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関係各位 

平成 30 年 3 月吉日 

サイバー犯罪捜査・調査ナレッジフォーラム 

 

一般社団法人サイバー犯罪捜査・調査ナレッジフォーラムへのご参加のお願い 

 

謹啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。 

当社団法人は、平成 29 年 4 月に発表いたしました「サイバー犯罪捜査・調査知識体系(Cybercrime 

Investigation Knowledge Forum」の公共知財化とその普及及び継続的な内容改善を目的とし、 

「一般社団法人サイバー犯罪捜査・調査ナレッジフォーラム：CIKF」として 12 月に法人登記が終了し設立準

備が整いました。 

 

当フォーラムでは、ますます巧妙化し国境をまたがるサイバー犯罪に対して、各国法執行機関の捜査員、検

察官や、その他の組織のサイバーセキュリティ担当者の能力向上を目指しています。 

サイバー犯罪捜査・調査ナレッジフォーラムの活動主旨 

 サイバー犯罪捜査・調査に必要とされる知識、技能を世界各国の専門家よりとりまとめた「サイバー犯罪

捜査・調査知識体系(CIBOK)」を広く普及させる。 

 より理解を深める目的として教育事業活動を行うことで、法執行機関、その他団体のサイバー犯罪対

応の標準化、対応能力の向上に寄与する 

この主旨に基づき、サイバー犯罪捜査や企業がとるべきセキュリティに必要とされる知識体系(領域を構成する

概念、用語、および活動一式)を継続的に提供することを目的とし、平成 30 年にフォーラムの本格的始動を

計画しております。 

つきましては、別紙の計画書をご高覧のうえ、当フォーラムへのご賛同、ご支援を賜りたく、入会をお願い申し

上げます。 

謹白 
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(社)サイバー犯罪捜査・調査ナレッジフォーラム計画書 

 予定する主な活動 

- サイバー犯罪捜査知識体系の継続的な改訂・改善 

- サイバー犯罪捜査知識体系を中心とした人材育成への貢献 

- サイバーセキュリティ、インシデントレスポンスにおける CIBOK の活用促進 

 運営体系と運営体制 

1. 理事会 – 意思決定 

2. 専門部会 – 専門領域での活動（トレーニング、認証試験、書籍改定など） 

 会員区分・会費 

会員区分 入会金 年会費 

正会員 500,000 円 1,500,000 円 

賛助会員 無料 150,000 円 

特別会員 無料 無料 

 会員特典 

（１）正会員（法人または団体） 

1. 本フォーラムに対する理事の推薦 

2. 本フォーラムが所有する知財（CIBOK）の２次利用 

3. CIBOK を活用したトレーニング事業の提供 

4. 専門部会・ワーキンググループへの参加 

5. 本フォーラムが主催・共催するセミナー、シンポジウム等への参加、講演枠の優先的割り当てお

よび企画会合への参加 

6. イベント開催時、WEB サイトにおけるロゴの無償掲出 

（２）賛助会員（法人または団体） 
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1. 本フォーラムに設置される専門部会へのオブザーバー参加 

2. 本フォーラムが主催・共催するセミナー、シンポジウム等への参加、講演枠の優先的割り当てお

よび企画会合への参加 

（３）特別会員（省庁及び政府関係機関、地方自治体、教育研究機関） 

1. 本フォーラムに設置されるワーキンググループへの参加 

2. 本フォーラムが主催・共催するシンポジウム等への参加、講演枠の優先的割り当ておよび企画会

合への参加 

3. イベント開催時、WEB サイトにおけるロゴの無償掲出 
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CIBOK これまでの活動実績 

1/2 

時期 内容 特記事項 

2017 年 4 月 19 日 グローバル発表会 米国を中心にした法執行機関等を招待し、米国

商工会議所にて発表会実施。同時にグローバルに

向けてのアナウンスメントを実施。 

2017 年 4 月 27 日～

28 日 

3rd NATO Cyber 

Defense Smart 

Defense Projects’ 

