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GNSO評議会に関する最新状況
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GNSO評議会に関する最新情報 (1/2)
GNSO評議会は（ICANN68会期中の）6月24日に会合を開催しました。議題は次の通り

です。

◉ gTLD登録データに関するEPDPのフェーズ2に関連する優先順位2の項目に関す

るプロジェクト変更要求と次の段階

◉ 新gTLD オークション収益に関するコミュニティ横断WGの最終報告書

◉ ICANNの説明責任強化に関するコミュニティ横断WG作業ストリーム2の成果に関

するGNSOの実装義務、およびGNSO評議会が次の段階を計画する際に必要なさ

らなる情報

◉ 独立評価プロセス常設パネルのメンバー選定を担当するグループの設立

◉ GNSO評議会の作業計画およびプログラム管理の労力に関するGNSOの作業の

優先順位付け

◉ GNSO評議会に伝えられた、登録ディレクトリサービス評価チームからの勧告に関

する、ICANN理事会への返答案

◉ （レジストラ）移転ポリシーに関する課題報告書を要求する決議を可決
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GNSO評議会に関する最新情報 (2/2)

GNSO評議会とICANN理事会は、以下に焦点を当てた合同会議を開催しました。

• ICANN理事会が検討している保留中のコンセンサスポリシーの勧告の評価。これ

には、現在の状況、検討のための依存関係、および可能な次の段階についての共

通理解を求めることを含みます。

• マルチステークホルダーモデルの進化に関する最新情報

• DNS abuseについて、DNS abuseが何を意味するかのレベル設定の必要性、

DNS abuseに対抗するために必要な他のツールの決定、コミュニティがこれらのツ

ールをどのように開発または強化することができるかの検討、およびこれらの行動

におけるGNSOの潜在的な役割の検討を含みます。

GNSOは、主に次の議題に関する、国別コードドメイン名支持組織（ccNSO）との会合を

開催しました。

• IDN ccTLD文字列の(脱)選択に関する4回目の国別コードポリシー策定プロセス

• 2021会計年度予算及び5ヵ年運営計画の採択手続きに関するICANN理事会への

書簡（案の議論）

• 顧客常設委員会(Customer Standing Committee, CSC)の正会員名簿の承認
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gTLD登録データの暫定仕様に関する
迅速ポリシー策定プロセス(EPDP)
検討状況
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EPDPフェーズ2

フェーズ2の対象範囲

• 公開されていない登録データへの標準化されたアク

セス／開示のためのシステム(SSAD)に関する議論

（優先度1）
• gTLD登録データに関する暫定仕様書の附属文書に

記載されている問題

• 法人と自然人の比較、都市項目の再編集などの、フェ

ーズ1から延期された問題（優先度2）
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EPDP at ICANN68

• フェーズ2のEPDPチームは、ICANN68期間中にセッションを開催しませ
んでした。EPDPチームは、最終報告書に向けて作業を続けるために、
2020年6月23日（火）に標準時間内に会合を開きました。

• 進化のためのメカニズム（勧告19）に関するモデル案について議論を継続
するために、関心のあるEPDPチームメンバーによる小チームが6月22日
（月）に会合を開きました。

• EPDPチームは、GNSO評議会にプロジェクト変更要求(PCR)を提出しま
した。その中で、クリティカルパス項目（例：gTLD登録データの標準化アク
セス／開示システム）に関する最終報告書の提出期限を6月11日から7月
31日まで延長するよう求めました。

• Janis Karklins氏は、7月上旬までにEPDPチームチェアを退任しました。
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EPDPフェーズ2 – 概要タイムライン（7月31日現在）

プロジェクト管理、作業計
画および進捗早見表

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

スケジュールの遅れ

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
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ICANN68以降の最新状況

◉ EPDPチームは、最終報告書の草案を見直し、各団体から指

摘された「納得できない」項目をどのように解決するかについ
て審議を続けました。

◉ ポリシー提案に関するコンセンサスの認定は、各グループの
意見に基づいて、暫定議長により行われました。コンセンサス
の認定は、GNSO作業部会のガイドラインに従っています。

◉ EPDPチームは最終報告書を発表し、GNSO評議会の検討と
承認を得るために、期限（7月31日）までに提出しました。各グ

ループはまた、報告書に添付された少数意見を提出しました。
追加の少数意見の締め切りは8月24日です。

◉ 残りの優先度2の項目：正確性、法人対個人、統一された匿名

化されたメールアドレスを持つユニークな連絡先の実現可能
性は、次の段階としてそれらに対処する方法についてGNSO
評議会で議論されています。



| 10

最終勧告 (1/2)
番
号

勧告 議長が提案する名称 勧告または勧告の一部分を支持しないグ
ループ

#1 認定 フルコンセンサス

#2 政府団体の認定 フルコンセンサス

#3 要求の基準及び内容 フルコンセンサス

#4 承認および受領 フルコンセンサス

#5 応答要求 強い支持だが顕著な反対 GAC (正確性)、IPC、BC

#6 優先順位のレベル 意見の相違 GAC、BC、IPC 、ALAC (以上6.2不支持)
SSAC

#7 要求者の目的 コンセンサス NCSG (脚注除去要件付)
#8 契約者承認 強い支持だが顕著な反対 GAC (正確性と8.17への反対)、IPC、BC

#9 SSAD処理の自動化 強い支持だが顕著な反対 IPC、BC、ALAC

#10 SSADの応答時間に関
する変数のSLAの決定

強い支持だが顕著な反対 RrSG (至急要求へのSLAを支持せず)
SSAC
IPC
BC
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最終勧告(2/2)
番号 勧告 議長が提案する名称 勧告または勧告の一部分

を支持しないグループ
#12 開示要求 強い支持だが顕著な反対 GAC (正確さ)

SSAC
#13 照会方針 フルコンセンサス

#14 財政的安定性 意見の相違 ALAC 
GAC
SSAC
IPC
BC

#15 ログ保存 フルコンセンサス

#16 監査 フルコンセンサス

#17 報告要求 フルコンセンサス

#18 GNSO常設委員会を使ったSSADに関
するポリシー勧告の実装評価

強い支持だが顕著な反対 ALAC 
BC
IPC
GAC

#19 提携しているプライバシー／プロ
キシープロバイダーの情報表示

フルコンセンサス

#20 都市項目 コンセンサス NCSG 
#21 データ保持 フルコンセンサス

#22 目的 2 コンセンサス NCSG
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より詳しく知りたい方向けの情報

◉ 資料
◉ フェーズ2基礎的要素：https://community.icann.org/x/k5ICBw 
◉ EPDPWebページ： https://go.icann.org/2O8UTP6
◉ EPDP作業スペース： https://go.icann.org/2LKujuF
◉ EPDPチャーター： https://go.icann.org/2MsBAAx

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