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規模の大小を問わずあらゆる企業
にとって、インターネットの安定
性、予測可能性および安全性は、ビ
ジネス成功の重要な鍵となるもので
す。ICANN のビジネス部会（Business 
Constituency, BC）に参加することで、
ICANN のポリシー決定プロセスに関与
し、影響を与えることができます。BC
を通じ、ビジネス界に影響を与えるイ
ンターネットポリシーについて、また、
インターネットが国、地域、そして世
界のさまざまなビジネスにもたらす便
益について知見を得ることができます。

ICANN は、マルチステークホルダーに
よるガバナンスの下で、世界的に見て
も極めてユニークで革新的な取り組み
を行っています。企業、技術コミュニ
ティ、市民社会と NGO、個人、政府機関、
国際機関および政府間機関の参加と協
力を得て、ICANN は課題分析、コンセ
ンサス形成およびボトムアップによる
ポリシー提案を行います。ICANN での
こうしたプロセスを経て、インターネッ
トの一意な識別子（ドメイン名、IP ア
ドレス、ルートサーバー、プロトコル。
これらは安全で安定したインターネッ
ト運用に必要な技術的要素です）が管

理および調整されています。インター
ネットの世界は技術的で難しいように
思われるかもしれません。しかし、イ
ンターネットの安全で安定した運営は、
オンラインビジネスにとって極めて重
要です。インターネットつまりオンラ
イン環境がインターネット利用者とし
ての貴社のビジネスに影響していると
したら、ICANN そして BC は、まさに
貴社が関与すべき場です。

個人起業家、中小企業、グローバルな
大企業およびビジネス関連の団体や協
会は、すべてインターネットを利用す
るビジネスユーザーです。ICANN で十
分な情報に基づいた説明責任を果たせ
る方針決定と実装を導くため、BC は、
ポリシー検討への参加、エンゲージメ
ント、ポリシー分析といった ICANN 参
画のプラットフォームをメンバーに提
供します。

ICANN においては、BC 以外にも主要
なステークホルダーグループがありま
す。ICANN 内にある他の組織の情報や
ICANN で影響力を発揮する方法といっ
た知見の共有は、BC がメンバーに提
供する重要なサービスのひとつです。

ICANN で数多く見受けられる略語も、
BC がメンバー向けにわかりやすく解説
します！ 

ICANN でビジネスユーザーの意見を
有効に活用するためには、あらゆる
レベルでの皆様のご参加とリーダー
シップが不可欠です。

ビジネスに直接影響を与えるポリシー
の策定および組織としての ICANN のガ
バナンス全般について、BC はビジネス
ユーザーの視点で指摘や助言を行って
います。

BC はまた、幅広いビジネスコミュニ
ティへのアウトリーチと参画の呼びか
けを行っています。BC メンバーの多
くは、広範囲にわたるインターネット
ガバナンスの議論を主導しているリー
ダーです。今年は、ラテンアメリカ、
MENA、ヨーロッパ、アメリカおよび
アフリカ地域で啓発イベントを実施し
ました。また、年間を通じてオンライ
ンでの活動にも取り組み、ICANN との
密接な関係を維持しています。

BC は、ICANN 政府諮問委員会、ICANN
理事会を含む ICANN の各関係者との間
でオープンな対話を重ねています。BC
はまた、ジェネリックドメイン名支
持組織（Generic Names Supporting 
Organization, GNSO）評議委員会の委
員 21 名中 2 名を選出する役割を担っ
ています。さらに、ICANN 理事の選任
を含む ICANN の他の業務も行っていま
す。

ICANN は、コンセンサスに基づくボト
ムアップ型の意思決定組織であり、知
見を有する献身的な関係者からなる
各グループの強力な基盤によって成り
立っています。ICANN の活動には皆様
のご参加が不可欠なのです。 

インターネット運用の安定性、予測可
能性および安全性は、規模の大小を問
わず全ての企業にとって成功の重要な
鍵となるものです。アウトリーチに注
力し、ビジネスユーザーの参加を強化
するため、BC は ICANN と緊密に連携
しています。BC のイベントにお運び
いただき、ICANN をビジネス界でより
深く周知するために BC が取り組んで
いることをご覧いただければ幸いです。
ICANN に重要な貢献を行っている BC
の一員として、皆様を歓迎いたします。

ICANN（Internet Corporation for Assigned Names and Numbers）は、
インターネットの安全性、安定性および相互運用性の維持を目的として、世
界中から集まった人々の協力により運営されている非営利法人です。ICANN
は、競争を促進し、インターネットの一意な識別子に関するポリシーを策
定しています。インターネットで通信するためには、コンピューターにアド
レス（名前または番号）を入力する必要があります。コンピューターが互
いに相手を認識するには、それらのアドレスが一意でなくてはなりません。
ICANN では、このような一意の識別子を世界レベルで調整しています。



