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Plan 今日の発表予定

• GNSO structure GNSOの構造

• GNSO Council Challenges GNSO評議会の業務・挑戦

• NCSG/NCUC Overview 非商用ユーザーステークホルダ

ーグループ(SG)、非商用ユーザー部会の概要



|   3

GNSO structure GNSOの構造

GNSO Leadership team GNSO統率チーム

● Current Chair 現チェア: Heather Forrest from Intellectual Property 
Constituency 知的財産部会よりHeather Forrest 氏

● Vice Chair for Contracted Party: Donna Austin from Registries SG 契約者
会議からの副チェア：レジストリSGよりDonna Austin氏

● Vice Chair for Non-Contracted Party: Rafik Dammak from NCSG 非契約者
会議からの副チェア：非商用ユーザーSGよりRafik Dammak氏
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GNSO Council challenges 
GNSO評議会の業務・挑戦(1/3)

● Role of GNSO council as policy manager for gTLD PDPs and
maintain their integrity

● ポリシー管理者としてgTLDポリシー策定プロセス(PDP)およびその一貫
性を保つ役割
○ 3 heavy ongoing multi-phases processes, RDS. RPM and new gTLD

(including WT5) must finish within the deadline. 現在進行中の3大重要
プロセス：登録ディレクトリサービス（次世代WHOIS）、知財権利
保護メカニズム、新gTLD（作業チーム5を含む）、これらは期限内
に完了させる必要あり

○ Manage workload, ensure the resourcing (staff and volunteers) and WGs
making progress (some WGs are slowed by some participants) 作業負荷

の管理、スタッフおよびボランティアのリソース管理、および作業
部会(WG)の進捗管理

○ Also how to manage non PDPs e.g CCWGs and avoid being bypassed
PDP外プロジェクト(コミュニティ横断WGなど)の管理
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GNSO Council challenges 
GNSO評議会の業務・挑戦(2/3)

● Relation of GNSO with GAC regarding PDPs: WT5 (geonames),
INGO/IGO ／ PDPに関するGNSOとGACの交渉：新gTLD WG
WT5(地名)、国際非政府組織(INGO)／国際機関(IGO)
○ Getting GAC to participate in early stage of PDPs, avoid

contradictory advices to board about PDPs ／ PDPの初期段
階でGACに参加してもらうこと、PDPについて理事会に
対し矛盾する助言をしないようにしてもらうこと

● First strategical meeting for GNSO Council in LA to plan for
2018 e.g. workload, priorities ／ 2018年にロサンゼルスにて

最初の戦略会議を開催計画中（作業負荷、優先順位付け

などに関して）
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GNSO Council Challenges
GNSO評議会の業務・挑戦(3/3)

● Role of GNSO council post-IANA transition: IANA監督権限

移管後のGNSOの役割：
○ Role in the Empowered Community／Empowered Community

(EC)の一員としての役割
○ The role of council vs Stakeholder Groups / constituency

regarding EC rights e.g. budget petition／評議会とSG/部会間
の取りまとめ：予算などのECの権限に関して

○ Changes in GNSO Operating Procedures due to bylaws changes
and EC e.g. vote thresholds／定款変更およびEC導入に伴う
GNSO運営規則の変更（投票閾値など）

○ Role of GNSO and other SO/AC on managing review processes
e.g. SSR2 ／GNSOおよび他支持組織(SO)・諮問委員会(AC)の
評価プロセス管理に関する役割



|   7

Non-Commercial 非商用 (1/2)
• Civil Society is represented in GNSO via NCSG (Non-Commercial

Stakeholder Group, ncsg.is & @ncsg_icann) and its constituencies
such as NCUC (Non-Commercial Uses Constituency) to represent
non-commercial interests 市民社会はGNSOにおいてNCSG (非商
用ステークホルダーグループ ncsg.is & @ncsg_icann)およびその
配下のNCUC(非商用部会)などの部会を通じて利益が代表され
ている

