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モジュール 1 
一般情報 

 
この文書は、IDN ccTLD のファースト トラック プロセスの 終実施計画提案です。  

計画は、 終レポートに関する IDNC 作業部会（WG）によって提出される提言、

IDNC WG のオンラインおよび公式の聴取で得られた公募コメント、および計画の前回

のドラフト バージョンに関して受け取った公募コメントに基づいています。協議および

審査の全般的な概要については、モジュール 10 を参照してください。 

モジュールで提示される計画は以下のとおりです。 

モジュール 1：一般情報 

モジュール 2：ファースト トラック適格性要件 

モジュール 3：TLD 文字列基準および要件 

モジュール 4：DNS 安定性パネル 

モジュール 5：申請の提出と文字列評価  

モジュール 6：委任評価申請の提出 

モジュール 7：IDN ccTLD と ICANN との関係 

モジュール 8：料金構造とモデル 

モジュール 9：プロセス レビューと改訂  

モジュール 10：背景情報 

この計画は、2009 年 10 月 26 ～ 30 日に韓国のソウルで開催される ICANN 会議に

おける準備で、コミュニティ情報および ICANN 理事会の検討のために公開されます。 
 

http://www.icann.org/en/announcements/announcement-15jul08-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-15jul08-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-15jul08-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-15jul08-en.htm
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-15jul08-en.htm
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モジュール 2 
適格性要件 

 
IDN ccTLD ファースト トラック プロセスへの参加は、IDNC WG 勧告に従い、このモ

ジュールで説明するとおり制限されています。この勧告とその固 有の制限事項は、

モジュール 10 で説明するコミュニティの協議を通じて伝達されます。実施を制限する

主な理由は、プロセスが本来実験的なものであり1、継続中の IDN ccNSO ポリシー策

定プロセスの結果を盛り込むべきではないからです。文字列の基準および要件に関する

制限事項については、モジュール 3 で説明します。 

2.1 ISO 3166-1 の事実表明 
IDN ccTLD のファースト トラック プロセスに入る資格を得るには、その国または地域

が、国際規格 ISO 3166-1「Codes for the representation of names of countries and 
their subdivisions – Part 1: Country Codes」に記載されていなければなりませんこの

要件の例外として、欧州連合の場合は追加資格があります。EU の場合、ISO 3166 
Maintenance Agency が指定する例外的な予約コードがあり

（http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166-
1_decoding_table.htm#EUを参照）、ICANN のポリシーでも国コードのトップ レベ

ル ドメインとして有効とみなされています。 

ISO3166-1 のリストに示されている国または地域は、IDN ccTLD のファースト トラッ

ク プロセスに参加する資格があり、モジュール 3 に規定の追加要件を満たす IDN 
ccTLD の文字列を申請できます。 

2.2 IDN ccTLD の申請 
ファースト トラック プロセスは、大きく 3 つのステージに分かれています。これらに

ついてはモジュール 5 で詳しく説明します。  

• ステージ 1: 準備ステージ  

• ステージ 2: 文字列評価申請の提出、および  

• ステージ 3: 委任評価申請の提出 

申請者となる団体、およびステージ 2 で ICANN に IDN ccTLD の申請を提出する団

体は、特定の IDN ccTLD マネージャ（後援組織の候補）、該当する政府機関または公的

機関、またはこれらの機関が指定する担当者のいずれかです。 

申請者が IDN ccTLD マネージャ（ISO 3166-1 コードに既存の国コードのトップ レベ

ル ドメイン マネージャの場合あり）、または政府機関が指定する担当者の場合、該当す

る ISO 3166-1 エントリに対応する国または地域の支援を受けている必要があります。

また、そのような支援が十分かつ明確に文書化されている必要があります。支援に関す

る文書は、該当する政府機関または公的機関からの支援を立証する必要があります。支

援の立証の決め手となるのは、ドメイン名管理、ICT、外務などを担当する省庁の大臣、

                                                            
1
「実験的」という点から、WG が IDN 導入の技術面ではなくポリシー面についてのコメントを行っていることに注意してくださ

い。IDN がルート ゾーンでテストされているため、導入の技術的な意味は一般的に広く理解されています。すべての調査が完了

し、IDN が DNS の相互運用性、安定性、およびセキュリティに悪影響を与えないことが完全に確認されています。 

http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166-1_decoding_table.htm#EU
http://www.iso.org/iso/support/country_codes/iso_3166_code_lists/iso-3166-1_decoding_table.htm#EU
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あるいは総理大臣または大統領、または、ドメイン名管理、ICT、外務などを担当する機

関または部署の、上級官僚による署名が施された支援書簡です。 

この書簡には、政府または公的機関による申請の支援が明記されている必要があります。

また、政府または公的機関が、申請済み文字列の意味とその使用目的を理解しているこ

とを実証する必要があります。またこの書簡により、文字列が IDN ccTLD のファース

ト トラック プロセスを通じて申請されていることと、この 終実装計画で概説する条

件を含む、文字列の使用可能条件を申請者自らが受け入れることを、政府または公的機

関が了解していると実証する必要があります。 

書簡の認証事項に疑問がある場合、ICANN は、該当する外交機関または当該政府また

は公的機関の GAC メンバーと協議します。 

申請に関連する政府または公的機関を申請者がさらに決定しやすくするために、申請者

は該当する GAC 担当者との協議を求めることができま

す。http://gac.icann.org/index.php?name=Representatives&mode=4 を参照して

ください。  

支援書簡の例については、本モジュール 2 の付属書類 1 を参照してください。 

http://gac.icann.org/index.php?name=Representatives&mode=4
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モジュール 2 付属書類 1 
 

 

サンプル: 国または地域の政府または公的機関による申請の支援文書。 
IDN ccTLD の申請は、政府または該当する公的機関によるものか、または申請にその政府または公的機関による支援が

盛り込まれている必要があります。  

たとえば、このような支援文書は次のようなものになります。 

 
 

宛先: ICANN 
4676 Admiralty Way, Suite 330 
Marina del Rey, CA 90292-6601 
USA 

気付: IDN ccTLD ファースト トラックの申請 

           [場所、日付] 

件名: ICANN ファースト トラック プロセスに対する [U ラベル/A ラベル] の支援書簡申請: 

この書簡は、インターネット上で [国名または地域名] を表す IDN ccTLD として使用する文字列 [U ラベル/A 
ラベル] について、[申請者] が実施する ICANN へのファースト トラック申請を、[国または地域の公的機関] 
が全面的に支援することを確認するためのものです。 

また、ICANN IDN ccTLD ファースト トラック プロセスを通じてこの名前が申請されていること、および、

IDN ccTLD ファースト トラック プロセスに関する 終実装計画で概説するとおり、文字列の使用可能条件を 
[申請者] が自ら受け入れることを確認するためのものです。 

よろしくお願いします。 

該当公的機関の署名 
 
申請者名 
申請者の職業 
部署名または企業名 
住所 
電話番号 
メール アドレス 
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モジュール 3 
TLD 文字列の基準および要件 

 
IDN ccTLD 文字列の候補に関して、ファースト トラック プロセスの導入が本質的に制

限されているために、また、継続中の IDN ccNSO ポリシー策定プロセスの結果を盛り

込まないよう保護する目的もあり、保守的な方法が採用されていました。このモジュー

ルでは、TLD 文字列に設定された基準および要件の制限事項を中心に説明します。  

3.1 一般的な文字列の基準  
以降では、IDN ccTLD の申請済み文字列の一般的な基準に関して、一部の不明な点を明

確にします。 

1. 文字列は 低 2 文字以上でなければならない（U ラベル） 

2. 文字は基本的な Unicode コンポーネントとしてカウントされる 

3. 以降で説明する有意味性の基準を満たしていれば、文字列に国名または地域名をそ

のまま使用したり、略語をそのまま使用する必要はない 

4. 文字列は 63 文字を超えてはならない（A ラベル）  

ICANN は、アプリケーションでの IDN 使用可能性の問題については責任を負いません。

すべてのアプリケーション ソフトウェアで IDN が動作するわけではないため、IDN の
使用可能性が制限される場合があるからです。IDN をサポートするかどうかの決定は、

アプリケーションの開発元に委ねられています。たとえば、ブラウザ、電子メール クラ

イアント、およびサービスを一覧表示したり製品を購入するサイトでは、そのプロセス

で電子メール アドレスを入力する必要があります。現時点では、このような使用可能性

に関する問題は、TLD 文字列が 3 文字を超える ASCII の TLD に見られます。 

IETF（インターネット エンジニアリング タスク フォース）で IDNA プロトコル標準

が改訂され、電子メール管理の IDN プロトコルが 終決定すると、さらに受諾可能性

や使用可能性の問題が発生する場合もあります。IDNA プロトコルの改訂により、これ

まで IDN で認められていなかった一部の文字が有効になる可能性があります。ICANN 
は、新しく有効になる 3 文字の文字列を許容する予定ですが、新しい改訂標準が導入さ

れ、関連アプリケーションの開発元が広くこの標準を採用するまでは、ユーザーは IDN 
の使用に関する問題に直面するでしょう。その問題はアプリケーションにより異なり、

場合によってはアプリケーションがまったく機能しないことも考えられます。このよう

な問題は、ユーザーに IDN の使用に関する制限事項の情報を提供すると同時に、アプ

リケーション間でのグローバルな IDN 導入の達成を目指して IDN の使用を促進する、

すべての IDN TLD 管理者に起こり得ます。ICANN は、このような取り組みの支援はし

ますが、強制や要求を行うことはできません。 

3.2 文字と言語の基準  
申請済み TLD 文字列の使用を許可できる言語と文字の条件は、次のとおりです。 

その言語が該当する国または地域の公用語であり、かつその国または地域で法的地位を

持つ言語であるか、または管理言語としての役割を果たしていなければならない。 

言語の要件は、次のような場合に検証済みとみなされます。 
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 関連する国または地域の言語が、United Nations Group of Experts on 
Geographical Names（http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm）の地
域名の標準化に関する Technical Reference Manual（UNGEGN マニュアル）の

パート 3 において ISO 639 言語として示されている場合 

 言語が ISO 3166-1 規格のコラム 9 または 10 に関連する国または地域の管理言語

として示されている場合 

 関連する国または地域の公的機関が、その言語が次の条件に従い使用され機能して

いると確認した場合（書簡、関連政府機関へのリンク、またはその他の政府公式 
Web サイトに掲載されるオンライン ドキュメントにより） 

a. 関連公式機関の公式のやりとりで使用されている。  

b. 管理言語として機能している 

ラテン文字を基準とする言語は、ファースト トラック プロセスに入る資格がありませ

ん。つまり、申請済み文字列には、付加記号の有無に関係なく、ラテン文字のアルファ

ベット（a ～ z）を含めることはできません。  

使用される言語が公式であることを確認する書簡の例については、本モジュール 3 の付

属書類 1 を参照してください。 
 

3.3 有意味性の要件 
IDN ccTLD 文字列は、該当する国または地域の名前を意味的に連想できる表現でなけれ

ばなりません。文字列がその国または地域の公用語で表されていて、なおかつ次のよう

な場合に、その文字列が意味を持つとみなされます。 

• 国または地域の名前 

• その国または地域を表す国名または地域名の一部 

• 選択した言語でその国または地域だと分かる、あるいはその国または地域を表す、

国名または地域名の省略形。 

有意味性の要件は、次の場合に検証されたとみなされます。 

1. 申請済み文字列が UNGEGN マニュアルの一覧に記載されていれば、その文字列は

有意味性の要件を満たす。 

2. 申請済み文字列が UNGEGN マニュアルの一覧にない場合、国際的に認められたエ

キスパートまたは組織の文書を提示することで、申請者が有意味性を立証しなけれ

ばならない。  

ICANN が国際公認済みとみなすエキスパートまたは組織は、次のとおりです。 

a) NNA（National Naming Authority）- IDN ccTLD ファースト トラックの申請が提示さ

れた国または地域における、政府公認の NGNA（National Geographic Naming 
Authority）、または同様の機能を果たすその他の組織。これらの組織の一覧は、United 
Nations Group of Experts on Geographical Names
（UNGEGN）http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/Authorities_listJan09.pdf にて保管

されています。 

 NLA（National Linguistic Authority）、
または同様の機能を果たすその他の組織。 

b) NLA（National Linguistic Authority）- IDN ccTLD ファースト トラックの申請が提

示された国または地域における、政府公認の

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/Authorities_listJan09.pdf
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c) ICANN が認めるエキスパートまたは組織 - 国または地域で前述のどちらの組織も利

用できない場合、公認のエキスパートまたは組織を特定および照会できるよう、

ICANN に支援を要請できます。ICANN が照会し認める専門知識があれば、文字列

が国名または地域名を意味的に連想できる表現であるかどうかを決定する場合に、十

分受け入れ可能であると考えられます。 

このような支援の要請は、ICANN（idncctldrequest@icann.org）にお問い合わせ

ください。    

国際公認済みのエキスパートまたは組織による、申請済み文字列の有意味性を確認する

書簡の例については、本モジュール 3 の付属書類 1 を参照してください。 

  

