次の四半期は、アラートと通知の正確性を確実なものとす

るための試験導入を行います。アラートは試験導入の成功後に実稼働で導入され、

SLA のダウンタイムが発生した場合に、グローバルドメインディビジョン（GDD）
ポータルで指定されたレジストリの連絡先に送信されます。 
 
行動規範、行動規範免除、および仕様 13 の年次遵守証明書の監視 
1 月下旬に、コンプライアンスチームは 2015 年以前にレジストリ契約を締結し

た約 1,215 のトップレベルドメインの審査を実施しました。一定の条件を満たす

レジストリ オペレータは、執行役員により署名された証明書を、レジストリ オ
ペレータの内部遵守審査結果と共に、2016 年 1 月 20 日までに提出する必要があ

ります。以下のレジストリ オペレータが該当します。 
 

• 仕様 13 を締結している、または行動規範の免除通知を受けているレジス

トリ オペレータ 
• 自ら、またはレジストリ関連当事者(レジストリ契約の仕様 9 で規定)を通

じて、レジストラサービスあるいはレジストラ再販業者サービスのプロバ

イダとしても運営しているレジストリ オペレータ 
 
2016 年 2 月 1 日、コンプライアンスチームは年次証明書を未提出のレジストラ、

および提出した証明書に不備があったレジストリ オペレータへの問い合わせを

開始しました。 
 
• 308 件の年次証明書に関する問い合わせが 2016 年 2 月に送られました。 

o 86 件の問い合わせは、レジストリ オペレータ行動規範の年次遵守証明

書に関連するものでした。 
o 20 件の問い合わせは、行動規範免除の年次遵守証明書に関連するもの

でした。 
o 202 件の問い合わせは、仕様 13 の年次遵守証明書に関連するものでした。 

• その内の 303 件の問い合わせは、2016 年 3 月 31 日までに解決し、終結しま

した。 
 
レジストリ オペレータの WHOIS の形式に関する監視 
2016 年 1 月 31 日、追加的 WHOIS 情報ポリシー

（https://www.icann.org/resources/pages/policy-awip-2014-07-02-en）、およびレ

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

（https://www.icann.org/resources/pages/raa-whois-accuracy-2015-11-16-en）が発

https://www.icann.org/resources/pages/policy-awip-2014-07-02-en
https://www.icann.org/resources/pages/raa-whois-accuracy-2015-11-16-en
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効しました。これを受けて、これらの WHOIS の形式の要件に関連する苦情処理

