
汎用 JPドメイン名における予約ドメイン名 変更点 

株式会社日本レジストリサービス（JPRS） 
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汎用JPドメイン名における予約ドメイン名（修正履歴付き） 汎用JPドメイン名における予約ドメイン名（整形版） 備考 

                     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 

                                                   公開:2001年２月 20日 

                                                   改訂:2001年５月１日 

 

                                         株式会社日本レジストリサービス 

                                                   改訂:2002年４月１日 

                                                   改訂:2003年８月４日 

                                                   改訂:2005年２月１日 

                                                   改訂:2005年８月 30日 

                                                   改訂:2006年９月５日 

                                                   改訂:2008年６月 16日 

                                                   改訂:2008年 11月 27日 

                                                   改訂:2012年 11月１日 

                                                   改訂:2013年 11月 12日 

                                                   改訂:2014年９月１日 

                                                   改訂:2015年７月 21日 

                                                   改訂:2016年 10月３日 

                                                   改訂:2016年 12月 19日 

                                                   改訂:2017年９月１日 

                                                   改訂:2017年９月 27日 

実施:2016年 12月 19日 

                                                   実施:2017年 10月１日 

 

 

汎用 JPドメイン名における予約ドメイン名 

 

 

■目次 

 

（中略） 

------------------------------------------------------------------------ 

（注１）以下の予約ドメイン名は、特定の組織のみが登録できるドメイン名とし 

        ます。 

        1.4 中核市かつ県庁所在地である都市名のアルファベット表記 

        1.5 インターネットの管理に関連する組織名 

        2.2 中核市かつ県庁所在地である都市名 

        2.4 初等中等教育機関等の名称（注２）（注３） 

        2.5 国際的な政府間機関（国連など）の名称 

                     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 

                                                   公開:2001年２月 20日 

                                                   改訂:2001年５月１日 

 

                                         株式会社日本レジストリサービス 

                                                   改訂:2002年４月１日 

                                                   改訂:2003年８月４日 

                                                   改訂:2005年２月１日 

                                                   改訂:2005年８月 30日 

                                                   改訂:2006年９月５日 

                                                   改訂:2008年６月 16日 

                                                   改訂:2008年 11月 27日 

                                                   改訂:2012年 11月１日 

                                                   改訂:2013年 11月 12日 

                                                   改訂:2014年９月１日 

                                                   改訂:2015年７月 21日 

                                                   改訂:2016年 10月３日 

                                                   改訂:2016年 12月 19日 

                                                   改訂:2017年９月１日 

                                                   改訂:2017年９月 27日 

                                                   実施:2017年 10月１日 

 

 

 

汎用 JPドメイン名における予約ドメイン名 

 

 

■目次 

 

（中略） 

------------------------------------------------------------------------ 

（注１）以下の予約ドメイン名は、特定の組織のみが登録できるドメイン名とし 

        ます。 

        1.4 中核市かつ県庁所在地である都市名のアルファベット表記 

        1.5 インターネットの管理に関連する組織名 

        2.2 中核市かつ県庁所在地である都市名 

        2.4 初等中等教育機関等の名称（注２）（注３） 

        2.5 国際的な政府間機関（国連など）の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改訂日・実施日を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡例： 

赤字（下線付き） ：追加 

青字（取消線付き）：削除 
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汎用JPドメイン名における予約ドメイン名（修正履歴付き） 汎用JPドメイン名における予約ドメイン名（整形版） 備考 

        2.6 行政・司法・立法に関連する名称 

------------------------------------------------------------------------ 

（注２）この予約ドメイン名付録 4の表の「予約文字列」で終わる日本語ドメイ

ン名を登録できる組織は、付録 4の表の「登録できる特定の組織」のい

ずれかとします。ただし、当該初等中等教育機関等が「登録できる特定

の組織」に対応する予約文字列とは異なる名称で設置されていることを

当社で確認できた場合、当該初等中等教育機関等は「登録できる特定の

組織」に対応する予約文字列と異なる予約文字列（当該初等中等教育機

関等の名称に関連する予約文字列に限る）で終わるドメイン名を登録す

ることができます。なお、予約文字列のみの登録はできません。 

------------------------------------------------------------------------ 

（注３）以下の組み合わせの一方の予約文字列で終わる日本語ラベルの汎用 JPド

メイン名が登録されている場合、日本語ラベルのうち予約文字列以外の

部分は同一で、予約文字列部分のみを当該組み合わせの他方の予約文字

列に置き換えた未登録の汎用 JPドメイン名は、当該登録された汎用 JP

ドメイン名の登録者が、当該登録された汎用 JPドメイン名の管理指定事

業者を経由して登録申請する場合に限り登録することができ、これ以外

の登録申請は受け付けません。 

        ・「中学校」と「中学」 

        ・「ちゅうがっこう」と「ちゅうがく」 

        ・「高等学校」と「高校」 

        ・「こうとうがっこう」と「こうこう」 

------------------------------------------------------------------------ 

■更新履歴 

 

