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 サイバー空間とは、情報通信技術（ICT）を用い

て多種多様な情報が流通される、インターネットを

初めとした仮想的なグローバル空間を指す１。この

空間（特にインターネット）のガバナンスをめぐっ

ては、諸国間に見解の相違がみられる。大別すると、

欧米諸国を中心に自由な情報通信の維持や政府と

民間との連携（マルチ・ステークホルダー）が標榜

される一方で、一部の新興諸国は通信内容の規制も

視野に入れ、ガバナンスにおいては特に政府の役割

を重視する状況にある。両者の立場の違いは、サイ

バー空間に関わる問題を議論する様々な国際舞台

で露見してきた。 

なかでも高い注目を集めてきた舞台として、本コ

メンタリーでは国連第 1 委員会（軍縮と安全保障）

の政府専門家会合（GGE）、世界情報社会サミッ

ト（WSIS）、サイバー空間に関する国際会議（サ

イバー国際会議）を取り上げる。本年、国連総会に

おいて第 4次GGEの成果報告とWSISに関するこ

れまでの取り組みのレビューが予定されており、オ

ランダのハーグでは 4 回目のサイバー国際会議が

開催されることになっている。以下ではこれら会合

における、これまでの議論の動向を概観する。 

 

 

国連第 1 委員会が組織する GGE では、主に国際

安全保障の観点から議論が進められてきた。その端

緒は、1998 年 12 月に国連総会がロシアの提案に

基づく決議「国際安全保障の文脈における情報及び

電気通信分野の進歩」２を無投票で採択したことに

ある。そして「顕在化している、もくしは潜在的な

情報セキュリティ分野の脅威と、それらを取り除く

ためにとり得る共同の対処策を検討し、グローバル

な情報通信システムの安全強化に資する国際的な

コンセプトを考える」３ために、GGE は開催され

ることになった。 

積極的なロシアとは対照的に、欧米諸国の反応は

当初、前向きではなかった。その要因の 1 つは、「情

報セキュリティ」には政府による通信内容の検閲が

含まれると解され、通信や表現の自由が脅かされる

事態が懸念されたことにあった。例えばアメリカは、

国際的ルールを設けることで情報ネットワーク・イ

ンフラの安全が得られるとする国も存在するが、そ

れは政府による通信内容の検閲を可能にしかねず、

あらゆる国の繁栄と発展に欠かせない情報通信の

自由の原則に反し得るとの見解を示していた４。ま

た国際的ルールに関してもアメリカは、新たなルー

ルの策定ではなく、国連憲章や世界人権宣言、国際

人道法といった既存のルールの適用を求めたので

ある５。 

第 1 次 GGE は 2004 年 6 月に開かれた６。しか

し議論はまとまらず、会合参加国が合意する報告書

の作成には至らなかった。その理由として議長役を

務めたロシアの代表は、時間的な制約、言語問題な

どを挙げたが、より本質的には、通信内容の検閲も

含みかねない「情報セキュリティ」の政府による推

進や新たなルールの設定を求めるロシア、中国、ブ

ラジル、ベラルーシと、見解を異にする欧米諸国と

の間の溝が埋まらなかったためだとされる７。 

難渋した議論は第 2次GGEへと引き継がれるこ

とになったが、会合が開催されるまでの間に、ICT

の進歩が国際安全保障にもたらす影響への各国の

関心は一層の高まりをみせた。このことは、決議「国

際安全保障の文脈における情報及び電気通信分野

サイバー空間のガバナンスをめぐる論争 
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の進歩」の共同提案国の増加からも伺える。ロシア

