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Argentina 
アルゼンチンの 2016 年インターネット普及率は何%だろうか。正解は 70%である。これは日本の 90%や、ア
メリカの 76%などと比べるとやや劣っているが普及率は急速に上がっている。また多くの外国企業がアルゼンチン
に来て、今や世界的に重要な国である。インターネットの普及や国際的な国になることはサイバー攻撃を受ける可能
性は上がるだろう。またアルゼンチンは南アメリカ大陸の南に位置し、ブラジルに近い。サイバー攻撃に対する対策
としてアルゼンチンとブラジルでセキュリティ分野での提携が結ばれている。 
つまり、アルゼンチンはこれからサイバー攻撃を受けやすくなると予想されるが、未だ身近な国としか提携を結べ
ていないのだ。 
これからアルゼンチンに求められるのは、様々な国が受けたサイバー攻撃から、学び自国を守ることだ。過去の
事例を学べば事前に対策を練ることができ、国を守ることができるだろう。大国に対して積極的に提携を結んでい
きたいと思う。 

 
Australia 
今回、オーストラリアは、2つのことを訴えたいと思っています。 
一つ目は、サイバー技術の格差是正です。近年は、開発途上国が先進国より進んだセキュリティを持つケースも出
てきましたが、全体的にはまだまだ、開発途上国における対策は進んでいません。特に、サイバーセキュリティが進
んでいないのは、インド太平洋地域です。オーストラリアは、これまでもこの地域の開発途上国に対して援助を行っ
ており、先進国には、この地域の開発途上国に対しての技術支援、経済支援の強化を訴えます。 
二つ目は、サイバー空間に秩序をもたらすことです。これまでは、サイバー空間上に国境にあたるものがなかっため、
スノーデン事件で明らかにされたような世界規模での通信傍受などが可能となってしまっていましたが、境界を定める
ことで、国益を守ったり、個人情報の漏洩を防止したりできます。 
ご協力をお願いします。 

皆さんと活発な議論ができることを楽しみにしています。 
 
Belarus 
現在、ベラルーシにおけるインターネットの普及率は約 70%、携帯電話の普及率に至っては約 113%となってい
ます。しかし、サイバーセキュリティに対する自国の対応は遅れをとっており、サイバーセキュリティの枠組みや
法律、教育プログラムなど、目立った取り決めは存在していないのが現状です。国連総会には出席し、2010 年の 
GGE 設置、国家の ICT 利用に関する規範について 2012 年から 2013 年にかけて議論することを決定した会議な
どにも名前を連ねていますが、具体的に国の政策に組み込まれている様子は見受けられません。また、自国に実害
はまだなく、目立った政策がないことによる不利益もまだありません。 
しかし今後も被害にあわないという確証はなく、早急に整備することが求められます。被害にあわないために、
ほかの国の被害の状況や対策の方法などを参考に、法整備などをしていきたいと考えています。 



Brazil 
我が国ブラジルの GDP は、先進国と比較するとやはりまだ低い水準ではありますが、近年すさまじい速さで経
済発展をとげ、南米では首位となっています。発展している地域が先進国並みなのに対し、そうでない地域は最貧困
レベルという経済格差が、あまりにも目立ちます。改善策として今は UNIDO に加盟し、いろんな国々に助けられ
ています。 
ブラジルのインターネット普及率は６６％で近年多く普及し始めました。しかしここでも、都市部は５９％なの
に対し、農村部では２６％と、普及率にも格差があります。さらに、サイバー攻撃の攻撃元世界ランキングは世界第
３位で、攻撃されるターゲットとなる国の世界ランキングでは第２位とサイバーセキュリティ技術も十分ではありま
せん。そこで、BRICS に加盟している国と積極的に交流していきたいと思います。そして、UNIDO のようにお互
いに足りないものを補い合って協力することにより、これから BRICS は目覚ましい発展を遂げることを期待して
います。 

 
Canada 
カナダは、インターネットの普及率が高く、その分サイバー犯罪の被害が多い国です。そのため、近年ではサイバ

ーセキュリティの為の企業もでき、サイバー空間においても平和な国家を目指しています。 
私たちカナダは、情報セキュィティの捉え方に関して政府は一般市民や企業が出す情報を監視・統制せず、サイバ

ー利用の注意勧告を行います。各国の行動についての規制には、国家間でICTに関する犯罪が起きた場合、それを
協力し、報告し訴追できる機関の設立、また、その被害の直接的な処置を可能にすることを提案・主張します。こ

の時、国同士の損得はなく平等なものであることとします。サイバー後進国のキャパシティ・ビルディングに対し

ては、金銭的な援助だけでなく技術者の人材派遣や研修の受け入れなど行うことを提案します。援助国での人材育

成、悪用させないこと、投資の持続が前提です。 
以上が私たちカナダの政策です。 

 
Colombia 
私たちはサイバーセキュリティに関する強い姿勢での枠組みを作ることを求めます。私たちコロンビアのような
サイバー犯罪のターゲットになりやすい、インターネットが普及し始めたばかりの国には、強い姿勢でのサイバー
セキュリティが必要です。 具体的には左翼団体に限定するサイバー環境の規制または監視。 また、海外からの左
翼団体へのネット上での接触、働きかけの規制または監視。 また、コロンビアはサイバー先進国からのサイバーセ
キュリティに関する資金、技術援助を求めます。 具体的には、コロンビアのサイバー環境が安定するまでの継続的
な援助を求めます 

