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レジストリ ・ レジストラ	

主なトピック			

	
レジストリ関連	

●	新gTLD統計と.corp/.home/.mail	の委任	
●	ブランドTLDの動向	
●	レジストリサービスレベル モニタリングシステム（MoSAPI）	

	
レジストラ関連	

	

●	Privacy	Proxy	Service	Provider	Accreditation	Program	
●	Whois	Cross	Field	Validation	
●	Thick	Whois	Transition	
●	監査とコンプライアンス通知	

	
	

共通	

●	GDD	Industry	Summit	(5/14-17バンクーバー	)	
●	GDPR	(General	Data	Protection	Regulation)	
● 新gTLD次回ラウンド	
●	Registration	Data	Access	Protocol	(RDAP)	
●	Naming	Service	Portal	
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レジストリ・レジストラ各部会は通常火曜日（ミーティングAとC）に設定されます。	



新gTLDの統計	

2018年3月31日時点 
 

l  1930件の申請のうち、新gTLDレジストリ契約が締結されたのは1245
件。前回ICANN会議からは3件増えたのみ。 

l  1245件の契約のうち、spec13を含む契約（ブランドTLD）は490件、
spec9のCode of Conduct適用除外を受けている契約は78件。 

l  1245件のうち、1230件の新gTLDが委任済み、前回から3件
（.SPORT、.招聘、.LLC）の増加。 

l  1230件の委任済みTLDのうち、コミュニティのカテゴリーが52件、地理
的名称カテゴリーが53件、IDNが95件（1つ以上のカテゴリーに属する
TLDも含む）。コミュニティとIDNが1件ずつ前回より増加。 

l  234件ある文字列競合のうち、未解決は8件。 
.MERCK	.GAY .MUSIC .KIDS/.KID .CPA .SPA .HOTEL 
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.CORP/.HOME/.MAIL	
 

l  これまで申請手続が凍結されていた「.corp」「.home」「.mail」の3TLD
に関して、委任しないと正式に決定。 

l  手続凍結の理由は、企業などがプライベートに社内用のネットワークとし
て利用しているケースが多く、新gTLDとしてパブリックなネットワークで
使うことで、プライベートネットワーク上の3TLDと区別がつかず、情報漏
れの危険性が高く、また混乱を招くことが予想されるから。 

l  これらTLDの申請者は、事前に危険性を分かり得なかったということで、
今回のケースに限って、申請費用全額を払い戻すことを発表。 

l  第二のcorp/home/mailを生まないためにも、Name Collision（名前
衝突）の調査を再度行うことが発表された。調査結果が出るのは早くても
2020年中頃の予定。 
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ブランドTLDの動向	
l  TLD: 566 / 国: 39 / ドメイン登録合計: 12,094 / ドメイン登録平均: 21.37 
l  Full Transition: Barclays, BNP Paribas, Neustar 

20のブランドがホームページをブランドTLDに移行。一般的に誰もが知っている
企業が行なっているケースが多い。CMSの移動、ウェブサイトの再設計、セキュ
リティ強化などのタイミングで実施する企業が多いよう。 

l  Microsite: Google, Amazon.com 
新製品やメインサイト外で単独のドメインとして存在価値がある場合にMicrosite
を作成（例：environment.google, blog.google, .awsの利用）。立ち上げを
迅速に自由に行える。 

l  Social Media: .citi, .hsbc, .philips, .prudential 
短くてブランドTLDを利用したドメインを利用（例：on.citi, grp.hsbc, 
to.philips, on.pru）。 

l  Redirect: Ford 
メインサイトへのリダイレクトだけでなく、見せたいコンテンツへ効率よく導くために
ブランドTLDを利用。（例：︎ [http://corporate.ford.com/careers.htmlford.com/jobs]
と[careers.ford]） 
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Privacy	Proxy	Service	Provider	
Accreditation	Program	1/3	

l  Privacy Service: Registered Name Holderはユーザー情報だが、
それ以外はサービスプロバイダーによる情報。 

l  Proxy Service: Registered Name Holderを含む全ての情報が
サービスプロバイダーによるもの。 

l  Privacy and Proxy Service (P/Pサービス) を提供するにあたり、
ICANNの認定を受けなければ提供できないようにする取り組みが進め
られている。  

l  現在は2013年RAAの暫定仕様に基づいてP/Pサービスが提供されて
いる。暫定仕様は2017年1月に無効となったが、その後1年ずつ延長さ
れて現在にいたる。 

l  2017年10月にP/Pサービス公認アグリーメントのドラフト及び申請ガイド
が公表された。 
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Privacy	Proxy	Service	Provider	
Accreditation	Program	2/3	
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2018年5-6月に延期	 初回申請期間:	3ヶ月	
初回の申請期
間後は、いつで
も申請できるよ
うになります。	
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Privacy	Proxy	Service	Provider	
Accreditation	Program	3/3	

