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フェーズ2概要タイムライン

スケジュールの遅れ

初回報告書作成作業

最終報告書の評議会での検討

優先順位1の項目検討 優先順位2の項目検討(1)

初回報告書意見募集 意見募集結果のレビューと最終報
告書の提出

理事会検討前の意見募
集

理事会による検討

優先順位1 – 未計画

プロジェクト管理、作業計
画および進捗早見表

(1) 優先順位2の項目は完成日によっては、または別途提示することで、初期／最終報告書の優先順位1のものとまとめられる可能性あり
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現在の難題・課題 What are the current challenges and issues?

• 多くのグループが作業をハイペースで継続すべきと思っているが、こ
のペースに沿って締め切りに遅れないようにするのは難題。While many
groups believe the work should continue at a rapid pace, keeping up with the deadlines that are
associated with this pace has proven challenging. We already explored several scenarios regarding
the completion and adjusting the timeline.

• EPDP法務委員会はどの質問を外部の法律顧問に提示すべきかについ

て議論および優先順位付けを行った。法務関連予算が限られているの
で優先順位付けが必要。The EPDP Legal Committee has spent many meetings discussing
and prioritizing which questions should be posed to outside counsel. Prioritization is necessary due to
the limited legal budget.

• 新たな完成目標が2020年1月末となった、初回報告書向けの勧告案を

固めるのにかなりの作業が必要ということが見えており、集中、妥協、
相互理解が必要となる。The group has still significant work ahead to solidify draft
recommendations for an Initial Report by the new target date, end of January, which will require
dedication, compromise and mutual understanding.

• EPDPチームは優先順位2の課題（法人対個人、「市町村」項目の除去

など）については時間とリソースが限られているため作業不能。The
EPDP Team has been unable to work on Priority 2 issues (legal vs. natural, redaction of city field,
etc.) due to limited time and bandwidth.
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• 非公開登録データの問い合わせ者に関する実在ユースケースのレビューの結果、
EPDPチームは様々な課題にわたる基礎的要素とポリシー原則を構築するための

共通のテーマを抽出した。Following review of several real-life use cases for requestors of nonpublic registration 
data, the EPDP Team distilled common themes to develop building blocks and policy principles on a variety of topics. 

• 基礎的要素には非公開登録データを要求する目的、登録者の認定／認証、利用者
の分類、問い合わせポリシー、利用規約などが含まれる。The building blocks include, among 
others, purposes for requesting nonpublic registration data, accreditation of requestors, categorization of users, content of
requests, query policy, acceptable use policy, etc. 

• 基礎的要素は2020年2月公開を目標にしているEPDPチームの初回報告書中の、

ポリシー勧告案を作り上げるのに使われている。The building blocks are used to form the draft 
policy recommendations in the EPDP Team’s Initial Report, which is now targeted to be published in Early February 2020.

• 優先順位2の項目については可能であれば並行して取り組む予定 Priority 2 items to be 
addressed in parallel, if/where possible

フェーズ2の対象領域 Phase 2 scope:
○ 非公開登録データへの標準化アクセス／開示システムに関する議論（優

先順位1）Discussion of a system for standardized access/disclosure to nonpublic registration data. (Priority 1)

○ 「gTLD登録データに関する暫定仕様」の付属文書に記載された課題
Issues noted in the Annex to the Temporary Specification for gTLD Registration Data.

○ 法人対個人、市町村項目の改訂など、フェーズ1から先送りされた課題

（優先順位2）Issues deferred from Phase 1, such as legal vs. natural persons, redaction of city field, etc. (Priority 2)
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会期中セッション Meetings

迅速ポリシー策定プロセス(Expedited Policy Development Process, EPDP)チー
ムはICANN66会期中に次の4つのセッションを開催しました。

◉ Saturday, 2 November from 08:30-18:30 

◉ Sunday, 3 November from 17:00-18:30 

◉ Monday, 4 November from 15:15-18:30 

◉ Thursday, 7 November from 13:30-15:00

それに加え、コミュニティにEPDPチームによってなされた成果物を提示し意見を得
るための機会として、11月4日にプレナリーセッションが開催されました。

In addition, there was a plenary session for Monday 4 November as opportunity to present to the community the 
work done by EPDP team and get input. 
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「ハンバーガー」モデル The “Hamburger” Model
上側のパン TOP BUN = 要
求側、非公開gTLD登録デ

ータへのアクセスを要求
する個人または法人
the “demand side”, which are 
individuals or entities that request 
access to non-public gTLD 
registration data. 

中身 BURGER PATTY = 要求側と

提供側間の相互作用の様相を
決定する、基準およびアクセ
ス／開示に関する標準システ
ム(SSAD)またはそのインター
フェース SSAD or the interface that 
determines the interaction modalities 
between the demand and supply side

下側のパン BOTTOM BUN = 
提供側、gTLD登録データ

を保持しているレジスト
リおよびレジストラ
the supply side, which are registries 
and registrars that hold gTLD 
registration data. 

基礎的要素 Building blocks:
a. 基準およびアクセス／開示に

関する標準システム Criteria and 
content of requests

b. 目的 Purposes
c. 利用者集団 User groups
d. 利用規約 Acceptable use policy
e. データの保持と破壊 Retention 

and destruction of data
f. 認定／認証 Accreditation
g. 応答仕様／期待値（時間帯／

SLAを含む） Response 
requirements / expectations, incl. 
timeline/SLAs

h. 検索問い合わせポリシー

Query policy
i. SSADリクエストへの受領確

認 Receipt of acknowledgement
j. 利用規約／開示契約／プライ

バシーポリシー Terms of use / 
disclosure agreements / privacy policies

k. 財政的健全性 Financial 
sustainability

l. 自動化 Automation
m. 監査要件 Audit requirements
n. ログ記録要件 Logging 

requirements
o. データ主体の権利 Rights of data 

subject
p. ポリシー原則 Policy principles

未決定事項 To be decided: 決定を行う際に

誰が責任を持つかについて開示するか
どうか

To disclose or not - who will be responsible for making the 
determination?
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更なる情報 Further Information

◉ Resources

◉ Phase 2 Building Blocks: https://community.icann.org/x/k5ICBw 
◉ EPDP Initial Report: https://go.icann.org/2E6DEbh
◉ EPDP Final Report: https://go.icann.org/2TNA63g
◉ EPDP Webpage: https://go.icann.org/2O8UTP6
◉ EPDP Workspace: https://go.icann.org/2LKujuF
◉ EPDP Charter: https://go.icann.org/2MsBAAx

https://go.icann.org/2E6DEbh
https://go.icann.org/2TNA63g
https://go.icann.org/2O8UTP6
https://go.icann.org/2LKujuF
https://go.icann.org/2MsBAAx
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