 
Cote d’lvoire 
我が国は最近インターネットが普及してきている。そのため急に情報が溢れ、社会が少し混乱し始めており、
国内での犯罪が増えてきている。よって、混乱を最小限に抑えるため社会や国民にとって有害な情報の阻止をして
いきたいと考えている。その中でインターネット上の人権などは守っていくようにするため、法律を定めていく。 
先進国による援助を受けることで技術発展をしていきたい。だが、まずはセキュリティ強化を優先したい。その
ために多くの国と二国間協定を結び、援助を要求していく。自国の技術を発展させることで国際協力に貢献してい
きたい。各国に他国と情報の共有を義務付けるべきである。 
自国では国民の情報モラルの意識を高めるために、教育プログラムをより浸透させていく。携帯電話普及率が高
く、サイバーテロに関わる自国民(特に若い世代)へのサイバー空間の有用性、危険性、将来性を広め意識を高める
ことを目指していく。 

 
Cuba 
キューバ政府がより他国に同等となるよう政府機関が一体となることそして組織体制を高めることが目標で

ある。 
また、キューバがICT 技術において発展した場合、国家の安全を守るために、情報を検索、取得、頒布するなど
の情報スペースにおける権利及び自由に関連する国内法令を設けることを目標とする。 
情報通信システムは、国のインフラに損傷を与えるように設計および使用されると、兵器になる可能性がある。
サイバースペースが軍事作戦の舞台にならないようにする唯一の方法は、すべての国の共同協力だと我々は考える。
つまり、情報セキュリティの分野における現実的かつ潜在的な脅威の調査と、それを防止し対処するための可能な戦
略を推進する必要がある。我々は、ICT に適用される既存の国際法を補完する法的拘束力のある国際的な規制の枠
組みを確立することが必要であると考える。 



D.P.R. of Korea 
朝鮮民主主義人民共和国では今回のテーマである「国際安全保障の文脈における電気通信分野の進歩(サイバーセ
キュリティ)」について自国の政策について説明したいと思います。 
1. サイバーセキュリティの捉え方 
サイバー空間において起こりうる国内の情報システムへのサイバー攻撃・サイバーテロなどの情報の脅威の阻止が
できるものと捉えています。 
2. 「情報セキュリティのための国際行動規範」の捉え方 
「情報セキュリティのための国際行動規範」で挙げられた 3 項目を肯定しています。近年、情報技術が進歩し情
報やサイバー空間における被害が多数あり自国の考えと類似しているため、国際法として共通してあるべきだと考
えました。 
以上のことから我々は、サイバーセキュリティの進歩のための国際法を各国の主権を尊重しながらの作成を共同
的に行っていきたいと思います 

 
Ecuador 

① “他国との連携強化によるサイバー空間の規範の作成・整備” 
私たちはサイバー空間に規制をかける規範の作成を目指しています。具体的には、他国とサイバー関連条約を結ぶ、
あるいは連携を強化することで自国のサイバー空間の規範を整備することを提案します。現段階ではなかなかイン
ターネット後進国と条約や連携を取っている国は非常に少なく感じます。また現にその後進国がサイバー攻撃の被
害にあっているのも事実です。これを徹底すれば規制をかけずしてある程度の治安が保たれるのではないでしょう
か。 
② “キャパシティ・ビルディングによるサイバー空間の環境整備” 
エクアドルのようなインターネット後進国では実際にサイバー空間に対する法整備が整っておらず、事件が起こっ
てもなかなか被害を小さくできない状態です。そこで先進国との、あるいは後進国同士のキャパシティ・ビルディン
グを積極的に行うことで自国のサイバー空間の発達を促すことを提案します。サイバー空間が発達することで打てる
策が増えるなど視野が広がると思います。特に、発展途上国同士で結合することによって先進国と同等、もしくはそ
れ以上に強力なネットワークを手に入れ、発展途上国のユビキタスネットワークを実現します。以上の 2 点を自国
の政策とします。 

 
Egypt 
近年エジプトを含む途上国では、ICT 技術が発展している。その側面、今まで狭域に限定された民衆のネットワ
ークが、ICT の活用により、広域に及ぶようになった。 
実際に「アラブの春」では、ICT の活用による広域なネットワークを利用して、エジプトを含む中東諸国の民衆
達は国境を超え、一斉に情報を共有し合った。そして、政府に対する反政府デモを計略した。彼らは最終的に政権を
崩壊にまで至らせた。これは ICT が果たした役割が大きいことから、エジプトでは、政府が国内のネットの遮断を
行なった。 
このように中東諸国といった、途上国でも、ICT の普及により、民衆が安易に反政府勢力を生み出し、国を混乱
させることが可能になった。しかし、途上国では、社会基盤が不完全なので、反政府勢力により政権が倒されると、
簡単に国家転覆してしまう。一国の国家転覆は世界に打撃を与える。仮にエジプトが国家転覆すると、国内中が混乱
し、民衆によるテロが多発したり、近隣諸国にも混乱が及んだりする。混乱の中で武装勢力が生まれ、世界中にテロを巻
き起こす危険を否定できない。我々は IS が世界に与える打撃を知っている。 
エジプトを含む途上国では、サイバー空間において、国家による監視・管理が不可欠だ。私たちエジプトは、途上
国においてサイバー空間において国家による監視・管理を認める条文を国際法に加えることを望む。 



