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Whoisでの個人情報保護(1)

2000年8月以前

– 担当者情報、ネットワーク情報、AS情報全ての登
録項目を公開
Personal Information: [個人情報]
a. [JPNICハンドル] SS6759JP
b. [氏名] 佐藤 晋
c. [Last, First] Sato, Susumu 
d. [電子メイル] susumu@nic.ad.jp
e. [NICハンドル] 
f. [組織名] 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
g. [Organization] Japan Network Information Center 
h. [郵便番号] 101-0047
i. [住所] 東京都千代田区内神田2-3-4 国際興業神田ビル6F
j. [Address] 6F Kokusai-kougyou-kanda Bldg, 2-3-4 Uchikanda,Chiyoda-ku, Tokyo
k. [部署] 
l. [Division] 
m. [肩書] 
n. [Title] 
o. [電話番号] 03-5297-2311  
p. [FAX番号] 03-5297-2312 
y. [通知アドレス] susumu@nic.ad.jp
[最終更新] YYYY/MM/DD HH:MM:SS (JST) 

xxxx@nic.ad.jp

担当者情報
の住所関連
項目も公開

全ての担当者情
報の電話・FAX
番号も公開
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Whoisでの個人情報保護(2)

2000年8月から

– 担当者情報の住所関連項目を非公開
– 技術連絡担当者以外の電話・FAX番号も非公開
Personal Information: [個人情報]
a. [JPNICハンドル] SS6759JP
b. [氏名] 佐藤 晋
c. [Last, First] Sato, Susumu 
d. [電子メイル] susumu@nic.ad.jp
e. [NICハンドル] 
f. [組織名] 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター
g. [Organization] Japan Network Information Center 
k. [部署] 
l. [Division] 
m. [肩書] 
n. [Title] 
o. [電話番号]   
p. [FAX番号] 
y. [通知アドレス] susumu@nic.ad.jp
[最終更新] YYYY/MM/DD HH:MM:SS (JST) 

XXXX@nic.ad.jp

技術連絡担当者
以外は非公開
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Whoisでの個人情報保護(3)

2000年11月から

– ネットワーク情報の住所関連項目も非公開

Network Information: [ネットワーク情報]
a. [IPネットワークアドレス]     XXX.XXX.XXX.XXX
b. [ネットワーク名]             JPNICNET
f. [組織名]                     社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター
g. [Organization]               Japan Network Information Center
m. [運用責任者]                 XX1234JP
n. [技術連絡担当者]           YY1234JP
p. [ネームサーバ]               XX.nic.ad.jp
p. [ネームサーバ]               YY.nic.ad.jp
y. [通知アドレス]               XXXXX@nic.ad.jp
[割当年月日]                    YYYY/MM/DD
[返却年月日]                     
[最終更新]                      YYYY/MM/DD HH:MM:SS (JST)

XXYY@nic.ad.jp
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Whoisでの個人情報保護(4)

2004年11月から

– ネットワーク情報の運用責任者（「管理連絡窓口」に改称予定）

を割当組織以外から選任可能にする
Network Information: [ネットワーク情報]
a. [IPネットワークアドレス]     XXX.XXX.XXX.XXX
b. [ネットワーク名]             ○○○○NET
f. [組織名]                     社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター
g. [Organization]               Japan Network Information Center
m. [運用責任者]                 XX1234JP
n. [技術連絡担当者]           YY1234JP
p. [ネームサーバ]               XX.nic.ad.jp
p. [ネームサーバ]               YY.nic.ad.jp
y. [通知アドレス]               XXXXX@nic.ad.jp
[割当年月日]                    YYYY/MM/DD
[返却年月日]                     
[最終更新]                      YYYY/MM/DD HH:MM:SS (JST)

XXYY@nic.ad.jp

割当先組織以外の担
当者情報を登録可能

技術連絡担当者は元々
割当先組織以外でも可
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指定事業者向けWhois

指定事業者のみ利用可能なWhoisサービス

– 一般向けWhoisで非公開となっている項目も参照
可能

– 全ての指定事業者が全てのデータベースレコード
を検索可能
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今後の個人情報保護対応と課題(1)

全体的な対応

– JPNIC全体の個人情報保護ポリシーの見直し
– 担当者情報については引き続きJPRSと共同利用
する

– IPアドレス管理業務に関する情報取扱い規則を改
訂

– 上記規則に基づき、割り当て規則も変更
– 上記「情報取扱い規則」、「割り当て規則」を合わ
せて指定事業者に対して適用
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今後の個人情報保護対応と課題(2)

一般向けWhoisでの対応

– ネットワーク情報とAS情報の通知アドレスは非公
開とする

– 担当者情報以外に担当グループ情報を追加
– その他現在の非公開項目は維持

• これだけで十分か？
• 個人宅等への割当の場合の組織名、ネットワーク名を
どうするか？
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今後の個人情報保護対応と課題(3)

指定事業者向けWhois

– 現行の指定事業者向けWhoisは3月末で廃止予定
– 指定事業者向け情報をwebで提供

• 但し、指定事業者向けWhoisと同様に全ての登録情報
の非公開項目を参照可能とするか？

その他

– 開示請求を情報主体本人からの請求のみ受付け
（現在は第三者からの開示請求へも対応）

• 他の指定事業者の情報（非公開項目を含む）の参照が
出来なくなることと合わせて、指定事業者の業務に支
障がないか？
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