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注意事項 

 
2025は、米国が将来的に支配的な空軍および宇宙軍であり続けるために必要となる概念、能力、
および技術を調査するという空軍参謀総長からの指令を遵守することを目的とした研究である。
1996年6月17日に発表された本レポートは、国防に関連する概念を進歩させるべく、学問の自由

を重んじる国防総省の大学環境において作成された。本レポートで表明された見解は、上記の著

者らの見解であり、米国空軍、国防総省、または米国政府の公式方針または立場を反映したもの

ではない。 

 

本レポートには、将来の状況／シナリオについて架空の表象を含む。実際の人物や局面との類似

点があるとすれば、それは具体的な引用以外は意図的ではなく、説明のみを目的としたものであ

る。 

 

当出版物は、セキュリティおよび政策調査当局によって精査されており、機密扱いではなく、一

般公開が許可されている。
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序文 

 
存在するものだけを見て「なぜそうなのか」と考える人もいるが、 私は存在し
ていなかったものに思いを馳せ、「なぜそうでないのか」と考える。 

—— ジョージ・バーナード・ショー 

『メトセラへ還れ』 第1部 第1幕 

 

このプロジェクトは、米国の政治指導者が決定した重要な国家戦略的利益を支援するための

作戦を、軍隊員が効果的に実行できるようにする戦争能力を想定するものである。我々の努力は、

入手可能な情報が指数関数的に増加する時代に司令官を支援するツールを改善するという真たる

目的に端を発している。しかし、こうした理念は、司令官に有用な情報を提供するだけに留まら

ず、戦争を遂行するにあたって情報を活用する能力を司令官たちに与えることを目指している。 

我々は、読者の皆さんの中に、2025年までの次の千年紀を見越して自らの思考を推察するのは

難しいと感じる方がいるかもしれないことを念頭に置きつつ、この取り組みを開始した。しかしな

がら、読者の皆さんには、2025年に向けて「二重の飛躍」を遂げて頂きたく、そして米軍を世界最

高の軍隊として維持するというコンセプトの可能性に我々が抱いている期待を共に共有していただ

きたい。 

我々が未来に向けて考察と計画を行うにあたって、安全な領域から踏み出す後押しをしてくれ

た空軍大学に謝意を表す。言うまでもなく、アドバイザー、インストラクター、ゲストスピーカー、

そして同僚の方々からも素晴らしいご支援を賜った。最後になるが、反対論者が我々の「型破りな」

理念に疑惑を向けた時など、我々が最も必要としたサポートと励ましを与え続けてくれた我々の配

偶者たちにも言及させていただく。 

我々はもう二度と、「それは不可能だ」と口にすることはないであろう。 他人が不可能だ

と思うことも、我々はどうそれを成し遂げるのかを突き詰めるのである。 
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エグゼクティブサマリー 

 
アレキサンダー大王を将軍および指導者たらしめた決定的な特徴とは、行動を起
こすときの変わらぬ「驚くべき迅速さであった。 .....時間こそが常に大王の同
志であった。 
彼は一瞬一瞬を巧みに利用し、その一瞬を熟考することなく、それゆえに他人が
やっと手段を決定する前に自分の目的を成し遂げてしまうのだった。」 

J.F.C.フラー 

アレキサンダー大王の指揮能力 

 
 

観察（Observe）、情勢適応（Orient）、決定（Decide）、および行動（Act）（OODAループ） 

 

司令官は、軍事作戦を遂行するために観察、情勢適応、決定、および行動（OODAループ）の機能を 

その最も基本的な形式において常に実行してきた。
1
アレキサンダー大王を始め、最もよく分析・決定 

し、軍事活動のスピードを制する軍事司令官こそがほとんどすべての戦争において勝利を収めること 

は、歴史によって証明されてきた。 

軍の指導者たちは、OODAループを巧みに操るために、より多くの情報を入手できるテクノロジー 

を推進してきた。
2
 

この状況は皮肉なことに、米国が2025年に航空および宇宙の支配を維持することを望むとすれば、

現在2つの基本的な課題を解決しなければならない必要性を生み出すこととなった。１つ目の課題

とは、未統合の軍事戦争アーキテクチャが拡散しているために、司令官は戦闘空間とは潜在的に異

なる状況認識を得ていることである。
3
 

2つ目の課題とは、入手可能な情報が爆発的に増加することにより、精神的負荷が掛かる環境が

生み出され、間違った意思決定につながる恐れがあることである。これらの課題を克服できなけれ

ば、軍事戦闘能力が著しく弱体化してしまう。本論文は、司令官が将来的に航空戦力を行使すると

きに直面することになるこのような課題に対し、解決法を提示する。 

1つ目の課題に関しては、特殊な戦闘アーキテクチャが多数存在することによって、全体的な調

整と制御を支援する情報統合がより重要かつ困難となっている。同時に、現代の兵器の速度と射程
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によって、司令官が相反する情報を統合し、行動方針を決定するのに要する時間が大幅に短縮され

る。 

2番目の課題は、情報の爆発的な増加を抑制することで精神的負荷を撲滅し、意思決定を向上

させることである。最近の演習では、情報過多による、驚くほど多くの未読メッセージの存在が明

るみに出た。
4
データの量が増加するほど、意思決定のためにデータを準備して解読することがま

すます困難になる。 

従来、軍は通信ノード数を増やすことによってこの問題を解決しようと試みてきた。こうした過

去における解決策は、追加のインプットと情報を提供するのみに留まり、意思決定能力を向上さ

せるものではなかった。 

最適な解決法とは、OODAループの機能を統合し、司令官がそのサイクルのモメンタムをコント

ロールできるようにすることである。本論文では、サイバー状況と呼ばれるシステムがそれをどの

ように解決できるのか、そしてそれによって司令官の航空および宇宙システムの操作能力がどう最

適化されるかについて説明する。サイバー状況を利用することで、司令官と意思決定者は戦闘空間

にインタイムでアクセスして交戦の性質を特徴付け、許可された多種多様な致死性または非致死性

兵器から選択した場合の成功確率を算出して決定し、そして行動を決定した上で選択した兵器を行

使することができる。そして、交戦結果に関するフィードバックをインタイムで受け取ることが可

能だ。 

サイバー状況システムは、次の主要なコンポーネントを5つ含む。まず、以下で説明するが、

オールソース情報コレクターが生のデータを情報統合センター（IIC）に送信する。次に、データ

が収集できない場合は、情報とのギャップを埋めるために、履歴分析にはIICにリンク付けされた

アーカイブデータベースが使用される。3つ目に、「スマート」衛星を統合し相互接続したコンス

テレーションであるIICは、すべての中継データの分析、相関、融合、および競合の解消を行う。   

4つ目に、インプラント用マイクロスコピックチップは、ユーザーをIICにリンクさせ、コンピュ

ータ生成によるメンタルビジュアライゼーションを行う。
5
ビジュアライゼーションは、ユーザー

を取り巻くように展開されるので、ユーザーは選択した戦闘空間に実際に存在するような感覚を得
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ることができる。5つ目に、致死性および非致死性兵器がIICにリンク付けされると、許可された