El Salvador 
私たちエルサルバドルはC 議場の中で数少ない中米からの参加国ということで、中米にサイバーセキュリティ後
進国の多い現状を他地域の皆様との連携で解決していけることを強く期待しております。エルサルバドルは中米で
のサイバーセキュリティ犯罪の危険度が高い国として2016 年にPalo Alto Networks の白書に掲載されてしまし
ました。本国としてはこの事態を非常に重く考えております。もはや ICT 分野の問題は該当国に損失を及ぼすだけ
でなく世界中に大きな被害を及ぼしかねないほどになっています。しかし、現状の ICT 分野を含めた国内の開発は
十分ではない中米国家が多くあるのも事実であり、SICA(中米統合機構)内のみでの解決は困難です。そこで私た
ちは中米・カリブ諸国の連携を強化しサイバー先進国の ICT 教育や普及の形式を踏襲することでサイバー犯罪の火
種をなくすことができると考えております。参加各国の皆様と協力していけることを心より願っております。 

 
Estonia 
世界有数の ICT の発展を誇るエストニアでは、情報セキュリティーについて、すべての人々のプライバシーを守
り、電子サービスへの信用を高めるために企業をはじめ、国単位での ICT の発展やクラッカーの検挙と並行したホ
ワイトハッカーの育成が必要だということを前提に、企業はネットワーク、クラウド、携帯電話のすべてのシステ
ムを保護する国際規範を作る必要があると考える。また、サイバー後進国のキャパシティ・ビルディングについては
国家による情報の統制や制限に反対し、言論、表現の自由を尊重することをボトムラインとして各国家が ICT の発
展のためにイノベーションし、 ICT の国際格差をなくすために我が国を例とする ICT 先進国によるサイバー演習
の提供をしたり、サイバー空間上の秩序の形成を目的に、NATO 加盟国を対象に現在行われている CyCon をモデ
ルにした国際会議の開催という意見である。 

 
 

France 
フランスのサイバーセキュリティに対する政策として軍内でのサイバー防御に対する力量の増加、またフランス
は核所有国でもあり核に関する情報を漏洩を防ぐためにも、サイバーセキュリティに関する専門知識を身に着ける
ことが自国には必要な政策であると考える。 
フランスのインターネット普及率、携帯普及率等、年々増加傾向が見られ、民間内、一般でのインターネットに対
する使いかたや、セキュリティー問題に対する民間内での意識の向上が政策につながると考えた。 

 
Germany 

2016 年11月、ドイツ大規模なサイバー攻撃用ボットネット(コンピュータウイルスの一種を送り込まれたコンピ
ュータで構成されるネットワーク)の構築を狙った Mirai 亜種の感染活動により、アクセスを受けたドイツテレコ
ムのユーザー2000 万人中 90 万人のルーターが攻撃パケットによりインターネットの接続が不能になり、ダウンし
てしまうという事例が発生した。それに対して産業界と連携し、小規模オフィスや家庭用ルーターに向けたテクニ
カルガイドラインを作成した。 
概要については、8 文字以上の大小の文字を組み合わせたパスワードを要求し、ファームウェア(コンピュータや
周辺機器などの基本動作を制御するためのプログラム)のアップデート機能、ファイアウォール機能(ネットワー
クとネットワークの間に立ち、不正アクセスをブロックするためのシステム)が盛り込まれた。 
この政策は任意であり強制ではないが、テクニカルガイドラインを取り入れる企業が年々増加している。 



Georgia 
我々の国はサイバー攻撃まで行かなくても、ログを記録し、そのログを定期的に監査する仕組みなど、証拠になる
ものを残すセキュリティ対策は、サイバー攻撃の犯人特定の為には必要不可欠だと考えています。そこで、アメリカ
をはじめサイバー空間の主導権を握っている国と協力しセキュリティ対策を促進させます。また、セキュリティが脆
弱な地域に限らず、世界全体のサイバー空間のセキュリティ強化を実現するために、持続的に ICT 開発が進められる
よう、アイデアを共有するといったような内発的な開発を後押しする。 

 
Ghana 
ガーナ共和国は、アフリカ大陸の西部に位置しています。人口は約 2880 万人で近隣諸国との関係を重視する一
方で、典型的な一次産品依存型国家であり経済が不安定であるので、支援を受けるためにアメリカや欧米諸国など
の先進国との関係を強化しています。また、アフリカ連合(AU)や西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)などに所
属し、アフリカ地域全体の平和と安定に積極的に貢献しています。インターネットの普及率の低さ故、先進国に比
べてサイバー面の発展が乏しいですが、2016 年にブダペスト条約に批准し、情報及び天気通信分野への関心を高
めています。アフリカではモーリシャスやエストニアのようにサイバー先進国と、その他のサイバー後進国間の格
差が顕著であるため、そのような国同士が情報共有をすることでアフリカ地域全体の結束力を高めていく。サイバ
ーセキュリティの強化をするための国際法を作る主張をしているアメリカや欧米諸国を支持することで、安全かつ安
定した先進的な情報技術を取り入れ、自国でも大きな利点を生み出すことを目指す。 