3.4 国または地域あたりの文字列数 
国または地域が申請できる文字列の数は具体的に制限されていません（IDNC WG 終

レポートのガイドライン原則 G に基づく）。ただし、次のような 大数に関する制限が

適用されます。 

• 国または地域あたりの公用語または文字は 1 つのみ。 

この制限事項により、複数の TLD を DNS に割り当てて委任することの重要性を示す

一部の国または地域では、問題が発生する場合があります。 

複数の TLD の委任および管理の話題については、コミュニティで広く議論されていま

す。ICANN のスタッフもいくつかのモデルを提案していますが、いずれもこの問題を

検討するポリシーおよび技術コミュニティ間での合意には至っていません。  

インターネットの安定性とセキュリティを確保するという ICANN の任務の範囲を超え

ないために、ファースト トラック プロセスの開始条件は次のようになっています。 

• 申請者が委任を求める複数の TLD は、申請者が提示しなければならない 

• （評価に問題がなければ）申請者に適切な複数の TLD を割り当てる。これは、

複数の TLD を DNS のルート ゾーンで委任するという意味ではありません。

今後 DNS ルート ゾーンでの委任権限を持つ管理者が予約できるように、申請

者に割り当てられます。  

• 受理した IDN テーブルに基づいて、不適切な TLD のリストが生成される。不

適切な TLD は、ICANN のブロック リストに配置されます。  

以降はこれらの不適切な TLD を申請または要請しても拒否されます。 

コミュニティは引き続き、複数の TLD のより明確な定義、複数の TLD の委任方法また

は解決策、および複数の TLD について、適切なものと不適切なものの区別で意見が分

かれた場合に関する、必要な議論のメカニズムに関する作業を期待されています。新た

なファースト トラック プロセスの策定を含める目的で、これらは改訂される予定です。

詳細についてはモジュール 9 を参照してください。  

3.5 文字列の技術的な基準 
本項では、IDN ccTLD 文字列の技術的な基準について説明します。委任（ネーム サー

バーの要件など）に関するその他の技術要件については、モジュール 6 で考察します。 

本項で説明する文字列の技術要件をすべて満たしても、TLD 文字列の候補の受理が保証

されるわけではありません。これは、以降の節で要件や制限事項をすべて網羅している

mailto:idncctldrequest@icann.org
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わけではないからです。IDN ccTLD および IDN gTLD 文字列の技術要件は、IETF が策

定する技術標準と同等のものであり、ここで確立されています。 

IETF は現在、IDNA プロトコルの改訂仕様の 終調整を行っています。これにより、IDN 
に含めることのできる文字列の一覧が変更されます。この一覧では、初期プロトコルのリ

リース以来行われてきた Unicode への追加が反映されます。また、書き言葉で一切使用

されない（および IDN ガイドラインに基づき IDN で無効な文字とされる）記号やその他

のマークが多数削除されます。次の注意事項は、今後申請予定者が初期プロトコルと改訂

プロトコルの主な違い、特に TLD に関する違いを明確にする目的で記述します。 

名前の所有者が対応すべき主な詳細技術は、U ラベル形式の名前（Unicode 文字を使

用した表示）から A ラベル形式（ASCII 文字シーケンスにより DNS に保存された形

式）への変換です。ICANN では、IDN ccTLD の申請において、これらの形式の文字列

がどちらも必要になります初期バージョンのプロトコル（IDNA2003）でこのような変

換を可能にするツールは、現在でも入手可能です。改訂版のプロトコル（IDNAbis aka 
IDNA2008）向けにも同様のツールを開発中ですが、一般的にはまだ入手できません。

この間、文字列の形式を改訂版プロトコルに合わせるには、さらに開発や評価の取り組

みが求められます。特筆すべき違いの 1 つは、IDNA2003 では U ラベルと A ラベル

の往復変換中に U ラベルを変更できましたが、IDNA2008 では U ラベルの文字を他の

文字に割り当てることが一切できないという点です。 

より広範なソフトウェア アプリケーション環境での IDNA2008 のサポートの開発は、

今後徐々に進むでしょう。その間、新バージョンの IDNA2008 でのみ有効な TLD ラベ

ルの機能は制限されます。逆に、旧バージョンの IDNA2003 でのみ有効な TLD ラベル

は、 終的にその機能が全面的に廃止される可能性があります。そのため、後者のよう

に旧バージョンでのみ有効なラベルは TLD で無効となり、そのような文字列の申請は

却下されます。  

新バージョンの IDNA2008 でのみ有効なラベルは許可されますが、新旧プロトコルの

移行期間がどの程度になるかを予測または保証することはできないので、申請者は特に

注意が必要です。 

原則的に、IDNA2003 で許可されていたリストから除外される文字を含まない限り、ま

た、IDNA2003 の変換ツールを使用して U ラベルと A ラベルの往復変換後、元の形式

が維持されていれば、ラベルは IDNA2003 と IDNA2008 の両方で有効です。往復変換

のテストに失敗した文字列は、TLD で一切許可されません。  

本当にテストに合格するすべてのラベルを手動で検査し、旧バージョンの IDNA2003 
でのみ有効な文字を含むラベルを除外し、新バージョンの IDNA2008 のみで使用可能

な文字を含むラベルを有効にする必要があります。そのため、IDN ccTLD ファースト 
トラック プロセスの観点から、いずれの場合も、IDNA2003 のリストから削除される

文字を除外する必要があります。ただし、IDNA2008 で導入される文字は、IDN TLD の
申請で表示および許可される場合があります。  

IDNA2003 と IDNA2008 のどちらでも許可される文字の全一覧には、IDNA2003 のリ

ストから削除される文字の一覧と、IDNA2008 に追加される文字の一覧がともに記載さ

れています（その大部分は、特定の状況でのみ許可されます）。これらの一覧は、次の場

所にある IETF ドキュメントの 新原案（現在作業中）と照合されています。 

 http://tools.ietf.org/wg/idnabis/  

一覧は次の場所にあります。http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/  

IDNA2003 向けの U ラベル/A ラベルの変換機能に関する参考情報は、次の場所にあり

ます。 

http://tools.ietf.org/wg/idnabis/
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
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 http://josefsson.org/idn.php/    

3.5.1 文字列の技術要件 

A ラベル2形式の IDN ccTLD の場合に準拠すべき一般的な技術要件は、次のとおりで

す。

A ラベル（ネットワーク上で転送されるラベルなど）は、ドメイン名 - 実装と仕様書
RFC 1035）および DNS 仕様書の解釈（RFC 2181）の技術標準

 

（ で指定するとおりに有

効でなけ ん。次のような条件が含まれます。  

らない。この中にはプレフィックス（先頭の 4 
文字「xn--」）が含まれます。 

• 大文字と 字の区別は、構文上と意味上で同じもの れる。 

指定するとおり、有効なホスト名でなければなりません。次のような条件が含まれます。 

• ラベルは 、数字、 ンからなる必 ある。 

NA 標準、Unicode 標準、および IDN 用語に精通していることが求

められます。

仕様の条件を完全に記述したもので 件は、次のとおりです。 

らない。また、必要に応じて明確な背景の規則を伴っていなけれ

ばならない。

るとおり、正規化形

は http://unicode.org/faq/normalization.html を参照して   

に同じ方向性を持つ文字からなる必要がある。IDNA プロトコ

のない文字の

使用が許可されると、この要件は変更になる可能性があります。 

• 文字列の先頭または末尾が（どの国の文字でも）数字であって らない。 

 ガイドラインの

満たしている必要があります。次のような条件が含まれ  

ける文字の特性で指定するとおり、すべて同じ文字から採用する必要がある。  

                                                           

ればなりませ

• ラベルは 63 文字を超えてはな

小文 とみなさ

A ラベルは、DoD インターネット ホスト テーブル仕様（RFC 952）およびインター
ネット ホストへの要求条件 - アプリケーションとサポート（RFC 1123）の技術標準で

文字 およびハイフ 要が

申請者は IETF ID
  

文字列は、http://www.icann.org/en/topics/idn/rfcs.htm の技術標準、または前述の 
IETF で検討中のこの技術標準の改訂版で指定するとおり、国際化された有効なドメイン

名でなければなりません。次の項目はガイドラインとしてのみ提供するもので、IDNA 
はありません。文字列の条

• 「プロトコル有効」として定義される Unicode コード ポイントのみが含まれ

ていなければな

 

• ユニコード標準付属書 #15: Unicode 正規化形式で説明す

式 C に完全準拠していなければならない。例について

ください。

• 文字列は、全体的

ルが改訂されて

（http://unicode.org/Public/UNIDATA/extracted/DerivedBidiClass.txt で定

義するとおり）右から書く文字と左から書く文字が混ざった方向性

はな

文字列は、現在または今後の国際化ドメイン名の導入に関する ICANN
基準を ます。

• 単一の文字列のコード ポイントは、ユニコード標準付属書 #24: Unicode にお

 
2
ドメイン名が一連の「ラベル」からなる（「ドット」で区切られている）。ASCII 形式の IDN ラベルを「A ラベル」といいます。DNS プロトコルで

定義される操作では、すべて A ラベルのみが使用されます。ユーザーに表示される Unicode 形式を「U ラベル」といいます。  

 

http://josefsson.org/idn.php/
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複数の文字を混在させて使用する必要のある正書法および表記が確立された言語の場合、

このガイドラインの例外として許可されます。ただし、このような例外の場合でも、視

覚的に別の文字と混同する恐れのある文字は、該当するポリシーおよび文字テーブルが

明確に定義されていない限り、受諾可能な単一のコード ポイント セットに混在させる

ことはできません。さらに、IDN ガイドラインには、IDN テーブルの作成に対する 
IDN レジストリの要件も含まれています。IDN テーブルは、IDN ccTLD の申請ととも

に ICANN に提出する必要があります。 

IDN ccTLD の申請者は、次の作業を行うことをお勧めします。 

1. 既存の IDN テーブルを使用および参照する  

2. IDN テーブルの開発に協力する。  
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モジュール 3 付属書類 1 
 

 

サンプル: 選択した言語をその国または地域の公用語とする文書。 
ファースト トラック プロセスを通じて申請される IDN ccTLD 文字列は、該当する国または地域の公用語でなければな

りません。その国または地域の関連する公的機関が、その言語を関連する公的機関の公式のやり取りで使用していて、管

理言語として機能していることを確認すれば、その言語が公用語であることを実証できます。 

このような文書の一般的な例は、次のとおりです。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

宛先: ICANN 
4676 Admiralty Way, Suite 330 
Marina del Rey, CA 90292-6601 
USA 

         [場所、日付] 

件名 : ICANN ファースト トラックの公用語の確認 

この書簡は、言語 X（ISO 639 コード = XX）が文字 Y（ISO 15924 コード = ZZYY）とともに、「国 1」（ISO 
3166-1 コード = AA）の政府による公式のやり取りで使用されていて、管理言語として機能していることを確

認するためのものです。 

 
よろしくお願いします。 
 
該当公的機関の署名 
申請者名 
申請者の職業 
部署名または企業名 
住所 
電話番号 
メール アドレス 
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サンプル: 申請済み文字列が該当する国または地域を表す意味のある文字列であるこ
とを立証する文書。 

ファースト トラック プロセスを通じて申請される IDN ccTLD 文字列は、該当する国または地域を表す意味のある文字

列でなければなりません。   

選択した文字列が基準を満たす、国際的に公認された言語エキスパートまたは組織のレポートに基づいて、文字列が意味

を持つことを立証できます。 

このような文書の一般的な例は、次のとおりです。 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

宛先: ICANN 
4676 Admiralty Way, Suite 330 
Marina del Rey, CA 90292-6601 
USA 

         [場所、日付] 

件名: [A ラベル/U ラベル] 用に作成された IDN ccTLD 文字列の有意味性に関するレポート 

このレポートは次の目的で作成されています。 

[申請者の連絡先の詳細をここに挿入]  

エキスパートの見解では、文字列 [A ラベル/U ラベル] は、国または地域 [ここに名前を挿入] を表す意味のある文字

列です。この判断の詳細は、次のとおりです。 
 
国/地域名 = [挿入] 
ISO 3166-1 コード = [挿入] 
A ラベル = [挿入] 
U ラベル = [挿入] 
名前（文字列）の意味（英語）= [リスト] 
ISO 639 言語コード = [挿入] 
ISO 15924 文字コード = [挿入] 

エキスパートの見解では、申請済み IDN ccTLD 文字列がその国または地域の意味を持つ [略語/頭字語/その他] と考え

られます。文字列の有意味性の評価は、次の判断基準により行われました。 

文字列が政府または公的機関により、次の法令により国名として正式に認められている。[ここに説明を挿入] 
 
ISO 3166-1 の ccTLD の下で、文字列が国 1 の第 2 レベル ドメイン名として使用されていて、国 1 の政府に登録さ

れている。 
 
[必要に応じてその他の判断基準を挿入] 

[言語エキスパート/組織の署名を挿入] 
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モジュール 4 
DNS 安定性パネル 

 
DNS 安定性パネルの役割および責任は、IDN ccTLD 申請者から提出された文書に基づ

き、選択した言語が必要な技術基準を満たしているかどうかについて、ICANN 理事会

に外部からの独立した助言を行うことです。DNS 安定性パネルが、選択された文字列が

基準の 1 つまたは複数を満たしていないと判断した場合、その文字列を含む IDN 
ccTLD の申請は、ファースト トラックでは有効ではありません。ただし、申請済み文

