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1. IPv4 アドレスの割り振りについて 

 

(中略) 

JPNIC における IPv4 アドレス空間管理ポリシーは、RFC2050 で述べら

れている内容、および JPNIC の上位レジストリである APNIC を含む他

レジストリで現在採用されている空間管理ポリシー等をもとに定めら

れています。 

 

ここで述べるポリシーはあくまで現在のインターネットコミュニティ

により妥当とみなされているものであり、時代や情勢の変化によって、

将来変更が加えられる可能性があります。 

 

『RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]』 

『Policies for IPv4 address space management in the Asia Pacific 

region』 

 

1. IPv4 アドレスの割り振りについて 

 

(中略) 

JPNIC における IPv4 アドレス空間管理ポリシーは、RFC7020 で述べら

れている内容、および JPNIC の上位レジストリである APNIC を含む他

レジストリで現在採用されている空間管理ポリシー等をもとに定めら

れています。 

 

ここで述べるポリシーはあくまで現在のインターネットコミュニティ

により妥当とみなされているものであり、時代や情勢の変化によって、

将来変更が加えられる可能性があります。 

 

『RFC7020 [The Internet Numbers Registry System]』 

『APNIC Internet Number Resource Policies』 

7.2 追加割り振りの申請 

 

JPNICへの IPv4 アドレスの追加割り振り申請については、あらかじ

め通知された Web 申請システムの URLからログインのうえ、IPv4割り

振り申請」を行ってください。 

 

IPv4 割り振り申請の際に記入する、「IPv4 割り振り申請フォーム」

の各項目に登録する内容や記入形式については、「14.1 各項目の説明」

を参照してください。 記入内容に問題がない場合、受付番号の記載さ

れた申請受領通知が電子メールにて返送されます。(後略) 

 

7.2 追加割り振りの申請 

 

JPNICへの IPv4 アドレスの追加割り振り申請については、あらかじ

め通知された Web申請システムの URLからログインのうえ、IPv4割り

振り申請」を行ってください。 

 

IPv4 割り振り申請の際に記入する、「IPv4 割り振り申請フォーム」

の各項目に登録する内容や記入形式については、「13.1 各項目の説明」

を参照してください。 記入内容に問題がない場合、受付番号の記載さ

れた申請受領通知が電子メールにて返送されます。(後略) 
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8. /14 を超えるアドレスの割り振り申請について 

 

  /14を超える IPv4アドレスを 1年以内に使用するような大きなアド

レス空間を必要とする割り振り申請は JPNIC による審議の後、APNIC

でも審議が行われます。 そのため、審議期間を考慮し、余裕を持って

申請をしてください。 

上記の点以外においては、/14以内の IPv4 アドレスの割り振り申請と

手続きは変わりません。 

 

(削除) 

※以降の項番を繰り上げ 

 

 

10. 割り振りアドレス空間の返却 

 

割り振りを受けた IPv4 アドレス空間の全部あるいはその一部を

JPNIC に対して返却する場合には、あらかじめ通知された Web 申請シ

ステムの URL からログインのうえ、「IPv4 割り振り返却申請」を行っ

てください。返却された IPv4 割り振りアドレス空間の扱いは JPNIC に

一任されます。 

9. 割り振りアドレス空間の返却 

 

割り振りを受けた IPv4 アドレス空間の全部あるいはその一部を

JPNIC に対して返却する場合には、あらかじめ通知された Web 申請シ

ステムの URL からログインのうえ、「IPv4 割り振り返却申請」を行っ

てください。返却された IPv4 割り振りアドレス空間の扱いは JPNIC に

一任されます。 

 

IPv4 割り振り返却申請の際に記入する、「IPv4 割り振り返却申請フ
ォーム」の各項目に登録する内容や記入形式については、「14.1 各項
目の説明」を参照してください。 記入内容に問題がない場合、受付番
号の記載された申請受領通知が電子メールにて返送されます。 
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14.1 各項目の説明 

 

項目 記入の要否 記入内容 

(中略) 

[Abuse] 必須 

割り振りアドレス空間におけるネットワー

クの不正利用に対応する電子メールアドレ

スをご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この電子メールアドレスは、APNIC WHOISデ

ータベースにおける割り振り情報の

"remark"欄で表示されます。 

 

 

 

13.1 各項目の説明 

 

項目 記入の要否 記入内容 

(中略) 

[Abuse] 必須 

割り振りアドレス空間におけるネットワー

クの不正利用に対応する窓口として利用さ
れます。 

 

連絡先となる電子メールアドレス、JPNIC
ハンドル、 またはグループハンドルを記入
してください。 
 
登録可能な JPNIC ハンドル、またはグルー
プハンドルは、申請者が新規に登録したも
の、あるいは、当該申請者が更新権限を有
する各情報に登録されているものに限られ
ます。 
 
JPNIC ハンドル、またはグループハンドル
が割り当てられていない場合には、あらか
じめ JPNIC ハンドル、またはグループハン
ドルの割り当てを受けてください。 
 

連絡先として登録された電子メールアドレ
ス、または JPNIC ハンドル中の d. [電子メ
イル](グループハンドル中の[電子メー
ル])は、APNIC WHOIS データベースにおけ

る割り振り情報の"remark"欄で表示されま

す。 
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(後略) 
 

(後略) 
 

関連文書 

 

(中略) 

 

「RFC2050 [INTERNET REGISTRY IP ALLOCATION GUIDELINES]」 

    http://rfc.net/rfc2050.html 

 
「Policies for IPv4 address space management in the Asia Pacific region」 

    http://www.apnic.net/policy/add-manage-policy 

 

(後略) 

関連文書 

 

(中略) 

 

「RFC7020 [The Internet Numbers Registry System]」 

    https://datatracker.ietf.org/doc/rfc7020/ 
 

「APNIC Internet Number Resource Policies」 

    https://www.apnic.net/community/policy/resources 
 

(後略) 
 


