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インターネット・ガバナンス・タスクフォース（IGTF）について

■報告事項
2006 年 4 月 26 日に行った IGTF の定時総会において、2005 年度の IGTF の活動内容を確認し
（別紙 1 の通り）、2006 年度は組織体制を変更したうえで IGTF を存続させることを決定した
ので報告する。
■総会概要
開催日：2006 年 4 月 26 日
開催場所：JPNIC 会議室
出席者：以下の IGTF 会員 4 団体
（財）インターネット協会（樋口氏）
（社）日本インターネットプロバイダー協会（立石氏）
（株）日本レジストリサービス（遠藤氏 - 堀田氏代理）
（社）日本ネットワークインフォメーションセンター（丸山理事）
この他会長の公文俊平氏、幹事の荒野理事、前村理事、坪田知己氏
（日本経済新聞社）、会津 IGTF 事務局長、成田 JPNIC 事務局長が出席
■IGTF の体制変更内容
(1) IGTF は当初予定であった 2005 年度末での解散を行わず、2006 年度については会費を徴収
しない形で組織を存続させる。
(2) 2006 年度より、IGTF の事務局業務は現在のハイパーネットワーク研究所から JPNIC へ引
き継ぐものとする。
(3) 現在の会員は 2006 年度もそのまま継続し幹事役員体制もほぼそのまま継続するが、IGTF
事務局長については、現在の会津氏から成田 JPNIC 事務局長へ交代する。
（2006 年度新体
制は別紙 2 を参照）
■体制変更の理由
(1) 2003 年 12 月の WSIS ジュネーブ会合に端を発したインターネットガバナンスの議論は、
国連事務総長配下の作業部会である WGIG での議論を経て、WSIS チュニス会合まで 2 年

近く行われていたが、IGTF はこの議論に継続して参加、発言、コメント提出を行い、一定
の成果を上げた。2005 年 11 月の WSIS チュニス会合の決定では、インターネットガバナ
ンスの議論はインターネットガバナンスフォーラム（IGF）なる新しい対話の場を設立し、
そこへ引き継ぐという形で、先送りの決着となっている。
(2) 上記の通り WGIG、 WSIS の動きは 2005 年で一段落しており、設立されることとなった
IGF がどうなるかは実際に IGF が開催されるまで見えないので、当面 IGTF として活動す
ることはしないが、IGF の動向次第では IGTF を再度活性化して活用する道は残しておき
たいというのが IGTF 会員 4 団体の総意であった。
(3) IGTF を再度活性化して活用する時が来た際に JPNIC が主導的に動けるようにするため、
今の時点で事務局機能を引き取ることは、JPNIC にとって有利に働く。
(4) IGTF 事務局機能はハイパーネットワーク社会研究所に委託していたが、2006 年に関して
は事務局機能を JPNIC に引き取っても殆んど負担とならず、委託費用が節約できる。
■添付資料
別紙 1：IGTF2005 年度活動報告
別紙 2：IGTF2006 年度新体制
以上
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インターネット・ガバナンス・タスクフォース
２００５年度
事業報告書（案）

日

時：平成１８年４月２６日（水）

場

所：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会議室
（東京都千代田区

内神田2-3-4

国際興業神田ビル6F）

インターネット・ガバナンス・タスクフォース事務局

別紙１

１ 事業概要
インターネットガバナンス・タスクフォース（以下、「IGTF」という）は、現在の民間
主導によるインターネットの運用管理・利用体制の維持発展を目ざし、政府の理解と支援
を受けつつ、国際的な協調活動に関与し、社会的に信頼されるインターネットの運用管
理・利用体制の確立を通してインターネットのさらなる発展に貢献することを目的として、
２００４年８月２０日に設立された。
２００５年度は、世界情報社会サミット（WSIS）を中心とするインターネットガバナン
ス問題に関して、WGIGから出された一連のペーパーに対して意見書を発表するとともに、
ＷＧＩＧやＷＳＩＳ準備会合に参加して、意見発表やロビー活動を行うなどIGTFのとりま
とめた意見の情報発信を行った。
さらに、日本国内での情報発信、啓発活動として、報告会を開催した。

