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I. 背景 

ICANNのコンプライアンスチームは、すべての契約当事者による契約と適用されるコンセン 
サス ポリシーの遵守を保証することを使命としています。ICANNは、予防、執行および教育を
通じてこの目標の達成に努めています。  
 
監査プログラムの目標：ICANNが契約当事者に発見された不備を特定、通知、管理および 
修正支援できるようにすること。特定された不備はレジストラ認定契約（RAA）およびレジストリ
契約（RA）（該当する場合はこれらの契約に組み込まれている ICANN コンセンサス ポリシーを
含む）に規定された特定の条項および/または義務に関連する場合があります。監査プログラ
ムは契約当事者と協力してこれらの不備を特定する一方、RAAおよび RAの義務に関連する
将来的な不備を緩和するために適切な管理が推進されるように構成されています。 

																																																								
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。 

 

2016年 7月公開、 
監査報告書 

割り当てられた名前と番号のためのインターネット株式会社 
契約遵守  
2016年 1月度新 gTLD レジストリ監査報告書  

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en  
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II. 要約 

2016年 1月 13日、ICANNは新 gTLDレジストリ契約および ICANNテンポラリポリシーおよび 
コンセンサスポリシーの条項に対する一部のレジストリの遵守状況を試験および検証すること

を目的とした監査を実施しました。本報告書には 2016年 1月から 6月までに実施された監査
の結果が含まれています。 
 
また、本報告書には、第 3回目の新 gTLDレジストリ監査プログラムの結果も含まれています。 
  
監査では、データのテスト、書類、新 gTLDレジストリの一部のWebサイト、および新 gTLDレジ
ストリを代表するさまざまな TLD の一部、それらの対応するデータ エスクロー エージェントと
レジストリ、および ICANNのコンプライアンスチームの間の通信の審査が実施されました。 
 
この監査には 10個のレジストリが選択されました。選択は以下の基準を基に行われました。 
 

• これまで監査対象ではなかった契約当事者  
• 契約遵守に関する 3度目の通知の数が も多い契約当事者 
• バックエンドサービスプロバイダよりサービス提供されており、そのクライアントがこれ
まで監査対象ではなかった契約当事者    

 
監査段階で、ICANNは 9 ヵ国から受け取った 6つの異なる言語で収集された 500以上の文書
を審査しました。初回監査報告書が 10のレジストリに対して発行されました。 
 
監査で問題が発見された場合は、修正段階ですべての新 gTLDレジストリが ICANNコンプライ
アンスチームと連携して、修正に取り組みました。  
 
2016年 6月 27日までに、ICANNは各監査報告書に記載された初回の所見のすべてについて 
解決策を実証した 終監査報告書を 8つのレジストリに対して発行しました。残りの 2つのレ
ジストリは審査保留と指定された分野を含む報告書を受け取りました。これらのレジストリは 
今後の監査で再テストし、改善策の有効性について検証します。 
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III. 監査プログラムの範囲 

監査プログラムは繰り返しサイクルで実施されます。新 gTLD監査プログラムは繰り返しサイク
ルで実施され、gTLD とルートゾーンに委任されたレジストリ オペレータは、各サイクルで監査
対象に選択される可能性があります。 
 
プログラムの透明性を高めて準備を推進するため、ICANNはアウトリーチセッションを実施しま
した。さらに、監査の計画、範囲、通知、およびリスク回避計画を ICANN のコンプライアンス監
査ページで公開し、以下のリンクから閲覧可能です。 
http://www.icann.org/en/resources/compliance/audits 

 
タイムライン 
 
監査プログラムは、具体的なマイルストーンと成果が定めされた次の 6つの段階から成ります。 
 

1) 事前監査通知段階 − すべての契約当事者に対して監査開始日の2週間前に一般監
査通知を発行します。 

2) 情報要求 (RFI) 段階 – 選択された契約当事者に監査通知を発行します。さらに選択
されたなった当事者にはフォローアップの電子メールを送信します。 

3) 監査段階 – 回答を審査し、該当する場合は試験と検証を行います。 

4) 初回報告段階 – 選択された契約当事者に対する初回の所見を含む初回監査報告書
を発行します。 

5) 修正段階 – 選択された契約当事者と連携し、監査段階で発見された初回の所見 
（存在する場合）の修正を行います。 

6) 終報告段階 - 選択された契約当事者に 終監査報告書を発行し、次のリンクで

終監査報告書を公開します。

https://www.icann.org/resources/pages/compliance-reports-2016-04-15-en  

次の表は監査プログラムのマイルストーンおよびこの監査の日付の概要を示しています。 

監査プログラムの日程 

事前 
監査通知 

情報要求段階 監査  
段階 

初回 
報告  
段階 

修正 
段階 

監査対象者

へ（ 終） 
報告の発行 

 第 1回
の通知 

第 2回
の通知 

第 3回の
通知 

開始 終了 発行日 開始/終了 日付 

2016年 
1月 

13日  

2016年 
1月 

27日 

2016年 
2月 

17日 

2016年 
2月 

24日 

2016年 
3月 
2日 

2016年 
5月 

13日 

2016年 
5月 

16日 

2016年 
5月 16日～ 

6月 20日 

2016年 
6月 

27日 
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IV. 新 gTLDレジストリ監査プログラム 

監査は複数のテスト領域から成ります。以下の表は契約遵守について試験の対象となった 
新 gTLDレジストリ契約の条項の概要を示しています。 

テスト領域  説明  
第1.3(a) ii条 代表と保証 

第2.2条 コンセンサス ポリシーおよびテンポラリ ポリシーの遵守 

第2.3条 データ エスクロー (仕様2) 

