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I. はじめに 
 

レジストリ月次レポートに関するよくある質問（FAQ）ドキュメントでは、すべてのレジスト

リオペレータ向けのレジストリ月次レポート処理に関してよく寄せられる質問と、その回答を

紹介します。 

 

質問については、ICANNグローバルサポート（globalsupport@icann.org）にお問い合わせいた

だくか、命名サービスポータル（NSP）の登録ユーザーに一般的な問い合わせケースを提出し

てください。 

 

命名サービスポータルの詳細については、レジストリオペレータ向け命名サービスポータル 

ページを参照してください。 

 
 

II. 一般 
 

1. レジストリオペレータが月次レポートを ICANNに提出する理由は何で

すか？ 
 

ICANN orgには使命の一環として、インターネットの一意の識別子システムの安定的かつ安全

な運用を確保することが義務付けられています。月次レジストリレポートは、レジストリ契約

遵守を監視し、幅広い分野での運用の安全性と安定性を評価するレポートを ICANNコミュニ

ティに提供することで、ICANN orgの支援の遂行を支援します。 

 

月次レジストリレポートは、契約上の理由から、レポートが関連する月の最終日から 3ヵ月後

まで、公開が保留されます。 

 

月次レポートは、レジストリオペレータおよびレジストラへの ICANNの請求処理にも使用さ

れます。詳細については、レジストリオペレータの請求に関する FAQを参照してください。 

 
 

2. レジストリオペレータは ICANN orgに月次レポートを提出する必要があ

りますか？ 
 

レジストリ契約のセクション 2.4と仕様 3に、レジストリ月次レポートのフォーマットと内容

に関する要件と詳細が記載されています。ICANN orgに提出する必要がある 2つの月次レポー

トは、レジストラごとのトランザクションレポート（「取引レポート」）とレジストリ機能の

活動レポート（「活動レポート」）です。これらのレポートを月末の直後に ICANN orgに提出

してください。レポートの提出期限は翌月 20日です。 

 
 

  

mailto:globalsupport@icann.org
https://icann-nsp.okta.com/app/salesforce/exk2gjldmqaPjSW382p6/sso/saml
https://www.icann.org/resources/pages/nsp-registry-operators-2020-08-04-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/registry-operator-billing-faqs-18nov19-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#article2.4
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3
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3. 月次レジストリレポートとは何ですか？ 
 

レジストリ契約の仕様 3に形式と APIの動作に関する技術的な詳細の回答が記載されています

が、以下に月次レポートの概要を説明します。以下の概要では不十分な場合、またはレジスト

リ契約の関連するセクションと矛盾する場合、レジストリ契約と関連するセクションが優先さ

れます。 

 

レジストラごとのトランザク 

ションレポート（「トランザク
ションレポート」） 

ドメインの総数、登録ドメイン名に関連するネームサー

バーに加えて、新規登録、更新、レジストラ間の移行、

削除の件数などの運用に関する定量化可能な追加データ

が含まれます。 

 

上記はすべて、レジストラごとのカンマ区切り値（CSV

形式*）で提供されます。レポートには、新しい行（また

はロー）に各レジストラのデータが含まれます。 

レジストリ機能の活動レポート
（「活動レポート」） 

gTLDで活動するレジストラ数、CZDS経由で提供され 

るゾーンファイルアクセス（zfa-passwords)、応答した

UDPと TCPのクエリ、WHOISクエリ、2つのインター

ネットプロトコル（TCPと UDP）経由のクエリに加え

て、共有登録システム（SRS）の利用に関する定量化可

能な情報などの様々な機能の活動の総数が含まれます。 

 

この情報は報告された gTLDの合計としてカンマ区切り

値（CSV形式*）で提供され、したがって 1行（または 

ロー）で構成されます。 

*CSV形式のファイルはテキストベースであるため、表計算アプリケーション（MS Excelな

ど）やテキストエディタで開いて内容を確認できます。使用する CSVレポートの具体的な詳細
は、RFC 4180に記載されています。 

 
 