 
India 
我々、インド政府は情報通信技術分野を経済成長戦略の重要分野に指定し、産業振興政策、人材育成を行ってい
ます。情報技術分野での産業振興を進めていくためのインフラであるサイバー空間でのセキュリティについても対策
を進めています。国家のサイバー空間でのセキュリティを強化するための具体的なプログラムであるサイバーセキュ
リティ・フレームワークを構築することが目的の National Cyber Security Strategy では、サイバー戦略の目標
として、「市民や企業、政府に取って安全で堅牢なサイバー空間を構築すること」をおいています。具体的な政策と
しては、安全なサイバーエコシステムを構築する、電子政府サービスを保護する、効果的な官民連携の構築、重要情
報インフラを保護する、などがあります 

 
Indonesia 

サイバー攻撃への対抗:サイバーセキュリティ関連の情報共有体制の確立及びその強化 
まだサイバーセキュリティに関する枠組みが国際的に承認されていないので、国際標準に合わせた枠組みを確立し
たい 
協力関係にある日本をはじめとした先進諸国の枠組みや政策を参考にしていき，国内の技術力向上につなげたい 
サイバー関連の技術が未熟であるため、先進国の協力を要請する 



Iran 
最初に、論点１でイランは自国のサイバー空間を保護するために国家による強い情報統制を求める。だが、この
議論については欧米諸国との対立が予想されるため、各国の裁量で対応するまでにとどめるよう提案する。 
次に、論点２については国際間で技術が発達するための協力を行うことが行動規範に含まれることに賛成する。
現在は至っていないが、今後イランの国益が守られることが確認できた場合に限って、サイバー攻撃が自国の者に
よって行われること等が無いよう国内法令を整備したり、国際的な取り決めに積極的に参加したりする責任を各国が
負うことを認める。だが、その場合に至っても前記に示した国家統制を進めることは必須であり、インターネット上
の人権の保護、尊重は国内法令の遵守を前提とすることを求める。 
最後に、論点３については世界で情報格差が広がっていることを憂慮し、高い技術を持つイランとして既存の組
織を活用しながら、それらの国が自国を保護するための技術の発展を国際的な立場から支援し、他国にも協力を促
す。 

 
Israel 
イスラエルは、イランやイスラム過激派などからとみられる苛烈なサイバー攻撃にさらされる中、最先端の防御
法を編み出してきた。 
特徴として、国防軍の中に 8,200 部隊（Unit8,200）という組織が存在している。これは、国のサイバーセキュ
リティのスペシャリストとしての機能と、サイバー戦争が勃発した際に敵へ攻撃する役割を担っている。また、先進的
かつ革新的なサイバーセキュリティ・ソリューションを開発している企業などが多数あり、政府はそれらを支援して
いる。 
そのため、自国にはサイバーセキュリティ―システムやソフトウェアを海外の政府や企業に売り込むことで、
広くビジネスを展開したいと言う思惑がある。特化したサイバーセキュリティ―企業からの資金調達や、世界の連携
強化に努めると同時に、イスラエルという国を売り込んでいく姿勢を強化していきたい。 

 
Italy 

イタリアには 2 つの政策があります。 
1 つ目は、インターネットやインフラなどの技術の保護です。先程述べたように、サイバー攻撃の脅威は年々大
きくなっています。しかし、だからといって過度な情報の統制を行ってしまうと言論 • 表現の自由に反してしま
います。さらには、ICT の発展を妨げることにもつながっていってしまいます。そのため、適切なインターネット
やインフラなどの技術の保護によって国際的に問題解決を目指します。 
2 つ目は、サイバー後進国自身の成長を促す援助です。サイバー空間は全世界とつながっています。そのため、自国
のセキュリティが頑丈であったとしても他国のセキュリティが微弱なものであると効果が薄くなってしまいます。
したがって、サイバー後進国の援助は必須となります。しかし、ただ技術を提供するだけの援助となると、いつま
でも援助が必要となり、さらにはサイバー後進国の成長へとつながっていきません。そこでサイバー犯罪に対する
技術者を育成する学校の建設などといった、サイバー後進国の内面的な成長を促す援助が必要なのです。 



Jordan 

【論点１：情報セキュリティの捉え方】 
まずはインフラとネットワークの保護を優先し、どこまでの国家統制を認めるか
議論したい 

【論点 2：各国家の行動についての規範】 
第 4 回 GGE の報告書の１３条のd 項のサイバー犯罪の検挙における国際協力について国境のないサイ

バー犯罪に対処するための新しい機関を国際連合に作り、サイバーを熟知している人々を各国から雇い、サイバー
犯罪発生時に適切な支援要請に基づいた緊急対策チームを作り、サイバー犯罪の検挙に取り組みたい 
【論点３：キャパシティ・ビルディング】 

援助する国だけではなく援助を受ける国の意見を取り入れることができるようにしていきたいこ
れらが私たちヨルダン･ハシェミット王国の政策です。各論点についての詳しい議 

論は当日行いましょう。すべての国が一丸となってコンセンサスを目指しましょう。 
 
Kenya 
	 インターネットの急速な普及によって、我が国でも利便性は劇的に向上した。しかしその一方で、サイバー空間

におけるセキュリティの問題が深刻化している。特に、我が国や周辺のアフリカ諸国では、多くの情報機器のセキ

ュリティが不完全であり、サイバー攻撃に曝されたり、利用されたりする恐れがある。そこで、いわゆるサイバー

後進国の ICT 環境のさらなる整備の必要性を訴えたい。そのために、技術者教育における国際的な協力体制構築の
ための制度づくりを提案したい。特に、今後は、ブロックチェーンの利用によりサイバー空間の安全性を確保しつ