公認プロバイダー費用（ICANNのファイナンスチーム分析による） 
l  申請費用: 3,500 USドル 
l  年間費用: 4,000 USドル 

公認プロバイダーの要件 
l  アグリーメントで規定されるデータ管理や開示の方法を遵守する。 

Ø  “High Priority”とカテゴライズされた開示要求に対しては、24時間以内に
対応しなければならない。 

Ø  “High Priority”の定義：人命、深刻な体の傷害、重大なインフラへの脅威、
子どもの搾取、に関わることに限定。 

l  コンプライアンス遵守確認のために自己査定を行い、毎年1月20日まで
に証明書を提出する。 

l  ICANNによる定期的な監査がある。 
 
 

	



l  2014年2月に、全てのレジストリが「Thick」WHOISを採用することが決
定され、これまでThin WHOISで運用されていた.COM、.NET、.JOBS 
（全てVerisign管理） のThick WHOISへの移行に向けた作業を開始し
ている。 

l  レジストリであるVerisignが、今回のThick WHOISへの移行に関連して
レジストリ・レジストラ間の契約書の改定を行なっていたが、改定内容に
GDPRの影響が考慮されていなかったために修正が必要となり、契約書
の改定作業も遅れている。 
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Thick	Whois	PDP	1/2	



Thick	WHOIS	PDP	2/2	
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監査とコンプライアンス通知	

ICANNによる監査 
l  通常は年2回の割合 
l  前回2017年9月の監査では、21カ国59のレジストラが監査対象 
l  次のレジストラ向け監査は2018年4月予定だが、GDPRの影響で遅れ

る可能性あり 

コンプライアンス通知 
l  コンプライアンス規定に違反することがあった場合、またはその疑いがあ

る場合などに、ICANN Contractual Complianceチームから通知が
届く 

l  レジストラはコンプライアンスチームの対応や案件管理に不満があり、
ICANNとのClosed Sessionで報告。 
Ø  レスポンスが遅い / 返信がない / 回答受理の確認がない / 既に提供した情報に対し

て再問い合わせ / 通知の情報が不十分 / 同じ案件に2度の通知 

 
 

	



GDD	Industry	Summit	
 

l  第4回 GDD Industry Summit 
日時：2018年5月14日〜17日 
場所：バンクーバー 

l  GDDサミットは、ICANN会議ではカバーしきれない、レジストリ・レジスト
ラの商業的な面やネットワーキングに重点を置いたミーティングで、セッ
ションの内容はレジストリ・レジストラの希望を取り入れて決定する。 

l  セッションの初日と最終日などに、ICANNスタッフとミーティングができる
時間帯が設けられている。 

l  次回2019年の開催はアジア・太平洋地域、2020年はヨーロッパで開催
することが決定している。 
過去の開催地： ロサンゼルス、アムステルダム、マドリード 
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参考	
l  新gTLD	Delegated	Strings:	

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/delegated-strings	
l  新gTLD	Current	Statistics:	

https://newgtlds.icann.org/en/program-status/statistics	
l  .App	domains	are	off	to	a	strong	start	with	brands	

https://domainnamewire.com/2018/04/19/app-domains-are-off-to-a-strong-start-with-
brands/	

l  ブランドTLD:	
https://statshub.makeway.world	
http://brandregistrygroup.org/brgicann61-highlights/	

l  GDD	Industry	Summit:	
https://www.icann.org/gddsummit		

l  Privacy	and	Proxy	Service	Provider	Accreditation	Program:		
								https://community.icann.org/display/IRT/Reference+Materials	
l  GNSO	Policy	Development	Process	Updates:	

https://gnso.icann.org/en/issues/pdp-updates	
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お問い合わせ	
gTLD@interlink.ad.jp	