ユーザーはサイバー状況から兵器を行使できるようになる。サイバー状況に含まれる５つの主要

なテクノロジーは別々の過程で進化しており、2025年までには相乗効果を発揮してこの目標を達

成する予定である。その５つのテクノロジーとは、収集プラットフォーム、通信インフラストラ

クチャ、計算能力、インテリジェントソフトウェア、およびヒューマンシステムとバイオテクノ

ロジーである。これらのテクノロジーのほとんどは商業コミュニティを介して進化するが、軍隊

は、メンタルビジュアライゼーションを利用可能にするために、生物学的および計算的なインテ

リジェントソフトウェアとバイオテクノロジーのブレークスルーに研究開発の取り組みを集中さ

せる必要がある。 

こうした新しい機能が実現されれば、司令官は戦争を遂行する際の新たな手段を得ることが

できる。新規テクノロジーだけでは戦争に革命をもたらすことはできない。 

むしろ、テクノロジーがシステムの進化、運用戦術、および組織構造に及ぼす影響こそがその真 

の利点である。
6
これは、教義および組織構造に必要かつ補完的な変化を促す。 

組織および教義は、合理化された分散型環境に適応する必要性が出てくる。従来の指揮統制

重視は、協議統制重視へと変遷するであろう。組織構造がそのように変化することにより、サイ

バー状況を最大の効率で運用することが可能となる。それに加え、すべてのレベルの司令官が、

統合された共同運用の一環としてのより高度な自由裁量と自律性を持って運用を行うことが可能

となる。 

2025年の航空戦力は、敵方の意思決定サイクル内で操作する情報技術を最適利用できるもの

でなくてはならない。これには、サイバースペースを明白に制することが必須となる。すべての

軍事的追求を可能にすることに加えて、情報関連の活動がすべての航空および宇宙作戦を優越す

ることになる。 

確かに、本論文で提案するサイバー状況が、2025年に空軍が直面するすべての指揮問題を確

実に排除するわけではない。しかし、それによって関連する主な要因が明白となり、改革努力の

進むべき方向を示すものとなる可能性は十分にあるだろう。現在の課題は、エア・パワー戦略家

が戦闘空間における真の遂行能力の理念を実現するための戦闘教義を開発することである。
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第１章 

 

 
 

序論 

 

 

勝利の女神は、変化が起こった後にようやく適応しようとする人々ではなく、戦
争の性質における変化を予測する人々に微笑むものだ。 

 
ジュリオ・ドゥーエ 

制空権 

 
勝利の女神は、単に変化を予期したり、変化が起こった後にようやく適応しよう
とする人々ではなく、戦争の性質を自分たちにとって有利なものに変える人々に
微笑むものだ。 

 
ジョセフ A. エンゲルブ

レヒト Jr.AIR FORCE 2025 リサ

ーチディレクター 

 

課題 

 

 
最もよく分析、決定し、軍事活動のスピードを制する軍事司令官こそがほとんどすべての戦

争において勝利を収めることは、歴史が証明済みである。 

最も単純な形態の紛争では、司令官は軍事作戦を実行するための観察、情勢適応、決定、および

実行（OODAループ）という機能を従来より実施してきた（図1-1）。
1 
OODAループを駆使するため

に、軍の指導者たちはより多くの情報を取得するためのテクノロジー・プッシュを行ってきた。 

このプッシュとは、「情報を収集、制御、活用、および防御する能力」である情報支配のコア機能

を、敵が同様の能力を発揮させるのを妨害しつつ達成しようと試みることをいう。
2
「情報とテク

ノロジーの時代の到来によって、より良い未来を築くための特別な機会がもたらされる一方で、米

国の戦略が新たな課題に直面する」ため、情報の優位性は不可欠だ。3今日の世界では、衛星監視

および偵察技術は、これらの課題に対してビューを究極の高みから提供する。広範な通信リンクと

優れたデータ処理能力によって、こうした情報配信の向上が可能となる。  
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出典：マイクロソフト・クリップ・ギャラリー 1995年、マイクロソフト社提供による。 

図1-1OODAループ 

 

 
皮肉なことに、この状況は、米国が2025年に航空および宇宙の支配を維持することを望むと

すると、現在2つの基本的な課題を解決する必要性を生み出すこととなった。 

第一に、統合されていない軍事戦争アーキテクチャが拡散しているため、司令官は戦闘空間とは

潜在的に異なる状況認識を得ている。
4
第二に、入手可能な情報が爆発的に増加することにより、

精神的負荷が掛かる環境が生まれ、間違った意思決定につながる恐れが出てくる。これらの課題

を克服できないと、軍事戦闘能力が著しく弱まってしまう。 

この2つの課題は、現在の軍事作戦では知られていないシナリオをもたらすこととなった。 

司令官は、収集アセットがデータ同化を行い、アナリストが情報を処理および解明するのを待っ

た後に観察する。スタッフが提供する考察、そして矛盾している、あるいは最悪の場合間違って

いる可能性のある解釈に基づいて情勢適応を行う。全般的に未完全、不完全であり、そしておそ

実行 

決定 観察 

情勢
適応 
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らく先入観に基くであろう情報を用いて決定する。最初に実行の成功確率を予測することができ

ず、あるいは行使ツールを直接かつ即座に利用することができずに実行する。各段階における差

異と弱点は、各サイクルが新たに開始するにつれて拡大し、かつ悪化する。 

2025年には、光速に近い速度で作戦を実行することが軍事交戦の一般的な特徴となるであろ

う。将来のアーキテクチャでは、地上および宇宙ベースのセンサー、無人戦闘機（UCAV）、およ

び指向性エネルギー機能の開発を活用するミサイル防衛技術の新たな段階を想定している。キル

メカニズムが情報の流れと同じ速度で作動するならば、防御者が攻撃を観察し、自身の情勢適応

を確認し、応対方法を決定し、その決定に基づいて実行するために必要な時間を確保することは

不可能である。その結果、攻撃者は防御者のOODAループ内に入り込み、能動的な防御を行う能力

を破壊する。 

本論文は、将来の航空戦力を行使する司令官たちが直面するこうした課題に対する解決策を提案す 

るものである。最適な解決策は、OODAループの機能を統合し、司令官がサイクルのモメンタムを 

コントロールできるようにするものでなければならない。さらに、この解決策では、司令官と意思 

決定者が戦闘空間にインタイムのアクセスをし、交戦の性質を特徴付け、多種多様な認可された 

致死性または非致死性兵器から選択した場合の成功確率を算出した上で選択決定し、そして行動を 

決定した上で、選択した兵器を行使できるようにする必要がある。そして、交戦結果に関する 

フィードバックをインタイムで受け取れるようにしなくてはならない。 5
 

 

簡潔に言えば、解決策は単に司令官に有用な情報を与えるだけに留まらず、情報を活用して戦争

を行う能力を提供するものでなければならない。 

 

推察 

 

情報の優位性を達成するための計画については、2025年には次の推察が妥当である。 

1. 情報とは権力である。したがって、将来的に優越を確保するには、情報の優位性 

が必要である。
6
 

2. 情報の爆発的な増加が継続することが予測される。7入手可能な情報は圧倒的な 

量であり、成功を収める原動力となるのは、「不純物から金」をふるいにかけるこ 

とができるかどうかである。8したがって、収集アセットはその拠点に関係なく、 
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2025年には十分に利用可能となるであろう。 