つ経済発展につなげることが可能だと考えており、そこで発生する個人情報保護などの課題を解決するための技術

者の育成が最大の課題であると捉える。これらにより、誰もがリスクなくサイバー空間を使い、アフリカ諸国など

が貧困を克服することができる世界が実現すると私たちは確信する。 
 
Malaysia 
	 近年国際課題となっているサイバー攻撃の脅威はますます複雑化、深刻化している。マレーシアは急成長してい

る発展途上国だからこそ、ネットの普及にセキュリティが間に合ってないのではないかと考える。これを防ぐため、

的確に対抗できる人材の育成に力を入れ、インシデントハンドリング能力の向上を図ることと、専門知識を身につ

け、国家資格を与え、優秀な若手の人材の確保することを重視したい。 
また、企業のサイバーセキュリティ保険の加入を義務付け、サイバーセキュリティ対策を講じている企業へは保険

料を安くしたり、セキュリティへの助成金を給付することを我が国の政策として導入していくことを望む。自国の

セキュリティ強化だけでは足りない。 
ネットワークでより緊密に接続された国際社会では、どこから侵入されるかわからない。そのためにも、親密な隣

国とは、情報の共有を徹底しなければならない。 



Mali 
	 私たちマリのサイバー技術の発達は他国と比較すると進んでいない。そのため、他国の協力のもとサイバー技術

の発達を進め技術力の平等を目標としている。「情報セキュリティのための国際行動規約」に基づきサイバー空間

の発達による国内でのテロリズムなどを扇動とする情報や他国の政治や経済、精神的・文化的環境を弱体化させる

情報を阻止させる必要がある。また、各国家の責任ある行動についての規範、規則、あるいは原則においての差が

生じるため国家ごとのズレを防ぐ必要がある。 
キャパシティ・ビルディングにより過度なサイバー技術が発達しサイバー技術が増えることを危惧し、安全をまず

第一の条件としてサイバー空間を利用する。そして、技術の発達を平等化し、後進国に支援を行う。マリや各国へ

の影響が極力でないように取り組む。 
 
Marshall Islands 
	 世界中のすべての人・企業・国家が、サイバー犯罪の脅威から保護され、安全に ICT 空間を利用できるようにす
ることを目指す。そのために、表現の自由を保護するとともに悪意のあるサイバー攻撃の被害を防止する対策を講

じる。 
また、現在 ICT 空間で個人情報が悪用されている。ICT 空間における個人情報を保護するため、OECD8 原則を基
にした、統一的な国際法を確立する。 
国際的なサイバー犯罪やサイバーテロを監視し、犯罪者・テロリストを罰するための国際機関を設立する。 各国家
は、国内のサイバーセキュリティの状況を把握し、よりよいものにしていく努力をするとともに、国内のサイバー

犯罪を監視、処罰する。 
サイバー後進国においても高水準の情報セキュリティを提供するために、サイバーセキュリティ構築のための国際

的なガイドラインを作成し、さらにサイバー先進国からサイバー後進国に技術者を派遣し、技術を提供する。 
 
Netherlands 
	 オランダの IT 分野は、発達していて、インターネット経済は、GDP の６％も占めている。政府は、ユーロポー
ルの欧州サイバー犯罪センター（EC3）と NATO 通信情報局（NCI）の本拠地であるハーグにサイバー専門家の
ためのグローバルフォーラムを設立した。また、サイバーセキュリティー企業、政府機関、知識機関が協力する欧

州最大のセキュリティクラスターであるハーグセキュリティデルタの本拠地です。オランダは、情報業に力を注い

でいる。 
2013 年には、NCSC（National Cyber  Security  Center）がサイバーセキュリティに関する政府の長期的見解を
概説し、サイバー脅威に積極的に対抗する意識を超えて具体的な行動を立てる第 2 の「国家サイバーセキュリティ
戦略」を発表した。例としては、スパイ活動や広告の詐欺についてなどである。また、協力を大切にし、セキュリ

ティの強化をしている。NCSC は、オランダのサイバーセキュリティの中心的な情報および専門技術センターであ
る。NCSC では情報の管理、セキュリティの強化をしている。全体的に、全ての人々が使いやすく、様々な情報に
アクセスできるようなインターネット社会にしたいと考えている。 



Mexico 
	 陽気で性格・気候など中米きっての情熱の国でもあるメキシコ。メキシコは現在、サイバー攻撃数がラテンアメ

リカ系では２番目に多く、今年もメキシコ銀行から約４億ペソが不正に盗まれる事件が起きました。それは、サイ

バーセキュリティーに関する法律が少ないなど、サイバーセキュリティーに対する国民の知識がないことが原因と

してあげられます。現在、携帯電話やインターネットの普及率は先進国に比べると低く、これからメキシコでも利

用者が増えていくと考えられます。その時に、国・国民がサイバーセキュリティーやサイバー上の問題を把握し、

危機感を持ったり、サイバーセキュリティーに関する法律を作ったり、何か起きた時に臨機応変な対応ができるサ

イバー関連の人材育成に力を入れることが問題解決への一歩と考えました。また、他国で我が国と同じような状況

である国とコミュニケーションをとり、サイバーセキュリティー関連への主要条約への加盟を増やして行きたいで

す。 
 
New Zealand 
	 ニュージーランドのサイバーセキュリティは国家的計画がつきものである。この国のサイバーセキュリティ戦略

は 4 つある。 
まず、サイバーの回復力である。ニュージーランドの情報インフラは国家全体に関わる利益を守ることができる。

2 つ目は、サイバー犯罪の対処がある。サイバー犯罪の予防や調査に対応する能力を向上させている。3 つ目はサ
イバー能力である。ニュージーランドの人々、政府はサイバー犯罪の脅威を理解している。それから自分を守る能

