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時系列で見たJAS WGの活動
 JAS WG

 
Activities Timeline

3月13日理事

 
会決議 Board 

 
Resolution

 

#20

4月1日合同支持組織

 
／諮問委員会WG (JAS 

 
WG)を設立するGNSOお

 
よび ALAC提案
GNSO & ALAC motion to 

 
create Joint SO/AC WG

9月25日理事会

 
決議 Board 

 
Resolution #2.2

10月28日理事

 
会決議 Board 

 
Resolution #12

4月29日

 
JAS WG設立
Joint SO/AC 

 
WG formed

6月14日ブログ記事
「新gTLD申請者向け支

 
援への意見を募集」

 
blog

 

“Call for Input: 

 
Support for New gTLD

 
Applicants”

6月16日～8月23日

 
「サポートスナップ

 
ショット」を意見募集
Posted “Support 

 
Snapshot”

 

for public 

 
comment

6月23日 ‐

 

ICANN ブリュッセ

 
ル会議「開発途上地域で

 
の新gTLD創出への障壁の

 低減」
ICANN Brussels Meeting 

 
“Reducing Barriers to New 

 
gTLD

 

Creation in 

 
Developing Regions”

9月18日 – ICANN理事

 
特別会議向け抜粋を準

 
備
Excerpt prepared for 

 
Special Meeting of 

 
ICANN Board

11月11日 –

 

以下を公開: 
1.

 

マイルストーン報告書＋付録
2.

 

要約および分析
チャーターの拡張を要望！
Publications: 
1. Milestone Report + Addenda; 
2. Summary & Analysis

継続して2週間ごとに電話会議を開催

3月10日
GAC よりICANN

 
へのレター
GAC Letter to 

 
ICANN

新gTLDポリシー IG‐N:   “ICANNは国連が後発開発途上国として分類する諸国

 からの新gTLD申請者への料金低減案を導入できる。”
“ICANN may put in place a fee reduction scheme for gTLD

 

applicants from economies 
classified by the UN as least developed. ”

2008年6月 June 2008
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誰が支援を受けるべきか
 Who Should Receive Support?

制約により通常の事業運営さえも難しい

 マーケットの起業家

基準が必要

Webにあまり存在しない言

 語の申請

新興地域からの申請者

非政府組織(NGO)、
 市民社会、非営利

 組織
コミュニティベース

 （文化、言語、民族

 等）の申請
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支援を受けるべきでないのは誰か?
 Who Should NOT

 
Receive Support?

•
 

地名
 Geographic names

•
 

純粋な政府または半官半民の申請者
 Purely Governmental or Para-statal

 
applicants

•
 

持続性の証明に失敗したビジネスモデル
 Business models that fail to demonstrate sustainability

•
 

将来の申請のプロセスによって定義される“.ブ
 ランドTLD”区分

 “.brand TLDs”
 

category be defined by a future applicant 
process
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提供される支援の種類
 Kind of Support to be Offered

コスト低減支援
Cost Reduction 
Support

スポンサーシップおよ

 びその他の資金援助
Sponsorship and other 
funding support

財務上の継続運営手段

 義務の緩和
Modifications to the financial 
continued operation instrument 
obligation

事業計画実施支援
Logistical support

gTLDを運営しているか、

 運用の資格を得る申請

 者への技術支援
Technical support for applicants 
in operating or qualifying to 
operate a gTLD

レジストリとレジストラ

 機能の分離要求ルール

 への除外規定
Exception to the rules requiring 
separation of the Registry and 
Registrar function
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従うべき原則
 Guiding Principles

•
 

自己資金調達の責務
 Self-Financing Responsibility

•
 

サンセット期間－5年間？
 Sunset Period –

 
5 years?

•
 

透明性 Transparency

•
 

限定された政府の支援
 Limited Government Support

•
 

成功例では報酬も
 Repayment in success cases



7

チャーター拡張第1版 (1/3)
 1st

 
version of Charter extension

a.
 