3. 将来的に紛争が起こる場所、規模、および範囲は未知である。米軍は、 

世界中のどこにおいても、急な通知を受けて戦闘を実施したり、輸送や特 

殊作戦を行ったりする場合に備えていなければならない。
9
 

4. 軍隊は米国から遠く離れた地で戦闘を行わなければならない。特に、作戦によっ 

ては米国本土から直接実行する場合がある。こうした作戦は昼夜の区別なく、また天 

候の状況によっては数週間から数か月間続く場合がある。
10
 

5. 敵の能力は着実に向上し、予測が困難になるだろう。11 米国の軍事教義、能力、 

および作戦のすべての側面を分析した賢明な敵と戦うことを米国は想定しなければな 

らない。さらに敵は、米軍の脆弱性を検知して攻撃する兵器システムを開発するであ 

ろう。 

6. 軍の人的戦力は低下し続けるため、個人の実力を最大限に活用することがさら 

に重要になってくる。12 

7. 現在の戦争の原則は、2025年も引き続き適用されるだろう。
13
これには、攻撃 

力の獲得、指揮統一の達成、安全の維持、奇襲の活用、簡潔性の実施とともに大量 

破壊兵器および作戦の使用、そして兵力節約部隊の行使の必要性を含む。 

 

 

論文の最後において 

 

 
本論文の最後では、提案された解決策とその意味合いについて論じる。第2章では、OODAルー

プの統合とモメンタムコントロールの必要性を概説し、要求される能力について説明する。第3章

と第4章では、サイバー状況と呼ばれる解決策で相乗効果を発揮するテクノロジーの進化について

読者に説明する。第5章では、脆弱性および対策について議論する。第6章では、サイバー状況の機

能、およびそれが教義、戦術、組織、および部隊の構造に与える影響について概説する。最後に第

7章では追加の調査が必要な領域を推奨し、第8章では本論文の結論を示す。 

本論文は、全体として情報運用の概念的な融合に焦点を当てるものである。他の2025の論文 

では、情報運用のさまざまな側面を具体的に扱っている。
14
 さらに、宇宙リフト、無人航空機（UAV）、 

その他の致死性兵器など、本論文が2025年に利用可能になると想定する技術に焦点を当てる。15本論文は、 
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将来の情報運用技術のインテグレーターと 

しての機能を果たす。この概念とは、軍事司令官が単一のエンティティ内から戦闘空間を観察し、 

局面を分析し、かつ部隊の指揮を可能にするものである。 

 

第2章 

 
 

要求される能力 

 

機械は戦争を行わない。地勢が戦争を行うわけではない。戦争するのは人間であ
る。人間の心の中に入り込まねばならない。それが戦争に勝利する方法である。 

 
ジョン・ボイド大佐 

 
 

情報の優位性 

 

 

新しい千年紀が近づくにつれ、情報の優位性は超大国が継続的な成功を収めるための「青写真」と

なるべきであり、特に抑止力に新しい次元を加えることによって平和に貢献するはずである。
1
現

在、情報運用は情報の取得、送信、および保存に焦点を絞り込みすぎている。今日のCornerstones 

of Information Warfare （情報戦の基盤）は、軍事情報機能（作戦）を監視、偵察、指揮統制、

諜報、通信、戦闘識別、精密ナビゲーション、および気象と定義付けしている。 22025年には、そ

の定義には軍事指導者がOODAループの機能とモメンタムをコントロールする機能をシームレスに統

合できるようにするツールが盛り込まれるであろう。 

 

OODAループの速度および精度 

 
各個人は独自の速度と精度でOODAループを操作する（図1-1）。速度は、個人の精神的能力、 

および情報や変化する環境に対応する能力によって異なる。ジョン・ボイドは、自分の 

OODAループ内で交戦することによって敵を麻痺させることができると主張している。 

つまり、それはその隊員が敵よりも速いサイクル速度で作戦展開していることを意味する。3 
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精度は、サイクルの情勢適応において、どの情報がフィルターにかけられ、どのように編成 

されるかによって決定される。ボイドは、情勢適応をサイクルの最も重要な部分と見なして 

おり、「情勢適応は、我々が環境と相互作用する方法を形成する。したがって、我々の観察 

方法、決定方法、実行方法を形成するものである」と理由付けしている。
4
 

不純物VS金 

 

 

OODAサイクル期間は、増大する情報の氾濫によってさらなる影響を受けている。そしてその情報の

大半は、今実行中のタスクには重要でない、もしくは適用できないものである。5有用な情報の塊

を正確に選び分けることは困難な作業である。残念ながら、司令官の大半は、戦闘中は限られた

時間内で特定のタスクを実行して指令を出さねばならない。 

さらに、OODAループに投入される情報量が増え、もしくは投入率が上昇すると、人間は自分を守

ろうとする自然防御機構が働く。6 

主要な機構には「限定合理性」
7
があり、それによって人は情報過多によってオーバーロードする前

に情報を選別することで、特定のタスクに集中し続けることができる。「金塊」を選別する司令官

には、他に注意を向けているがために危険が1つ内在する。存在する2つ目の危険は、新しいデータ

が再焦点化または方向転換を決定すべきタイミングを認識しそびれた場合に存在する。 

 

 

OODAループの「インテグレーション」 

 

 

しかしながら、OODAループの「統合」テクノロジーをもってすれば、OODAループ内の機能を統合

し、サイクル速度を高めることができる。それを可能にするためには、個人のOODAループから重要

な情報の塊が削除された場合に発生する不安定な状況を緩和するための意思決定支援ツールを作成

すればよい。特に司令官向けに設計されたツールは、司令官が実際に状況評価し命令を出す方法

に見合った軍事情報管理を支援するものである。
 8
意思決定支援ツールは、異なる、時には実行相
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反する、または一層増加する情報源からの情報を司令官が処理することを支援する。残念ながら、

統合ツールは現在存在していない。本論文では、次章以降においてこの能力の開発を提案する。 

 

「モメンタムコントロール」 

 
これまで、テクノロジーが司令官のOODAループの速度を上げ、精度を向上させることで司令

官を支援することについて推察した。 

ただし、軍事作戦を成功させるには、ループを「緩める」ことも必要である場合もある。9 具体的に

は、テクノロジーによって、司令官がOODAループの「モメンタムをコントロール」できることも必要

であるということである。 

言い換えれば、司令官は「時間と空間の両方のモジュレーション」を可能にするためにはサイク

ル速度を制御できなければならず、「戦略力の衝撃は、目的物に致命的なポジションにて適切な

瞬間に与えられねばならない」。10 戦略力を活用／投入する最終段階は、「敵の猛攻撃を回避

したり、対抗策を実行に移したりする能力を最小に抑えるために、短期間で実施しなければなら

ない」。
11

 

「モメンタムコントロール」とは、非正統的な概念である。なぜなら、情報化時代においては、

ユーザーはOODAループサイクルの高速化と短縮が目標であるかのように信じ込まされるからである。

しかし、サイクルの速度を遅くした場合には、司令官の作戦に有利となり、また敵のサイクルに摩

擦を生じさせることができるかもしれない。 

モメンタムコントロールの一部として、味方の動きを制御することと、敵の動きに影響を与え 

ることの両方によって、望ましい時間サイクル内で作戦を実施する能力が挙げられる。12 たと 

えば、地勢に合わせてカモフラージュした特殊作戦の兵士は、敵の陣営に向けてかなり速い速 

度で移動する。 

しかし、敵の視界に入る距離に入ると、敵に見つからないようにするため、動作速度を微細なま

でに落とす。兵士は、時間と空間の両方でモメンタムをコントロールすることにより、自身の

OODAループサイクルの速度を落としたのである。もう1つの例は、戦略にたけたフットボールチ
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ームのコーチである。第4クォーター後半でチームがリードし、チームがオフェンス側のときに

