
インターネットの安定・円滑な運

用には，インターネット上で利用さ

れるドメイン名，IPアドレス，AS番

号といった資源の管理が重要な役割

を果たします．これらのインターネッ

ト資源は，ICANNを中心とする各組

織によって一元的に管理されていま

す．ここでは，インターネット資源

管理の現状について報告します．

多数の国，多くの組織が接続されて
いるインターネットにおいてエンドホス
トどうしが通信するためには，それぞ
れのホストが共通のプロトコル〔IP
（Internet Protcol）〕を使用すること
はもちろんですが，そのプロトコルで使
用する各種番号も，一元的に管理さ
れていなければなりません．例えばIP
の場合では，IPプロトコルで利用され
る各種番号（上位プロトコルの番号，
TCP，UDPのポート番号等）は統一
されている必要があり，エンドホスト
の住所にあたるIPアドレスや，組織の
識別番号であるAS（Autonomous
System）番号，インターネットで利用
される名前であるドメイン名（FQDN:
Fully Qualified Domain Name）
は全世界的に一意である必要がありま
す．インターネットにおいては，これら
の番号等のインターネット資源は
ICANN（Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers）
と呼ばれる組織が一元的に管理してい
ます．

インターネットは米国のARPANET
に由来しており，運営資金等，米国に
依存していたI A N A（ I n t e r n e t
Assigned Number Authority）に
おいてインターネット資源の管理が実
施されていました．インターネットが世
界的に広まるにつれ，中立の運用組織
の必要性が高まり，1998年10月にイ
ンターネット資源の管理・調整を実施
する国際的な民間非営利法人である
ICANNが設立されました．設立後も，
米国との契約のもと〔直近では，米国
商 務 省 と JPA（ Joint Project
Agreement）を結んでいました〕に
あったことや，本拠地がカリフォルニ
アにあることから，米国主導を脱却で
きていない，との批判がありましたが，
2009年10月に，米国商務省とJPAに
代わるAffirmation of Commitments
を締結し（1），米国主導からの転換が

図られています．

図１に，ICANNの組織構造を示し
ます．ICANNの理事会は，投票権の
ある15名と，投票権のない６名の理事
により構成されています．投票権のあ
る理事は，ICANNの選出委員会
（NomCom: Nominating Committee）
が応募に基づいて選出する８名と，３
つのICANN支持組織（ SO: Sup-
porting Organization）である，ア
ドレス支持組織（ASO: Address
Supporting Organization），一般
ドメイン名支持組織（GNSO: Generic
Names Supporting Organization），
国別ドメイン名支持組織（ccNSO:
Country Code Names Supporting
Organization）が選出する２名ずつ
の計６名，およびICANN CEO１名
からなります．そのほか，国際調整を
円滑に進め，インターネットの安定運

NTT技術ジャーナル 2010.148

グローバルスタンダード最前線

インターネット資源管理組織
（ICANN/RIR）の動向

インターネットと
資源管理

図１　ICANNの構造 

リエゾン（６名） ICANN理事会 

RIR 
AfriNIC 
APNIC 
ARIN 
LACNIC 
RIPE NCC

6部会 
Commercial  
& Business 
gTLD  
Registries 
Registrars 
ISP 等 

ccTLDレジ 
ストリ 
　.cn 
　.kr 
　.jp 
　.uk 
　等 

President/CEO

ICANNスタッフ 

出典：http://www.icann.org/en/about/  より作成 

ICANN  
選出委員会 

政府諮問委員会 
（GAC） 

技術リエゾング 
ループ（TLG） 

IETF

ルートサーバシステム 
運用委員会（RSSAC） 

セキュリティ&安定性 
諮問委員会（SSAC） 

At Large 諮問委員会 
（ALAC） 

CEO 
（１名） 

ASO 
（２名） 

GNSO 
（２名） 

ccNSO 
（２名） NomCom（８名） 

ASO GNSO ccNSO

藤崎 智宏
ふじさき ともひろ

NTT情報流通プラットフォーム研究所

ICANNの歴史
ICANNの構造



用，外部組織とのリエゾンを図るため
の５名の理事〔ルートサーバシステム
諮問委員会（RSSAC），セキュリティ&
安定性諮問委員会（SSAC），At Large
諮問委員会（ALAC），IETFリエゾ
ン，技術リエゾングループ（TLG，
ITU-TやW3Cとのリエゾン）〕，およ
び，各国政府がICANNに対して意見
提起をするための組織である政府諮
問委員会（GAC: Governmental
Advisory Committee）より１名の理
事により，各種の議論が実施されます．