は 2006年から同決議の共同提案国を募り始めたが、

その数は中国、カザフスタン、キルギス、タジキス

タン、ウズベキスタンといった上海協力機構の加盟

国を皮切りに増加の一途を辿った。消極的な態度を

示していたアメリカも、2010 年には提案国の一員

に加わっている。 

各国が姿勢を積極化した背景として、幾つかの情

勢変化が指摘される８。1 つは、2000 年代に入って

の大規模・組織的なサイバー攻撃の続発である。

2007 年 4 月にエストニアが、2008 年 8 月にはグル

ジアが分散サービス不能（DDoS）攻撃の標的とな

った。続く 2010 年、イランの核燃料施設を標的に

したサイバー攻撃（スタクスネット事件）も脚光を

集めた。また 2011 年初頭から本格化した、中東・

北アフリカ地域における民主化運動（「アラブの

春」）をきっかけに、一部の国でインターネットの

規制に一層の関心の高まりがみられた点も、背景の

1 つとして挙げられよう。さらに、アメリカの政策

転換に関しては、発足当初からサイバーセキュリテ

ィに高い関心を寄せており、国際的な論議に積極的

に関与する姿勢を示していたバラク・オバマ政権の

誕生（2009 年 1 月）も契機になったと考えられる。 

こうした変化の中で開催された第 2 次 GGE

（2009 年 11 月から 2010 年 7 月）では、第 1 次会

合では達成できなかった報告書の作成に成功した

９。報告書では、重要インフラの防護に資する規範

の更なる検討、信頼醸成措置、能力構築支援、用語

と定義の明確化といった点に関する取り組みの必

要性が確認され、議論は歩を進めた１０。しかし通

信内容への政府による介入の是非、どのようなルー

ルを適用すべきかといった主要な争点は依然とし

て決着をみず、結論は先送りにされたのであった。 

引き続いて開催された第 3 次 GGE（2012 年 8

月から 2013 年 6 月）では、議論に大きな進捗がみ

られた１１。会合後の報告書に「国際法、特に国連

憲章は適用可能（applicable）」であり、「ICT の安

全確保に向けた各国の取り組みは、世界人権宣言や

その他の国際的な取り決めで規定されている人権

と基本的自由を考慮して実施されなければならな

い」ことが明記されたのである１２。欧米諸国の主

張する既存の国際法の適用が盛り込まれたことは、

従前には見られなかった第 3次GGEの成果だと評

されている。 

とはいえ、諸国間の見解の相違が解消した訳では

無い１３。まず国際法を「適用可能」としている点

が注目される。論理的には「適用されない」場合も

存在することになり、新たなルールを設ける余地が

残されているとも解せる。さらに報告書の中で、第

3 次 GGE の開催に先駆けた 2011 年 9 月に、ロシ

ア、中国、タジキスタン、ウズベキスタンが連名

（2013 年以降はカザフスタンとキルギスも参加）

で国連に発出した「情報セキュリティのための国際

行動規範」への留意が示された点も見過ごせない。

なぜなら、「国際行動規範」は、情報空間における

権利や自由を尊重するとしつつも、その前提として

国内法や規則の順守を挙げており、政府の役割に重

きを置き、通信内容の検閲も見込まれる内容になっ

ているからである。 

第 3次GGEでの議論は進展したと評せる一方で、

その結果は玉虫色であったとも言える。その後、

2013年 12 月の国連総会で第 4次 GGE を開催する

ことが決定され、2014 年から議論が始まっている。

その結果は本年中に国連総会に報告される予定で

ある。 

 

 

WSIS開催の契機は、1998年にアメリカのミネア

ポリスで開催された国際電気通信連合（ITU）全権

委員会議で、情報社会の到来を踏まえた世界会議の

開催を決議したことにある。ITUの提起を受けて、

2001年12月に国連総会は決議「世界情報社会サミ

ット」を採択、ITU主導の下、2003年にスイスの

ジュネーブで、2005年にチュニジアのチュニスで、

2つの時期に分けてWSISを開催することを決定し

た１４。 

当初、サミットの主眼はICTを活用した経済発展

に置かれており、特に先進国と新興国との間のデジ

タルディバイドの緩和に焦点が当てられていた。し

かしジュネーブ会議に先駆けた準備会合の段階で、

インターネットガバナンスが論争の的として浮上

することになる。新興諸国の中で、IPアドレスやド

３．世界情報社会サミット（WSIS） 
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メイン・ネームといったインターネット資源を多国