ランニングゲームを取り入れる。兵士と同様、卓越したコーチは、時間（ランニングプレーの間

には時計は止まらない）とスペース（ファーストダウンを獲得するために3〜4プレーごとに十分

なヤード前進を達成）を使用してOODAサイクルを遅らせ、戦いのモメンタムをコントロールして

敵を打破しようとする。次に、敵はタイムアウトを使って、オフェンスチームのサイクルを崩す

ことでモメンタムコントロールを取り戻そうとする。 

 
 

OODAループのタスクおよび属性 

 

 
以下の表（表1～4）は、司令官がモメンタムをコントロールできるようにするために統合する

必要がある各OODAループ機能のタスクと属性を一覧化したものである。 

その目的は、2025年テクノロジーが適用されたときに、個々の機能と統合されたOODAループの両方

がどれほど効果的に動作するかを測定する尺度としてタスクと属性を使用することにある。さらに

いえば、タスクおよび属性が、次章で説明するテクノロジーの中でOODAループ統合を実現するため

の要件を満たしているものを特定するための効果測定値としての役割を果たすのである。最終的に、

最も評価の高い進化途上のテクノロジーは、システム開発目的で追求すべき対象として最も適切で

あるように思われる。 
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表1 

 
タスクおよび属性を観察する 

 

タスク 属性 
戦闘空間を見る • 目的の戦闘空間を融合、統合し、競合を解消したビュー 

• 考え得るすべての情報源の統合 

• 情報ギャップのシステム同定とその後における欠損情報の収
集 

モバイル戦闘

空間ビューを

維持する 

• 時間と場所を問わず、最新のビューを引き出せる 
• ユーザーが稼働および持ち運びしやすい 

戦闘空間ビューへの普

遍的なアクセス 

• 関連するAOR、ミッション、およびタスクに合わせて画像を調整で
きる 

• 多くの人が同じ戦闘空間の画像を見ることができる 

 

 
表2 

 
タスクおよび属性を情勢適応させる 

 

タスク 属性 

戦闘空間のビュ

ーを調整する 

• 戦闘空間のインタイムビュー 
• 戦闘空間のサイズと位置を定義できる 

戦闘空間のビ

ューを把握す

る 

• 人から人に伝わる先入観を含んだ情報を排除する 

• 他人の先入観に基づいたメンタルピクチャーの必要性を排除する 
• 詳細情報の照会が可能。インタイムの回答を受信する 

 

 
表３ 

 
タスクおよび属性を決定する 

 

タスク 属性 

重要かつ実行が必要と

なる項目を決定する 

• 送受信機に内蔵の意思決定支援ツールでフィルタリング、

並べ替え、優先順位付けを行う 
• 重要局面のユーザーに監視と実行を促す 

望ましくない状況を修正

するために必要なアクシ

ョンを決定する 

• インタイムのフィードバックを使用して、アクションあり

とアクションなしの潜在的有効性をモデル化する 

• 精密兵器の適用を最適化する 
• 友軍へのリスクを最小限に抑えることを確実にする 
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表4 

 
タスクと属性を実行する 

 

タスク 属性 

望ましくない状況を是

正するためのアセット

への即時アクセス 

• 致死性兵器の行使準備が整っている 

• 非致死性兵器の行使準備が整っている 
• ワンショットワンキル能力 

選択したアクションあ

りとアクションなしの

場合に関するフィード

バック 

• インタイム・ミッションの結果を確認する 
• システムが推奨する追加的アクションあり、またはアクションなし

の場合 

 

 

第3章 

 
 

技術調査 

 

戦士が必要とするものとは、戦士の戦場の融合されたリアルタイムの真実の表象
と、指令、応答、そしてその戦場での任務を遂行するために必要なレベルにまで
、縦横面にて調整する能力。 

 

リチャード・C.マッキー提督 

C4I for the Warrior（戦士のためのC4I） 

 

1992年、リチャード・C.マッキー提督は、戦闘員たちがアレキサンダー大王以来望んできた

ものについて理解した。 

情報運用は、マッキー大将が課す要件を満たすことを目的とする、正当性があり、かつより重要

性が増した軍事任務である。
1
この能力を完成させれば、米軍指導者たちは情報の優位性を達成し

、軍事作戦のモメンタムをコントロールできるようになるはずである。このビジョンは、単に情

報を提供するだけでなく、情報を活用して戦争を遂行する能力をユーザーに提供するものである

。本論文では、このビジョンをサイバー状況と呼称する。 

サイバー状況は、米軍が将来の敵に対抗して競争力を維持するために必要である。 

テクノロジーは、戦闘空間の全体像を実現する手段と、サイバー状況の概念をもって即座に

その全体像に影響を与える能力を提供する。本章では、この能力の実現を可能にする技術的基盤

について説明する。5つの広範な技術分野がこの目標の達成に寄与する。一部の解決策は進化的な
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ように映る。一方、技術の飛躍を必要とする、科学的にもっとも実現可能な成果となり得るワイ

ルドカード的な解決策もある。
2
本章ではテクノロジーについて説明するが、次章ではこれらの

テクノロジーの応用と結果について、サイバー状況のビジョンを達成するための各システムへの

貢献度を評価する。 

サイバー状況では、OODAループの統合を実現するために、2025年までに進化および相乗効

果を発揮する5つのテクノロジー領域が必要となる。まず、収集プラットフォームは詳細な世界

的認識を提供し、意思決定者に状況の全体像を提供しなければならない。
3
これは、OODAの観

察機能に当たるものである。 

第2に、通信システムは、事実上すべての利用可能なデータベースへのインタイムアクセスを可

能にするべく進化しなければならない。通信により、ループをめぐる情報の流れが可能となる。第

3に、コンピュータ処理能力、第4に、インテリジェントソフトウェアは、異なるタイプと情報源を

統合および相互に関連付け、そして意思決定を支援する能力を提供し、情勢適応および決定機能を

強化する。第5に、ヒューマンシステムとバイオテクノロジーの進歩により、人間とコンピュータ

間のインターフェースがシームレスになるだろう。最終結果としては、兵器にアクセスして指令す

る能力が向上しなければならない。
4
 図3-1は、これらの必要不可欠なテクノロジーを図示する。 
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出典：マイクロソフト・クリップアート・ギャラリー 1995年、マイクロソフト社提供による。 

図3-1戦闘空間ビジョンの主要コンポーネント  

 

次のセクションでは、これらの幅広いテクノロジー分野を1つずつ説明する。各セクショ

ン内において、まず議論によって特定のテクノロジーをOODAタスクと属性の観点から要求され

る能力に関連付ける（表1～4）。次に、テクノロジーの現在の状態を評価し、進化的または革命

的な進歩を辿っているものについて特筆する。続いて、さまざまな研究開発（R＆D）の動向を

評価し、目的とする技術的能力を達成するために必要な時間とコストに焦点を当てる。 

開発の大部分は商業分野にて行われることになる。軍事投資を必要とする開発については、特別

報奨金が拠出される。 

 

収集プラットフォーム 

 
収集とは、すべての出所から情報を獲得して、戦闘空間のインタイム「画像」を提示するプ

ロセスをいう。この場合でいう画像とは、単なる画像以上のものを指しており、画像、信号イン

ヒューマンシステム＆バ

イオテクノロジー 

インテリジェン

トソフトウェア 
コンピュータ

処理能力 

収集システ

ム 

通信アーキテクチ

ャ 

サイバー状況ビジョン 
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テリジェンス、気象データ、航空機レーダーナビゲーション機器の伝送、携帯電話および通信デ