第2.4条 月次報告 (仕様3) 

第2.5条 Whois登録データの公開 (仕様4) 

第2.6条 予約名 (仕様5) 

第2.7条 レジストリの相互運用性と継続性 (仕様6) 

第2.8条 第三者の法的権利の保護 (仕様7) - TMCHのサンライズの期間 

第2.14条 レジストリの行動規範 (仕様9 - パートB、D) 

第2.17条 追加の公益のための誓約 (仕様11) 

第2.19条 レジストリ オペレータのTLDコミュニティに対するコミュニティベースTLDの義務 
(仕様12) 

Specification 13 Brand TLD 

注：「テスト領域」とは、新 gTLD レジストリ契約に含まれる条項を指し、複数の要件やテスト手順を含むことがあります。 

したがって、新 gTLD レジストリは、1つの「テスト領域」で複数の問題が発見されることがあります。 

 

各新 gTLDレジストリは、監査で発見された問題について個別の監査報告書を受け取り、また 
15-5-5プロセス (http://www.icann.org/en/resources/compliance/approach-processes/ 
overall-19jun13-en.pdf) に従って修正プロセスに参加するための第 1回の通知も受け取ります。 
 
次の表は、この監査の新 gTLDレジストリの参加について概要を示します。   

段階 レジストリ数 
RFI段階 

新gTLDレジストリ 10 

初回報告段階 

すべての監査テストに合格した新gTLDレジストリ 0 

修正が必要な新gTLDレジストリ 10 

修正段階および 終報告段階 

初回所見の解決が完了した新gTLDレジストリ 8 

初回所見の審査を今後に保留する新gTLDレジストリ 2 
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コミュニティの代表 
 
この監査では、無作為に選ばれた 9か国の 10の新 gTLDレジストリが 6つの言語で書類を提
出しました。 
 

国 
 
• ブラジル 
• フランス 
• インド 

• アイルランド 
• オランダ 
• アラブ首長国連邦 

• 英国 
• 米国 
• ウルグアイ 

 
 

言語 
 
• オランダ語 
• 英語 

• フランス語 

• ポルトガル語 
• ロシア語 

• スペイン語
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V. 監査プログラムの基本統計 

監査段階では、新 gTLDレジストリ契約の条項が試験されました。このテストでは、RFIの応答、受け 
取った書類、および新 gTLDレジストリの Webサイトが利用されました。以下のグラフは、修正段階に 
おいて非契約遵守の領域と検証された 初の所見のある試験領域を表しています。  
 

 
 
監査で発見された主な問題と影響の分析  
 
以下は、新 gTLDレジストリ/バックエンドサービスプロバイダにより、監査段階で発見され、修正段 
階で非契約遵守領域として検証されました。 
 
発見された不備 潜在的リスク/影響 
データエスクロー（DE）およびバルクアクセ
ス（BRDA）ファイル：  

- DEおよび BRDA ファイルに一部の 
必須フィールドが欠落している 

回復可能なデータを保持し、消費者を保護するた

めに、登録データの正しい処理とエスクローが必要

となる 

月次報告の問題、ドメイン数が過大/過小
に報告される 

ドメイン数の月次報告が正確でない場合、公開さ

れるドメイン数が不正確になったりドメインの支払

いが過大/過小になったりすることがある 
ICANN Whois情報/方針へのリンクが 
新 gTLDレジストリのWebサイトから欠落し
ている 

ICANN Whois情報/方針へのリンクは、一般の顧客
および見込み客に正しい Whois情報の使用と重要
性を教育するうえで重要です。 
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発見された不備 潜在的リスク/影響 
DPS (DNSSEC Policy and Practice 
Statement)へのリンクが新 gTLDレジストリ
の Webサイトから欠落している 
 

DPSの公開は、レジストリの運用に関する重要な
情報を一般の顧客および見込み客に通知および

教育するうえで重要です。 

レジストリ-レジストラ間契約に必要とされる
言語が欠落している 
 

レジストリ-レジストラ間契約に必要とされる言語が
欠落している場合、特に禁止された、かつ/または
違法な活動に Webサイトを使用することに関連す
る場合、この言語を正しく通知していないことにつ

いて、コミュニティは法的責任を問われることになり 
ます。 
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VI. 監査プログラムの主な勧告 

A. RFI段階 

• レジストリは可能な限り早急に明確な説明を求めます。 

• レジストリは代替的な文書の説明により応答します。  

• ICANNはビジネスモデルおよび運用方法の一意性を継続して認識しておきます。 

• レジストリは、要求された文書が提供できない場合は自身のRFIで詳細に説明し、かかる説
明を支持する根拠を提供します。 

B. 監査段階 

• レジストリは監査報告書を受け取ると、すぐにそれを確認し、修正ステップを実施します。 

C. 修正段階 

• レジストリは各所見に関する説明、追加情報または修正文書を提供し、監査報告書に 
指摘された所見について時宜を得た適切な回答を行います。 

• 所見が検証され、15-5-5プロセス内で修正できない場合、新gTLDレジストリは、なぜその所
見が所定時間内に修正できないのか、新gTLDレジストリが所見の修正に行う予定の 
ステップ、および完了までの推定時間について記載した具体的な措置計画をICANNに 
提供します。 
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付録 A – 3回目の新 gTLDレジストリ監査プログラムに選ばれた新 gTLD 

 
IDN 委任された文字列 

 (gTLD) 
Airtel Airtel 
Amsterdam Amsterdam 
Bank Bank 
Bnpparibas Bnpparibas 
Firmdale Firmdale 
Gdn Gdn 
Lat Lat 
Pro Pro 
Rio Rio 
Ski Ski 
 
 

 

 

 

 
	

	


