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INTRODUCTION

• Background, existing studies, objectives

• Analysis model, data collection and overview

• Results and discussion

• Conclusion



TOP LEVEL DOMAIN NAME SPACE 
KEEPS EXPANDING
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2001-2002
aero, biz, coop, 
info, name, ...

2004-2007
asia, cat, jobs, 
mobi, travel, ...

2008-
рф, 한국, 中国, 
... ,امارات.

2013-
shop, canon, tokyo, 
москва, 我爱你, ...



PROBLEMS
• Cost of IPR management

• Security concerns

• User confusion

• Has expansion not become an end in itself? 
(ICANN was incarnated because of, in part, 
the expansion)



ANOTHER ISSUE
• Change in local (national) policy context 

• Japan's 2015 revision of the Telecommunications Act

• Registry operators of designated TLDs (JP and 
other TLDs) are now subject to accountability 
and transparency reporting to the government.

• Does it not impose unnecessary burden on the 
registry and eventually registrants?



QUESTIONS
• Do the variety of top level domain names provide 

the users with meaningful choices?

• Do the Expansion benefitted the users at the 
expense of confusion, cost and risk?

• Is domain name regulation (particularly that in 
Japan) justified against the nature of the user 
behaviour on domain names?



EXISTING STUDIES
• Organisational analysis and institutional design

• Katz et al. (2010)

• Serurity concerns

• Prahl and Null (2011) 

• Price affordability

• Rafert and Tucker (2015) * Part of ICANN self evaluation

• Kamimura and Mikami (2011), Kamimura (2013) * ccTLD has lower 
price elasticity than gTLD.



METHODOLOGY
• Regression analysis on new gTLDs

• Number of registrations

• Registration fee (weighted mean) and type of gTLD (as 
in New gTLD application)

• Population and per capita income (Only geographic new 
gTLDs)

• Policy implications based on the results



DATA
Minimum Mean Median Maximum SD

Number of 
registrations 169 26,496 5,380 1,796,131 114,928.1

Registration fee $0.75 $42.65 $22.49 $1,836.14 $115.35

Population 253,000 500,100 309,200 1,763,800 473,700

per capita Income $6,477 $41,890 $47,700 $64,260 $15,669

Application type Generic gTLD: 347, Internationalised gTLD: 22, Geographic gTLD: 40, 
Community gTLD：18 (Total: 418)

• Data are taken from ICANN and nTLDStats as of January 2016.



RESULTS

Estimates

Intercept 4.924 ***

Registration fee -0.860 ***

Geographic (D) -1.449 ***

Internationalised (D) -1.069 ***

Registration fee × Geographic (D) 1.168 ***

Registration fee × Internationalised (D) 0.673 ***

Adjusted R2 0.365

F-value 48.97 (5, 411) ***



（64.9％）にとどまる。そして、地理的名称gTLDの場合、同じ条件でも登録数は約2倍（203.2％）に増加してお

り、登録料の効果が逆転する。登録料がもつ登録数の減少効果は地理的gTLDまたは国際化gTLDである場合には

弱められ、または逆転している。この関係を表したのが図-1である。

表-3 重回帰分析の結果（全gTLDモデル） 

推定値

定数項 4.92408 *** 
登録料 -0.86046 *** 
地理的名称gTLDダミー -1.44947 *** 
国際化gTLDダミー -1.06999 *** 
登録料×地理的名称gTLDダミー 1.16849 *** 
登録料×国際化gTLDダミー 0.67315 *** 
自由度調整済みR2 0.3657 
F値 48.97 (5, 411) *** 