字列に関する所見を提示する前に、パネルが必要と判断した場合は、さらに申請者に不

明点の説明を求めることができます。 

ICANN は、管轄の DNS 安定性パネルが技術的な安定性の評価を行うサービスを保護

します。これらのエキスパートによるパネル メンバーとしての措置および声明は、関連

組織または居住する国の事実表明を行うものではありません。 

ICANN は、Interisle Consulting Group（http://www.interisle.net/）との契約により、

DNS 安定性パネルの調整を行っています。パネルは 6 名のエキスパートからなり、

ICANN との協議において言語的な専門知識を求めることができます。  

パネル メンバーは、インターネット インフラストラクチャおよび DNS で利用する、

複雑なシステムおよび標準プロトコルの設計、管理、および実装に関するエキスパート

です。パネル メンバーは、インターネットでの DNS の展開、実装、および技術に関す

る専門知識、および IDN および IDNA プロトコルに関する知識が求められます。 

DNS 安定性パネルは、TLD 文字列の基準に照らし合わせて、ファースト トラック プ
ロセスの申請済み文字列に関する見直しを行います。またパネルは、既存の TLD、IDN 
ccTLD ファースト トラック プロセスで申請済みの他の TLD、および新たな gTLD プ
ロセスで申請済みの文字列と、その申請済み文字列が競合していないかどうかを検討し

ます。 

ICANN は、ファースト トラック プロセスの開始後 1 ヶ月を起点として、プロセスで

受理した文字列のリストを毎月作成し、このリストをパネルに提出して見直しを行いま

す。 

4.1 DNS 安定性パネルの機能 
IDNC WG 終レポートの核心部分は、DNS の安定的かつ安全な処理を確保するため

の技術的な提言です。これらの技術要件については、モジュール 3 で説明します。

ファースト トラック プロセスにおける申請が次のプロセスへ進むには、すべて DNS 
安定性パネルによる申請済み IDN ccTLD 文字列の見直しを通過する必要があります。 

ファースト トラック プロセスで提出されたすべての文字列について、DNS 安定性パネ

ル全体で初期評価を実施します。 

申請済み文字列にセキュリティおよび安定性の重大な問題があるとパネルが判断した場

合、または既存の TLD または申請済み TLD と混同する恐れがある場合、さらに 3 名
のメンバーからなるレビュー チーム（RT）を結成し、文字列をより詳細に評価します。

全体パネルで、申請済み文字列に重大なセキュリティおよび安定性の問題があるかどう

かを判断するだけの専門知識がない場合、このような詳細な見直しを実施する場合があ

りますが、これは珍しいことではありません。RT がさらに専門知識が必要かどうかを判

断し、新たなエキスパートを選任して更なる見直しに参加してもらう場合があります。  

http://www.interisle.net/
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RT メンバーの間には、能力的、経済的、または法的な利害の対立が一切ないものとしま

す。またメンバーは、取り上げられた特定の技術的な問題を十分に考慮して照会および

選任されるものとします。  

言語の専門知識が必要と判断された場合、パネルと ICANN スタッフとの間で、言語の

専門知識を持つ人材について協議します。 

パネルは通常この見直しを 30 日以内に行い、レポートを ICANN スタッフに提出します。   

必要に応じて、パネルが申請者に不明点の説明を求める場合もあります。モジュール 3 
で参照する要件を完全に満たしている文字列については、より詳細な見直しが不要な場合

が多くあります。ただし、申請済み IDN ccTLD 文字列について予期しないセキュリティ

または安定性の問題が発生した場合は、文字列の見直し過程でさらに対策が講じられます。 

申請済み文字列が関連する標準に準拠していないとパネルが判断した場合、または、ス

ループット、応答時間、またはインターネット サーバーやエンド システムなどへの応

答の一貫性や整合性に悪影響を与えるような条件が発生した場合、それらに関する所見

を ICANN スタッフに伝達し、さらに ICANN スタッフから申請者へ伝達します。  

申請済み文字列に重大なセキュリティおよび安定性の問題が発生したとパネルが判断した

場合、ファースト トラック プロセスで IDN ccTLD の申請を進めることはできません。 
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モジュール 5 
文字列評価申請の提出 

 
このモジュールには、必要とされる付属書類およびその他必要な資料の記入および提出

に関する指示を含む、ファースト トラック プロセスに基づく IDN ccTLD 文字列の申

請プロセスの詳細が含まれます。 

このモジュールでは、提出された申請の取り下げ、または解除を可能とするプロセスお

よび状況下で支援を要請する方法についても説明します。  

5.1 ファースト トラック プロセスの一般的な概要  
IDN ccTLD ファースト トラック プロセス全体の概要は、図 5.1 に提示されています。

このステージには 3 つのステージで構成される方法が示されています。  

• ステージ 1：準備 

• ステージ 2：文字列評価のための申請の提出 

• ステージ 3: 委任評価申請の提出  

これら 3 つのステージは、次のサブセクション 5.1.1 から 5.1.3 で簡単に説明されて

います。このモジュールの残りのセクションは、ステージ 2：文字列評価のための申請

の提出に重点を置いています。 

5.1.1 準備（ステージ 1） 

準備のステージで、申請者はファースト トラック プロセスに参加するための準備作業

に着手します。主な準備活動には、以下に関する特定、選択および策定が含まれます。 

• IDN ccTLD 文字列のための言語およびスクリプト  

• IDN ccTLD のための国または地域の名前を表す文字列の選択  

• 関連する IDN テーブルの開発および考えられるさまざまな文字列の特定 IDN 
テーブルは、申請に必要とされる付属書類の一部として、ICANN に提出される

必要があります。 

また、この時点で申請者は、承認に必要とされる文書を作成します。承認のための文書

には、以下が含まれている必要があります。 

- 国または地域の関係する政府または公的機関からの申請を支援する文書（該当する

場合） 

o 詳細およびガイドラインの例はモジュール 2 参照 

- 選択した言語が国/地域の公用語とされていること（該当する場合）、およびどのよ

うな形で公用語とされているかに関する文書 

o 詳細およびガイドラインの例はモジュール 3 参照 

- 申請文字列が該当する国/地域を分かりやすく表していることを実証する文書 

o 詳細およびガイドラインの例はモジュール 3 参照 
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- 選択された文字列および IDN ccTLD マネージャがローカル コミュニティによって

支援されていることを示す文書 

o 国または地域の利害関係者の関与は、標準的な ccTLD 委任申請に対して要

求される方法と同様の方法で、申請者によって文書に記録される必要があり

ます。この文書では、国を表すものとしてどの文字列が適切かに関してコ

ミュニティで話し合いがあったこと、また適切な利害関係者が意思決定プロ

セスに参加していることが示されている必要があります。 

o IDN ccTLD マネージャのコミュニティ サポートに関する詳細なガイダンス

については、http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide/ を
参照してください。 

o コミュニティの文字列支援に関するガイドラインの説明は、モジュール 5、
付属書類 2 に添付されています。 

申請がステージ 3：委任評価申請に達するまで、IDN ccTLD マネージャを指名する必要

はありません（図 5.1 参照）。申請は、身元が明らかな IDN ccTLD マネージャ、関係

する政府または公的機関、あるいは関係する政府または公的機関によって指名された代

理人のいずれかが提出することができます。 

申請者の申請準備を支援するため、ICANN は IDN 関連事項の準備または開始に関する

ガイダンスおよびサポートのためのサポート機能を立ち上げます。詳細は、モジュール 
5、第 5 項の 3 を参照してください。 

5.1.2 文字列評価のための申請の提出（ステージ 2） 

ステージ 2：文字列評価のための申請の提出で、申請者は選択した文字列が国または地

域を表すものとして有効であるという ICANN による確認を受けるための申請を提出し

ます。申請は、以下を含む定義された検証手順によって検討されます。 

• 申請の完全性の検証 

• 言語プロセスの検証 

• DNS の安定性に関する文字列の評価 

• 検証された文字列の公開 

ステージ 2 の手順は、第 5 項の 6 に詳しく規定されています。 

5.1.3 委任評価申請の提出（ステージ 3） 

申請がステージ 2：文字列評価のための申請の提出に合格したら、ステージ 3：委任評

価申請の提出に移行できます。 

このフェーズでは、ASCII 国コード トップレベル ドメインについて既に存在する委任の

ための標準的な ICANN IANA プロセスに従います。ICANN 理事会が委任を承認します。  

委任評価申請のプロセスは、モジュール 6 に詳しく規定されています。 

委任プロセスが問題なく完了したら、文字列は DNS ルート ゾーンに委任されます。そ

の後、ドメインがアクティブになり、IDN ccTLD マネージャは新しい IDN ccTLD 内で

の登録の受付などの運営を開始できます。  

http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide/
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5.2 IDN TLD ファースト トラック申請の提出 
IDN ccTLD に関する正式な申請は、2009 年 11 月 16 日から開始します。文字列評価

ステージ（ステージ 2）に関する提出システムは、必要な情報を識別する Web ベース 
フォームです。Web ベース フォームは、http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-
track/ で利用できます。  

図 5.2 では申請の提出について説明されています。  

申請の提出によって、申請者は一部のソフトウェア アプリケーションには IDN との連

係機能がないことから、IDN の使用可能性が制限される可能性の理解を承認する必要が

あります。また、IDNA プロトコル標準が改訂され、電子メール管理のための IDN プ
ロトコルが IETF によってまとめられているため、なんらかの受諾可能性と使用可能性

の問題が発生する可能性があります。標準が幅広く実施され、関係するアプリケーショ

ン ソフトウェア作成者によって採用されるまで、ユーザーはさまざまなアプリケーショ

ンでさまざまな結果や、まったく機能しないという結果に遭遇する可能性があります。 

申請を提出することによって、申請者はオンラインの申請システムで提示される条件に

同意することになります。申請者には、ICANN との詳細な調整を選択する追加オプ

ションがあります。前記のすべての資料のコピーについては、モジュール 7 を参照して

ください。 

文字列評価のために必要な付属書類は、オンラインの申請システムに電子フォームで

アップロードして、ICANN への申請と一緒に提出する必要があります。また、付属書

類の原本は署名済みのハード コピーの形式で以下の住所宛で ICANN に提供される必

要があります。 

ICANN 
4676 Admiralty Way Ste 330 
Marina del Rey, CA 90292 
USA 

Attn: Request for an IDN ccTLD Fast Track 

申請に関して提供されるすべての情報は英語で提供される必要があり、英語以外の情報

については付属する正式な英語の翻訳が必要です。情報および付属書類が提供されてい

ないと処理が遅延します。  

オンラインで提出された申請には、印刷および署名も必要です。署名済みのハード コ
ピーは、ICANN 宛、上記の住所に郵送される必要があります。 

申請の送信にオンラインの申請システムを利用できない申請者

は、idncctldrequest@icann.org 宛で ICANN に直接連絡する必要があります。  

ファースト トラック申請の提出終了日は、判明次第発表されます。IDN ccTLD ポリ

シー策定勧告の採択および実施中、継続すると考えられます。 

IDN ccTLD に関する申請は、予期される申請数が限定されているため手動で処理されま

す。予期される申請数は、ICANN がファースト トラック プロセスへの参加予定者か

ら受け取った情報のリクエスト（RFI）への回答に基づいています。この支援活動への対

応の概要の詳細について

は、http://www.icann.org/en/announcements/announcement-10feb09-en.htm 
をご覧ください。  

http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
mailto:idncctldrequest@icann.org
http://www.icann.org/en/announcements/announcement-10feb09-en.htm
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5.3 ICANN スタッフ サポートおよび担当者の職務 
ファースト トラック プロセスの参加に関して国および地域をサポートするため、

ICANN の連絡先とサポート機能が提供されています。申請予定者は、準備フェーズお

よび申請済み IDN ccTLD の委任後、以下で詳述するサポート機能を利用できます。 

文字列の評価中（ステージ 2、図 5.1）、申請者は ICANN が保持する評価者、エキス

パート、審査官、またはレビュー担当者を含め、ICANN スタッフ、ICANN 理事会メン

バーまたはその他評価プロセスに関連するすべての人物と口頭で連絡を取ることはでき

ません。口頭で連絡を取ろうとすると、申請者はこのような問い合わせに対して準備さ

れたシステムに問い合わせを提出するように指示されます（上記の Web ベースの申請

システムに関する説明参照）。提出された申請に関する情報に関する不明点の説明のため

に ICANN またはその代理人が申請者に連絡を取る時期または連絡を取るかどうかにつ

いては例外となります。また、IDN ccTLD の委任のため、およびルート管理サービスの

ための標準的な ICANN の職務中には、ある程度のコミュニケーションが生じます（ス

テージ 3、図 5.1）。 

5.3.1 一般的な問い合わせ先の詳細 

ICANN IDN スタッフは、IDN 準備、策定および実施に関連する分野で、IDN ccTLD マ
ネージャ予定者を支援します。  

ファースト トラック プロセスに関するすべての支援要請および問い合わせ

は、idncctldrequest@icann.org に送信される必要があります。  

ファースト トラック プロセスに関して もよく見られる質問への回答は、ファースト 
トラック Web サイト http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/ の FAQ を
ご覧ください。  

5.3.2 具体的な IDN サポートの詳細 

申請者の準備を支援するため、ICANN は申請者の IDN 登録ポリシーに関連する要素の

策定におけるガイダンスおよび情報を提供するためのサポート機能が利用できるように

します。このサポート機能は、準備ステージで利用可能であり、申請済み IDN ccTLD 
の委任後 IDN ccTLD マネージャも利用できます。 

以下の要素が IDN サポート プロセスに含まれます。 

1. 必要な IDN ccTLD 文字列の有意味性を示す言語サポートの要請 

1.1. 要請がれば、ICANN は前記のレポートの作成を可能にするエキスパートの提言

を提供します。  

1.2. 提言は、UNGEGN からの助言に基づく場合もあります。国連会員国でない場合

は、適切なエキスパートの特定に別のプロセスが使用されます。  

2. 以下の要件の詳細に関する理解へのサポートを含む、IDN ガイドラインの審査およ

び実施。 

2.1. IDNA プロトコル要件の実施 

2.2. スクリプトまたは言語の定義およびそのセット 

2.3. バリアントの特定を含む、IDN テーブルの開発 

2.4. IANA リポジトリでの IDN テーブルの公開 

mailto:idncctldrequest@icann.org
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
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2.5. すべての情報のオンラインでの提供 