が当四半期中に増加しました。しかし、ICANN の苦情処理を通じて問い合わせを

受けたレジストリ オペレータの大半は、WHOIS の出力を更新し、現在は要件に

準拠してます。コンプライアンスチームは、今後もこの分野での遵守状況を監視

し、レジストリ オペレータが実施を完了したことを確認していきます。 
 
APAC 地域 – 中国でのアウトリーチ  
 
コンプライアンスチームは、グローバルドメインディビジョンチームと連携して

中国でのアウトリーチ活動を実施しました。コンプライアンスチームが北京、上

海、成都、および広州を訪問して実施したアウトリーチは、中国のレジストリと

レジストラを対象とし、約 160 人の代表が出席しました。契約当事者にとっては、

遵守プロセス、通知や監査プログラムへの応答について、ICANN と連携する機会

となりました。取り上げられたトピックは、悪用、WHOIS の誤り、WHOIS の形

式、移転、統一ドメイン名紛争処理方針（UDRP）、ICANN コンプライアンスチ

ームとのやりとりの方法などです。 
セッションは中国語で行われました。このアウトリーチの取り組みと現地言語で

の実施は、レジストラとレジストリから歓迎されました。  

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の更新情報 
 
2013 年 RAA 監査プログラム（2015 年 9 月 14 日開始)は、現在修正段階にありま

す。2016 年 3 月 31 日時点で、監査チームは 23 か国から提出された 11 言語の

7,100 を超える文書を審査しました。初回の監査レポートは 2016 年 2 月に契約当

事者に発行されました。レジストラの 86%は、修正を完了し、最終監査レポー

トを受け取りました。一部のレジストラは、特定された問題を修正するために新

しい制御とプロセスを実施する必要がありました。修正の効果については、今後

の監査で判断されます。  
いくつかのレジストラは、監査で特定された問題への対応について、コンプライ

アンスチームと現在も連携中です。  
 
レジストリ契約監査プログラムの更新情報 
 
レジストリ契約監査プログラム（2016 年 1 月 27 日開始)は、現在監査段階にあり

ます。この監査プログラムでは、10 のレジストリ オペレータが選ばれました。

いずれのレジストリ オペレータも、要求された情報を提供して協力しています。

現在までに受け取ったデータによると、今回監査対象となっているほとんどのレ



 2016 年第 4 四半期契約遵守の更新情報 
 

6 

ジストリは、重要性の低い問題が特定される程度であり、おおむね遵守状態にあ

ると判断されます。初回の監査レポートは、暫定的に 2016 年 4 月に予定されて

います。 
 
データエスクロー監査の取り組み 
  
現在実施されている監査手続きの一環として、ICANN はレジストラのデータエス

クロー委託を監視し、必要な委託が RAA に準拠する形式で継続的に行われるよ

う、承認されたデータエスクローエージェント（DEA）と連携しています。 
2016 年 1 月から、ICANN は約 50 のレジストラについて、データエスクロー委託

監査を求めています。この監査は、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す。委託の不足や誤りが発生

すると、DEA プロバイダは ICANN に通知し、レジストラと共に問題の修正に取り

組みます。DEA からの 3 回の通知後にデータエスクロー委託の問題が解決されな

い場合、ICANN は標準の契約遵守プロセスを通じてレジストラに連絡を取ります。 
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苦情処理と執行の概要 
 
次の表は、コンプライアンスチームによる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 
• 終結件数 = 当四半期に終結したチケット数 
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3 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 

2016/3/7   
MOBILE.CO DOMAINS 

CORP. 
凍結 

2016 年 3 月 24 日から 
2016 年 6 月 22 日まで実施 

RAA 違反を 21 日以内に修正（5.5.4 RAA） 

2016/3/30 2016/4/20 GKG.NET 違反   

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） 

2016/3/30 2016/4/20 Omnis Network, LLC 違反 
ICANN がデータとドキュメン

トを検証中 

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） 

2016/3/31 2016/4/21 Domain Train, Inc. 違反   
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） 

2016/3/31 2016/4/21 MainReg, Inc. 違反   

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） 
認定費用の支払い（RAA 3.9） 
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前月からの執行活動 

2016/2/11 2016/3/3 
Visesh Infotecnics 

Ltd. d/b/a 
Signdomains.com 

違反 

ICANN によるデータおよび

文書の審査、修正期間が

2016 年 3 月 16 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

2016 年 3 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

2016 年 4 月 11 日まで延期 

 UDRP の遵守（RAA 3.8） 
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） 

認定費用の支払い（RAA 3.9） 

2016/2/2 2016/2/23 
MOBILE.CO DOMAINS 

CORP 
違反 凍結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） 

2015/10/30 2015/11/20 Hosteur SARL 違反 違反は修正済み 

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）  
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） 
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） 

2015/9/24 2015/10/15 Gesloten Domain N.V. 違反 違反は修正済み 

Whois サービスの提供（RAA 3.3.1） 
役員の名前と役職を Web サイトで公開

（RAA 3.17/RIS 17） 
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 3.18.3） 

2015/11/9 2015/11/30 
35 Technology Co., 

Ltd.  
違反 違反は修正済み 

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）  
役員の名前と役職を Web サイトで公開

（RAA 3.17 および RIS） 
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） 

認定費用の支払い（RAA 3.9） 

 
最新情報は、https://www.icann.org/resources/compliance-reporting-performance
でレポートをご覧ください。 

https://www.icann.org/resources/compliance-reporting-performance
https://www.icann.org/resources/compliance-reporting-performance
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