２ 事業経過
（運営に関する事項）
(1)

通常総会の開催

・開催日：２００５年４月２７日（水）１０：００〜１１：００
・場
(2)

所：JPNIC 会議室

幹事会およびワーキンググループの開催

① 第９回幹事会
・開催日：２００５年４月２５日(月)１０：３０〜１２：００
・場

所：JPNIC 会議室

② 第１０回幹事会
・開催日：２００５年７月７日(木)１０：３０〜１２：００
・場

所：JPNIC 会議室

③ 第１１回幹事会
・開催日：２００５年８月８日(水)１７：１５〜１８：００
・場

所：秋葉原コンベンションセンター

④ 第１２回幹事会
・開催日：２００５年９月１５日(木)１０：００〜１２：００
・場

所：JPNIC 会議室

⑤ 第１３回幹事会
・開催日：２００６年１月２０日(金)１０：３０〜１２：２０
・場
(3)

所：JPNIC 会議室

運営のためのメーリングリストの運用

円滑に運営を行うため、次のとおりメーリングリストを運用した。
① igtf-mem: igtf 会員用
② igtf-jimu: 事務局業務用
③ igtf-kanji: 幹事会連絡用
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④ igtf-wg-1: WG1 連絡用
(4)

事務局業務の委託

ＩＧＴＦの事業に関する事務を円滑に実施するために必要な業務について、（財）ハイパ
ーネットワーク社会研究所に委託した。
・期

間：２００５年４月１日〜２００６年３月３１日

・金

額：６，８６４，０００円（税込み）

・内

容：次の活動に必要な事務を行う。

(a)

情報収集、調査研究活動

(b)

日本国内における課題の検討整理

(c)

国内外における意見交換

(d)

報告会の開催

(e)

収入や資産の管理、その他事務局長が必要と判断する事務処理

（事業に関する事項）
(5)

情報収集、調査研究活動

① ＷＳＩＳ準備会合や、ＷＧＩＧ（Working Group on Internet Governance）、ICANN
会議などに参加して、情報収集を行うとともに、ウェブ、メーリングリストを活用した
情報収集・調査を行った。
1) ＷＧＩＧ

第 3 回会議

日

時:２００５年４月１８日(月)〜２０日(水)

場

所：ジュネーブ

出席者：会津泉事務局長
2) ＷＧＩＧ

第 4 回会議

日

時:２００５年６月１３日(月)〜１４日(水)

場

所：ジュネーブ

出席者：会津泉事務局長
3) ＩＣＡＮＮルクセンブルグ会議
日

時:２００５年７月１１日(月)〜１５日(金)

場

所：ルクセンブルグ

出席者：会津泉事務局長、アダム・ピーク国際大学 GLOCOM 主幹研究員
4) ＷＧＩＧ

報告書発表会合

日

時：２００５年７月１７日（日）〜１９日(火)

場

所：ジュネーブ

出席者：会津泉事務局長、アダム・ピーク国際大学 GLOCOM 主幹研究員
5) ＷＳＩＳ準備会合
日

時：２００５年９月１２日（月）〜３０日（金）

場

所：ジュネーブ

出席者：会津泉事務局長、アダム・ピーク国際大学ＧＬＯＣＯＭ主幹研究員
6) ＷＳＩＳ準備会合・本会合
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日

時：２００５年１１月１２日（土）〜１９日（土）

場

所：チュニス

出席者：会津泉事務局長、アダム・ピーク国際大学ＧＬＯＣＯＭ主幹研究員
② 主要な意見、論文、文献資料を抽出し、その内容を分析・整理し、必要に応じて幹事
会に提供した。
(6)