2.6. 協議が必要とされる利害関係者の特定 

3. 以下を含む、実装の問題に関する意思決定で利用可能なさまざまなオプションの支

援および説明。 

3.1. サポートが必要とされる文字の判断方法（プロトコルの有効性、ユーザー調査、

バリアント） 

3.2. 一般的な登録ポリシーの策定（先着順、既得権、またはその他の事前登録権ま

たは知的財産権） 

3.3. バリアント登録ポリシーの策定（一括登録対ブロック登録） 

3.4. レジストラとのコミュニケーション、サポートの必要性、および一般的な実装

に関するトピックに関連して必要なツールおよびサポート機能の定義。 

3.5. WHOIS 機能、IDNA 変換など、必要とされるより高度な技術的ツール開発へ

のサポート。  

IDN テーブルおよび関連する登録ポリシーの策定において、申請者には、サポートを計

画している言語の基礎として、同じ（または類似して見える）スクリプトを使用してい

る他の言語コミュニティとの連携が奨励されます。 

ICANN は、これらの問題に関してサポートおよび一般的な支援を提供します。ICANN 
は国または地域、レジストリ マネージャ候補者または現在のレジストリ マネージャに

対して、法的または業務上の助言は提供しません。  

5.4 提出された申請の解除 
文字列評価のための申請の提出（ステージ 2）の複数のステップで、申請者には申請の

撤回が許可されています。申請に特定のミスが含まれていた場合、ICANN が申請を解

除する場合もあります。  

解除の原因となる可能性のあるミスには、以下が含まれます。 

1. 申請文字列が既に DNS に委任されている、または他の関係者への委任が承認され

ている。 

2. 申請した国または地域が、ISO3166-1 リストまたは欧州連合のリストに対応してい

ない。 

3. 申請文字列が 1 つ以上のラテン文字で構成されている。 

4. 表された言語が、該当する国または地域の言語基準を満たしていない。 

このようなミスが判明した場合、申請者は ICANN から連絡を受け、申請を改訂する機

会が与えられます。また、申請者が申請の撤回を決定することもできます。 

提出された申請に起因する他の問題によって、申請文字列を委任するかどうかの判断が

遅延する場合があります。このように遅延を生じさせる要因には以下が含まれます。

（1）申請文字列が既にファースト トラック プロセスに申請されている、（2）申請文字

列が既に gTLD プロセスに申請されている、（3）申請に該当する国または地域からの支

援が含まれていない、および（4）申請文字列が UNGEGN マニュアルに含まれておら

ず、他に文字列が該当する国または地域を分かりやすく表しているかどうかを立証する

方法がない。前記のすべての場合において、申請に関する決定が行われる前に、不明点

の説明について申請者との協議が行われます。 
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5.5 文字列の混乱と競合 
ある文字列が惑わされたり混乱を生じる可能性のある他の文字列と視覚的に非常に類似

している場合に、文字列の混乱が生じます。混乱の可能性が存在するという場合は、単

に混乱が平均的で理性的なインターネット ユーザーの心に生じる可能性があるというだ

けでなく、混乱があり得るということが必要です。文字列が他の文字列を思い起こさせ

るという意味での単なる憶測は、混乱の可能性を見いだすには不十分です。 

文字列の混乱の問題には、以下のように同一または混乱を引き起こすほどに類似してお

り、DNS に共存させることのできない 2 つ以上の文字列が関与する場合があります。 

• 申請 IDN ccTLD 文字列対既存の TLD および予約名 

• 申請 IDN ccTLD 文字列対他の申請 IDN ccTLD 文字列  

• 申請 IDN ccTLD 文字列対申請された gTLD 文字列 

 
ファースト トラック申請と新規 gTLD 申請との間の競合が生じる可能性は低いと見な

されています。文字列が既存のまたは申請された新規 gTLD 文字列と競合するかどうか

の判断は、ファースト トラック申請の DNS の安定性に関する文字列の評価、および新

規 gTLD 申請に対する初期評価手順で行われます。以下の補足規則には、特定された競

合の問題の解決のための基準点が提供されています。  

A. ICANN 理事会に承認された gTLD 申請は、取り下げられない限り、プロセス間の

競合においては既存の TLD と見なされます。したがって、その後の申請で同一の文

字列は拒否されます。 

B. IDN ccTLD に関する検証済みの申請は、取り下げられない限り、プロセス間の競合

においては既存の TLD と見なされます。したがって、その後の申請で同一の文字列

は拒否されます。 

上記の競合規則の目的では、文字列が国または地域の名前を分かりやすく表しているこ

とが確認され、文字列が DNS の安定性に関する評価に合格すると、IDN ccTLD 文字列

申請は検証されたものと見なされます。 

5.6 ファースト トラック申請の処理 
ICANN に提出された IDN ccTLD に関する申請は、ICANN スタッフおよび必要に応じ

て外部の指名されたエキスパートによる一連の手動評価検討の対象となります。図 5.1 
にはプロセス全体がまとめられており、詳細なプロセスは次のサブセクションと関連す

る図で説明されています。 

5.6.1 申請の完全性の検証 

ICANN が IDN ccTLD に関する申請を受領した後の 初の活動は、申請が完全である

かどうかの確認です。これは 図 5.3 に説明されています。 

ICANN は、すべての必須フィールドに入力されていること、および提供された情報が

文字列評価の開始に十分であることを検証します。 

ICANN は以下について検証します。 

- 申請文字列（A ラベル）が DNS に存在していないこと、他の当事者への委任が承

認されていないこと、およびその申請文字列（U ラベル）が予約名リストの入力事

項と同一でないこと。 

http://icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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- 申請文字列（U ラベル）にラテン文字が含まれていないこと。 

- 申請文字列（U ラベル）が 低 2 文字の長さであること。 

- 以下の要求される要素が一致していること：申請文字列（U ラベル）、識別された 
ISO 3166-1 対応コード、識別された UNGEGN マニュアルの入力事項（該当する

場合）および IDN テーブルに記載された言語またはスクリプト。 

- 以下の要求される要素が一致していること：申請文字列（U ラベル）、識別された文

字列、および言語。 

- 以下の要求される要素が一致していること：申請 A ラベル、U ラベルおよび対応

する Unicode コード ポイント。 

- すべての連絡先の詳細が提供され、正確かつ使用可能であること 

- 文字列申請が政府からのものでない場合、関係する政府またはスポンサーとして申

請者を支援する行政からの正式文書が含まれていること。（ICANN は、受理した支

援文書が権威ある情報筋のものであるかを検証します。） 

o ICANN スタッフは、文書が権威ある情報筋のものであるかの検証に関して、

GAC からの支援を求める場合があります。 

 
この確認で、申請が完全か不完全かを識別します。申請に欠けている要素やミスがあっ

た場合、ICANN スタッフは申請者に通知し、その時点で申請者は追加情報を提供する

か、申請を撤回できます（後で再提出することもできます）。  

ミスが発見されなかった場合、ICANN スタッフは申請者に申請の完全性の検証に合格

し、言語プロセスの検証が開始したことを通知します。 

5.6.2.言語プロセスの検証 

言語プロセスの検証は、図 5.4 で図式的に説明されています。  

このステップで、ICANN スタッフは以下が十分なものであるかどうかを検証します。 

• 選択した言語およびスクリプトが、要求元の国/地域で公用語とされている。 

o 関連国または地域の言語が、United Nations Group of Experts on 
Geographical Names
（http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm）の地域名の標準化

に関する Technical Reference Manual（UNGEGN マニュアル）の

パート 3 において ISO 639 言語として示されている。 

o 言語が ISO 3166-1 規格のコラム 9 または 10 に関連する国または地

域の管理言語として示されている場合 

o 該当する国または地域の公的機関が、その言語を（i）公的機関による公

用語として使用していて、なおかつその言語が（ii）管理言語の役割を

果たしている。 

• 受理した文字列に関するコミュニティ サポート文書が受け入れ可能である。 

o 委任要求に関しても、同様の方法で必要に応じて明らかにする必要があ

ります。ガイドラインとなる情報については、モジュール 5、付属書類 
2 を参照してください。  

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm
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• 次のいずれかを検証することにより、申請された文字列が該当する国/地域を分かり

やすく表しているかどうかを判断 

o 文字列が UGNEGN マニュアルの入力事項（/entries）と一致している 

o 受理した専門文書に、その文字列が国または地域の名前を分かりやすく

表していると記述されている 

ファースト トラック プロセスの目的では、申請された文字列が該当する国または地域

の公式言語の United Nations Group of Experts on Geographical Names の地域名

の標準化に関する Technical Reference Manual（UNGEGN マニュア

ル http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm）のパート 3 において、該当す

る地域の長文式または略式の名前として示されている場合、その文字列はその国/地域を

分かりやすく表していると見なされます。 

申請された文字列が国または地域の UNGEGN マニュアルに記載されていない場合、申

請者は関連する専門分野で国際的に定評あるエキスパートからのレポートを含む文書を

提供する必要があります。 

詳細とガイドラインの例については、モジュール 3 を参照してください。 

ミスが発見されなかった場合、ICANN スタッフは申請者に言語プロセスの検証に合格

し、DNS の安定性に関する評価が開始したことを通知します。 

5.6.3 DNS の安定性に関する評価 

DNS の安定性に関する評価プロセスは、図 5.5 で図式的に説明されています。  

申請および関連する資料は、DNS 安定性技術パネルに提供され（詳細はモジュール 4 
参照）、文字列の評価が開始します。この評価は、2 つの主な要素で構成されています。  

i. モジュール 3 で言及される、文字列のすべての技術的な要件への準拠に関する

詳細な技術的確認の検証。  

ii. 予約名、既存の TLD（ccTLDs および gTLDs）、または可能性のある今後の TLD 
と混同される可能性の評価。 

評価に関する後者の構成要素を満たすため、DNS 安定性パネルが付加的な言語の専門知

識の必要性を見いだした場合は、ICANN を通じて要請できます。ICANN は代わりに、

支援、具体的な情報、または混同の可能性に関する全面的な検討を要請します。必要と

される具体的な専門知識は、実際に対象となる文字列によって一部異なりますが、文字

列類似性パネルによって全面的な検討が実施されることを示唆する可能性があります。

このパネルは、第 5 項の 5 に規定される規則に従い、新しい gTLD プログラム

（http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm）について制定されたとお

り、混同を招く類似性に関して文字列のペアを評価します。  

この検討で選択された文字列に関する問題が発見された場合、DNS 安定性パネルは 
ICANN を通じて申請者から不明点の説明を要請することができます。  

不明点の説明が不十分であるか、または不明点の説明が提供できない場合、解除プロセ

スが開始されます。第 5 項の 4 を参照してください。 

DNS 安定性パネルによる検討で明らかにされた技術的な問題がなかった場合、DNS の
安定性に関する文字列の評価が完了し、申請文字列が公開投稿予定の順番に追加される

ことが通知されます。 

http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/default.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
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5.6.3 申請文字列の公開  

文字列確認プロセスの完了結果を受けて、申請された IDN ccTLD 文字列が公開投稿さ

れます。  

ICANN のファースト トラック Web サイ

ト http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/ には、ファースト トラック プ
ロセスでこのステップに到達した文字列の提示専用の領域が含まれています。この領域

への変更については、RSS フィードが利用可能です。 

5.6.4 IANA 委任準備  

申請された文字列の公開投稿後、すべてのステージ 2 プロセスの要件が完了したと見な

されます。申請者には、標準的な IANA 委任プロセスが開始したこと、および今後必要

とされる措置について通知されます。IANA 委任プロセスについては、モジュール 6 に
規定されています。 

http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
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モジュール 5 付属書類 1 
 

付属書類 1： 図 5.1：ファースト トラック プロセスの総括；ステージ 1：準備；ステージ 2：文字列評価のための

申請の提出；ステージ 3：委任評価申請の提出 

 図 5.2: ステージ 2：文字列評価のための申請の提出 

 図 5.3：ステージ 2：申請の完全性の検証 

 図 5.4：ステージ 2：言語プロセスの検証 

図 5.5：ステージ 2：DNS の安定性に関する評価 

 

  

 



 

 

 

 

 
 
 

図 5.1：ファースト トラック プロセスの総括；ステージ 1：準備；ステージ 2：文字列評価のための申請の提出；ス

テージ 3：委任評価申請の提出 
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図 5.2：ステージ 2：文字列評価のための申請の提出。 
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図 5.3：ステージ 2：申請の完全性の検証。 
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図 5.4：ステージ 2：言語プロセスの検証。 
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図 5.5：ステージ 2：DNS の安定性に関する評価。 
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モジュール 5 付属書類 2 
 

 

サンプル: コミュニティを支援するための文字列の選択に関する評価基準 
 

サンプル要件 

国または地域のインターネット ユーザー コミュニティのために、その国または地域を表す文字列を選択する必

要があります。現地のインターネット コミュニティを 適に支援するために、どの文字列を選択するかについ

ては、その国または地域での対話が必要です。 

申請者は、申請した文字列について、実際に行った協議プロセスを含め（現地のインターネット コミュニティ

の関係者間で）どのような方法で合意に至ったかを説明する必要があります。 

検討された代替案を含む提案への反対意見や、結果的に申請を進めるに至った理由の説明についても文書化する

必要があります。 

この一環として、ユーザー グループ、インターネット組織、ISP、業界団体などの主要団体による声明を提出す

ることもできます。この声明では、提案に対する見解について説明する必要があります。また、これらの団体が

検討した代替案についての議論があれば理想的です。 

評価対象 

実施した協議:  