4. ICANN orgに提出する月次レジストリレポートはどのように作成されま

すか？ 
 

月次レジストリレポートは、API（Application Programming Interface）である RRI

（Registration Reporting Interface）経由でのみ、ICANN orgに提出されます。RRIは APIであ

るため、HTTPコマンド経由で「コンピュータとコンピュータが会話する」ことができます。

これにより、レポートを提出するプロセスが自動化され、人的な介入を必要とすることなく、

作成された直後にレポートが提出されます。 

セキュリティの目的により、ICANNの命名サービスポータル（NSp）でレジストリオペレータ

によって提供された IPアドレス経由でのみ、RRIにアクセスできます。これらの IPアドレス

は、レジストリオペレータ（技術的なバックエンドサービスが内部で提供される場合）または

レジストリオペレータが定めた外部委託のサードパーティーに属するものである場合がありま

す。このような技術的なバックエンドサービスを提供するサードパーティーを、レジストリ 

サービスプロバイダ（RSP）と呼びます。 

https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4180
https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces
https://tools.ietf.org/html/rfc4180
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RRIの詳細については、https://www.icann.org/rriを参照してください。 

 
 

5. Registration Reporting Interface（RRI）の URLは何ですか？ 
 

ICANN orgは https://ry-api.icann.orgベースの URLを使用して、レジストリオペレータのシス

テムやソフトウェアが RRIシステムと通信するためのインターフェイスを提供しています。

RRIは人間向けのインターフェイスを提供していないため、上記の RRIの URLはブラウザで

は動作しません。RRIは HTTPコマンド経由で動作する APIです。この自動化されたインター

フェイスの技術的な詳細は、https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-16

に記載されています。 

 

6. レジストリオペレータは RRIにどのようにログインしますか？ 
 

RRIにログインするシステムは通常、レジストリオペレータまたはその RSPによって運用され

ます。認証標準 TLS（Transport Layer Security）は、Webでのトランザクションの保護に使用

されるプロトコルです（Webブラウザに閉じた南京錠が表示されます）。RRIは TLSをクライ

アント認証に使用し、TLS認証レコード（TLSA）を使用して DNSレコードに認証のメカニズ

ムを提供することで、使用するクライアント証明書にリンクします。TLSAの定義と技術的な

詳細は、RFC6698に定義されています。RRI認証の詳細については、https://www.icann.org/rri

を参照してください。 

 

レジストリオペレータは、技術的なバックエンドサービスを担当する技術チーム（または、そ

のサービスを外部委託している場合はレジストリサービスプロバイダ（RSP））に、その

gTLDの RRIのアクセス方法に関する詳細を問い合わせる必要があります。 

 
 

7. レポートが正しく提出されていないことをレジストリオペレータはどの

ように知ることができますか？ 
 

RRI経由でレポートを提出すると、レポートのフォーマットが技術標準に準拠しているか検証

されますが、内容の完全性は検証されません。レジストリオペレータやその RSPは、レポート

を提出する前にデータが正確であることを確認する必要があります。一般的には、ICANN org

にレポートが提出される直前にレジストリオペレータやその RSPのシステムで最後の評価手順

を実行することでこれを確認します。 

 

レポートを提出すると、RRIから HTTPステータスコードと、場合によっては送信のステータ

スの詳細を示す<response>が返されます。レポートが正常に送信されると、RRIは、レポート

が正常に受信されたことの確認として、「HTTP/200」ステータスコードを返します。その他

のステータスコードは、以下に示すような異なるタイプの問題と、レジストリオペレータ（ま

たは RSP）が実行すべき関連するアクションを示す場合があります。 

 
 

https://www.icann.org/rri
https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-14
https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-14
https://tools.ietf.org/html/rfc6698
https://www.icann.org/rri
https://www.icann.org/rri
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ステータス

コード 

説明 必要とする対応 

HTTP/200 レポートが正常に受信されまし

た。<response>オブジェクトを 

チェックしてください。 

なし 

HTTP/401 指定された認証情報は、レジスト

リオペレータによる<tld>のレポー

トのアップロードを許可していま

せん。 

レジストリオペレータは、正しい認証

情報を使用するか、命名サービスポー

タル（NSp）からケースを提出して

ICANNに提供した認証情報を更新する

必要があります。 

HTTP/403 ログインの認証情報は正しいです

が、レポートのアップロードが許

可されていません。一般的には、

TLDのホワイトリストに記載され

ていない IPアドレスで接続したこ

とが原因です。 

レジストリオペレータは、正しい IPア

ドレスが NSpに記載されていることを

確認する必要があります。すべての IP

アドレスがホワイトリストに登録され

ている場合、レジストリオペレータ

は、RSPに連絡して問題を特定する必

要があります。 

HTTP/405 サポートされていないリクエスト

方法です。 

レジストリオペレータは RSPに連絡し

て、正しいリクエスト方法を使用する

必要があります。 

HTTP/500 RRIシステムで技術的な障害が発

生しています。 

ICANNがこの問題を解決します。レジ

ストリオペレータによるアクションは

必要ありません。 

HTTP/501 実装されていない機能の使用をリ

クエストしています。 

レジストリオペレータは、
https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-

icann-registry-interfaces-16で提供され

る機能のみを使用する必要があり 

ます。 

 