力を身につけている。4 つ目は国際協力である。ニュージーランドはサイバースペース問題への関心を持ち、それ
を国際的に発展させている。 
このようにニュージーランドはサイバーセキュリティについての政策を進めている。 
 

Nigeria 
	 我が国ナイジェリアは、国連開発目標 9 の「産業と技術革新の基盤を作ろう」に含まれる「情報と知識への平等
なアクセス」を世界各国全てが実現することを望む。そのためには、世界の全ての人口が固定電話・携帯電話およ

びインターネットサービスを使用できる環境にある必要がある。よってナイジェリアは、このことが 2030 年まで
に実現できるよう各国が努力すると共に、先進国が、インターネット普及率が低い発展途上国に技術的・経済的支

援をするという政策を、提案する。 
また、ナイジェリアは、表現の自由と国家主権のバランスを保ち、テロリズム等各国に不利益を与える団体からの

情報を取り締まる一方で、表現の自由を侵害するととれる規制は行わない、という立場である。ゆえに、発信者の

対象範囲がテロリズム等悪質な組織に限られる、情報の制限を提案する。 
最後に、ナイジェリアは、インターネットにおける資源の公平な分配を確保し、全てのアクセスを容易にし、安定

して安全な機能を確保するために、多国間における民主的な国際インターネット管理システムを構築する、という

政策を推進する。 
 
Pakistan 
自国は、サイバー空間でインドと対等に戦えるほどのサイバーセキュリティが発展している国だ。携帯電話の普
及・低価格化が進んでいるのに伴い、サイバーというものが国民にとってより身近な存在となってきている。その
ため、政府のサイバーセキュリティだけでなく、民間のサイバーセキュリティも強化すべきである。達成するため
にはICT 関して特化した人材の育成が必要だと考えている。 
自国は、識字率や就学率が他国に比べると極めて低い。学習環境整備のための金銭的、技術的な援助を要求する。 
また、情報セキュリティに対する認識に関してアメリカの意見に賛同する。時刻は、インドからのサイバー攻撃によ
り多くの国民が DDoS 攻撃やハッキングの被害にあい、一時国民の自由が奪われた。人権の尊重のためにも、やはり何
等かの法律、同盟を作るべきだと考えている。 



Papua New Guinea 
	 パプアニューギニアは、「情報セキュリティ」を確保するために、インターネットやインフラなどの技術を発展

させること、誹謗中傷などの有害な情報を削除することが必要だと考えています。しかし、パプアニューギニア国

内でのインターネット利用率は 9.6 パーセントと、非常に低い値になっていて、そのための人材や技術が大変不足
しています。パプアニューギニア以外にもこのような国はたくさんあります。このままでは、セキュリティが仮に

強化されたとしても、効果が薄くなってしまうと思われます。そのため、パプアニューギニアは、途上国のキャパ

シティビルディングのために、すでにある国内法と共存する形で先進国が援助をすることが必要不可欠だと考えて

います。よって、パプアニューギニアは、 
・先進国に途上国のキャパシティビルディングを支援していただくことで、インターネットやインフラなどの技術

を発展させる 
・セキュリティを確保するために、インターネット上にある有害な情報を削除するという 2 つの政策を提案致しま
す。 

 
Peru 
	 2015 年 7 月国連に対して、ペルー政府は情報技術部門における情報セキュリティの全体的な動向として以下の
ように回答。 
ペルー警察の総合的なデータネットワークは、その組織的機能的な構造の様々なレベルで、多様なセキュリティ政

策を通して異なったシステムを統制している。 
情報システムを強化するうえでの国家レベルでの努力は、ネットワーク管理者の任命、情報技術に関する担当者の

訓練、私的クラウドの実施、情報バックアップ等を含む。 
決議のタイトルに盛りこまれた概念の内容については、国家警察の情報綱領を改善すること、国家の公共情報セキ

ュリティを改善して国際的な情報セキュリティに貢献すること。 
グローバルレベルで情報セキュリティを強化するために国際社会でとられるべき可能性のある施策として、コミュ

ニケーションメディアの標準化、国際セキュリティに関係している国々がお互いに操作可能性を保証する技術綱領

の標準化、情報セキュリティメカニズムの標準化などである。 
さらに、ペルー政府は 2018 年 3 月 13，14 日に日本政府と最新の情報通信技術に関するフォーラムを開催し、議
事録に大臣等が署名した。 