Conference 参加 

防衛機関への浸透を目的として、NATO 軍サイバ

ー防衛分野の総合カンファレンスに参加しパネルディ

スカッションにおける討議を行う。また展示エリアにお

いて CIBOK の幅広い展示を実施。 

2017 年 5 月 25 日～

27 日 

第 21 回サイバー犯罪に

関する白浜シンポジウム 

CIBOK 日本語版の認知向上を目的とした、プラチ

ナスポンサー協賛。参加者に向けたプレゼンテーショ

ンによる CIBOK の説明、及び展示エリアにおける

CIBOK 日本語版の展示を実施。 

2017 年 7 月５日～7

日 

INTERPOL Global 

Cyber Expert Group 

法執行機関への幅広い浸透を目的としてインターポ

ールにおけるサイバー分野最大のワーキンググループ

に参加し、パネルディスカッションでの討議やプレゼン

テーションを実施。 

2017 年 9 月 26～27

日 

INTERPOL General 

Assembly(中国 北京) 

インターポールの年次総会において、トレンドマイクロ

株式会社ブース内にて展示、説明を実施。 
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2/2 

時期 内容 特記事項 

2017 年 10 月 6 日～7

日 

情報セキュリティワークワー

クショップ in 越後湯沢 

ブースでの展示に加えて、「産官学の賢人に訊く」と

して、下記の 3 名を招き、サイバー犯罪の知見に関

するパネルディスカッションを実施。 

独立行政法人国立高等専門学校機構 木更津

工業高等専門学校 米村恵一教授 

警察庁 生活安全局  高尾健一様 

富士通ネットワークソリューションズ株式会社 杉尾

憲様 

2017 年 10 月 19 日～

20 日 

CIBOK 基礎編トレーニン

グ実施 

国内警察関係者、今後 2020 年に向けてサイバ

ー犯罪の予防、対応が必要となると思われる関係

各団体関係者向けに、CIBOK の全体像を開設す

るトレーニングを実施。 

2017 年 11 月 9 日 INTERPOL (シンガポー

ル IGCI) 

インターポールにおいて、ASEAN10 ヶ国の警察に

向けたマネージメントトレーニングのコンテンツの一つ

として、CIBOK が採用される。 

捜査官をとりまとめるマネージメント層向けとして、

CIBOK 全 10 章中からマネージメントフレームワー

クとリソースプラニング、サイバー犯罪捜査実行のフレ

ームワークに絞ったトレーニングを実施。 

2017 年 12 月 1 日 社団法人設立 一般社団法人 サイバー犯罪捜査・調査ナレッジフ

ォーラムとして法人設立 
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CIBOK 設立の背景(平成 29 年 4 月 19 日報道発表より抜粋) 

CIBOK は全世界の法執行機関や企業向けに、今日の複雑化したサイバー犯罪を解決、予防するための知

識、スキル、行動を提供することを目的としています。 

「サイバー犯罪が、注目を集めたい、または能力の誇示を目的とした個人的な活動から、より巧妙で明確な

目的を持った組織的な活動へと進化するにつれて、我々にとっては、彼ら犯罪者の目的や動機を理解するこ

とに注力することが重要になっていきています」と、CIBOK の主席編集者であり、CIBOK 編集員会委員長であ

るシェーン・シュック博士（Shane Shook , Ph.D.）は述べます。 

「我々は、手段、動機、犯罪者を特定する可能性の観点から犯罪を捜査しています。にもかかわらず、サイバ

ー犯罪捜査官はこれまでツールや技術、手順に注目して捜査を行っていました。CIBOK では、これまでの捜査

アプローチとサイバー捜査のアプローチの最適な融合、さらにはサイバー犯罪活動に関する社会、企業の理解

を集約した新標準の提供を目的としています。これはグローバルでのサイバー犯罪に対する、官民による連携、

協力を実現する 1 歩となると我々は期待しています。」 

CIBOK では、法執行機関担当者や企業のリスク管理担当者がサイバー犯罪を調査するために必要とされる

ニーズ、背景、要求事項を記載しており、下記の 5 つの目的の達成を目的としています。 

•全世界で一貫したサイバー犯罪に関する心得（Common Sense Approach）を普及・促進すること 

•他の体系化された実務慣行について、サイバー犯罪捜査の範囲における位置づけを詳細に示すこと 

•サイバー犯罪捜査において実践すべき内容を、特徴づけして示すこと 

•サイバー犯罪捜査知識体系に対して、トピックスを利用するための手段を提供すること 

•トレーニングカリキュラム開発および、業務に携わる個人の知識とスキルが高い水準のレベルであることの保証

に必要な基礎を提供すること 