提案されている文字列の選択方法について、現地のインターネット コミュニティ内で対話が行われていること

が重要です。選択方法がトップダウン方式でインターネット コミュニティに押し付けられていて、代替案につ

いての議論の余地や適切なアプローチに関する合意を得る余地がない状態は好ましくありません。 

参加に適したレベル: 

現地のインターネット コミュニティを代表するさまざまな担当者が、提案の作成に参加することが求められま

す。提案されているアプローチに関する議論には、主要関係者が関与するか、少なくとも主要関係者に平等に参

加する機会を与えるのが目標です。 

特定され議論された主な反対意見: 

提案の完全な支持を得ることは求められていません。多少なりとも反対意見があるものです。ただし、申請者は

反対意見について説明し、それらの意見を分析および抜粋し、これらの反対意見があってもなお申請済み文字列

を 適なアプローチとみなす理由について説明する必要があります。 

具体的な見解:  

業界団体や主要企業など、主要なインターネット コミュニティ団体が検討した投稿を評価できます。これらの

投稿は、単なる署名を施した「定型書簡」ではなく、申請済み文字列について組織の観点から検討した率直な見

解でなければなりません。 
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モジュール 6 
委任プロセス 

 
IANA 機能の実施における TLD の委任プロセスは、終始 ICANN が実施します。既存

の国コードの TLD 委任手続きのガイドラインについて

は、http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide/ を参照してください。

このプロセスは、IDN ccTLD におおむね適用可能です。このオンライン ドキュメント

は、IDN ccTLD の新しい運用方法を反映して更新される予定です。 

文字列の評価プロセスを完了した申請者は、選択した文字列の使用がその国または地域

から許可されたこと、および委任プロセス（ステージ 3）への申請を歓迎することにつ

いて、ICANN から通知を受けます。モジュール 5 で説明するプロセスは、文字列の判

断に関するものですが、委任プロセスの場合、提案されている後援組織が現地のイン

ターネット コミュニティ公認の受託者であるかどうかの判断が伴います。 

これら 2 つのプロセスの要件が異なるため、申請者は委任に関する公認文書を個別に提

出する必要があります。一部の文書が文字列の評価プロセスに関して同じである場合、

その時点で再提出する必要があります。 

6.1 IANA 機能  
ICANN は、米国商務省（DOC）との契約に基づき、IANA 機能を管理します。IANA 
機能の IDN ccTLD 委任手続きは、ISO 3166-1 標準から直接派生する既存の TLD の手

続きとの一貫性が保たれています。この手続きは、モジュール 5 の要件を含める目的で

のみ追加されています。 

この手続きでは、まず ICANN のスタッフが IDN ccTLD の委任申請を受理します。こ

の申請は、委任申請を説明する公式の書式とその解説文書で構成されます。この解説文

書では、RFC1591、ICP-1、および GAC 原則をどのように支持するかについて説明す

る必要があります。これらの原則の一部は次のとおりです。 

6.1.1 運用および技術のスキル  

1.1 管理者となる人物は、TLD を適切に運用するための前提となるスキルを持っ

ています。  

1.2 ネーム サーバーへの信頼できる常時 IP 接続と、管理者への電子メール接続

が必要です。 

1.3 管理者は、技術力を駆使してドメインの割り当てとネーム サーバーの運用の

職務を遂行する必要があります。  

6.1.2 国の管理者  

1.4 管理者となる人物は、TLD が表す国または地域内でドメイン名を監視および

運用します。  

1.5 管理者となる人物は、TLD が表す国の住民でなければなりません。 

http://www.iana.org/domains/root/delegation-guide/
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6.1.3 公平な待遇  

1.6 登録の管理者は、TLD コミュニティが TLD のポリシーおよび慣行の作成およ

び変更について議論し参加できるように、IDN ccTLD を運用します。 

6.1.4 コミュニティ/政府の支援  

1.7 管理者となる人物は、TLD を適切に運用するのに必要な権限を持っていて、

政府が全面的に支援しています。  

1.8 特にその地域内の関係者は、管理者となる人物が委任を受けるのにふさわしい

人物であることに合意する必要があります。  

RFC 1591 の基準の下で申請者の適性を立証する資料に加えて、申請者はさらに、モ

ジュール 5 で説明する評価に関する具体的な資料を提供する必要があります。IDN 固
有の要因について説明する「委任準備」レポートが、この要件を満たします。  

ICANN は、RFC 1591 で説明する IANA 見直しプロセスに従い、これらの文書に関す

る適正な評価を行います。申請がすべての分野を網羅していない場合、申請者と協議の

上、さらに情報を提供する場合があります。ICANN が IANA の適正評価を完了したと

判断した場合、ICANN 理事会に申請とその判断結果を転送し、見直しを行います。 

6.2 ICANN 理事会での見直しプロセス 
TLD の委任および再委任を進めるには、すべて ICANN 理事会の承認が必要です。この

承認は、IDN ccTLD の導入後も存続するものとします。 

ICANN の IANA 機能の評価が完了した時点で、ICANN 理事会が委任の申請について

評価および判断します。  

ICANN 理事会は、定款に規定されている管理ポリシーおよび ICANN の本質的価値と

申請が一致しているかどうかを評価し、「インターネットの一意識別情報システムの安定

した安全な運用を確保」します。 

6.3 米国政府による承認  
申請の承認後、ICANN は通常の IANA 機能によるルート ゾーン変更管理プロセスを

実施します。  

この変更には、申請者が提供した委任データの技術設定の再テスト、ネーム サーバーが

正常に機能しているかどうかの確認が伴います。これらの条件が満たされれば、申請が

米国商務省に転送され承認を受けます。この承認に続いて、DNS のルート ゾーンに実

装されます。  
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モジュール 7 
IDN ccTLD と ICANN との関係 

 
このモジュールには、IDN ccTLD マネージャと ICANN との間の必須および任意の関

係の説明が含まれています。  

ICANN と IDN ccTLD マネージャとの間の義務的または自発的関係というトピックは、

複数の会議とオンライン フォーラムで討議されています。  

コミュニティからは、本件に関する幅広い意見が表明されています。コミュニティの意

見を集約するという意図で、さまざまな解決策の提案が公開討論および公式の聴取のた

めに投稿されています。  

ICANN の安定性およびセキュリティに関する使命に従って、IDN ccTLD 申請者は IDN 
ccTLD に対する申請提出の一部として、基本的な条件に同意します。申請者が IDN 
ccTLD マネージャではない場合、申請者は IDN ccTLD マネージャに代わって該当する

同意を行います。 

また、次の 3 つの関係のオプションのいずれか 1 つを任意に選択することができます。  
 

オプション 1：DoR。両当事者により遂行される責任の文書化。 
 

オプション 2：EoL。書簡の交換。既に複数の ccTLD で確立されたとおり、一

対の一方的な声明書。  

オプション 3：SA。標準的な契約。事前に決められた推奨の一般的な TLD 契約。 
 

（i）条件、（ii）DoR、（iii）EOL、（iv）SA に関する詳細な提案は、このモジュール 7 の
付属書類 1 に添付されています。これらは一般に以下に対する責務を示唆します。 

o 安定した安全な運営 

o IDNA プロトコル、他の適切な RFc および IDN ガイドラインの順守 

o 紛争解決のための協力への参加 

o DNS リダイレクションおよび合成された DNS 応答を実装しないこと 
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モジュール 7 付属書類 1 
 

 

付属書類 1: IDN ccTLD ファースト トラックの提出に必要な条件 

責任の文書化 

ICANN から IDN ccTLD 宛の交換書簡の提案例  

IDN ccTLD から ICANN 宛の交換書簡の提案例 



37 

 

 

ファースト トラック申請の提出条件 
文字列評価申請の提出に関する一般情報 

本申請への署名および提出により、当方（「申請者」）は以下の条件を認め、これを了解するものとします。 

ICANN（The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers）は、グローバルで相互運用可能なインター

ネットの請負人として、IDN ccTLD 文字列の評価申請の提出を受理します。   

使用可能性に関する警告: すべてのアプリケーション ソフトウェアで IDN が動作するわけではないため、IDN の使用

可能性が制限される場合があります。IDN をサポートするかどうかの決定は、アプリケーションの開発元に委ねられて

います。たとえば、ブラウザ、電子メール クライアント、およびサービスにサインアップしたり製品を購入するサイト

では、そのプロセスで電子メール アドレスを入力する必要があります。現時点では、このような使用可能性に関する問

題は、一部の状況下で ASCII の TLD に見られます。 

IETF（インターネット エンジニアリング タスク フォース）で IDNA プロトコル標準が改訂され、電子メール管理の 
IDN プロトコルが 終決定すると、さらに受諾可能性や使用可能性の問題が発生する場合もあります。IDNA プロトコ

ルの改訂により、これまで IDN で認められていなかった一部の文字が有効になる可能性があります。ICANN は、新し

く有効になる 3 文字の文字列を許容する予定ですが、新しい改訂標準が導入され、関連アプリケーションの開発元が広

くこの標準を採用するまでは、ユーザーは IDN の使用に関する問題に直面するでしょう。その問題はアプリケーション

により異なり、場合によってはアプリケーションがまったく機能しないことも考えられます。このような問題は、ユー

ザーに IDN の使用に関する制限事項の情報を提供すると同時に、アプリケーション間でのグローバルな IDN 導入の達

成を目指して IDN の使用を促進する、すべての IDN TLD 管理者に起こり得ます。ICANN は、このような取り組みの

支援はしますが、強制や要求を行うことはできません。   

 
文字列の評価ステージ: 本申請の提出により、IDN ccTLD プロセスに関する実装計画に規定の「文字列評価申請の提

出」ステージが開始されます。 
 
文字列評価ステージでは、申請に対する所定の推奨される手数料（26,000 USD）の支払いが求められます。この料金に

関する通知は ICANN から送信されます。手数料は現地通貨で支払うことができます。手数料を支払えない場合は、

ICANN にその旨を問い合わせることができます。   

ICANN の運営費に対する所定の推奨される年間拠出額の支払いが要求されます。この年間拠出額は、選択した TLD 内の

ドメイン名登録による収益の 1 ～ 3% で、現地通貨で支払います。ICANN はこの拠出額の内訳に関する通知を毎年送信

します。ccTLD マネージャが責任を持って拠出額の詳細説明を行います。ICANN は収益関連の情報を要求しません。 

文字列の委任ステージ: IDN ccTLD の委任申請を個別に提出できるのは、「文字列評価申請の提出」ステージが完了して

からです。IDN ccTLD の委任申請の手続きは、ASCII 国コード TLD の委任に関する ICANN の標準的な IANA 手続き

に従って行います。申請を提出する組織（「申請者」）が申請を撤回する場合や、ICANN が「IDN ccTLD プロセスに関

する実装計画」（http://icann.org/en/topics/idn/fast-track/draft-implementation-plan-cctld-clean-29may09-
en.pdf）の第 5.4 項の規定に従い中止する場合があります。 

 

 
ICANN の説明責任および透明性に関する責任に従うものとします。つまり、「文字列評価申請の提出」ステージに関連す

る特定の情報は、ICANN の Web サイトで一般公開されているか、または ICANN の記録情報開示ポリシーの下で開示

条件に従っています。詳細については、http://www.icann.org/en/transparency/didp-en.htm を参照してください。 

http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://icann.org/en/topics/idn/fast-track/draft-implementation-plan-cctld-clean-29may09-en.pdf
http://icann.org/en/topics/idn/fast-track/draft-implementation-plan-cctld-clean-29may09-en.pdf
http://www.icann.org/en/transparency/didp-en.htm
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本申請への署名および提出により、申請者は、TLD 運用の責任を負うものとします。その責任とは、現地または世界の

インターネット コミュニティのために、インターネットのドメイン ネーム システム（DNS）の安定性と相互運用性を

保護および強化し、インターネット DNS の安定とセキュリティのために ICANN に誠意を持って協力するというもの

です。申請者は、グローバル DNS のセキュリティ、安定性、および相互運用性の保護に必要な措置を講じる権利を 
ICANN が持つことに同意するものとします。   

ICANN は、次のような方法で IDN ccTLD が確立および運用されることを求めます。 

a. IDN ccTLD マネージャは、インターネットを通じてユーザーが申請する文字列内で、関連する適用規格に従い、
関連諸国の法律および公共政策の制限の範囲内で名前を解決するのに十分な、申請済み文字列の権威ネーム 
サーバーの安定した安全な確立、運用、および保守を行うものとします。関連する適用規格は、IETF が後援する
標準化過程または現状のベスト プラクティス RFC です。 

 
b. IDN ドメイン名は、一般的に利用可能な登録ポリシーに従って登録されるものとします。これらのポリシーは、

IDNA プロトコルなど IDN 関連する適用規格や、ICANN Web サイトで適宜更新および公開される IDN ガイ
ドラインに継続的に準拠するものとします。また、これらの規格やガイドラインは、すべて関連諸国の適用可能
な法律および公共政策に従っていて、それらの制限の範囲内であるものとします。この中には、RFC 3490、
3491、3492、3454、およびそれらの改訂版への準拠が含まれます。 

 
c. IDN ccTLD マネージャは、レジストリ レベル内で DNS リダイレクトや合成された DNS 応答を使用できません。 

 
d. 申請者は、グローバルな観点からインターネットのドメイン ネーム システム（DNS）の安定性、セキュリティ、

または相互運用性に関する重大な問題が発生するような作為または不作為があった場合には、IDN ccTLD マ
ネージャが ICANN と共同で対応することに合意します。つまり、共同対応のプロセスで、ICANN および IDN 
ccTLD マネージャの正式な代表者の指名を行います。代表者は、電話または面談により、誠意を持って問題に
対応し、解決に至るようにします。  
 