間、あるいは国際機関で管理することを求める声が

出始めたのである１５。現状、資源管理ではアメリ

カのカリフォルニア州に拠点を置く非営利民間法

人のICANNが、アメリカ商務省（DOC）との委託

関係に基づいて中核的な役割を果たしている。この

事実を踏まえて、一部の新興諸国は資源管理におい

てアメリカが優越的な地位にあるとの懸念を示し、

多国間・国際機関による管理が適切だと主張したの

である。こうしてインターネットガバナンスは一躍、

WSISの主要議題となった。 

2003年12月に開催されたジュネーブ会議では、

インターネットガバナンスを巡り議論が紛糾した

１６。中国、ブラジル、南アフリカといった諸国は、

ICANNを中核とする現行の資源管理体制に異議を

申し立てた。これに対して欧米諸国は現行の体制を

概ね支持し、民間主導で地平を拡大してきたインタ

ーネットのこれまでの歴史を踏まえて、過度に政府

がガバナンスに関与することに反対したのである。

ジュネーブ会議はインターネットガバナンスの在

り方に関して、諸国間に統一的な見解が欠如してい

る事実を浮き彫りにした。 

平行線を辿った議論はチュニス会議（2005年11

月）でも続けられた。その準備会合の段階で、ヨー

ロッパ連合（EU）が資源管理の一層の国際化に前

向きな姿勢を示し始めたという変化もみられたが、

チュニス会議の結果は、ICANNを中心とした体制

を現状維持とする、というものであった１７。これ

までの議論と今後の課題をまとめて採択されたチ

ュニスアジェンダでは、2006年にインターネット

ガバナンスフォーラム（IGF）を設置することを国

連事務総長に要請し、議論の継続を求めるにとどま

ったのである。なお、IGFは拘束力のある決議を採

択する場ではなく、あくまで対話の場と位置付けら

れ、2006年10月のギリシャでの第1回会合を皮切り

に、本年に至るまで毎年開催されている。 

WSISはジュネーブ会議とチュニス会議を経て1

つの区切りを迎えたが、その後もWSISに関わる議

論や取り組みは続けられている。そして本年、国連

総会ではWSISに関するこれまでの成果がレビュ

ーされる予定になっている。またIGFに関しても、

2016年以降も継続するか否かが本年の国連総会で

決められる見通しである。 

こうした状況にあって、DOCは2014年3月、興味

深い声明を発表した。同省がICANNに委託すると

いう形式をとっていたインターネット資源管理の

権限を、グローバルなマルチ・ステークホルダーコ

ミュニティに移管する用意があることを表明した

のである１８。DOCとICANNとの関係が一部の諸国

に批判されてきたこれまでの経緯を踏まえると、こ

の声明が有する意味の大きさが理解できる。 

ではなぜこのタイミングでの移管の表明だった

のか。もともとICANNの発足時からアメリカ政府

は権限の保有は時限的であり、民間セクターで資源

管理を適切に行えるようになれば、それを移管する

予定だという見解を示していた。従って、まさにそ

の機会が到来したとも言い得る一方で、2013年6月

のエドワード・スノーデン問題がより大きな契機に

なったとも考えられる。アメリカ政府による情報通

信の監視を告発する本件によって、政府による過度

な情報通信への関与に否定的な同国政府の立場が

揺らぎかねない事態が生じた。そこでアメリカ政府

としては、マルチ・ステークホルダーによる管理を

確たるものにすべく、このタイミングで声明を発表

したと解せるのである。 

 

 

 

サイバー空間のガバナンスに関する議論は、国連

機関以外の場でも行われている。イギリス政府が主

導して 2011 年 11 月にロンドンで初会合が開催さ

れたサイバー国際会議がその例である。同会議はロ

ンドンに続き、ブダペスト会議（ハンガリー、2012

年 10 月）とソウル会議（韓国、2013 年 10 月）を

開催してきた。その特徴の 1 つは、各国政府のみな

らず、国際機関、民間セクター、NGO からも多く

の参加者が集まっている点にある。マルチ・ステー

クホルダーによる議論を具現化した会議と言えよ

う。 

会議の主目的は、サイバー空間の安定と経済発

展・開発の両立、国際安全保障に向けた取り組み、

４．サイバー空間に関する国際会議（サイバー

国際会議） 
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サイバー犯罪対策の推進、国際的な規範の醸成など