バイスの傍受、コンピュータ間での転送中のデータなど、すべての監視および偵察データである。 

その一覧には、事実上上限は存在しない。すべての情報は、サイバー状況にとって有用である潜

在性を持つ。ただし、すべての収集テクノロジーを徹底的に精査することが本論文の目的ではな

い。むしろ、データとインテリジェンスの送信元であるプラットフォームに焦点を当てる。 

現在では、オーバーヘッドおよびエアブレシングアセットが情報を収集している。オーバー

ヘッドアセットとは、衛星ベースのシステムを指す。 

それらには、監視、偵察、目標捕捉システム、および環境監視アセットを含む。
 

5
多くは機密プログラムである一方で、民間および商業機関は、ますますタイムリーかつ詳細な

データの収集が可能となってきている。特にそれに関する現実的な例としては、10メートルの解

像度でマルチスペクトル画像を提供できるフランスのSPOT(スポット）衛星などの環境監視衛星

がある。
6
エアブレシングアセットとは、有人または無人の航空機を指す。 

2025年までには、収集プラットフォームはすべての電気光学周波数スペクトルを活用するよ

うになっているだろう。 

一部のシステムは長期用に導入される。こうしたシステムは、軍事通信トラフィック、ロジステ

ィクス、コンピュータインターフェースなどの永続的な要件を順守することになる。  

この能力の一部には、現在存在しているものもある。 

しかし、軍隊ではまだ十分に広い範囲に応用されていない。
7
緊急事態に際しては、他のシステム

が使用されることがある。 

これらのシステムは、小型衛星と無人偵察機（URAV）という2つの新興技術を使用することに

なるであろう。 

小型衛星 

 

最も有用な衛星技術の進歩としては、小型化と打ち上げ費用の削減が挙げられる。
8
これら 

双方が補完し合う進歩は、サイバー状況のシステムの有効性にとって重要である。個々の衛星 

の小型化が進むと、ユニットあたりの建設コストが削減され、導入が容易になると同時に、検 

知や追跡がより困難になる。小型衛星コンステレーションは、柔軟性と配置のしやすさの点か 
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ら大いに応用しやすい。 

小型衛星は、カバレッジギャップを解消することによって長期システムを補足することが可 

能である。小型衛星コンステレーションは、特定の不測の事態に最適化されたペイロードを搭載 

するようになるだろう。それらのペイロードは、特定の静的、動的ターゲット、または移動し 

ているターゲットに照準を当てることが可能である。  このオプションは、不測の事態のニーズを 

満たすために収集作業を「カスタマイズ」した、有力かつ安価で、迅速に実施可能なソリュー 

ションを提供する。
9
衛星は高温対策を施した中での大量生産が可能となるであろう。 

宇宙アクセスのコスト削減が予測されているが、小型衛星が多額の商業投資を獲得する可能性 

は低い。これは、小型用部品は市販されることはないということを意味するものではない。商業技 

術イニシアチブによって、ソーラーパネルや太陽電池からセンサーまで、すべてが小型化するであ 

ろう。ただし、軍はR＆Dを推進して、小型衛星を即座に使用できるようにパッケージ化しなければ 

ならない。 

 

無人偵察航空宇宙機 

 
収集プラットフォームに向けたその他の新興技術分野は、URAVである。こうしたシステムは

、長期アセットや小型衛星コンステレーションでも入手できないデータを提供する。 

URAVは、有人収集プラットフォームに固有のリスクを軽減し、宇宙ベースのセンサーではカバーし 

きれない特定の場所にまで迅速に操作できるなどの柔軟性を可能にする。
10
国防総省は、ベトナム戦争 

以来URAVを運用してきた。   

その有用性は、より安価で、より信頼性が高く、かつより柔軟なシステムの開発を後押しする 

であろう。
11
柔軟性を持つ領域の1つには、オールソース情報を収集するより多様なセンサーを含むこ 

とになる。軍事研究開発の大部分は、この領域に注がれる。配備された長期衛星、小型衛星、および 

URAVの組み合わせによって、軍は事実上、常に関心領域を広範囲にカバーできるようになり、結果 

としてユーザーに可能な限り最新のサイバー状況を提供できるのである。 

 

通信インフラストラクチャ 
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情報の優位性を実現するためには、大容量、安全性、正確性、信頼性、堅牢性、そして利用

しやすい通信が必須である。実際に、データと情報の移動が、意思決定サイクルの稼働を誘導す

ることとなる。機動性の高い戦闘機は、複数の情報源からの膨大な量の情報によって生成された

戦闘空間のインタイム「画像」を維持できるようにしなければならない。ユーザーも、同じ戦闘

空間の画像を観察している他者とも通信可能な状態でなければならない。特に重要なのは、即座

の通知によって兵器にアクセスして作動させる機能である。 

通信は、あらゆるすべての場所において機能しなければならない。現在制約となっているもの

としては、狭い帯域幅、そして不十分な地上ベースおよび衛星インフラストラクチャが挙げられる

。帯域幅と通信容量が拡大し続けるため、2025年にはこうした制約は解決されるであろう。
12

 

帯域幅は制約要因となってはいるが、過去10年間で劇的に増加した。重要なブレークスルーと

なったのは光ファイバーケーブルであり、これによって利用可能な情報フローが幾何級数的に増加

した。経済学は光ファイバー機能の開発を推進してきた。市場ではスループットの向上に対する需

要が増加し、民間部門はその需要に応えるべくツイストペア（銅線）技術を飛躍的に向上させた。   

こうした需要は、国内および世界中で利用数の増加を後押しし続けるであろう。
13

 

光ファイバーケーブルは、近い将来、主要な通信キャリアになる可能性があるが、ワイヤレスお

よび衛星通信接続も必須となる。
14

 

収集プラットフォームから大量の情報を移動させる必要があるため、衛星通信は非常に重要

である。現在の機能では、いかなる目的の場所と時間におけるカバレッジを可能にするための完

全接続および機能を提供するには不十分である。ここにおいても、テクノロジーの進歩によって

、膨大な量のデータを迅速に移動させる機能が大幅に強化および改善されるであろう。 

前のセクションで述べたように、最も有用な衛星技術の進歩には、小型化と打ち上げ費用の

削減が含まれる。中継衛星や放送衛星の小型化については、すでに膨大な量の研究が行われてい

る。これまでの実験では、これらの小型衛星を通信インフラストラクチャが不足している場所に

配備することに重点を置いてきた。
15
地上では、司令官と意思決定者は直接放送衛星（DBS）技
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術を使用できるようになり、陸上通信線を使用する必要はなくなるであろう。DBSは、完全に人