ICANN Registry Interfacesに関する技術的な詳細情報は、https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-

icann-registry-interfacesに記載されています。 

 
 

8. 月次レポートはいつ、どこに公開されますか？ 
 

月次レジストリレポートは、契約上の理由から、レポートが関連する月の最終日から 3ヵ月後

まで、公開が保留されます。月次レジストリレポートは、icann.orgの月次レジストリレポート

ページと、すべてのインターネットユーザーが無料で利用できるサービスである ICANNオー

プンデータに公開されます。 

 
 

https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-14
https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces-14
https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces
https://tools.ietf.org/html/draft-lozano-icann-registry-interfaces
https://www.icann.org/resources/pages/registry-reports
https://www.icann.org/resources/pages/registry-reports
https://opendata.icann.org/pages/home-page/
https://opendata.icann.org/pages/home-page/


 

ICANN | レジストリ月次レポートに関するよくある質問 | 2022年 3月
 

| 8 

 

9. 技術的なバックエンドサービスプロバイダ（レジストリサービスプロバ

イダまたは RSP）を変更する場合、どちらの RSPが月次レジストリレ 

ポートを ICANN orgに提出する必要がありますか？ 
 

ある RSPから別の RSPに移行する場合、レジストリオペレータは、重要下請委託（MSA）プ

ロセスを経る必要があります。MSAのプロセスで、レジストリオペレータは移行計画を作成す

る必要があり、この移行計画で、現 RSPから新 RSPにレポートの責任を引き継ぐスケジュー

ルを定義します。 

 

移行が完了すると、一般的には、現 RSPがレポート月の最終日にレポートを作成して新 RSP

に手動で提供し、新 RSPが RRI経由でそのレポートを提出します。移行計画にこのことが反

映されるようにする必要があります。 

 
 

10. レジストリオペレータが翌月 20日までに月次レジストリレポートを提

出しなかった場合、ICANN orgは期限後の提出を認めますか? 
 

レジストリ契約のセクション 2.4により、月次レジストリレポートは各暦月末から二十（20）

暦日以内が期限となります。例えば、1月のレポートを提出できる期間は 2月 1日～20日 

です。 

 

前月のレポートが翌月 20日まで提出されないと、自動的に問題が ICANN契約遵守にエスカ 

レーションされます。その場合、ICANN契約遵守はレジストリオペレータに問い合わせまたは

通知を送信します。レジストリオペレータは、問い合わせや通知の指示に従う必要がありま

す。一般的には、レジストリオペレータが月次レポートを提出しなかった理由、提出する予定

の時期と方法、同様の理由で月次レポートの提出が今後遅れることがないようにするための追

加措置などが問われることになるでしょう。 

  

https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#article2.4
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III. トラブルシューティング 
 

11. レジストラごとのトランザクションレポート（「トランザクションレ

ポート」）の一般的なエラーは何ですか？ 
 

計算ミス以外のトランザクションレポートの一般的なエラーは、多くの場合にフィールド名や

正しくない IANA IDに関連するものです。計算ミス以外で発生することが多いエラーとその回

避方法を以下に紹介します。 

• レジストリオペレータまたはその RSPは、トランザクションレポートの IANA IDを

IANAが（https://www.iana.org/assignments/registrar-ids）に提供する（かつ、頻繁に更

新される）IANA IDと確実に照合する必要があります。また、レポート月より前に終了

した IANA IDが含まれないようにしてください。猶予期間を終了する有効なトランザク

ションは、終了日の直後に実行されることが期待されます。 

o 問題の例：レポートする月の初日より前に終了した IANA IDがトランザクショ

ンレポートの IANA IDに含まれている。 

• レジストリオペレータまたはその RSPは、トランザクションレポートのすべての 

フィールドがレジストリ契約の仕様 3、セクション 1のフィールドのリストと一致し 

ていることを確認する必要があります。 

o 問題の例：フィールド（例：attempted-adds）がない可能性がある。 

o 問題の例：レジストリ契約書の仕様 3、セクション 1に定義されていない余分な

フィールドが存在する可能性がある。 

o 問題の例：フィールド名に入力ミスがある（例：フィールド名「transfer-

gaining-successful」を「transfer-gaining-successfully」と入力した）可能性が 

ある。 

• レジストリオペレータまたはその RSPは、レポート生成時に MIMEタイプで"text/csv"

