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IGFとNRI

• Internet Governance Forum (IGF)とは
• 国連主催のインターネットガバナンスについてグローバルに対話・議論を行
う会議

• 誰でも参加が可能、ホスト国は毎年異なる

• 異なる関係者による対話を重視する「マルチステークホルダアプローチ」

• National Regional IGF(NRI)とは
• 地域・国単位でのIGF
• 国連IGF事務局が明文化した基準(マルチステークホルダアプローチに重点)
を満たせば登録可能

• 主催者は地域・国により異なり、多様な運用形態

主催者が異なるためこれまでIGFとNRI活動は
連携が薄かったが2016年より強化 2



Japan IGFについて

• 日本におけるNational IGFとして2016年11月にIGF事務局に登録
• http://igcj.jp/news/2016/1116.html

• 「IGF Japan」と「IGCJ」両者の特定を活かして構成
• IGF Japan：年次会議開催

• IGCJ ：2ヶ月に一度の会議開催およびメーリングリストでの議論

• それぞれに集う多様な関係者がインターネットガバナンスに関する議論を行
う場の提供が目的

• Japan IGF Webサイト：https://japanigf.jp/
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IGF2017におけるNRIセッション

IGF2016ではNRIに関するメインセッション開催

今年は2種類のセッションを開催し、それぞれのセッションのテーマ案を各
NRIから募集(IGF事務局からNRIへのサーベイ実施：5月26日まで)
各サーベイで複数のテーマを提案可能

1. NRIメインセッション (NRI main session)
• NRI全体として共通テーマを扱うメインセッション (昨年も実施)

2. NRI共同企画セッション (NRIs individual sessions) 新規
• 特定のテーマについて問題意識を持つ複数のNRIが、共同で企画するセッション
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Japan IGFとしての対応

1. IGCJを考える会、IGF Japanそれぞれでテーマ案を検討

2. それぞれの案を持ち寄りJapan IGFとして提案するテーマを集約

3. IGCJ メーリングリスト、IGCJ19で共有・意見確認 ←今ここ

4. Japan IGFとして提案するテーマをIGF事務局へ提出 [5月26日]
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NRIメインセッション：Japan IGFからの提案

• テーマ案1： Further actions /discussions by NRIs on IGF2016 outputs
• グローバルIGFでの成果について、National Regional IGFで議論した結果を、
再度グローバルIGFに持ち寄る

• これによりNRI→グローバルIGFへのインプット強化

• テーマ案2： NRIs' contribution to Internet Governance discussions 
and Coordination with existing local fora as an effective local 
discussions platform
• 国・地域コミュニティにおけるNRIの役割・貢献および各NRIにおける国内・地
域内での既存のコミュニティとの連携を共有する
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NRI共同企画セッション

• Accommodating growing access: National/regional strategy for IPv6 
including mobile access 

• 2017年はモバイルでのIPv6導入等、日本からグローバルに共有でき
る取り組みがあることを踏まえたテーマ

7



補足：NRIメインセッションテーマ案1

Further actions /discussions by NRIs on IGF2016 outputs

• It is worth sharing with the global IGF, further actions and discussions 
by NRIs, on outputs of the global IGF 2016 

• In addition to specific contents, share how NRIs bring back global 
discussions and develop discussions in the local context 

• This would be a cycle of bringing NRIs discussions/outputs back to the 
global IGF 

• Specific experiences/examples to be shared by NRIs 
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補足：NRIメインセッションテーマ案2

NRIs' contribution to Internet Governance discussions and Coordination with 
existing local fora as an effective local discussions platform
• Introducing NRI contributions to the Internet Governance discussions, 

in the ecosystem surrounding NRIs in their respective communities, 
possibly with case studies 
• Coordination with global discussions/local awareness raising 
• NRIs' role in sharing new issues/raising awareness within their respective 

communities 
• Any role in policy making discussions in respective communities
• Coordination with other communities at national/regional level 
• Discuss how global IGF can effectively work with NRIs, in receiving inputs from local 

perspectives and highlighting notable issues globally, to be discussed in the local 
context 
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