が携帯できる衛星送受信地上局である。そして、合理的な価格で市販されている。DBS地上局は、

広い帯域幅に対応し、完全に配備可能となるだろう。
16
これは、すべての階層の意思決定者にと

っては柔軟性という意味で明白な利点となる。DBS技術により、現場の司令官は、システムを介

してコマンドチェーンの上層にインタイムの情報を転送できる。将来のDBS技術は、進歩と小型

化を継続し、より小さなパッケージでのより大きな機能を生み出す。1つの課題は、重量やサイズ

の負担にならないポータブル電源の提供を可能にすることである。それにもかかわらず、民間産

業は小型化された低電力通信デバイスを生産するだろう。このタイプの技術が向上するにつれて、

DBSによってヒトから衛星へのリンクが可能となるかもしれない。人体は潜在的にシステムの一

部になりうるのである。   「デジタルの手助けが少しあれば、人間の耳は「ウサギの耳」と同じ

高い機能を持つことができるかもしれない。」17 

ミッションを達成するには、完全なメディアスペクトルを正確に送信するための通信 

アーキテクチャが必要となる。さらに重要なのは、サイバー状況にはセキュアな通信が 

必要であることだ。これは、より詳細な議論を要する広範なカテゴリーである。 

 
 

セキュリティ 

 
セキュリティは、OODAループのすべての要素に影響を与えるため、通信のセクションで課

題提起するのが最善である。データは、保存、送信、展開の3つの異なる領域での保護を必要と

する。 

膨大なストレージ容量が必要となるため、アーカイブデータベースはおそらく現在と同様、

シールドされたメディア（磁気、またはまだ開発されていない進化型ストレージメディア）上の

暗号化されたビルディング内に厳重に保護されることになる。ストレージについては、以下のコ

ンピュータパワーのセクションで説明する。 

不正は、データ送信中に発生する可能性がより高く、通信インフラストラクチャを介した情報

収集およびルーティング中に発生する。レジデントセーフガードによって、送信を中断および傍受

から保護しなければならない。専門家は、これはほぼ破壊されることのない市販の暗号化パッケ
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ージを使用して簡単に実現できると予測している。 

最後のセキュリティ上の懸念は、データを取得、表示、および使用するプロセスにある。適切

なアクセス権と知る必要のある人物だけが最も機密性の高いデータベースを使用できるようにする

には、ディセミネーションセキュリティを利用すればよい。有望な技術の一部は、すでにこの分野

で使用されている。最も実行可能な技術としては、民間部門によって開発された網膜スキャナー

と 指 紋 検 証 技 術 が 挙 げ ら れ る 。
19

技

術は、個々のアクセス要件を検証するため、デオキシリボ核酸（DNA）サンプルの使用にまで発

展する可能性がある。検証システムでは、各ユーザーのDNAインプリントも使用することになる

。これは、システムのアクセス許可前にチェックされなければならない。今日、この技術はまだ

初期段階にあるが、進化を続け、アクセスと利用に関してユーザーの正統性を検証するための確

実な方法になるであろう。 

2つ目のタイプのディセミネーションセキュリティには、マルチレベルセキュリティ（MLS

）ネットワーク管理と呼ばれる技術が使用される。
20
情報システムに入ると、システムはユーザ

ー認証に基づいてアクセスを許可する。MLSを使用し、さまざまな分類レベルのユーザーが同じ

通信アーキテクチャ、さらには同じセンサーを共有できるようにすることが理想的である。各ユ

ーザーが各状況においてアクセスできる方法は、それぞれに異なる。1980年代半ば以降、民間お

よび軍のコミュニティはMLSテクノロジーの研究開発を実施してきた。ただし、現在の技術状況

においては、理想的なMLSの使用は許可されていない。2025年までにシステムが完成すると予測

するのが合理的だ。
21

 

 

 
通信に関する総括 

 
包括的には、商業および軍事コミュニティは、国家情報インフラストラクチャ（NII）および

軍事情報インフラストラクチャ（MII）との必要な通信インフラストラクチャをすでに確立してい

る。NIIとMIIは双方ともに、商用および軍事通信の最適なリンクを利用して、最も迅速な方法で情
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報を移動させる構成方式である。 

「MIIは、軍か商業市場が誘発要因であるかどうかにかかわらず、予測不可能な状況に適応できな

ければならない。軍事応用の領域では、機能自体を開発するよりも、既存の機能と新しい機能を

使用できるようにすることがより重要となる」
22
したがって、拡張および進化のための土台は既に

整っている。
 

それでも、2025年にサイバー状況の完全稼働を目指すには、グローバルインフラストラクチ

ャが、ユーザーが希望する地球上のいかなるビューをも提供できるようにならねばならない。し

たがって、2025年の情報インフラストラクチャには、NIIとMIIの両方を組み込む必要があり、そ

れがグローバル情報インフラストラクチャ（GII）となる。 
23

 

効果的な通信アーキテクチャは、膨大な帯域幅帯件に対応し、軍および民間通信の高度な全

機能を活用する堅牢性を備えていなければならない。これは、次なる議題であるコンピュータパ

ワーに関する議論に発展する。 

コンピュータパワー 

 

 
通信がOODAループが走る線路であるならば、強力なコンピュータこそが列車を牽引するエン

ジンである。いかなる意思決定支援システムにおいても、コンピュータは収集データを統合し、そ

れを情勢適応と意思決定のために提示するという重要な役割を果たすことになる。 

サイバー状況では、大容量のストレージを備えた強力なコンピュータが不可欠となるだろう。 

幸いにも、処理速度とストレージの急速な増加は、サイズとエネルギー消費の減少に伴い、その

増加の勢いを保ち続けるであろう。
24

 

シリコン回路技術は近い将来まで存続し続けるが、最終的にはエッチングできる回路数が上限に

達する可能性がある。
25
しかし研究者たちは、さらに驚くべき改良をもたらすこととなる代替技

術の研究を追求し続けている。    

そうした技術には、量子ドットやナノメカニカルゲートなどの異端的な概念が含まれる。
26

 

生物学的コンピューティングは、1000万分の1のエネルギーで1000倍の計算力の向上を生み出す 
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可能性を持つ、もう1つの有望な分野である。
27
この概念は、昆虫から抽出した遺伝物質を利用 

して、計算要素へ自己組織化させることも包含する。イエバエとバッタは、暗号化やナビゲー 

ション計算など、軍事および商業目的に直接適用できるパターン認識機能を備えている。 

分子生物学コンピューティング研究の効果が始めて得られるのは、特にセンサー応用の場合 

には5年から10年後となる。
28

その期間短縮には、データストレージメディアを向上させる必要 

がある。また、ここにおいても、研究は新たな将来性を示している。ホログラフィックメモリは、 

コンパクトディスクのサイズのクリスタルに640億ビットを保存できる。 

小さなレーザーで作動すると、1つの「ディスク」に600時間以上の音楽、または3,000万ページのダブル 

スペースのタイプ入力されたテキストを保存することができる。29データはレーザーに含まれるため、 

光ケーブルでも簡単に送信できる。
30

 

確実に、2025年までには無制限のストレージを備えたほぼ無限の計算機能が小さな機械に搭

載可能となる。 

New World Vistas (NWV)の情報技術パネルは、私的研究が高度な指向性の課題に集中的に取り組む

中、防衛は「ポンプの稼働準備」状態を維持するための基礎研究に資金を提供し続けることによ

って、よりイノベーションのリスクを避けるべきであると警告している。31 

しかしながら、研究者が限界を超えて挑戦しようとしている分野は、ストレージの容量と能力の

課題だけにとどまらない。さらに重要なのは、これらの強力な機械で稼働させるソフトウェアの

認知能力を高めることである。 

 
 

インテリジェントソフトウェア 

 