    2001.2.20  公開 

    2001.5.1   ICANNによる予約ドメイン名を追加 

    2002.4.1   JPNICから JPRSへの JPドメイン名登録管理業務移管に伴う組織 

               主体の変更 

    2003.8.4   ・日本語ドメイン名のエンコーディング方式決定に伴い、 

                 「1.6 日本語ドメイン名のエンコーディング方式に混乱をお 

                 よぼす文字列」のうち、サフィックスに関連する次の文字列 

                 の予約の指定を解除 

                    "--**" ("*"は任意の 1文字)で終わる文字列 

                    "-8q9" で終わる文字列 

               ・「2.3 平仮名、片仮名、漢数字、記号等による１文字」に、 

                 「〃」「仝」「〆」「〇(漢数字ゼロ)」を新たに指定 

               ・「3. JPドメイン名の登録・管理業務で必要とするドメイン 

                 名」から次の文字列以外の予約の指定を解除し、この項のタ 

        2.6 行政・司法・立法に関連する名称 

------------------------------------------------------------------------ 

（注２）付録 4の表の「予約文字列」で終わる日本語ドメイン名を登録できる組

織は、付録 4の表の「登録できる特定の組織」のいずれかとします。た

だし、当該初等中等教育機関等が「登録できる特定の組織」に対応する

予約文字列とは異なる名称で設置されていることを当社で確認できた場

合、当該初等中等教育機関等は「登録できる特定の組織」に対応する予

約文字列と異なる予約文字列（当該初等中等教育機関等の名称に関連す

る予約文字列に限る）で終わるドメイン名を登録することができます。

なお、予約文字列のみの登録はできません。 

------------------------------------------------------------------------ 

（注３）以下の組み合わせの一方の予約文字列で終わる日本語ラベルの汎用 JPド

メイン名が登録されている場合、日本語ラベルのうち予約文字列以外の

部分は同一で、予約文字列部分のみを当該組み合わせの他方の予約文字

列に置き換えた未登録の汎用 JPドメイン名は、当該登録された汎用 JP

ドメイン名の登録者が、当該登録された汎用 JPドメイン名の管理指定事

業者を経由して登録申請する場合に限り登録することができ、これ以外

の登録申請は受け付けません。 

        ・「中学校」と「中学」 

        ・「ちゅうがっこう」と「ちゅうがく」 

        ・「高等学校」と「高校」 

        ・「こうとうがっこう」と「こうこう」 

------------------------------------------------------------------------ 

■更新履歴 

 

    2001.2.20  公開 

    2001.5.1   ICANNによる予約ドメイン名を追加 

    2002.4.1   JPNICから JPRSへの JPドメイン名登録管理業務移管に伴う組織 

               主体の変更 

    2003.8.4   ・日本語ドメイン名のエンコーディング方式決定に伴い、 

                 「1.6 日本語ドメイン名のエンコーディング方式に混乱をお 

                 よぼす文字列」のうち、サフィックスに関連する次の文字列 

                 の予約の指定を解除 

                    "--**" ("*"は任意の 1文字)で終わる文字列 

                    "-8q9" で終わる文字列 

               ・「2.3 平仮名、片仮名、漢数字、記号等による１文字」に、 

                 「〃」「仝」「〆」「〇(漢数字ゼロ)」を新たに指定 

               ・「3. JPドメイン名の登録・管理業務で必要とするドメイン 

                 名」から次の文字列以外の予約の指定を解除し、この項のタ 

 

 

初等中等教育機関等の名称に

関する登録ルールの追記 
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汎用JPドメイン名における予約ドメイン名（修正履歴付き） 汎用JPドメイン名における予約ドメイン名（整形版） 備考 

                 イトルを変更 

                   "EXAMPLE","ドメイン名例" 