申請者が責任の文書化、書簡の交換、または委任後 ICANN との gTLD 契約への移行を求めた場合、以下の書式により

その旨を表明してください。書式は次の場所にあります。http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track 
 

次のいずれかにチェックマークを付けてください。 

 

[チェックボックス]: 所定の推奨される交換書簡の書式のコピーを送信してください。 

[チェックボックス]: 所定の推奨される責任の文書化のコピーを送信してください。   

[チェックボックス]: 所定の推奨される gTLD 契約のコピーを送信してください。   

申請者は、申請に含まれる声明および事実表明（申請とともに提出された書類および口頭での陳述を含む）が、あらゆる

面において事実であり正確かつ完全なものであることを保証します。また、ICANN がこれらの声明および事実表明に全

面的に依存して本申請を評価することを保証します。   

申請者は、声明や事実表明に重大な誤りがある場合（または重大な情報が欠如している場合）、本申請に不利な影響を与

え、場合によっては ICANN が申請を却下することを認めます。   

本申請の提出により、申請者を代表して行動する権利を持ち、本申請での責任を負うことを表明します。   

 
[氏名] 

[役職] 

http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track
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[組織名] 

[署名] 
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責任の文書化（DoR） 
 
この責任の文書化（以降「DoR」）は、[国] の法律に基づいて、[場所] において法人化された組織である [IDN ccTLD 
支持組織、または「IDN ccTLD SO」]、以降「IDN ccTLD」とTHE INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES 
AND NUMBERS、以降「ICANN」との間に交わされるものです。両者を総称して「両当事者」、個々を「当事者」としま

す。 

A. 背景 

1. 両当事者は、同業者との関係に基づく進化的方法で、グローバルな観点から、またローカルおよびグローバル イン

ターネット コミュニティの利益のため、インターネットのドメイン ネーム システム（DNS）の安定性、セキュリティ

および相互運用性を維持および強化するための責務を明らかにすることを希望しています。 

2. [.__] トップ レベル ドメインは、[地域名] で [年] に選択され、地域の名前をわかりやすく表しているものとして該

当する公的機関によって特に承認されています。   

3. [.   ] トップ レベル ドメインに関する委任のリクエストは、[年] に [IDN ccTLD SO] によって提出されており、

[IDN ccTLD SO] は [国内で法的地位] を持ち、[国] において業務を遂行しています。安定性および相互運用性に関する 
[IDN ccTLD SO] の職務は次のとおりです。 

a. [.__] ドメインに対するネーム サーバーの維持 

b. 変更が生じた場合、およびそれらの変更を [.__] ドメインのためのすべての公開された権威ネーム サーバー

にプロパゲートした場合の[.__] ゾーン データへの更新の生成 

c. 継続性と安定性のあるドメイン ネーム システムの世界中のインターネットとの相互運用性の確保。   

4. ICANN は、DNS を含む世界中のインターネットで一意の識別子を管理するシステムに関する技術的な調整機能を提

供する責任を負います。ICANN の責任には、インターネットの権威あるルート サーバー システムの運営の管理も含ま

れています。ICANN の責任の一部として、ICANN は以下を行います。 

a. 権威あるルート データベースへのデータの入力および維持、ルート ゾーン ファイルの更新のトリガ。 

b. インターネットのための次の一意の識別子の 3 つのセットの割り当ての調整。 

1) ドメイン名（「DNS」と呼ばれるシステムの構成） 

2) インターネット プロトコル（「IP」）アドレス、および自律システム（「AS」）番号 

3) プロトコルのポート番号およびパラメータ番号。   

c. DNS ルート ネーム サーバー システムの運営および進化の調整。 

d. これらの技術的機能に関連する妥当かつ適切なポリシー策定の調整。 

B. 相互認知 

1. [IDN ccTLD] の認知。ICANN は [IDN ccTLD SO] を [.__] IDN ccTLD のマネージャおよび支持組織として、および 
[国] の国内法、公共政策、および命名方針に従って、インターネットのためのグローバル ドメイン命名システムの安定

した、相互運用可能な部分として [.__] IDN ccTLD を維持するための責任を有する団体であると認知します。 
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2. ICANN の認知。[IDN ccTLD SO] は、ICANN が 定款に反映される ICANN の使命および本質的価値に従ってイン

ターネット DNS のルートを安定した、グローバルに相互運用可能な状態に維持するための責任を有する団体であると認

知します。 

C. 責務 

1. ICANN の責務。ICANN は、以下について 善の尽力を行います。 

a. 権威あるルート データベース：ICANN の一般公開されたポリシーおよび手順に従った [.__]、委任された 
IDN  国コード トップ レベル ドメインに関する関連情報の、安定して安全で権威ある一般公開されたデータ

ベースの維持。権威あるルート データベースには、ICANN に通知されたとおり、[.__] に対する公開された権

威ネーム サーバー、[IDN ccTLD SO] の連絡先情報、指名された管理担当者、および指名された技術担当者に関

する情報が含まれている必要があります。 

b. ネーム サーバー情報の更新： [IDN ccTLD SO] による通知時に、ICANN の一般公開されたポリシーおよび

手順に従って、権威あるルート データベースの [.__] に対する権威あるルート データに記録されたとおり、

[.__] に対するネーム サーバーのドメイン名、または IP アドレスへの変更を実施。このような変更の初回の形

式および技術要件は、ICANN の一般公開されたポリシーおよび手順で規定されています。 

c. ルートゾーン Whois 情報の公開：少なくとも支持組織として [IDN ccTLD SO] の名前、管理担当者および技

術担当者の名前、ドメイン名およびそのドメインに対する権威ネーム サーバーの IP アドレスを含む [.__] に関

する権威あるルート データベースに維持されたデータを公開します。 

d. 権威あるルート サーバー システムの運営：安定した安全な方法での権威あるルート サーバー システムの運

営および維持を可能にするための調整を行い、権威あるルート サーバー システムが権威あるルート データ

ベースに記録されたネーム サーバーに、IDN ccTLD [.__] をデリゲートする DNS リソース レコードを公開さ

せ、[.__] に対するネーム サーバーに対して公開された変更に関する指名された管理担当者および技術担当者へ

の通知を行います。 

e. 権威ある記録および監査証跡の維持：[.__] 委任に対する変更に関する権威ある記録および監査証跡、および

これらの委任に関する記録の維持、および ICANN によって公開されたポリシー、手順および形式に従って 
[.__] に関して申請された変更のステータスの [IDN ccTLD SO] への通知。 

f. 連絡先変更の通知：CANN の連絡先情報に関する変更の実施後 7 日以内の [IDN ccTLD SO] への変更の通知。 

2. [IDN ccTLD SO] の責務。[IDN ccTLD SO] は、以下について 善の尽力を行います。 

a. [.__] に関するゾーン データの提供：c 節に規定された関連する基準に従った、関係する国内法および国家の

公共政策の制約下および範囲内での [.__] ゾーン データの定期的な更新の生成。 

b. [.__] に対するネーム サーバーの提供：関連する国内法および国家の公共政策の制約下および範囲内で関連す

る適用規格に従ったインターネット全体でのユーザーによる [.__] ドメイン内の名前解決に適した安定した安全

な方法での [.__] に対する権威ネーム サーバーの運営および維持。関連する適用規格とは、インターネット エ
ンジニアリング タスク フォースによって支持される標準化過程または現状のベスト プラクティス RFC です。 

c. 関連する IDN 規格およびガイドラインの順守：IDNA プロトコルおよび ICANN Web サイトで適宜更新お

よび公開される IDN ガイドラインなどの IDN に対する関連する適用規格への継続的な順守が必要とされる一

般公開された登録ポリシーに従った、関連する適用国内法および国家の公共政策のすべての制約下および範囲内

での IDN ドメイン名の登録。これには、RFC 3490、3491 3492、3454 およびその改訂が含まれますが、これ

らに限定されるものではありません。 

d. 情報の精度と完全性：ICANN の指名された連絡先を通じた ICANN への通知。 

1) 管理担当者および技術担当者の連絡先情報の変更。 
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2) 変更の実施後 7 日以内の権威あるルート データベースにおける [.__] に関する管理担当者および技

術担当者の詳細に関する変更。[.__] の管理担当者は、[IDN ccTLD SO] と直接関連があり、[国] の地域

に居住している必要があります。 

D. DNS リダイレクションおよび合成された DNS 応答の非実装。[IDN ccTLD SO] は、ドメイン名登録者によって登録

されていない、またはドメイン名登録者が NS レコードなど、DNS ゾーン ファイルへの掲載に有効な記録を提供して

いない、またはそのステータスで DNS での公開が許可されないドメイン名については、RFS 4592 に規定の DNS リダ

イレクションおよび合成された DNS 応答、または他のメソッド、または DNS リソース レコードを合成する技術の使

用、またはレジストリによる DNS 内のリダイレクションの使用が禁じられることに同意します。つまり、このようなド

メイン名に関するクエリに対して、権威ネーム サーバーは、RFC 1035 および関連する RFC で規定の「ネーム エ
ラー」応答（別称 NXDOMAIN）、RCODE 3 を返す必要があります。この規定は、[IDN ccTLD SO]（または IDN 
ccTLD への登録サービスの提供に携わる関連会社）がデータを管理したり、管理を手配したり、管理することで収益を

得る DNS ツリーのすべてのレベルのすべての DNS ゾーン ファイルに適用されます。     

E. IDN トップ レベル ドメインに関する知的財産権の授与を行わないこと。本契約においては、TLD 文字列に関する知

的財産権または先取権は授与されないものとします。   

F. 自発的貢献。[IDN ccTLD SO] には、ICANN の運営費用として、[.__] 内のドメイン名登録からの収益の 3% を毎年

提供することが期待されていますが、これは義務ではありません。ただし、任意の 1 年について、[.__] 内でのドメイ

ン名の登録件数が 20,000 件未満であった場合、[IDN ccTLD SO] には [.__] 内のドメイン名登録からの収益の 1%、任

意の 1 年について、[.__] 内でのドメイン名の登録件数が 20,000 – 50,000 件であった場合、[IDN ccTLD SO] には、登

録からの収益の 2% を資金提供することが期待されていますが、これは義務ではありません。登録からの収益は、[.__] 
でのドメイン名登録数に [IDN ccTLD SO] によって現地通貨で報告された 1 件ごとの登録料を掛けて計算します。 

G. 解除。本 DoR は、次のいずれかの場合のみ解除できます。 

a. 一方の当事者が DoR に違反し、その当事者が裁定に記載された期間中、または期間が記載されていない場合

は、21 日間同様の行為を継続したという判断が第 I 項に基づく調停により行われた場合 

b. いずれかの当事者が DoR に基づく義務を遂行しない、または遂行不能となり、その旨を書面により通知した場合 

c. いずれかの当事者が、自発的または意図せず、破産訴訟または支払不能訴訟手続の対象となり、前記の訴訟が 
60 日以内に却下されない場合 

d. 両当事者双方の合意による場合 

e. 再委任の討議において、本 DoR の存在が考慮されたことを条件として、いずれかの当事者により、再委任が

行われた場合 

H. 解除の影響。本 DoR に基づくすべての義務が停止します。ICANN および [IDN ccTLD SO] は、その権限の範囲内

であり、DNS の安定性、セキュリティおよび相互運用性を維持するための状況下で妥当に期待される限りにおいて、本 
DoR に従って義務を遂行する義務を負います。 

I. 共同での対応。   

a. グローバルな観点によるインターネットのドメイン ネーム システム（DNS）の安定性、セキュリティおよび

相互運用性に関する深刻な懸念を生じる行為または行為の欠如が存在する場合、または本 DoR の下でまたは本 
DoR から生じる [IDN ccTLD SO]と ICANN との間の意見の相違が存在する場合、いずれの当事者も相手方当