ICANN は、皆様の Web サイトおよびビジネスにとって
重要な役割を果たしています
BC のメンバーは、インターネットを介してユーザーをより
よくコンテンツにつなげていくことを目指し、ICANN の内
部・外部の両方と関わっています。ドメイン名と IP アドレ
スの割り振りの調整は、ICANN の中核をなす機能のひとつ
です。ICANN はトップレベルドメインの割り振りを行って
います。最近では、インターネットの安定性を維持しつつ、
1500 以上の新しいドメイン（「文字列」とも呼ばれます）
を導入しました。また、韓国語文字、中国語文字、アラビ
ア文字およびキリル文字といったラテン文字以外の文字列
の割り振りにも優先的に取り組んできました。BC は、こう
したポリシーの策定プロセスに関与し、合法的な企業にとっ
て深刻な問題である詐欺や悪用に結びついたドメイン名の
問題など、新ドメインの展開で直面するあらゆる課題にも
取り組んでいます。

貴社では e コマースを利用し、オンラインサービスやア
プリケーションをユーザーに提供していますか？
BC に所属する企業インターネットユーザーの関心事は、イ
ンターネットの安定性、信頼性および耐障害性の維持、そ
して e コマースプラットフォームの確保です。ICANN に参
加することでこうした目的の実現を助け、ICANN 自体をよ
り有効な組織にし、そのアカウンタビリティと透明性を向
上させることができます。ビジネスユーザーにとっては、安
定した安全なインターネットと e コマース体験が重要です。
これらは、世界レベルでユーザーやお客様にサービスを提
供する基礎となるものです。ICANN と BC に参加することで、
貴社がビジネス界を代表してより良い変化をもたらすこと
が可能になります。
 
民間部門が ICANN を通じて今後もインターネットの発
展を先導できるようご支援ください
いま、現実の脅威があります。ビジネスユーザーが意見を表
明しなければ、ドメイン名と IP アドレスのガバナンスおよ
び調整機能は、ICANN から政府機関に取って代わられる可
能性があります。また、そうした機能の実施や意思決定が「政
府間」で行われるようになるかもしれません。ICANN が採
用している民間主導、マルチステークホルダーによるガバ
ナンスモデルに何らかの変化が生じた場合、意思決定に時
間がかかるようになることが考えられます。そして、これま
でインターネットを構築および運営してきた商業部門の要
望が制限される可能性もあります。 

ICANN はインターネットガバナンス・エコシステムの一部
BC は、ICANN 内でインターネットガバナンスに関するコ
ミュニティ横断ワーキンググループに参加しています。他方、
ICANN の外ではビジネスユーザーの意見を積極的に取り入
れるため他の組織や団体と連携しています。

ICANN のビジネス部会に参加す
る理由とは？ BC は、GNSO 非契約者会議に設置された商用ステークホル

ダーグループ（Commercial Stakeholder Group, CSG）の
一員です。BC はインターネットのビジネスユーザーを代表
する組織であり、1999 年に部会として設立されました。
ジェネリックトップレベルドメイン（Generic Top Level 
Domain, gTLD）のポリシーは、GNSO が作り出し（、そ
の実装後は変更を勧告し）ています。gTLD は、ドメイン名
の「.（ドット）」の後に続く最も右側の文字列として一般
に知られています（.com や .info など）。かつて gTLD の数
は限られていましたが、現在は状況が大きく異なっていま
す。新 gTLD の導入により、今日、インターネット上には約
1500 の gTLD が存在しています。この「名前空間」拡大は、
複雑で時間のかかる作業を経て実現されたものです。他の
ICANN 関係者組織と協力し、BC では現在、名前空間拡大に
関するポリシーの有効性評価に取り組んでいます。GNSO お
よび GNSO の gTLD ポリシー関連業務の詳細につきまして
は、gnso.icann.org をご覧ください。

BC は、世界各地で開催される ICANN 公開会議の期間中に
対面の会議を主催しています。今後開催される ICANN 公開
会議の詳細につきましては、meetings.icann.org をご参
照ください。

GNSO の一員としての BC

ICANN 公開会議

www.bizconst.org
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BC への加入方法
• 上記 Web サイトにアクセスし、申請フォームをダ

ウンロードしてください。

• BC の目的を説明した憲章をご確認ください。BC は、
ICANN が調整する一意の識別子、すなわちドメイ
ン名および IP アドレスのユーザーを代表していま
す。

• 申請フォームおよび BC の活動に関するお問い合わ
せは、BC 事務局（info-bc@icann.org）宛てに電
子メールでお願いいたします。BC アウトリーチ委
員会の委員がご連絡差し上げます。

www.bizconst.org をご参照ください。または、BC
事務局にお問い合わせください ：
info-bc@icann.org または info@bizconst.org

BC @ ICANN の詳細情報

参考リンク
BC 憲章 ：  https://www.bizconst.org/charter
BC メンバーリスト ：
https://www.bizconst.org/bc-membership-list
BC への参加について ：  
https://www.bizconst.org/joinus

https://www.bizconst.org/bc-membership-list 
https://www.bizconst.org/joinus