 
Poland 
我が国ポーランドは教育熱心な国です。大半の学生は大学を卒業し学位を取得します。しかし、彼らのような優
秀な人材の多くは卒業後、職が少なく低賃金のポーランドを去り、より良い労働環境を求め西欧の先進国へ移住して
いきます。つまり、ポーランドは優秀な人材の流出が課題となっているのです。 
この課題は、ICT 分野においても同じです。ICT 分野において次世代を担う優秀な人材が少ないということは、
今後さらに発展するであろうICT 分野にポーランドが他国に遅れを取るということです。これは我が国にも周辺国
にも、あるいは世界全体にとっても不利益なのではないでしょうか。そこで我々は先進国の皆様にお願いしたいこと
があります。 
1. 信頼のできる専門家の派遣による、人材育成・技術提供。 
2. 1 を実現させるための、今国内にいる優秀な人材が活躍するための資金援助。 

です。これらの支援を受けて我が国はサイバースペースでの安全性の保証、国家能力の向上、人権の保護を目標に
周辺国と協力していきたいと思います。 



Portugal 
	 私達ポルトガルは常日頃より、インターネットの急進的普及とその存在が我々人間に与える影響の大きさを感じ

ている。そこで、より良い人間生活を送れる国家及び国際社会を築いていくためには、情報通信技術(ICT)が欠か
せないものだと考えた。ICT はこの世の中に登場してから順調に普及されてきた。今後も勢いは止まらず世界中で
広がり続け、既になりつつある“ICT がないと立ち回らない社会”が本物になるであろう。しかしながらそうしたプ
ラスの面とは裏腹に、我々の ICT と密接した状況を利用して犯罪を行う者が増えてきているのも事実である。我々
は、ICT による利便性を享受するだけではなく、それに伴う負の側面にも徹底的に向き合い、より安全で安心して
使用できる環境を整えていかねばならない。 
そこで私達ポルトガルは提案したい。ICT を整備していくために EU 加盟諸国を含む先進国の代表で短い間隔で定
期的に集まり、会議をし、今後の ICT の発展、或いは ICT における安全を整備していく方法について話し合う場
を国連主導で作ってはいかがであろうか。ICT の発展が大きいのは主に先進国であり、技術の進んだ国々で互いの
未来のことを想い話し合うことで、将来あるべき国際サイバー社会像が見えてくるだろう。 

 
Qatar 
	 私たちカタールが強く主張することは、情報空間における権利及び自由の尊重が最優先になることだ。 
政策の内容は、「表現の自由を尊重するために、政府は情報の規制、取得、頒布を規制することはできない。ただ

し、サイバー攻撃元が分かった場合や、インターネット上で犯罪をしていることが判明した場合のみこの限りでは

ない」だ。この政策では「犯罪を取り締まること以外で、政府が情報の規制、取得、頒布を規制することはできな

いのは危険ではないか」と反対する人もいるだろう。しかし例えば、迫害されていたり暴力をされていたりする

人々の気持ちに触れる機会が多くなるべきだということには異論はないと思う。それに対し、「情報セキュリティ

のための国際行動規範」の条文ｃ はその人達の言葉を消し、無かったことにすることがあるかもしれないのだ。さ
らに、政府と異なる考えがあるのにも関わらず、それをある国が阻止することで、表現・言論の自由が奪われるこ

とも考えられる。 
 
Russian Federation 
	 私たちロシアが強く主張することは、各国が主権を持った状態で、情報セキュリティにおける国際的な規則を作

ることだ。また、デモ活動を抑止するために情報統制をある程度行う必要があると考える。                            2011    
年のジャスミン革命を発端としたアラブ革命を覚えているだろうか。情報が持つ正確性よりも信じたいものを信じ

る人は簡単にインターネットから垂れ流される情報を鵜呑みにしてしまう。それでは、表現の自由が無くなると反

対する人もいるだろう。もちろん、各国が主権を持つため情報統制を行うか行わないのかは自由であるが、国際的

な規則はそのようにはいかない。今日のウイルスは一国のセキュリティや多国間のセキュリティを攻撃することは

簡単でありそのような状態に陥らないために私たちは地球全体を常に更新し続けるアンチウイルスソフトにする必

要があるのだ。 



South Africa 
	 情報環境整備が整っていない南アフリカのインターネット普及率は、わずか 54％にとどまっている。また、他国
に対してサイバー攻撃を行った事例がいくつかあるが、サイバー攻撃に関する法律は 2013 年にできたばかりであ
る。サイバー条約において、現在南アフリカは署名国という立場をとっている。安全で安定したアクセスが可能な 
ICT 環境を促進し、デジタル時代のプライバシー権としてインターネット上の人権を保障していく必要がある。サ
イバー攻撃は自国のみでの対応が極めて困難な問題であり、積極的に他国と個人情報を取り扱い、サイバー攻撃防

止に関する会議に参加するなどして、国際社会全体で連携・協力しながらサイバー攻撃に対する意識を高めていき

たい。そして、サイバー犯罪においての国内法を整備し、早急に法令作成や矛盾するものの削除といった法制整備

をして、批准国を目指す。 
さらに、個人情報という観点から人権についても考えていく。 

 
 

South Korea 
韓国は、以下の政策を提案します。 
（１）サイバー先進国はサイバー後進国を支援し、また、サイバー後進国同士連携し、サイバーセキュリティの強

化やサイバー環境の改善に努めること。例えば、一年に一度集まり、自国のサイバーに関する情報を共有したり先

進国に技術を教えてもらうことで、ICTの国際格差を是正に繋げること。 
（２）全世界で、サイバーテロに対応すること。具体的に、サイバー攻撃による他国の侵略をしないことを義務化