事者への通知によって、本項の共同での対応の条項を発動することができます。 

b. いずれかの当事者が相手方当事者に共同での対応を要求する書面による通知を提供した場合、各当事者は7 日
（暦日）以内に電子メールによって、1 名の役員を紛争解決の代表者として指名するものとします。 

c. 指名された代表者は、指名後 2 営業日以内に、電話または直接会議を持って紛争の解決をはかるものとしま
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す。   

d. 電話会議または会議中に紛争が解決できない場合、指名された代表者は直接、相互に合意された場所で、前記

の 初の会議から 7 暦日以内に会議を行うものとし、両当事者は 終的な解決に達するよう努めることに同意

します。   

e. 任意の紛争に関連する日程およびプロセスは、両当事者が書面にて変更された日程またはプロセスに同意した

場合に限り変更することができます。 

J. 紛争の解決。 

a. 現在の契約から生じる、または現在の契約に関連するすべて紛争については、国際商工会議所（ICC）の仲裁

規則(ICC）に基づいて 終的に解決されるものとします。ただし、いずれかの当事者が本項に規定される裁定を

開始する前に [IDN ccTLD SO] および ICANN が前項 G に規定される共同での対応によって紛争解決に努めて

いることを条件とします。 

b. 仲裁は英語によって行われるものとします。   

c. 両当事者が場所に関して相互に同意できない場合、[場所、国] を既定の場所とします。   

d. 仲裁人は 3 人とし、各当事者がそれぞれ 1 人の仲裁人を選定し、両当事者の仲裁人が ICC の仲裁人リスト

から、3 人目の仲裁人を選定します。両当事者が選定した仲裁人が 3 人目の仲裁人の選定で合意できない場合、

3 人目の仲裁人は ICC 仲裁規則に従って使命されるものとします。 

e. 本 DoR の解釈に関連して生じる法律の問題は、あらゆる状況において、仲裁人によって も適切と見なされ

る法律の規定に従って解決するものとします。ただし、有効性、解釈、および [IDN ccTLD SO] の行為の影響、

および紛争開始時の法的地位は、[IDN ccTLD SO の国] の法律、有効性、解釈および ICANN の行為の影響に

従って解釈され、法的地位はカリフォルニア州法に従って判断されることを条件とします。 

f. 両当事者は、規則に規定される裁定費用を負担するものとします。仲裁裁定書に費用の回収に関する命令が含

まれている場合、裁定の勝訴当事者は費用を回収する権利を有するものとします。両当事者は、仲裁に関する自

らの弁護士費用をそれぞれ負担しますが、勝訴当事者は仲裁裁定書に含まれる妥当な弁護士費用の回収を求める

ことができます。 

g. 仲裁パネルの決定は、 終的なものであり、規則において意図されるとおり、両当事者を法的に拘束します。

ただし、両当事者は規則に指定されたとおり、裁定書の修正または解釈を申請する権利を留保します。両当事者

は仲裁パネルの裁定書は、任意の管轄裁判所において執行可能であることに同意します。 

K. 責任免除。仲裁人には、いずれかの当事者への結果的、付随的、間接的、または懲罰的損害を裁定する権限はありま

せん。[IDN ccTLD SO] および ICANN は、本契約のいずれかの条項が特定の条件に従って遂行されない場合、回復不

能な損害が生じる可能性があることに同意します。したがって、両当事者は仲裁人による特定履行を求める権利を有する

ものとします。紛争解決費用以外、本 DoR に基づく義務に対する違反は、一方の当事者から相手方当事者への金銭的

な法的責任を生じさせないものとします。本契約は、ICANN または [IDN ccTLD SO] のいずれも、本契約書の当事者

以外の者に対して、何らかの義務を創出するものと解釈されてはなりません。 

L. 移転または譲渡。いずれの当事者も、相手方の事前の書面による同意を得ることなしに、本 DoR または本 DoR に
基づく当事者の義務を移転、譲渡または下請けに出すことはできません。 

M. 通知。本 DoR に基づいて送付されるべきすべての通知は、本 DoR が電子メールによって提供される通知を承認し

ている場合を除き、以下の適切な当事者の住所宛に書面で行われるものとします。本 DoR において必要とされるすべ

ての通知は、手交されたとき、送達確認の受領と一緒にファックスで送付された場合、国際的に定評ある急送宅配便に

よって配達された場合に適切に送達されたものと見なします。   

ICANN に対する場合の宛先は次のとおりとします。 
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Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
[部署] 
4676 Admiralty Way, Suite 330 
Marina del Rey, California 90292  
USA 
気付：[責任者] 
電話：1/310/823-9358 
ファックス：1/310/823-8649 
電子メール：[____@icann.org] 
 
[IDN ccTLD SO] に対する場合の宛先は次のとおりとします。 

[IDN ccTLD SO] [組織タイプと管轄地域] 
[国際宅急便配達先住所] 
[郵送先住所] 
気付：[担当者] 
電話：[電話番号] 
ファックス：[ファックス番号] 
電子メール：[電子メール アドレス] 

N. 完全な合意。本 DoR には、ここに含まれる対象に関連する両当事者の完全な合意が含まれます。両当事者が署名す

る書面による場合を除き、本 DoR の変更は法的拘束力を持たないものとします。 

 

 

 

[ICANN 社長の署名] [IDN ccTLD SO 代表の署

名] 
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ICANN から IDN ccTLD 宛の交換書簡の提案例 
 

[ICANN レターヘッド] 

…………………………… …………………………………………………………………….. [日付] 

[IDN ccTLD の名前] 

[IDN ccTLD の住所] 

 

[             ] 様 

本書簡は、インターネットのドメイン ネーム システム（DNS）の安定性および相互運用性の確保および強化に対する責

務を明らかにするため、ICANN が同意した内容を規定するものです。これは、[組織名] と ICANN の相互利益、およ

びローカルおよびグローバル インターネット コミュニティの利益のためのものです。 

この目的のため、ICANN は [組織名] に対して次の責務を引き受けます。 

ICANN は、以下について 善の尽力を行います。 

a) ICANN の一般公開されたポリシーおよび手順に従った、[.__]、委任された IDN 国コード トップ レベル 
ドメイン（委任された IDN ccTLD）に関連する情報の安定した、安全で権威ある一般公開されたデータベー

スの維持。権威あるルート データベースには、ICANN に通知されたとおり、[.__] に対する公開された権

威ネーム サーバー、[   ]、指名された管理担当者、および指名された技術担当者に関する情報が含まれて

いる必要があります。 
 

b) ICANN の一般公開されたポリシーおよび手順に従った、[組織名] による通知時の権威あるルート データ

ベースにおける [.__] に対して権威あるルート データとして記録されたとおりの [.__] に対するネーム 
サーバーのドメイン名または IP アドレスの変更の開始。このような変更の初回の形式および技術要件は、

ICANN の一般公開されたポリシーおよび手順で規定されています。 
 

c) [.__] に関する権威あるルート データベースに維持されたデータの公開。これには、少なくとも支持組織と

して [組織名] の名前、管理担当者および技術担当者の名前、ドメイン名およびそのドメインに対する権威

ネーム サーバーの IP アドレスが含まれている必要があります。 
 

d) 安定した安全な運用および維持を可能にするための権威あるルート サーバー システムの調整、権威ある

ルート サーバー システムが権威あるルート データベースに記録されたネーム サーバーに対して、委任さ

れた IDN ccTLD [.__] を委任する DNS リソース レコードを公開するプロセスのサポート、および [    ] 
に対するネーム サーバーに対して公開された変更に関する指名された管理担当者および技術担当者への通知。 

 
e)  [.__] 委任に対する変更に関する権威ある記録および監査証跡、およびこれらの委任に関する記録の維持、

および ICANN によって公開されたポリシー、手順および形式に従って [.__] に関して申請された変更のス

テータスの [組織名] への通知。 
 

f) ICANN の連絡先情報に関する変更の実施後 7 日以内の [組織名] への変更の通知。 
 

g) グローバルな観点によるインターネットのドメイン ネーム システム（DNS）の安定性、セキュリティおよ

び相互運用性に関する深刻な懸念を生じる行為または行為の欠如が存在する場合、または本書簡の交換にお

いて、責務の下で、または責務から ICANN と [組織名]（以下「両当事者」）との間に意見の相違が生じた
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ICANN は、[.__] IDN ccTLD が [地域名] で [年] に選択され、地域の名前をわかりやすく表しているものとして該当す

る公的機関によって特に承認されていることを認めます。本書簡への署名によって、前述の IDN ccTLD 文字列に関する

知的財産権または先取権が IDN ccTLD の選択および委任によって授与されることはありません。 

ICANN は [組織名] が ICANN の運営費用に対して、義務ではなく期待される財政的貢献の責務を引き受けたことを認

識します。ICANN は、ICANN 定款の第 1 項および第 2 項に規定される ICANN の使命遂行能力を拡大するこの責務

を高く評価します。 

ICANN は、書面にて通知することによってこの責務を解除できます。この場合、本書簡に基づく [組織名] に対する 
ICANN の義務は停止します。ただし、ICANN は、ICANN の権限の範囲内であり、DNS の安定性および相互運用性を

維持するための状況下で妥当に期待される限りにおいて、第 g 節に規定する共同での対応のプロセスを含め、その責務

を継続して遂行する責任を認識します。   

ICANN は、本書簡に含まれる責務に関する違反、または本書簡に基づく履行または不履行が、ICANN または [組織名] 
による金銭的な法的責任を生じさせないことに同意します。ICANN と [組織名] との間の書簡の交換は、両当事者の完

全な合意と責務を示します。 

ICANN は、[組織名] との長期的で相互に有益な関係を期待しています。 

敬具 
 

Rod Beckstrom 

社長およびＣＥＯ 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 
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IDN ccTLD から ICANN 宛の交換書簡の提案例 
 

宛先: ICANN 
4676 Admiralty Way, Suite 330 
Marina del Rey, CA 90292-6601 
USA 
 

本書簡は、[組織名] と ICANN の相互利益、および同業者との関係に基づく進化的方法でのローカルおよびグローバル 
インターネット コミュニティの利益のための、インターネットのドメイン ネーム システム（DNS）の安定性および相

互運用性の確保および強化に対する責務を明らかにするため、[組織名] が同意した内容への理解を規定するものです。 

[[組織名] は、ICANN が 定款に反映される ICANN の使命および本質的価値に従ってインターネット DNS のルート

を安定した、グローバルに相互運用可能な状態に維持するための責任を有する団体であると認知します。 

この目的のため、[組織名] は ICANN に対して次の責務を引き受けます。[組織名] は、以下について 善の尽力を行い

ます。 

a. 第 c 項に規定された関連する基準に従った、関係する国内法および国家の公共政策の制約下および範囲

内での [.__] ゾーン データの定期的な更新の生成。 
 

b. 関連する国内法および国家の公共政策の制約下および範囲内で、第 d 項に規定される関連する規格に

従ったインターネット全体でのユーザーによる [.__] ドメイン内の名前解決に適した安定した安全な方

法での [.__] に対する権威ネーム サーバーの確立、運営および維持。 
 

c. IDNA プロトコルおよび ICANN Web サイトで適宜更新および公開される IDN ガイドラインなどの 
IDN に対する関連する適用規格への継続的な順守が必要とされる [組織名] の一般公開された登録ポリ

シーに従った、すべて関連する適用国内法および国家の公共政策の制約下および範囲内での IDN ドメイ

ン名の登録。.   これには、RFC 3490、3491 3492、3454 およびその改訂が含まれますが、これらに限

定されるものではありません。 
 

d. 関連する適用規格とは、インターネット エンジニアリング タスク フォースによって支持される標準化

過程または現状のベスト プラクティス RFC です。   
 

e. ICANN の指名された連絡先を通じた ICANN への通知。 
 

1. 管理担当者および技術担当者の連絡先情報の変更。 
 

2. 変更の実施後 7 日以内の権威あるルート データベースにおける [.__] に関する管理担当者およ

び技術担当者の詳細に関する変更。[.__] の管理担当者は、[IDN ccTLD SO] と直接関連があり、

指名を受けている全期間中、[国または地域] の地域に居住している必要があります。 
 

[組織名] は、ドメイン名登録者によって登録されていない、またはドメイン名登録者が NS レコードなど、DNS ゾーン 
ファイルへの掲載に有効な記録を提供していない、またはそのステータスで DNS での公開が許可されないドメイン名に
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ついては、RFS 4592 に規定の DNS リダイレクションおよび合成された DNS 応答、または他のメソッド、または 
DNS リソース レコードを合成する技術の使用、またはレジストリによる DNS 内のリダイレクションの使用が禁じられ

ることに同意します。つまり、このようなドメイン名に関するクエリに対して、権威ネーム サーバーは、RFC 1035 お
よび関連する RFC で規定の「ネーム エラー」応答（別称 NXDOMAIN）、RCODE 3 を返す必要があります。この規定

は、[組織名]（または登録サービスの提供に携わる関連会社）がデータを管理したり、管理を手配したり、管理すること

で収益を得る DNS ツリーのすべてのレベルのすべての DNS ゾーン ファイルに適用されます。[代替的文言：[組織名] 
は、[.__] IDN ccTLD が DNS リダイレクションおよび合成された DNS 応答を使用しないことに同意します。] 

[組織名] には、ICANN の運営費用として、[.__] 内のドメイン名登録からの収益の 3% を毎年提供することが期待され

ていますが、これは義務ではありません。ただし、任意の 1 年について、[.__] 内でのドメイン名の登録件数が 20,000 
件未満であった場合、[組織名] には [.__] 内のドメイン名登録からの収益の 1%、任意の 1 年について、[.__] 内での

ドメイン名の登録件数が 20,000 – 50,000 件であった場合、[組織名] には、登録からの収益の 2% を資金提供すること

が期待されていますが、これは義務ではありません。登録からの収益は、[.__] でのドメイン名登録数に [組織名] に
よって現地通貨で報告された 1 件ごとの登録料を掛けて計算します。 

[組織名] は、書面にて ICANN に通知することによって、ICANN に対する責務を解除できること、また [組織名] が通

知を行った場合、[組織名] は本書簡に基づく ICANN への義務が停止することに同意します。ただし、[組織名] は、

[組織名] の権限の範囲内であり、DNS の安定性および相互運用性を維持するための状況下で妥当に期待される限りにお

いて、以下に規定する共同での対応のプロセスを含め、その責務を継続して遂行する義務を負う責任を認識します。 

[組織名] は、グローバルな観点によるインターネットのドメイン ネーム システム（DNS）の安定性、セキュリティお

よび相互運用性に関する深刻な懸念を生じる行為または行為の欠如が存在する場合、または本書簡の交換において、責

務の下で、または責務から ICANN と [IDN ccTLD マネージャ]（以下「両当事者」）との間に意見の相違が生じた場合、

ICANN と共同で対処することに同意します。[組織名] は、いずれの当事者も相手方当事者への書面による通知によって、

共同での対応を請求することができることに同意します。この場合、各当事者は通知の提供から 7 日（暦日）以内に電

子メールによって、1 名の役員を紛争解決の代表者として指名するものとします。ICANN は [email address@IDN 
ccTLD] 宛に通知を送信できます。指名された代表者は、指名後 2 日（営業日）以内に、誠意を持って電話または直接