               ・「付録 2. 政令指定都市ラベル」に「さいたま」を新たに指定 

    2005.2.1   ・「付録 2. 政令指定都市ラベル」に新たな政令指定都市とし 

                 て「静岡市」を追加 

    2005.8.30  ・「2.3 平仮名、片仮名、漢数字、記号等による１文字」から、 

                  「〃」を削除 

               ・「3. JPドメイン名のサービスなどで予約を必要とするドメ 

                 イン名」に「"EXAMPLE"の後に 1桁の数字("0"から"9")がつく 

                 文字列」を追加 

    2006.9.5   ・「2.6 行政・司法・立法に関連する名称」の参照文書名の変 

                 更 

               ・「付録 1. 都道府県ラベル」から「北海道」を削除 

    2008.6.16  ・「付録 2. 政令指定都市ラベル」に新たな政令指定都市とし 

                 て「新潟市」を追加 

               ・「付録 4. 初等中等教育機関等の名称」に「支援学校」を追 

                 加 

    2008.11.27 ・「付録 2. 政令指定都市ラベル」に新たな政令指定都市とし 

                 て「岡山市」を追加 

               ・「付録 2. 政令指定都市ラベル」の並び順を全国地方公共団 

                 体コード(総務省設定)に基づき修正 

    2012.11.01 ・記載の見直しに伴う修正   

    2013.11.12 ・特定の組織のみが登録できる予約ドメイン名の対象追加 

               ・日本語ドメイン名のエンコーディング方式に混乱をおよぼす 

                 文字列の対象を JPドメイン名全体に変更 

               ・「1.7 その他誤解や混乱を招くおそれなどのある文字列」の 

                 追加 

    2014.09.01 ・「付録 1. 都道府県ラベル」に「北海道」を追加 

    2015.07.21 ・「付録 4. 初等中等教育機関等の名称」に「義務教育学校」 

                 を追加 

    2016.12.05 ・特定の組織のみが登録できる予約ドメイン名の対象追加 

               ・「2.4 初等中等教育機関等の名称」の登録に関する注記を追加 

    2016.12.19 ・「付録 4. 初等中等教育機関等の名称」に「認定こども園」 

                 に関する文字列を追加 

    2017.10.01 ・「2.4 初等中等教育機関等の名称」の登録に関する注記を追加 

                 イトルを変更 

                   "EXAMPLE","ドメイン名例" 

               ・「付録 2. 政令指定都市ラベル」に「さいたま」を新たに指定 

    2005.2.1   ・「付録 2. 政令指定都市ラベル」に新たな政令指定都市とし 

                 て「静岡市」を追加 

    2005.8.30  ・「2.3 平仮名、片仮名、漢数字、記号等による１文字」から、 

                  「〃」を削除 

               ・「3. JPドメイン名のサービスなどで予約を必要とするドメ 

                 イン名」に「"EXAMPLE"の後に 1桁の数字("0"から"9")がつく 

                 文字列」を追加 

    2006.9.5   ・「2.6 行政・司法・立法に関連する名称」の参照文書名の変 

                 更 

               ・「付録 1. 都道府県ラベル」から「北海道」を削除 

    2008.6.16  ・「付録 2. 政令指定都市ラベル」に新たな政令指定都市とし 

                 て「新潟市」を追加 

               ・「付録 4. 初等中等教育機関等の名称」に「支援学校」を追 

                 加 

    2008.11.27 ・「付録 2. 政令指定都市ラベル」に新たな政令指定都市とし 

                 て「岡山市」を追加 

               ・「付録 2. 政令指定都市ラベル」の並び順を全国地方公共団 

                 体コード(総務省設定)に基づき修正 

    2012.11.01 ・記載の見直しに伴う修正   

    2013.11.12 ・特定の組織のみが登録できる予約ドメイン名の対象追加 

               ・日本語ドメイン名のエンコーディング方式に混乱をおよぼす 

                 文字列の対象を JPドメイン名全体に変更 

               ・「1.7 その他誤解や混乱を招くおそれなどのある文字列」の 

                 追加 

    2014.09.01 ・「付録 1. 都道府県ラベル」に「北海道」を追加 

    2015.07.21 ・「付録 4. 初等中等教育機関等の名称」に「義務教育学校」 

                 を追加 

    2016.12.05 ・特定の組織のみが登録できる予約ドメイン名の対象追加 

               ・「2.4 初等中等教育機関等の名称」の登録に関する注記を追加 

    2016.12.19 ・「付録 4. 初等中等教育機関等の名称」に「認定こども園」 

                 に関する文字列を追加 

    2017.10.01 ・「2.4 初等中等教育機関等の名称」の登録に関する注記を追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改訂履歴を追加 

 