 
技術分野で最も重要なのは、インテリジェントソフトウェアの継続的な進歩である。過去の技

術は、戦闘機が膨大な量の情報を容易に入手できるようにする方法を提示してきた。負荷の管理を

支援しないと、司令官は情報過多の問題を抱えることになる。 

インテリジェントソフトウェアは、さまざまなコンピュータシステムで実行されるコンポー

ネントプログラムおよびアルゴリズムとして広く定義されている。それは主に人間がプログラム
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を使用するものである一方で、ユーザーから独立して動作する場合もある。たとえば、収集シス

テムは、機能を認識して識別し、情報ギャップを特定してセンサーに「ギャップを解消する」よ

うに指示する。そして、複数のデータソースを融合し、統合された画像を提示して、ユーザーに

重要局面を表示することが可能となる。しかも人間の支援なしにである。   

他のソフトウェアエージェントは、人間のタスク付与に応答するか、意思決定プロセスにお

いて人間を補佐する。
32
属性には、情報を整理および解釈し、潜在的なアクションをシミュレー

トおよびモデル化し、代替案を検討して行動過程を推奨する機能を含む。 

次のパラダイムは、すべてのインテリジェントシステム（生物学的または計算的）に適用され

る。このパラダイムは、サイバー状況に必要な幅広いインテリジェントソフトウェアツールを特

定し、評価する支援をする。 

すべてのインテリジェントシステムは、次の5つの活動を継続的に実行する。 

 

.世界を認知する。 

.自らの世界知識に照らしてそれに対する認識を解釈する。 

.現在の自身による世界モデルに基づいて計画を策定する。 

.自身の目標を達成するために世の中において実行する。 

.他のエージェントと通信して認識を共有し、実行時に協働する（イタリ

ック体は強調箇所である）。
33

 

この概念におけるボイドのOODAループの要素に留意する。今日の専門家の多くは、意思決

定者を支援するためのすべての活動において技術の進歩が起こることを想定している。実際、サ

イバー状況によって、観察、実行、コミュニケーションの能力が2倍に向上することが推測されて

いる。この概念は、解釈と計画活動、および軍事作戦を計画および実行するために情報を最大限

に活用する方法に焦点を当てるものである。 

インテリジェントソフトウェアは、次の4つの幅広いコアテクノロジーに分類できる。
34

 

 
画像理解 

 
画像理解（IU）は、特定の目的に適した、センサー画像から見た世界の「概要」を作成す

るメカニズムの開発を目的としている。課題は、「オブジェクトのオクルージョン、シャドウ、

反射、およびその他の障壁にもかかわらず」識別を行うことである。
35
コンテキスト情報の適用
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は、IUプロセスを改善するための1つのメカニズムであるかもしれない。 

サイバー状況は、状況認識を生成してユーザーに伝達する必要があるため、IUが重要なテク

ノロジーとなる。国防総省の国防高等研究計画局（ARPA）は、5年以内に「マシンビジョンに関

する応用指向型研究を実施し、適切なIUソフトウェア環境を提供し、また特定の応用に向けたIU機

能をさらに開発する」ことを予定している。 

長期的な目標は、「すべての環境で、電磁スペクトル幅にわたるセンシングを活用して、性能が

人間と同等またはそれを超える人工視覚システムで使用するための計算理論および技術を開発す

ること」である。
36

 

商業アプリケーションには、産業用部品認識、目視検査システム、屋内ロボットナビゲーション

などがある。ただし、軍事用途が大半を占めるため、これは国防総省の投資を必要とする技術で

ある。 

 

情報のインテリジェント・インテグレーション 

 
情報のインテリジェント・インテグレーション（I3）とは、「異なるインターフェイス、ク

エリ言語、データ構造、用語、およびセマンティクスを備えた複数のデータソースから、有用な

知識をインテリジェンスを利用して処理、編集、および抽象化する」テクノロジーである。
37
この

能力は、サイバー状況全体に応用される。 

I3は、戦闘空間を融合し、かつコンフリクト解消したビューを提供するために必要とされる。 

多くの貴重なアプリケーションが開発されてきた。   

例としては、空軍作戦計画ツールがある。それによって、計画担当者は以前にかかっていた時間

の何分の1かで高優先ターゲットを位置づけることができるようになった。
38
しかし、GII全体か

らデータを抽象化する大規模なアプリケーションを実現するためには、依然として多くの研究を

要する。商用アプリケーションはテクノロジーを推進する（たとえば、増加する日々の電子メール

を分類するパーソナルアシスタント・エージェントが登場したなど）
39
が、軍が軍事セマンティク

スに基づいて画像にインデックスを付けてから取得するまでの機能を獲得するためには、投資が必

要となる。
40
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計画および意思決定支援 

 
計画および意思決定支援（PDA）ツールは、計画およびスケジュールを生成および分析する

ための表象および推論手法を開発する。これらのツールは、ユーザー（または複数のユーザー）

が正確でタイムリーな意思決定を行い、情報オーバーロードを解消する支援をするために必要で

ある。 

これらのツールは、「問題解決時間を桁違いに短縮すると同時に、検討対象のオプション数 

を桁違いに増加させる」。
41

 

PDAの概念とは、線形計画法や定量分析などの決定理論の実行であり、分かりやすいため広く

理解されている。新しいものとしては、これらの技術を高速コンピュータで使用する機能がある。  

民間および軍事用途の両方において、多くの技術がすでに存在している。  

その一例には、砂漠の嵐作戦で使用された動的解析再計画ツールがある。
42
エグゼクティブおよび

グループサポートシステムの両方の商用アプリケーションも、軍事用途に適用されている。軍隊

は、それらのアプリケーションを複数のユーザーが同時に使用できるようにし、ツールに計画の

根拠が確実に反映されるようにすることに注力しなければならない。
43

 

 

ヒューマンコンピュータインタラクション 

 

ヒューマンコンピュータインタラクション（HCI）は、「複雑なソフトウェアに対して、有益で

直感的、かつタスク付け可能なアクセスと制御を可能にするための技術と環境を開発する」もの

である。
44
この環境とは、サイバー状況のもう1つの重要な領域であり、「スピーチ、ジェスチャ

ー、およびその他の高度な対話技術を用いて自然に対話する」ことが可能である。 

最終的には、ブレイン・アクティベート・コントロールを使用できるようにすべきである。

目標は、多くのユーザーがコンピュータネットワークを介して対話できるようにすることだ。最

初に、人間の言語システムは、最も重要な作業が行われる領域で開発が進む。しかしながら、N
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WV情報技術パネルは、手書き認識と音声認識機能は10年以内に普及することを示唆している。

現在主流であるキーボード-ディスプレイとマウスの構成は存続するが、より新しい世代のユー

ザーは、さらに自然なインターフェイスを使いこなすようになるだろう。 

2025年までにはテクノロジーは成熟し、ハンドヘルドでポータブルな「パーソナルアシスタン

ト」が利用可能となるだろう。さらに、仮想および拡張現実システムとテレプレゼンスモデルも

使用されるようになる。テレプレゼンスモデルを使用すると、他の方法ではアクセスできない場

所にも人間がアクセスできるようになる。その用途には、顕微鏡手術、宇宙システムの修理、お

よび超小型電子機器のアッセンブリが含まれる。
45

 

NWVヒューマンシステムおよびバイオテクノロジーパネルは、神経科学は有望な研究分野で

あることを詳述している。科学によって我々の脳とその機能についての理解が深まるにつれて、機

器に指示を出して我々の考えに応答させることが実現可能となるのである。すでに、被験者の頭蓋

骨に備え付けた128センサーアレイ脳波計（EEG）を使用した予備的研究は、情報コンテンツに影

響を与え、コンピュータ画面に設計を表示することを可能にする。
46
この概念については、次のセ

クションで詳しく議論する。商業組織および医療機関がこの技術の開発を主導するであろう。神

経科学の開発は引き続き実施される。 

 
 