財務支援の必要性およびその立証方法の基準の提
 案。WGは本分野に必要な専門性を持つよう拡張さ

 れるべき。
 Propose the criteria for financial need and a method of demonstrating that need. The 

group should be augmented to have the necessary expertise in this area.

b.
 

設置が必要なメカニズム（例えば評価委員会）の提案
 Propose mechanisms, e.g. a review committee that would need to be established.

c.
 

新gTLD申請者を支援するための収入および他の資
 産管理メカニズムの提案

 Propose mechanism(s) for revenue income and other asset management to support 
new gTLD

 

applicants.
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チャーター拡張第1版 (2/3)
 1st

 
version of Charter extension

d.
 

バックエンドレジストリサービスプロバイダーとの
 議論および支援の調整方法の提案

 Discuss with Backend Registry Service Providers and propose methods 
for coordinating that assistance.

e.
 

第三者によるボランティア支援の調整のための方
 法の議論および提案

 Discuss and propose methods for coordinating any assistance 
volunteered

f.
 

条件を満たした申請者間の協力および第三者に
 よるボランティア支援の調整方法の提案

 Propose methods for coordinating cooperation among qualified 
applicants, and assistance volunteered by third parties.
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チャーター拡張第1版(3/3)  1st
 

version of Charter extension
g.

 
ICANNスタッフおよび寄付専門家との協力において、募金と

 寄付機関とのつながりの確立のためのポリシーと実施方法の
 提案

 In cooperation with ICANN Staff and donor experts propose policies and practices for 
fundraising and for establishing links to possible donor agencies.

h.
 

詳細な由来を発見するため、および支援の要求に合致する
 申請者への費用免除の割合を提示するため、申請基本料金

 10万USドルの論拠の再検討
 Review the basis of the US$100,000 application base fee to determine its full origin 

and to propose a percentage of that fee that could be waived for

 

applicants meeting 
the requirements for assistance.

i.
 

小規模または十分なサービスを受けていない言語での国際
 化ドメイン名(IDN)の構築を促進するメカニズムの設計

 Design mechanisms to encourage the build out of Internationalized Domain Names 
(IDNs) in small or underserved languages.
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新しいチャーター
 

(1/2)
 New Charter

1.
 

財務支援の必要性およびその立証方法についての基準の提案 。本

 分野においてはWGは専門家の助言を求めるべき。

 Propose criteria for financial need and a method of demonstrating 
that need. The group should seek out expert advice in this area.

2.
 

申請における特段の配慮が認められるかどうか、およびどのような支

 援が提供されるべきかを決定するメカニズムの提案

 Propose mechanisms for determining whether an application for 
special consideration should be granted and what sort of help 
should be offered;

3.
 

申請者向けにレジストリサービスプロバイダーからの支援を求める方

 法の提案

 Propose methods for applicants to seek out assistance from 
registry service providers.
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新しいチャーター
 

(2/2)
 New Charter

4.
 

申請者が新gTLDの申請および管理において、TLDコンサルタント、

 翻訳者、技術者からの支援を探す方法の提案

 Propose methods for applicants to seek out assistance from 
other top-level domain consultants, translators, and technicians, 
in the application for, and administration of, a new top-level 
domain

5.
 

小規模および十分なサービスを受けていない言語での国際化ドメイ

 ン名(IDN)の構築を促進するメカニズムの設計

 Design mechanisms to encourage the build out of 
Internationalized Domain Names (IDNs) in small or underserved 
languages.
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追加情報
 Where to Find More Info…

•
 

Milestone Report:
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/jas-

 milestone-report-11nov10-en.pdf

•
 

New gTLD
 

Program:
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-

 program.htm

http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/jas-milestone-report-11nov10-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/jas-milestone-report-11nov10-en.pdf
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm
http://www.icann.org/en/topics/new-gtld-program.htm


Thank You

@rafik
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Questions
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