***：0.1％水準
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図-1 すべての新gTLDに対する重回帰分析の結果（内枠部分は図-2で拡大） 

 一般のgTLDは登録料が上昇すると登録数が減少する関係にあるが、国際化gTLDでは、登録料が上昇すると登

録数は減少するものの、減少の度合いが緩やかになる。一方、地理的名称gTLDの場合には、登録料の影響は逆転

し、登録料が上昇すると登録数が増加する関係にある。

 登録料が登録数に及ぼす影響が、国際化gTLDであるか、地理的名称gTLDであるか、そのいずれでもないかに

よって異なるという結果は、一般のgTLD、地理的名称gTLD、国際化gTLDはそれぞれ利用者にとって異なる特徴

をもったトップレベルドメイン名であると捉えられていることをうかがわせる。以下では、国際化gTLDおよび地

理的名称gTLDの個別の事情を踏まえ、この結果が両者のどのような特徴を示すものであるか考察する。

3.2 国際化gTLDについての考察 

 国際化gTLDは、トップレベルドメイン名の位置に、英数字およびハイフン（37文字）だけでなくUnicode文字

を含む文字列を用いたものである。国際化gTLDは、新gTLDプログラムで初めて新設されたものではない。国別
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Generic
Price ×10 → Number 1/7

Internationalised
Price ×10 → Number 2/3

Geographic 
Price ×10 → Number ×2



 中国語によるgTLDの登録数が常に多いわけではないが、現時点で登録数が多いgTLDの大半は中国語によるも

のである。キリル文字によるgTLDは、москваを除けば、平均的あるいは平均以下の利用水準である。しかも、москва
は国際化gTLDであると同時に、地理的名称gTLDでもあり、このことが登録数を押し上げていると考えれば、キ

リル文字によるgTLDの利用はいずれも平均的水準を下回っていると見ることができる。アラビア語ドメイン名に

ついても、平均的あるいは平均以下の利用状況である。分析対象のうち日本語によるgTLDは「みんな」1件だが、

登録数は少ない。これらのことを総合すると、国際化gTLDについては中国語によるものが積極的に利用されてい

る一方で、それ以外の言語の利用は進んでいるとは言い難い状況にある。中国語による国際化gTLDの利用が進ん

でいることが、言語の差によるものなのか、あるいは中国語gTLDを取り扱ったレジストラによる登録キャンペー

ンのようなものによるものなのかは今後吟味する必要があろう。

 いずれの言語による新gTLDも、英数字以外の文字を使ったというだけで、文字列の内容は表-4に示す通り一般

的なものに過ぎず、その言語による情報資源や情報空間の特徴を反映したものではない。このことも、利用者が

国際化gTLDを積極的に使用するには至らない要因となり、国際化gTLDにおける登録料の影響が、一般の新gTLD
と地理的名称gTLDの中間に位置することにつながっているのではないかと考えられる。
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図-2 国際化gTLDの状況 