が選択されていることを確認する必要があります。 

o 問題の例：レポートのフィールド名や値に余分な文字（例：バックスラッシュ文

字を含む追加の二重引用符）が含まれている可能性がある。 

o 問題の例：改行文字に RFC 2234の CR LFの定義と互換性がない。 

o ベストプラクティスのメモ：二重引用符（"）で囲まれた数値をレポートしても

問題ありませんが、ベストプラクティスとして、二重引用符を付けずにこれらの

値を追加することをお勧めします。そうすることで、レポートサイズが小さくな

り、処理が容易になります。 

 

レポートを送信する前に問題を知らせる評価手順をレジストリオペレータまたは RSPのレ 

ポートシステムに追加することで、このような問題を回避できます。  

 
 

  

https://www.iana.org/assignments/registrar-ids
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2234#section-6.1
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12. トランザクションレポートで計算ミスが多いデータフィールドは何で

すか？ 
 

レジストリオペレータとその RSPのみが、トランザクションレポートの内容を検証して値の計

算ミスを見つけることができます。再提出されたレポートに基づき、トランザクションレ 

ポートで最も計算ミスが多いフィールドを以下に示します。 

 

フィールド

番号 

データフィールド 

03 total-domains 

05-14 net-adds-…-yr 

15-24 net-renews-…-yr 

33 deleted-domains-grace 

36 agp-exemption-requests 

37 agp-exemptions-granted 

38 agp-exempted-domains 

 

計算ミスは、ソフトウェアアルゴリズムやレジストリオペレータや RSPのビジネスプロセスに

存在する可能性のある様々な問題によって発生します。レジストリオペレータが月次レポート

のレビューを毎月実施し、問題が発生する可能性のあるビジネスプロセスがないか確認するこ

とが重要です。技術的なバックエンドサービスがレジストリオペレータによって外部委託され

ている場合、このレビューを RSPと一緒に実施することを推奨します。 

 
 

13. レジストリ機能の活動レポートで発生することが多いエラーは何で 

すか？ 
 

レジストリ機能の活動レポートの一般的な問題は、zfa-passwordとWHOISクエリに関する最

初の数フィールドに関連するものです。 

 

最も一般的なのは、「zfa-passwords」フィールドの値を「0」として報告するエラーで、これ

はほとんどの場合に正しくありません。このフィールドは、ゾーンファイルへのアクセスを承

認した CZDSリクエストの数、またはテキスト値「CZDS」のいずれかでなければなりません。

RRIによって適用される検証方法には、zfa-passwordsフィールドの「CZDS」値に対する特別

な条項があり、この条項は「ICANN orgは、https://czds.icann.org/reportsから数値を取得する

必要がある」と解釈されるため、この検証方法はこのテキスト値を受け入れます。 

 

ICANNの安全性と安定性に関する諮問委員会（SSAC）は、レジストリ機能の活動レポートの

WHOIS関連フィールドについての問題をいくつか特定しており、その詳細は、2019年 5月 

3日に SSACが ICANN orgに送付した書簡に記載されています。次の手順に関する情報は、

2019年 5月 30日の SSACの書簡に対する ICANN orgの回答にも記載されています。 

https://czds.icann.org/reports
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/rasmussen-to-hedlund-weinstein-03may19-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/correspondence/weinstein-to-rasmussen-30may19-en.pdf
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14. レポート提出期限後にエラーが見つかった場合に、過去のレポートを

再提出できますか？ 
 

はい。以前に提出したレポートの更新リクエストを ICANN orgに送信して再提出できます。レ

ジストラごとのトランザクションレポート（「トランザクションレポート」）の再提出リクエ

ストプロセスは、レジストリ機能の活動レポート（以下「活動レポート」）のプロセスとは異

なります。各レポートの再提出方法については、以下の関連する質問を参照してください。 

 
 