• NCUC predates NCSG formation and was founded in 1999 among
the first constituencies in DNSO ／ NCUCはNCSG設立前に存在し、
元はDNSO (GNSOの前身)の最初の部会であった
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Non-Commercial 非商用(2/2)
● Members with voting rights can be 投票権を持つメン
バー:
○ Individual : activists, non-commercial users, academics 個

人：活動家、非営利ユーザー、学識経験者
○ Organizations: NGOs, NPO, foundations, universities,

charities, associations, think tanks etc 組織：NGO, NPO、財
団、大学、慈善団体、社団、シンクタンク等

● Examples 例 : Association for Progressive
Communication, Electronic Frontier Foundation,
Wikimedia Foundation, GLOCOM

● Focus on issues related to Human Rights, Privacy,
Development and Access to domain name 人権、プライ

バシー、開発およびドメイン名へのアクセスに焦点
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Non-Commercial Users Constituency
非商用ユーザー部会(1/2)

1. Mobilizes civil society actors to participate in ICANN,
including its working groups and other relevant
processes e.g. reviews, CCWG 市民社会で活動される
方にICANNに参加していただくこと

2. Develops and advocates policy positions ポリシーに関
する立場の構築および唱導

3. Collaborates and interacts with other stakeholders in
ICANN ICANNの他ステークホルダーとの協働・やり
取り
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Non-Commercial Users Constituency
非商用ユーザー部会(2/2)

4. Inform civil society outside ICANN and liaise
with it ／ICANN外の市民社会への啓発お
よび連絡

5. Organizes conferences and events exploring
global Internet governance issues グローバ

ルなインターネットガバナンスに関する
課題について掘り下げる会議・イベント
の企画

www.ncuc.org & @ncuc
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Thanks ありがとうございました
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Privacy  & Data protection
プライバシーおよびデータ保護

Privacy at WHOISにおけるプライバシー
● Concern - treatment of registrant data and access to 

them by different parties 懸念：登録データの扱
いおよび異なった関係者によるアクセス

● Recommending privacy protections  プライバシー
保護に関する勧告

● Consideration of data protection regulations データ
保護規制の検討

● Concerns all registrants, in particular activists and 
NGOs すべての登録者、特に活動家とNGOにお
ける懸念
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Human Rights 人権
● ICANN developed policies may have impact on Human

Rights e.g freedom of expression. ICANNは人権に影響
を与える可能性のあるポリシー(例：表現の自由)を
策定した

● Cross Community Working Party on ICANN Corporate
and Social Responsibility to Respect Human Rights. 人
権を尊重するICANNの法人および社会的責任に関す
るコミュニティ横断作業グループ
○ Working party to consider and make recommendations

about the implications of ICANN‘s work and policies on
human rights 人権に関するICANNの任務およびポリシー
の影響について検討し勧告を作成する作業グループ

○ Active in the ICANN Accountability work
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Access to Knowledge 知識へのアクセス

Access to knowledge and trademarks 知識およ
び商標へのアクセス

● Tension between freedom of expression and 
trademark rights/intellectual property 表現の自由
と商標権／知的財産権との緊張関係

● Seeking balance in domain policy and dispute 
resolution, currently protecting more the trademark 
holders ドメインポリシーと紛争解決（現在商標

保持者をより保護）間のバランスを取ることに
努める
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Development 開発
Development and underserved communities 開発とサ
ービスが十分行き届いていないコミュニティ
● Lack of participation by stakeholders from developing

countries and regions, their issues are under represented 開

発途上国・地域からのステークホルダーによる参加の
欠如

● Development of internationalized domain names (IDNs) 国際
化ドメイン名(IDN)の開発

● Access to new gTLDs e.g. for communities, non for profits 新
gTLDへの(コミュニティ、非営利団体などによる)アクセ
ス

● More registrars in developing countries to respond to local
needs 地域のニーズに応えるため開発途上国により多く
のレジストラを
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