にある。ロンドン会議で議長役を務めたウィリア

ム・ヘーグ イギリス外務相によれば、会議を開催

する趣旨は、WSIS のジュネーブ、チュニス両会議、

あるいは経済協力開発機構（OECD）や欧州評議会、

東南アジア諸国連合（ASEAN）などで進められて

きた取り組みを基盤に議論を深めることにあり、討

論の仕切り直しや、新たな機構の設置を目指すこと

にはない１９。事実、ソウル会議でまとめられた「オ

ープンで安全なサイバー空間のためのソウル枠組

み」も、国連総会の決議、GGE で作成された報告

書、WSIS ジュネーブ会合で確認された基本原則な

どを参照にして作成されており、これまでの議論を

踏襲する成果物となった２０。 

サイバー国際会議は、サイバー空間に関する問題

を国際的に議論する貴重な場となっている。同会議

でも、政府の役割や規制の在り方に関して異なった

見解を持つ諸国間で意見の対立が生じており、ロシ

アや中国が「国際行動規範」に基づく議論を求める

など、その溝は埋まっていない２１。この点でサイ

バー国際会議では、これまでと同様の論争が繰り広

げられていると言える。とはいえ議論の中心的アク

ターを国家とせず、あくまでマルチ・ステークホル

ダーを基本とするという原則を改めて打ち出した

という点で、サイバー国際会議の開催には重要な意

味があると解せる。 

サイバー空間でも国家が枢要な役割を果たすべ

きとの見解を示す一部の新興諸国にとって、議論の

主な舞台は国家が中心的な参加者である国連機関

が望ましい。ソウル会議でも、中国は国際的なサイ

バー問題を議論する場として相応しいのは国連で

あると主張したとされる２２。今後、こうした見解

が他の新興諸国にも広がり、大きな潮流を成す可能

性も否定できない。そのため、流れが強まる前に論

議に加わる参加者の中心性がマルチなアクターに

存在することを示し、空間の開放性や透明性、自由

を堅持する方針を基礎づけ得るところに、サイバー

国際会議を開催する意義があると考えられよう。本

年 4 月にオランダのハーグで開催予定の 4 回目の

会議で、議論のさらなる進展が期待される。 

 

 

 現在、サイバー空間のガバナンスに関して、基盤

とすべき規範やルールを巡って様々な議論が交わ

されている。顕在化している見解の相違に起因して、

同様の問題領域を扱いながらも異なった国際会議

の開催が追求される可能性がある。2014 年 11 月の

中国政府による世界インターネット大会の主催は、

その一例と言えよう。 

ガバナンスの問題は一朝一夕に解決できるもの

ではなく、議論の積み重ねを通じて具体化していく

ものである。従って、様々な場で問題が討議される

ことは、議論の深化に資する。他方、各アクターが

自らの要求をより満たす会議体の選択、いわゆるフ

ォーラムショッピングを行う状況は、国際社会に多

くの恩恵をもたらしてきたインターネットを初め

としたサイバー空間の一体性を損ないかねないリ

スクも抱える。今後の動向が注目される。 

 （平成２７年３月１２日脱稿） 

                                                   
１ サイバー空間の定義は次を参照した。情報セキュリ

ティ政策会議「サイバーセキュリティ戦略－世界を率

先する強靭で活力あるサイバー空間を目指して－」

（2013年 6月）、4頁

<http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cyber-secur

ity-senryaku-set.pdf> 2015年 3月 12日アクセス。 
２ UN General Assembly (UNGA), A/RES/53/70. 
３ UNGA, A/C.1/60/PV.13. 
４ UNGA, A/59/116/Add. 1. 
５ 藤野克「インターネットフリーダム：国際規範の追

求」『インターネットとアメリカ政治』（東京財団、

2013年 10月）、5～6頁 

<http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?i

d=1195#> 2015年 3月 12日アクセス。 
６ GGEへの参加国は地理的な衡平性を考慮の上、選

出されている。第 1回会合には、アメリカ、イギリス、

インド、韓国、中国、ドイツ、フランス、ブラジル、

ベラルーシ、マリ、マレーシア、南アフリカ、メキシ

コ、ヨルダン、ロシアの 15カ国が参加した。 
７ Eneken Tikk-Ringas, Development in the Field 
of Information and Telecommunication in the 
Context of International Security: Work of the UN 
First Committee 1998-2012 (Geneva; ICT4Peace 

Publishing, 2012), pp. 6-7 

<http://www.ict4peace.org/wp-content/uploads/201

2/08/Eneken-GGE-2012-Brief.pdf>, accessed on 

March 12, 2015. 

５．まとめ 
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８ Ibid., pp. 7-8. 
９ 第 2回 GGEの参加国は、アメリカ、イギリス、イ

スラエル、イタリア、インド、エストニア、カタール、

韓国、中国、ドイツ、フランス、ブラジル、ベラルー

シ、南アフリカ、ロシアの 15カ国。 
１０ UNGA, A/65/201. 
１１ 第 3回 GGEの参加国は、日本、アメリカ、アル

ゼンチン、イギリス、インド、インドネシア、エジプ

ト、エストニア、オーストラリア、カナダ、中国、ド

イツ、フランス、ベラルーシ、ロシアの 15カ国。 
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