15. エラーが見つかった場合、レジストリオペレータまたはその RSPはレ

ジストリ機能の活動レポート（以下「活動レポート」）をどのように再提

出できますか？ 
 

活動レポートにエラーが見つかった場合、レジストリオペレータまたはその RSPは、以下の手

順で前月の活動レポートの再提出をリクエストすることができます。 

 

1. レジストリオペレータが再提出を要求する場合： 

すべての登録ユーザーが、命名サービスポータル（NSp）経由で以下の情報を提供するこ

とで、一般問い合わせケースとしてリクエストを ICANN orgに提出できます。 

a. エラーの原因に関する一般的な説明 

b. エラーの影響を受けた gTLDと月 

c. レジストリオペレータが RRI経由でレポートの再提出を計画している期間 

d. 今後のエラーの防止方法についての情報 

2. RSPが再提出を要求する場合： 

RSPは、以下の情報を明記したリクエストを globalsupport@icann.orgにメールで送信する

必要があります。 

e. 上記 1.a.～1.d.に記載されている情報 

f. レジストリオペレータがこの再送信要求を承認したという確認 

3. レジストリオペレータまたは RSPは、修正したレポートを RRIが受け取る準備ができたと

いう ICANN orgの確認を受け取るまで待つ必要があります。ICANN orgが以前のレポート

のデータをアーカイブすると、レジストリオペレータまたは RSPに通知が送信され、要求

された期間に RRI経由で活動レポートを再提出するように指示されます。 

4. レジストリオペレータまたは RSPは、レポートが再提出された段階で、NSpケースまたは

電子メールで ICANN orgに確認を提供する必要があります。 

 
 

16. ICANN orgへのレジストリごとのトランザクションレポートに誤りが

あった場合、レジストリオペレータとしてどのようにレポートを再提出し

て請求の調整を依頼すればよいでしょうか? 
 

レジストリ契約第 2条セクション 2.4により、月間レポートは各歴月末から二十（20）暦日以

内が期限となります。レジストラごとの月間トランザクションレポートをすでに ICANN orgに

https://portal.icann.org/
mailto:globalsupport@icann.org
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#article2.4
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提出済みで、前請求期間に誤記が見つかったため同レポートと請求書の訂正要求を行う必要が

ある場合、以下の手順で対応してください。 

1. 登録ユーザーは、命名サービスポータル（NSp）で一般問い合わせケースを提出し、誤

記の原因、誤記の影響を受けた月、影響を受けたレジストラの数、今後誤記を軽減する

方法などの説明を含める必要があります。 

2. 影響を受ける各月およびレジストラごとのトランザクションレポートについて、TLDレ

ジストリオペレータおよびレジストラがその月に最初に請求された金額と、訂正後のレ

ジストラごとのトランザクションレポートの新しい請求額を比較した財務的影響の概要

説明書を提出する必要があります。レジストラごとのトランザクションレポートのデー

タフィールド 3に表示されているドメインの合計を、それぞれのサマリーにも追加し 

てください（以下のサンプルを参照）。 

 
 

3. 承認された場合に登録レポートインターフェイス（RRI）に再アップロードされる、レ

ジストラごとの月次の更新トランザクションレポートを添付してください。レジストリ

契約の仕様 3、セクション 1を参照して、更新したレポートデータが正しく、適切な 

データフィールドに反映されていることを確認してください。 

4. 該当する保留クレジットまたは受け取る可能性のある追加請求書があることを知らせる

ため、請求額訂正要求により影響を受けるすべてのレジストラに通知することを推奨し

ます。 

 

ICANN orgはレジストラごとのトランザクションや請求額訂正について、要求を検査および承

認しなければならないことに注意してください。レジストリオペレータは、訂正要求を頻繁に

（例、年 1回以上）提出する、あるいはレジストリ契約のセクション 2.11(b)に記載のとおり、

過少報告トランザクションがある場合、監査対象となる場合があります。 

 
 

17. レジストリオペレータは修正したレポートをどのように準備し 

ますか？ 
 

レポートの修正は他の分野に影響する可能性が高いため、ICANN orgは、手動でレポートを修

正しないことを強く推奨します。例えば、更新や新規登録の数（「net-renews-...-yr」または

「net-adds-...-yr」）を更新すると、「total-domains」フィールドに影響する可能性があり 

ます。 

 