会議を持って紛争の解決をはかるものとします。 初の会議中に問題が解決できない場合、指名された代表者は直接、相

互に合意された場所で、 初の会議から 7 日（暦日）以内に会議を行うものとし、その会議で指名された代表者は誠意

を持って、問題の 終的な解決に達するよう努めるものとします。任意の問題に関連する共同での対応に関する日程およ

びプロセスは、両当事者が書面にて変更に同意した場合に限り変更することができます。 

[組織名は] IDN ccTLD の委任は、[.__] 文字列に対する知的財産権を供与しないことに同意します。 

[組織名] は、本書簡に含まれる責務に関する違反、または本書簡に基づく履行または不履行が、一方の当事者から相手

方当事者への金銭的な法的責任を生じさせないことに同意します。ICANN と [IDN ccTLD 支持組織] との間の書簡の交

換は、両当事者の完全な合意を示します。 

[組織名] は、ICANN との長期的で相互に有益な関係を期待しています。 

 

敬具 
[署名] 
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モジュール 8 
料金体系およびモデル 

 
このモジュールでは、ファースト トラック プロセスに関連する料金体系およびモデル

について説明します。ICANN は、次の 3 つの書類を ICANN シドニー会議（2009 年 
6 月 22 ～ 26 日）での議論に向けて投稿しました。 

o IDN ccTLD の策定および展開の支援に向けた出資に関する導入の詳細案   

o プログラム開発および処理コストを中心とした IDN ccTLD のコスト分析 

o 関係者の関心領域別に見た ICANN の支出分析 

詳細については、http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track を参照してください。 

これらの書類と合わせて ICANN は、次に説明する額面の料金案を受け入れるよう提案

しました（あくまでも希望であり必須ではありません）。  

2009 年 9 月に ICANN は、評価プロセス策定の進捗に基づき、手数料の詳細な再分析

を行いました。再評価の結果、手数料が若干低いことが判明しました（5% 以内）。これ

は見積もりの誤差の範囲内です。そのため、手数料に変更はありません。  

コミュニティからは、本件に関する幅広い意見が表明されています。  

詳細な財務分析に基づき、IDN ccTLD ファースト トラックの料金体系は次のようにな

ります。 
 

o 所定の推奨される歳入中立の IDN ccTLD 評価手数料は 26,000 USD です（端

数切捨て）。 

IDN ccTLD 申請が受理された時点で、手数料の通知が申請者に送信されます。

手数料は現地通貨で支払うことができます。 

申請者がこの手数料を支払えない場合、ICANN に手数料の免除を申請できます。 

手数料は現地通貨で支払うことができます。 

o 所定の推奨される費用の年間拠出額は、収益の 3% です。現地通貨での支払い

が可能です（少量の登録の場合は 1-2%）。  

年間拠出額は、予想される年間拠出額として DoR と EOL に追加されます。 

年間拠出額は、IDN ccTLD マネージャが詳述する明細書をベースにしています。

ICANN は必要な収益関連の情報を要求しません。  

年間拠出額は現地通貨で支払うことができます。 

登録者が、一般的に同等の拠出額となる別のモデル（収益のパーセンテージ モ
デル以外）の使用を求める場合、その拠出額を ICANN は受け入れます。

ICANN は ccTLD の全拠出額に関する会計を行い、それらの拠出額を ccTLD 
の支援費用と比較します。  

拠出額を支払えない IDN ccTLD マネージャは、ICANN に拠出額の免除を申請

できます。 

http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track
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IDN ファースト トラックの申請手続きが完了すると、標準的な IANA の委任手続きが

発生します。この手続きは無料です。IANA の委任費用は、IDN ccTLD 申請の手数料に

含まれていませんでした。 

IDN 文字列評価申請のさまざまな段階で予測される費用の詳細については、このモ

ジュール 8 の付属書類 1 を参照してください。 
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モジュール 8 付属書類 1 
 

 

付属書類 1: IDN ccTLD ファースト トラック申請において得られる手数料の詳細。 
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IDN ccTLD ファースト トラックの手数料 
タ

ス
ク
 

可
能

性
 

手順の説明  コメント 

総
時

間
 

申
請
あ
た

り
の

内
部

コ
ス

ト
 

総
変
動

費
 

  

総
固

定
費
 

1  100%  申請の提出  申請の一部は、提出前に質疑応答への協力が求められます。  40 4,120 USD 4,120 USD      

2  100%  申請の完全性の検証 
内部スタッフのみ。申請の多くは単純な申請であることが予測されます。

スタッフによる簡単な技術確認などがその例です。  10 1,030 USD 1,030 USD     

3  100%  言語プロセスの検証  内部スタッフのみ。    10 1,030 USD 1,030 USD     

4  100%  DNS の安定性に関する評価 
DNS 安定性パネルの確認は、2 年間の運用に対する固定費となります。

Interisle Consulting Group との契約が締結されています。  20 2,060 USD 2,060 USD   200,000 USD 

5  100%  文字列の公開  内部スタッフのみ。  10 1,030 USD 1,030 USD     

6  100%  継続中の  IT サポート  1/4 FTE スタンバイ  IT サポート。           50,000 USD 

7  100%  継続中の法的支援  法的支援。           200,000 USD 

8  100%  継続中の通信サポート  通信およびレポートのサポート。           100,000 USD 

9  100%  その他のサポート費用  翻訳、通訳、出版。           50,000 USD 

            90  9,270 USD  9,270 USD    600,000 USD 

            総費用    1,063,500 USD 

            予想される申請数    50 

            申請あた  りの費用   21,270.00 USD 

            臨時（20%）    4,254.00 USD 

            申請あたりの総手数料    25,524.00 USD 
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モジュール 9 
手続きの見直しおよび改訂 

 
このモジュールでは、IDN ccTLD ファースト トラック プロセスの見直し機能について

説明します。IDN ccTLD は、ファースト トラック プロセスの開始時点で DNS への限

定的導入を安全に行えると考えられていますが、IDN、特に IDN TLD に関連する一部の

分野は、長期的に発展し続けることが予測されます。 

そのため、手続きの見直し機能が確立されています。 

このような見直しの結果として考えられる現象の 1 つは、ファースト トラック プロセ

スの目的に反する複数の IDN TLD が求められた場合の、委任手続きの追加です。 

見直しのスケジュール 
見直しは 低 1 年に 1 回発生します。また、ICANN が手続きの全要素について、コ

ミュニティからのフィードバックの要請を発表した時点で見直しが始まります。 

受理したフィードバックをスタッフが見直します。フィードバックに基づいて、推奨さ

れる改訂アプローチが策定され、公開コメントを受け付けるためにリリースされます。

第 2 ラウンドの公開コメントの受理に続き、提案の更新版が発行されます。 

提案の更新版が ICANN 理事会に提出され検討されます。 

理事会の前向きな検討を受けて、変更案が導入されます。変更案のリリース時点で評価

過程で、既存の IDN ccTLD ファースト トラック プロセスの要件に従い、すべての申

請が完了します。このアプローチの例外として、特定されたセキュリティおよび安定性

の問題の解決策があります。  

さらに、特定されたセキュリティおよび安定性の問題により、予定されている年間サイ

クルよりも頻繁な見直しが求められる場合があります。 
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モジュール 10 
背景情報 

 

インターネットの登場以来 大の革新の 1 つに、トップ レベルの国際化ドメイン名

（IDN TLD）の導入があります。これらの IDN TLD により、世界中のインターネット 
ユーザーは、自国の言語および文字でドメインを確立および使用できるため、多くの新

たな可能性と利益をもたらします。 

IDN については、ICANN コミュニティで長年議論されています。当初は、既存のトッ

プ レベル ドメイン（TLD）以下での登録として IDN の導入を可能にすることを中心に

策定が行われましたが、 近の策定の中心は、TLD の文字列で使用できる文字の範囲を

拡大することにシフトしています。 

これまでは、新しい gTLD プログラムの一環として、水面下で IDN gTLD の導入が議論

されてきました。  

IDN ccTLD3 の導入に関する正式な協議および議論は、サンパウロ会議（2006 年 12 
月）の ICANN 理事会で開始されました。国コード ドメイン名支持組織（ccNSO）と

政府諮問委員会（GAC）が、関連する技術コミュニティと協議しながら共同作業を行い、

ISO 3166-1 標準で説明する 2 文字のコードに関連付けられた、IDN ccTLD の選択に関

する討議報告書を作成するよう求められました。   

ccNSO と GAC は、IDN の共同作業グループ（IDNC WG）を結成しました。この 
WG は、2007 年 7 月の IDN ccTLD の導入に関する問題のリストを発行し、ICANN 
理事会に提出します。  

IDN WG の協議と議論により、いくつかの国および地域で IDN ccTLD の必要性に迫ら

れていることが明らかになりました。このような事態の発覚により、IDN ccTLD の中間

アプローチに必要な規定に関する議論が開始されました。このアプローチにより、ポリ

シー策定プロセスに情報を提供できるような TLD の選択および承認に関するメカニズム

を通じて、短期的な要求を満たし経験を得ることができます。ICANN 理事会は、分野別

ドメイン名支持組織（GNSO）、ccNSO、GAC、一般諮問委員会（ALAC）などを含む 
ICANN コミュニティに、IDN ccTLD の中間アプローチおよび全体アプローチの両方を

共同で模索し、措置の方針を理事会に提言するよう要請しました（ICANN サンファン会

議、2007 年 7 月）。 

ccNSO 評議会の提言と、GAC、GNSO、ALAC などの ICANN コミュニティの幅広

い支援を受け、ICANN 理事会は、ALAC、ccNSO、GAC、および GNSO の議長に、

IDNC WG を設立してメンバーを指名し、設立綱領に従いできるだけ早期に作業を開始

するよう要請しました。 

IDNC WG は、IDN ccTLD に関する全般的なポリシーの策定と同時に、短期的なニーズ

を満たすため、ISO 3166-1 の 2 文字コードに関連付けられた、競合のない限定数の 
IDN ccTLD を導入するためのメカニズムを推奨する任務を課されました。  

ICANN パリ会議（2008 年 6 月）で IDNC WG は、方式案に関する GAC や 
ccNSO の声明を含む 終レポートを理事会に提出しました。パリ会議で理事会は次の

ような議決を行いました。 

                                                            
3
「IDN ccTLD」という略語は、ISO 3166-1 リストのエントリに関連付けられた、新しいトップ レベル ドメインのことです。 

http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#m
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#m
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#m
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#m
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#m
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#m
http://www.icann.org/en/minutes/resolutions-29jun07.htm#m
http://ccnso.icann.org/workinggroups/idncwg.htm
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決議（2008.06.26.04）: 理事会は、設立要綱のタスクを迅速に完了したことに対し
て、IDNC WG のメンバーに感謝の意を表明。  

決議（2008.06.26.05）: 理事会は、（1）IDNC WG 終レポートを投稿し公開コメ
ントを受け付けること、（2）関係者との協議において、導入の問題点に関する作業
を開始すること、および（3）2008 年 11 月の ICANN カイロ会議に先立ち、未解
決の問題点のリストを含む詳細な導入報告書を理事会に提出することの 3 点をス
タッフに指示。 

次に ICANN は、IDNC WG 終レポートを投稿して公開コメントを受け付け、指示に

従って導入を開始しました。公開コメントの期間に続き、ICANN は受け付けたコメント

を整理した概要と、受け付けたコメントに関するスタッフの見解を含めた文書を投稿し

ました。また導入計画の間、ICANN は関連する公的機関と TLD マネージャに書簡を提

出し、ファースト トラック プロセスへの参加に関心があるかどうかについての情報を

求めました。  

その文書が 終実装計画案です。  

2008 年 11 月 1 ～ 7 日に開催された ICANN カイロ会議の直前と直後に、実装計画

の初版と第 1 次改訂版が投稿されました。続いて 2009 年 3 月 1 ～ 6 日開催の 
ICANN メキシコシティ会議の前に第 2 次改訂版が、そして 2009 年 6 月 22 ～ 26 
日開催の ICANN シドニー会議の前に第 3 次改訂版が投稿されました。 

この 終計画案の作成において、ICANN は旧版で受け付けたコメント、特に公開コメン

トと、カイロ、メキシコシティ、シドニーなど、前述の ICANN 会議で得られた情報の

検討を行いました。  

受け付けたコメントの分析は、別文書としてリリースされます。  

終実装計画案は一般販売されるとともに、2009 年 10 月 26 ～ 30 日に韓国で開催

される ICANN ソウル会議中、ICANN 理事会がその検討を行います。 

ICANN メキシコシティ会議での ICANN 理事会の議決を受けて、次のような議決が行

われました。 

議決（2009.03.06.03）: 理事会は ICANN コミュニティの迅速な作業に感謝の意を表明
し、実装計画の総仕上げを行い、2009 年の年次会議までに理事会がこれを検討できる
ように、引き続き作業を行うよう促進。 

IDN ccTLD ファースト トラック プロセスとその実装に関連する、活動の全概要と資料

へのリンクについては、http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/ を参照して

ください。 

本書全体で使用する IDN の用語集は、http://www.icann.org/en/topics/idn/idn-
glossary.htm から入手できます。 

 

 

 

http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/
http://www.icann.org/en/topics/idn/idn-glossary.htm
http://www.icann.org/en/topics/idn/idn-glossary.htm
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