ICANNの役割は，一義的にはイン
ターネット資源の管理です．ICANN
の定款（2）には，ミッションとして，
① インターネットにおける，以下
の３つの一意な識別子の割り振
り・割り当ての調整
・ドメイン名
・IPアドレス，自律システム（AS）
番号
・プロトコルポート番号，パラ
メータ番号

② DNSルートネームサーバシステ
ムの運用と発展に関する調整
③ これらの技術的役割に関連する
ポリシー策定に関する合理的・適
切な調整

が挙げられています．

ICANNにおけるポリシー調整は，
それぞれの支持組織から理事会に提出
される提案をベースに実施されます．
各支持組織では，内部で意見の調整
を図り，ICANNの理事会を通すこと
でインターネット資源管理のポリシー
（ICANNレベルのポリシーは，特にグ

ローバルポリシーと呼ばれることがあり
ます）が策定・変更されることになり
ます（支持組織の１つである，ASOに
おけるポリシー策定については後述し
ます）．ICANNに関与するためには，
年３回開催されるオンサイトミーティ
ングに参加することはもちろんですが，
ICANN関連のメーリングリストでの意
見提起や，ICANNのWebサイト（3）

にて募集される，パブリックコメント
への応募などが利用できます．特に，
オンサイトのミーティングは，参加費
は無料（2009年現在）となっており，
参加者が直接ICANNの理事会に意見
提起できるようなセッション（パブリッ
クフォーラム等）も多数設けられてい
ます．また，各支持組織の内部ミー
ティングなど，ほとんどの会合は誰で
も参加できるようになっており，通例
最終日に開催されるICANN理事会
は，ステージ上にすべての理事が並び
（写真），公衆の面前で議論，議決を
するような形態となっています．

2009年10月25日～30日まで韓国
のソウルで実施された第36回ICANN
ミーティングの理事会において，「国際
化ドメイン名（Internat ional ized
Domain Names）」の導入が承認さ
れました（4）．これで，従来はアルファ
ベット表記のみだったドメイン名に対
して，各国の言語における表記が可能
になります．日本でも，「日本ドメイン
名事業者協会」が発足しており，「.日
本（ドット日本）」の導入に向けた検
討が進んでいます．ICANNでの決定
を受け，導入プロセスが加速されると
思われます．その他，ドメイン名に関
しては，「トップレベルドメインの開放」
が検討されています．従来，トップレ

ベルドメインの追加は，応募ベースで
用途ごとにICANNが選考を実施して
いましたが，これを一般向けに開放し，
自由なドメインを取得できるようにし
よう，というものです．応募できるの
は，ドメイン名を他組織に配布する
「ドメイン名レジストリ」であり，特定
の企業や個人が取得できるものではあ
りませんが，多くの応募が想定されて
います．当初，2009年中には募集を
開始する予定でしたが，公開された
「応募ガイドブック第三版」（5）につい
て，多くの意見が寄せられたため，そ
の検討が必要となり，延期されること
になりました．議論になっている主な
点としては，
・商標権の問題（T r a d em a r k
protection）
・不正な契約の排除に関する問題
（Malicious Conduct）
・DNSのルートサーバの容量問題
（DNS Route Server Scaling）
・レジストリ，レジストラの分離問
題 （ Registry and Registrar
Separation）

などです．それぞれが多くの課題を抱
えており，さまざまな意見の調整が必
要な状態で，2009年度中の解決を予
定していますが，まだ時間がかかりそ
うな感もあります．
IPアドレス関連では，2009年３月
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のメキシコシティにおける第34回
ICANNミーティングにて，“Global
Policy for the Allocation of the
Remaining IPv4 Address Space”（6）

というグローバルポリシーが成立してい
ます．これはIPv4アドレスの在庫枯渇
に向けたポリシーで，各地域レジストリ
（RIR: Regional Internet Registries）
（後述）ごとに，IPv4アドレスを/8
（IPv4アドレス32 bitのうち，上から
８bit分のネットワークプレフィックス）
ずつ予約しておき，IPv4アドレスの在
庫がなくなった時点でその/8 をそれぞ
れのRIRに割り振ってICANNのアドレ
ス在庫をなくす，というものです．各
RIRごとにIPv4アドレスを必ず/8 確保
できることで，枯渇に対する対策をし
やすくするねらいがあります．