3.3 地理的名称gTLDについての考察 

 国際化gTLDと同様に地理的名称gTLDでも登録料の影響は一般のgTLDの場合と有意に異なる結果となった。し

かも、地理的名称gTLDの場合には登録料の上昇が登録数の増加と関連している。直感的にはこのような状況は考

えにくいが、その背景に地理的名称gTLD固有のどのような状況があると考えられるか検討する。

3.3.1 地理的名称gTLDにおける登録料の影響 

 地理的名称gTLDの登録料は、最低が2.71ドル（SAARLAND）、最高が59.99ドル（SYDNEY）となっており、

かなりばらつきが見られる（平均値：29.68ドル、標準偏差：16.19ドル）。特定の都市や地域を対象としない一般

のgTLDであれば、登録料設定は利用者の所得に大きく影響されないと考えられる。一方で、特定の都市や地域に

関連する地理的名称gTLDの場合には、それぞれの都市や地域の所得水準の影響を受けることが考えられる。また、

地理的名称gTLDがその都市・地域に関連したサービスを提供するなら、人口の影響を受けることも考えられる。

人口が大きければ、その地理的名称gTLDの潜在的利用者が多いと考えられるからである。
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gTLD Script Note Number Residuals
网址 Simplified Chinese Website 360,501 -
公司 Simplified Chinese Company 49,642 1.158
在线 Simplified Chinese Online 36,174 1.000
网络 Simplified Chinese Network 32,278 0.971
москва Cyrillic /moskva/ (Moscow) 23,476 0.946
我爱你 Simplified Chinese I love you 22,502 0.772
商城 Simplified Chinese Shopping mall 11,897 0.692
中文网 Simplified Chinese Chinese web 18,067 0.689
商标 Simplified Chinese Trademark 4,907 0.309
世界 Simplified Chinese World 8,600 0.163
موقع Arabic /mawqe/ (Website) 2,980 -0.065
移动 Simplified Chinese Mobile 3,381 -0.066
онлайн Cyrillic /onlain/ (online) 2,753 -0.111
集团 Simplified Chinese Group 1,163 -0.177
みんな Japanese (Hiragana) /min'na/ Everybody 2,131 -0.347
орг Cyrillic Transliteration of ORG 1,910 -0.369
شبكة Arabic /shabaka/ (Site) 1,559 -0.443
сайт Cyrillic /sait/ (Site） 1,182 -0.496
بازار Arabic /bazaar/ (Bazaar) 313 -1.102
机构 Simplified Chinese Organisation 329 -1.134
网店 Simplified Chinese Net shop 174 -1.143
中信 Simplified Chinese CITIC Group 179 -1.248
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図-3 地理的名称gTLDの状況（図-1の内枠部分を拡大し、ドメイン名を追加） 

 そこで、地理的名称gTLDについて登録料に加え一人あたりGDPおよび人口を説明変数としたモデルを検討し

た（なお、後述の交互作用の効果を確認するため変数の中心化を行った）。このモデルは、自由度調整済みR2が0.075、
モデル自体のp値も0.127であり、有意なモデルとは言えない。ところで、登録料と一人あたりGDPについては相

互に影響していることが考えられるため、次にこの二つの交互作用項を加えたモデルを検討した。その結果、自

由度調整済みR2が0.214、モデル自体も5%水準で有意となった。係数の推定値は、登録料は有意とならなかった

が、一人あたりGDPが1%水準で、また登録料×一人あたりGDPが5%水準で有意となり、人口については10%水

準で有意傾向にあることが分かった（表-5）。さらに、登録料の推定値、一人あたり所得の推定値および両者の交

互作用項による回帰式をもとに単純主効果を確認したところ、一人あたり所得の高群（β = -1.904, p < .05）および

低群（β = 0.917, p < .05）いずれにおいても登録料の影響は有意となった。

表-5 重回帰分析の結果（地理的名称gTLDモデル） 

推定値

定数項 -0.14348 
登録料 -0.49366 
一人あたり所得 1.60603 ** 
人口 0.32496 + 
登録料×一人あたり所得 5.13784 * 
自由度調整済みR2 0.2144 
F値 3.593 (4,34) * 

**：1％水準 *：5％水準 +：10％水準

 すべての新gTLDを対象にしたモデルでは、地理的名称gTLDは登録料が高いほど登録数が増える結果になった

が、地理的名称gTLDだけを対象に一人あたり所得と人口を変数として追加したモデルでは、一人あたり所得の違

いによって登録料の影響が異なる。一人あたり所得が大きい場合には登録料が高いほうが登録数の増加が見られ

る一方で、一人あたり所得が小さい場合には登録料が高くなると登録数は減少する関係にある。少なくとも一部

の地理的名称gTLDについては、登録料への反応が他の新gTLDと異なるという前節の分析と整合する結果が得ら

れたと言えよう。
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GEOGRAPHIC NEW GTLD  
INTERNATIONAL VS TRADITIONAL NAMES

Traditional name International name

Wales cymru 5607 wales 11744

Okinawa ryukyu 465 okinawa 2431

Koeln koeln 24026 cologne 5169

Moscow москва 23476 moscow 25997



IN SUMMARY
• Generic new gTLD

• Increase in registration fee --> decrease in number

• Geographic new gTLD

• Increase in registration fee --> increase in number  
(This is true only in the higher income group)

• Traditional names are less favoured.

• Internationalised new gTLD

• Increase in registration fee --> decrease in number 
(Rate of decrease is significantly lower than with generic new gTLD)

• Internationalised new gTLD are favoured in Chinese over other languages/scripts. 



CONCLUSIONS
• New gTLDs form distinct groups in terms of user response to 

the price. ⇔ ccTLD vs gTLD

• The expansion of the top level domain successfully provided 
registrants with name spaces segmented by varying degree of 
necessity. 

• Considering that geographic new gTLDs are less elastic to price 
and less likely to be substituted by other new gTLDs, and that 
they are endorsed by local authorities, a certain form of 
regulation may be justified. 