国内外における意見交換、情報発信、啓発活動

① ワーキンググループの開催
1) 第５回資源管理ワーキンググループ（WG1）会合
・開催日：２００５年６月１日(水)１８：００〜１９：３０
・場

所：JPNIC 会議室

② ＷＧＩＧをはじめとする会議に出席して、ＩＧＴＦの意見を発表するとともに、他の
出席者との意見交換を行った。
③ ＩＧＴＦのホームページの運用。
1) ＵＲＬ：http://www.igtf.jp/
2) 運用管理等
多摩大学情報社会学研究所のサーバ内に設置し、システムの運用・管理を同研究所
に依頼した。内容の更新は、事務局長が実施した。
3) 主な内容
IGTF の概要

意見書原案の公表

意見の公募

意見書最終案

WGIG の動向紹介

④ メーリングリストの開設
情報発信や意見交換を促進するために次のようにメーリングリストを開設した。
1) igtf-iken: 意見交換用（一般参加可）
2) igtf-news: 広報用（一般参加可・リードオンリー）
3) igtf-enews: 英文広報用（一般参加可・同）
4) igtf-talk: 英語意見交換用（一般参加可）
5) ingv-talk:一般討論用
⑤ 第２回ＩＧＴＦ報告会の開催
1) 日

時：２００５年５月１８日(水)１５：００〜１７：００

2) 場

所：東京グリーンパレスＢ１Ｆ「ばら」

（東京都千代田区２番町２番地）
3) 参加者：約７０名
4) 内
(a)

容
「インターネットガバナンス」議論の背景
前村昌紀

(b)

「 WGIG で の 議 論 の 動 向 」
坂巻政明

(c)

総務省データ通信課課長

IGTF について
丸山直昌代表幹事
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(d)

IGTF 活動報告
会津泉事務局長

⑥ 第３回ＩＧＴＦ報告会の開催
1) 日

時：２００５年８月８日(月)１５：３０〜１７：００

2) 場

所：秋葉原コンベンションホール

５Ｃ

（東京都千代田区外神田１−１８−１３秋葉原ダイビル）
3) 参加者：約７０名
4) 内
(a)

容
IGTF 活動報告
会津泉事務局長

(b)

ＷＧＩＧでの議論の動向
坂巻政明

(c)

総務省データ通信課課長

ＷＳＩＳでの今後のインターネットガバナンス議論の見通しについて
国際大学ＧＬＯＣＯＭ主幹研究員

アダム・ピーク

⑦ 第４回ＩＧＴＦ報告会の開催
1) 日

時：２００６年１月２６日(木)１６：００〜１７：３０

2) 場

所：ＪＡビル

８Ｆ「ＪＡホール第一会議室」

（東京都千代田区大手町１−８−３）
3) 参加者：約６０名
4) 内
(a)

容
ＷＳＩＳ報告
藤本昌彦

(b)

総務省データ通信課インターネット戦略企画室長

IGTF 活動報告
会津泉事務局長
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IGTF2006 年度新体制
会員：以下 4 団体
財団法人インターネット協会
社団法人日本インターネットプロバイダー協会
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
株式会社日本レジストリサービス
役員：以下の通り（敬称略）
会長：
公文 俊平（多摩大学教授）
副会長：
立石 聡明（日本インターネットプロバイダー協会副会長）
村井 純

（日本ネットワークインフォメーションセンター理事）

丸山 直昌（日本ネットワークインフォメーションセンター理事）
会計監事：
中田 修二（インターネット協会事務局長）
代表幹事：
丸山 直昌（日本ネットワークインフォメーションセンター理事）
幹事：
会津 泉

（ハイパーネットワーク社会研究所副所長）

荒野 高志（日本ネットワークインフォメーションセンター理事）
高橋 徹

（インターネット協会副理事長）

立石 聡明（日本インターネットプロバイダー協会副会長）
坪田 知己（慶應大学特別研究教授／日経デジタルコア代表幹事）
樋口 貴章（インターネット協会企画運営会議議長）
堀田 博文（日本レジストリサービス取締役企画本部長）
前村 昌紀（日本ネットワークインフォメーションセンター理事）
事務局：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
事務局長：
成田 伸一（日本ネットワークインフォメーションセンター事務局長）
以上
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