ICANN（IANA）は，IPアドレス，
AS番号といった資源の分配をRIRに委
譲しています．世界に５つ存在する
R I Rは，それぞれの地域内のL I R
（Local Internet Registries），ISP
等からのIPアドレス要求に対して，審
査のうえ，必要量を割り振っています．
図２に，IPアドレスの管理構造を示し
ます．ICANNから各地域RIRへは現
状，/8 単位での割り振りが実施され
ており，RIRのIPv4アドレスプールが
少なくなると，２個の/8がRIRに対し
て割り振られることになっています
（2009年９月現在の配布規約による）．
また，RIRは，ICANNのASOを構成
しており，ICANNのIPアドレス・AS番
号の管理ポリシーに対して意見を提起
する主体になっているほか，それぞれ
の地域内にポリシーを議論するフォー
ラムを設け，IPアドレス・AS番号管
理ポリシーの議論主体にもなっていま

す．ICANNにおけるIPアドレス・AS
番号に関するグローバルポリシーの制
定・改正が必要な場合には，各地域
のポリシーフォーラムでの合意が必要
とされています．各ポリシーフォーラム
に特に参加資格はなく，誰でも議論に
参加できるようになっており，IPアド
レスの利用者がポリシー議論を主導す
る，ボトムアップの形式にてICANNポ
リシー議論が実施されています．

世界的なインターネットの拡大を受
け，IPv4アドレスの需要が非常に高
まっており，その枯渇が懸念されてい
ます．図３に，第36回ICANNミーティ
ングにて報告された，IPv4アドレスの
割り振り状況を示します．図３では，
IPv4アドレスは，/8のブロック単位で
記述されており，32 bit幅であるIPv4
アドレスには，256ブロックが存在しま
す．2009年11月１日現在，ICANN
成立前に割り振られた部分（91ブロッ
ク），ICANNがすでに割り当てた部分

（104ブロック），およびマルチキャスト
アドレスなど，プロトコル上利用でき
ない部分（35ブロック）を除くと，残
りは26ブロックとなっており，ICANN
における在庫がなくなる時期が2011年
10月と予想されています（図４）（7）．
また同様に，16 bit幅であるAS番号の
枯渇も目前となっており，枯渇が2011
年11月と予想されています（8）．

IPv4アドレス，16 bit AS番号の枯
渇への対応策としては，IPv6への移
行，32 bit AS番号の導入が解とされ
ており，それぞれ技術的には実用レベ
ルに達しています．IP資源管理ポリ
シーについても，これに併せて議論が
進展しています．ここでは，APNIC
（Asia Pacific Network Information
Centre）での動向を紹介します．

32 bitのAS番号はすでに配布が始
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まっており，2010年から16 bit，32 bit
の区別なくAS番号を配布するポリシー
が2007年に成立していました．しかし
ながら，32bit AS番号に対応した機
器実装の普及が十分でないことから，
区別なく配布する時期を１年間先延
ばしにすることが検討されており，
ICANNレベルのグローバルポリシーと
しても議論が進んでいます．現在，す

でに32 bit AS番号の運用は始まって
いますが，実験的利用にとどまってお
り，16 bit AS番号の枯渇に向けて，
対応が急務となっています．

IPアドレスに関しては，IPv4アドレ
ス枯渇対応，およびIPv6対応が同時

に検討されています．IPv4アドレスの
枯渇対応については，前述の枯渇期を
見越したグローバルポリシーの成立が
あります．また，IPv4アドレスを少し
でも有効利用するために，従来は禁止
されていた，IPv4アドレス保持者間で
のIPv4アドレスの移転（Transfer）
を可能とするポリシーの議論も進んで
います．IPv6アドレスについては，そ
の取得がハードルになっておりIPv6自
体の普及に影響している，という意見
が根強く，IPv4アドレス保持者であれ
ば要求すればIPv6アドレスが取得でき
るポリシーの議論等，取得条件の緩和
が進んでいます．

インターネットの資源管理は現状，
ボトムアッププロセスにより実施されて
おり，誰でもかかわることが可能です．
しかしながら，日本はインターネット
利用者数では世界でトップレベルです
が，インターネットの運営への寄与は
多くないのが現状です．技術方面のみ
でなく，ポリシー方面でも貢献してい
くことが求められています．

■参考文献
（1） http://www.icann.org/en/announcements/

announcement-30sep09-en.htm
（2） http://www.icann.org/en/general/bylaws.htm
（3） http://www.icann.org
（4） http://www.icann.org/en/topics/idn/fast-track/

idn-cctld-implementation-plan-30sep09-en.pdf
（5） http://www.icann.org/en/topics/new-gtlds/

comments-3-en.htm#files
（6） http://www.icann.org/en/general/allocation-

remaining-ipv4-space.htm
（7） http://www.potaroo.net/tools/ipv4/
（8） http://www.potaroo.net/tools/asns/index.

html

NTT技術ジャーナル 2010.1 51

IPアドレスに関する
ポリシー

お わ り に

図３　IPv4アドレスの利用状況 
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図４　IPv4アドレスの枯渇予想 
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