することや、一か国がサイバーテロの被害にあい、その国からの要請を受けた場合、他の国も一緒に犯人の特定や

その国のサイバー環境の改善に努めること。 
インターネットが急速に普及している中、それに対応したサイバー環境の整備や全世界共通のサイバー空間におけ

るルールを定めること、ICTの国際格差を是正することが必要であると考えています。 
 
Sweden 
スウェーデンは武装中立国で、軍を持ちながら過去約 200 年間戦争をせず、中立を保つなか、長年にわたり、民
主主義、男女平等、医療や教育への保証なども問題解決に努めてきた。可能な限り納税額や若年層の社会保障を軽減
する政策を導入し、1995 年の EU 加盟後は経済、金融問題や気候変動にも積極的に取り組んできた。2017 年にはい
い国指数 1 位に選定され、世界的に評価される国である。 
スウェーデンの情報セキュリティに対する政策の柱は大きく 6 つ。 
1. 連携のとれた姿勢をとりながら情報セキュリティー問題に取り組む 
2. ネットワーク周辺のセキュリティーを強化する 
3. ハッキングにへの検知能力を高める 
4.ハッキングが行われる可能性を下げる努力をする 
5. 知識の蓄積と民間の意識改善 
6. 国際的な協力体制の構築。スウェーデンの情報社会におけるリーダーの地位を確立 
国際的な関係では、第六の柱を元に、情報政策先進国として各国の支援をしながら、他の情報先進国の協力も仰
いでいく。 

 
Turkey 
トルコとしては、情報セキュリティの観点からサイバー空間に対して国家が統制、管理する必要があると考えて
いる。経済活動において、先進国のインターネット活用による利益に対し、後進国は分け入るスキがなく、利益の再
配分の観点からも後進国のキャパシティビルディングの必要性に加え、国家間の調整が必要であると考えている。
また、トルコとして特に主張したいのは、安全保障に対する対策である。トルコは、サイバー攻撃による被害だけで
なく、ISIS などテロの温床となるインターネット活動によって甚大な被害を受けてきた。これに関しても、中・露
などが提唱する「情報セキュリティのための行動規範」の中でも、「テロ等国家安全を脅かす情報活動の弱体化に協
力すること」についてはぜひとも実現したい。 



Ukraine 
	 まず、自国は情報セキュリティのための国際行動規範に賛成し、情報ネットワークの捉え方について、ICT や情
報それ自体の安定を目指す。現在自国では、ロシア系の東側とウクライナ系の西側での経済格差やロシアとのクリ

ミア半島の問題などがあり、国内外でいつサイバー攻撃がおきてもおかしくない状況である。実際に自国は 
2015 年ロシアから大規模なサイバー攻撃を受けた。そのため、情報を国家の統制下に置き、他国からの情報のア
クセスを制限したいと考えている。 
また、キャパシティビルディングについては、自国では現在でもインターネット普及率が 60％未満であり、まだサ
イバー発展国とはいえず、普及率を伸ばす必要がある。その際に重要となるのが人材育成である。自国は経済面に

おいては余裕があるとはいえないが、国内での識字率が 99％以上であるなど、教育水準は高く、教育によってサイ
バーに詳しい人材を育成する環境はある。これからは、今後発生するであろうサイバー攻撃などにしっかりと対応

できる人材を育成していきたい。 
 
United Kingdom 
英国は、論点１について他の西洋諸国やアメリカと同様に情報セキュリティの保護をインターネットやインフラ
などの技術のみを保護するものとする。また、ICT の発展という目的において表現や情報の自由の保障を主張する。 
論点２について英国は情報セキュリティをインターネットやインフラなどの技術を保護・整備することであり、情
報の統制とは考えていない。これは情報を国家の統制下に置くことで、ICT  の発展や人権としての情報の自由を阻害
していると危惧するという点からである。 
論点３については、サイバー空間の発展という目標のもと、「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えよ」
という格言があるように、サイバー新興国・途上国にただ技術援助や金銭的援助をするのではなく、新興国・途上
国側でも内発的に自己成長できるように社会制度・政策そして技術者などの育成にも力を入れることを主張する。
また、民主化運動を懸念してインターネットの規制や政府での管理を強化している国に撤廃させるように投げかけ
る。 

 
USA 
	 米国は、最終的には世界各国の ICT レベルをサイバー先進国を中心に引き上げ、ICT サービスの安全を確保し
ていきたいと考えている。世界すべての国の ICT レベルを引き上げなければ、一つの国がレベルを上げても効果が
薄くなってしまうからだ（GGE レポート 条文８参照）。そこで、サイバー先進国と後進国との距離を縮めていき
たいと考える。 
そのために具体的に行うことは、 
① 後進国での将来的なサイバー人材の育成を行う。 
（サイバー先進国ですでに育成されたサイバー人材を後進国に派遣し、技術援助を行うものとする。） 
②サイバーセキュリティ問題に対する対策情報を共有するシステムを構築する。 
③各国のセキュリティの意識レベルを上げるため、セキュリティ記事を集めたサイトを各国語に翻訳し、すべての
国においての情報量を増やす。 
④簡単にサイバー先進国に対して、後進国が質問できるようなシステムを作る。 
何か情報セキュリティについて疑問点が発生した際に、気軽に質問ができ即時に解決できるようなシステムをと
る 
以上を、米国の政策とする。 