エラーの種類や原因によっては、エラーの原因を特定し、影響を受ける可能性のあるすべての

フィールドを遡って更新することを推奨します。レジストリオペレータやその RSPは、レジス

https://portal.icann.org/
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#article2.11
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トリ契約の仕様 3、セクション 1を確認し、更新したレポートの値が正確であることを確認す

る必要があります。 

 
 

18. レジストリオペレータは IDNバリアントをどのように ICANNに報告

しますか？ 
 

レジストリオペレータには、レジストリ契約の別紙 Aに記載されている、IDNバリアントに関

するさまざまな条件を確認することが推奨されます。既定のアクションに例外がある場合

（例：IDNバリアントの「登録の阻止」)、レジストリオペレータは、ゾーン内の IDNバリアン

ト登録が TLDの DNSゾーンファイルにプロビジョニングされ、レジストリの月次レポートに

含まれていることを確認する必要があります。 

 
 

19. レジストラパートナーの 1人が猶予期間（AGP）削除の特別状況によ

る適用除外を要求した場合、どうすればよいでしょうか？レジストリオペ

レータはこれを、レジストラごとのトランザクションレポート（「トラン

ザクションレポート」）にどのように反映させる必要がありますか？ 
 

AGP特別状況適用除外要求の処理方法の詳細については、icann.orgの AGP制限ポリシーを参

照してください。レジストリオペレータは、本ポリシーを順守することが求められ、かつレジ

ストリのレジストラごとのトランザクションレポート（「トランザクションレポート」）が、

同レジストラに許可された AGP削除事項および特別状況適用除外を正確に反映していること

を確認しなければなりません。 

 

トランザクションレポートに、レジストリ契約の仕様 3、セクション 1で指定した標準記入必

須データフィールドのすべてに記入するとともに、初回登録から 5日以内に削除したドメイン

が下記に記載のデータフィールド 32に含まれているかを確認してください。AGP特別状況適

用除外についてレジストラの要求を許可した場合、データフィールド 36、37、および 38にも

正しいデータが記載されていることを確認する必要があります。関連するレジストラごとのト

ランザクションレポートデータフィールドについては、下図を参照してください。 

 

データ 

フィール

ド番号 

データフィールド名 データフィールドラベル データフィールドの 

目的 

32 deleted-domains-grace 猶予期間（AGP）に削除され

たドメインには、EPP（拡張

プロビジョニングプロトコ

ル）の作成待ちステータスの

間に削除された名前は含まれ

ません。削除はその名前が 

パージされた当月に報告する

必要があります。 

初回登録から 5日以

内にレジストリオペ

レータによって削除

されたドメイン名の

数を提供する。 

https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3
https://www.icann.org/resources/pages/agp-policy-2008-12-17-en
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.html#specification3
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36 agp-exemption-requests AGP適用除外の要求総数。 所定のレジストラ

（例：1、2、3）から

受け取った適用除外

の要求総数を提供 

する。 

37 agp-exemptions-granted 許可した AGP適用除外の要

求総数。 

所定のレジストラ

（例：1、2、3）への

レジストリオペレー

タが許可した適用除

外の要求総数を提供

する。 

38 agp-exempted-domains 許可された AGP適用除外申

請に影響を受ける名前の合 

計数。 

適用除外の要求を許

可したレジストリオ

ペレータに影響を受

けるドメイン名の総

数を提供する。 

 

ICANN組織がこの情報を記載したレジストリオペレータのレジストラごとのトランザクション

レポートを受け取った場合、レジストリオペレータアカウントおよび標準請求プロセスの一部

として記載されているレジストラアカウントにクレジットが適用される場合があります。 

 
 

20. 技術スタッフまたは RSPは、RRIへの接続をどのようにテストできま

すか？ 
 

RRIは、API経由の通信で一般的である REST（REpresented State Transfer）APIアーキテク

チャを使用して通信します。テスト目的で RRIと通信できる有償/無償のソフトウェアが多数あ

ります。このようなテスター目的で使用できるソフトウェアには、Talend API Testerように、

ブラウザの拡張機能として提供されているものもあります。ICANN orgは、レジストリオペ 

レータや RSPがこれらのソフトウェアツールを自らのリスクでテスト目的でのみ使用すること

を提案します。ICANN orgは、そのようなツールのいかなるサポートも提供していません。

https://chrome.google.com/webstore/detail/talend-api-tester-free-ed/aejoelaoggembcahagimdiliamlcdmfm?hl=en
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