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Comments by the Government of Japan
on the Continued Transition of the Technical Coordination and Management
of the Internet Domain Name and Addressing System

The Government of Japan appreciates this opportunity to provide comments on “The
Continued Transition of the Technical Coordination and Management of the Internet Domain
Name and Addressing System” by the National Telecommunications and Information
Administration (NTIA), United States Department of Commerce.
The Government of Japan recognizes the commitment of the U.S. government to the secure
and stable operation of the Internet.
The commercial aspect of the Internet has successfully achieved dramatic progress by private
initiatives. Internet resource management has been stably operated under the existing
structure. Having recognized that the Internet has become a significant infrastructure in
current life, it is expected that the operation of Internet resource management be more stable
and secure in the future. Therefore, the Government of Japan believes that the governance
mechanism of Internet resources should be improved based on the current structure in an
evolutionary manner.
Furthermore, domain names and IP addresses have come in use more widely in many
countries as Internet has spread. Under these circumstances, the decisions made by ICANN
have an international influence in terms of public policy perspectives. The Government of
Japan is of the view that it is significant for ICANN to achieve internationalization, in which
ICANN is held accountable and responsive to all governments, especially to developing
countries.
In addition, international organizations, such as ITU, WIPO, UNESCO and the United
Nations, have performed an important role within their missions with regard to issues relating
to the Internet. The Government of Japan expects further cooperation between these
organizations and ICANN.
The Government of Japan is pleased to provide these comments on the NTIA’s NOI.
Government of Japan welcomes further discussion to be made on this matter.

The

日本政府コメント（仮訳）
日本政府は、米国商務省電気通信情報庁（NTIA）の「インターネットドメイン名とア
ドレスシステムの技術的調整及び管理の継続的移行」に関するコメント提出の機会提
供に感謝している。
日本政府は、これまで米国政府の果たして来たインターネット運営に対する secure
and stable operation へのコミットメントを認識している。
インターネットのビジネス的側面は民間主導で成功裏に劇的な発展を遂げてきた。ま
た、現在、インターネットの資源管理は現行の体制のもと、安定的に運用されている。
今やインターネットは重要なインフラストラクチャであるという認識に基づき、イン
ターネット資源管理の運営は、今後もますます安定的かつ確実に運用されることが期
待される。従って、インターネット資源のガバナンスメカニズムについては、引き続
き漸進的な方法により、既存の構造を基礎とした改善を行うことが必要である。
さらに、インターネットの広がりとともに、様々な国でドメイン名やＩＰアドレスが
利用されており、ICANN の行った意志決定が世界的な公共政策上の影響を及ぼして
いる。このため、インターネット資源管理の体制の検討にあたっては、ICANN が
internationalization を実現し、特に途上国を含む全ての政府に対し説明責任を果たし、
その声に迅速に対応することが重要である。
また、インターネットに関係する様々な課題について、既存の国際機関である ITU、
WIPO、UNESCO、国連等が、これまでもそれぞれのミッションに従って重要な役割
を果たしてきており、これらの機関と ICANN がこれまで以上に協力していくことが
期待される。
日本政府は NTIA の NOI に対し上述の意見を提出する。また、この問題についての更
なる議論を歓迎する。