ヒューマンシステムおよびバイオテクノロジー 

 

 
ヒューマンコンピュータシステムの統合は、技術の最終分野への重要な導入編である。ヒュー

マンシステムおよびバイオテクノロジーは、人間とコンピュータ間のシームレスな情報フローを生

み出す潜在性を提供する。 

人間の認知プロセスを活用することで、情報が必要とされている形で正確に提示されるように、情

報を作り変えることができる。 

本セクションは2つのパートに分かれている。1つ目は、脳に出入りする情報を把握する。2つ

目は、視覚的画像技術を使用してデータを提示する方法についてである。ユーザーは、これらの

技術を活用することで、自分の脳に直接取り入れる情報を選択できるようになる。しかしながら
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、意思決定システムがどれほど高度化したとしても、人間はループの中に存在し続ける。最終的

に決定を下すのは、機械ではなく人間であり、最良のテクノロジーができることは、人間を支援

することのみなのである。 

 
 

脳のチャート化 

 
30年前は、脳はほとんど未知の分野であった。過去10年間においては大きな進化があり、脳

からの情報フロー、およびそれがニューラルネットワークと相互作用する方法について多くのこ

とが明らかになった。
47
情報がどのように脳に入り、どのように処理されるかを理解することは、

究極のヒューマンコンピュータインターフェースの基盤を形成するであろう。   

「脳波の変換と解読に成功すると、おそらくヘッドバンドまたは別のそのようなブレインマシン

接続のトランスデューサーを介して感知される特定のシステムとインターフェースすることがで

きるようになる。」
48

 

ヒューマンコンピュータ・インターフェースには、2つの研究分野が重要となる。そのうち

の１つは、脳から流れる情報をチャート化して理解することである。2つ目の、そしてさらなる

応用が可能なのは、脳への情報の流れである。そのようなヒューマンシステムを理解することで

、データのより迅速な処理と提供された情報のより効率的な使用が可能となるであろう。 

脳から情報をチャート化するのは複雑な作業である。しかしながら、この分野では多くの研

究が行われている。
49
機械的手法は、これらの複雑なプロセスをエミュレートし、場合によって

はレプリケートするために導入されてきた。
50
光ファイバーや圧電材料を含むインテリジェント

マテリアルは、人間の損傷した、あるいは破壊されたニューロン活性化センサーネットワークを

置き換えることを目的とした2つの技術であり、開発段階にある。
51
基本的に、脳から流出する

データは、人間の神経構造を作動させる電子インパルスと似ている。 52 

最近の研究では、脳内のいくつかの基本的なインパルスの発生源を図示し、電気インパルス

によってどのニューロンネットワークが作動するかを正確に特定し、そしてネットワークによっ

てどのアクションが完結するのかを決定した。53脳に流入した情報を脳が内部で処理する方法をチ

ャート化することは、さらなる困難を極める。この取り組みを行うにあたり、脳がデータをフォー
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マット化して意思決定を行う方法を理解する必要がある。 

各個人の情報処理方法は、経験、学習、知性、個人的な先入観などの要因に基づいているため、 

唯一無二である。 
54
科学は人間同士における共通点の理解に挑戦している。55図2において、人間 

の情報処理の本質をチャート化してみた。56

 
出典：マイクロソフト・クリップアート・ギャラリー 1995年、マイクロソフト社提供による。 

図3-2人間情報処理フロー
57

 

 

コンピュータは、人間情報処理のほぼすべての分野で重要な役割を果たすことが可能だ。コ

ンピュータの潜在能力とは、人間の意思決定を支援するために情報を整理することである。 

人間の脳が記憶できることよりも多くの選択肢を生み出すことができる。
58
実際、コンピュータは 

情報の保存と呼び出しに適した媒体となった。
59

 

しかし、人間とコンピュータ間の情報フローには、依然としてギャップが存在する。情報は

、人間が画面を見てデータを読み取り、それを内部思考を経て有用性あるものに変換することに

よって処理される。「我々は、人間とコンピュータの相互作用と対話システムについて熱望的に
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語ってはいるが、それにもかかわらず、この対話の相手方参加者をまったくの暗闇の中に取り残

していることに何の違和感も感じていないのである。今こそコンピュータに見聞きさせる時であ

る。」 60 ユーザーはコンピュータと「会話」するべきなのだ。上記のンテリジェントシステム

は、人間とコンピュータの相互作用を改善するための解答の一部を提供するにすぎない。  

情報をフォーマット化して、コンピュータチップ内のデジタルコンピュータプロセッサから人間の

脳のアナログヒューマンプロセッサに送信するための、より優れた方法がここでは欠落しているの

である。 

データにより簡単にアクセスして表示するためにブラウン管（CRT）をフォーマット化する

代わりに、CRTをバイパスし、情報を脳がすぐに処理できるようにフォーマット化するようにコ

ンピュータを設計およびプログラムすることが可能である。論理的な延長線上にあるとすれば、

それはヒューマンコンピュータ・インターフェースを脳に直接的に配置することである。スタン

フォード大学の研究センターによって、この分野においていくつかの重要な進歩が達成され、神

経チップの開発もその一部である。 

それは、個々の神経細胞がコンピュータと通信するための電子インターフェース

である。 

こうした人間と機械の連携は、多くの意味で人間の能力を向上させるであろう。 

もし義眼が動画を神経信号に変換できるのであれば、同じ手法を使用して、 

コンピュータが生成した情報を人間の視野の前に重ねることが可能となる 

のではなかろうか。
 61

 

この能力は、医学の進歩の並外れた商業的応用を実現する。これらの進歩は、神経系、聴覚

系、視覚系機能を損傷した患者の回復を助け、また個人が「究極のバーチャルリアリティの旅行

」に行くことを実現してくれる。
62

 

 

視覚化およびメンタルイメージング 

 
この2番目に幅広いカテゴリーは、その概念に不可欠なサイバースペースの領域を網羅する。

技術開発は、仮想投影システムの発想に基づいており、それはホログラフィック画像投影に進化

するものである。米国立スーパーコンピュータ応用仮想現実研究所は、「科学データとシミュレ

ーションとのインターフェースを視覚化する新しい方法の調査に携わる研究施設」である。
63
そ



32 

 

 

第２２３・２２５・２２６・２２７回 

NPOテクノロジー犯罪被害ネットワーク定例会資料 

 

して、その目的を促進するためにCAVE（サラウンドスクリーン、サラウンド音響、投影を基盤

とする仮想現実システム）を創設したのである。64 

複数の参加者はCAVEに入り、ヘルメットではなくステレオメガネをかけてやり取りすることが

できる。
 

「CAVEは、高速ネットワークを介してリモートデータソース、スーパーコンピュータ、科学

機器に結合することができる。」
65

NWV情報技術パネルは、仮想現実は、今後10年から20年の間に

重要な進歩を遂げるとしている。ただし、ディスプレイメカニズムには主にヘルメットを使用する

ことになるだろう。 

商業用途は、仮想現実ゲームのエンターテインメント市場の成長を容易に想定し、そしてそ

れを現実化する。これは、テレビ会議から一歩進んだ段階であるように思える。 

もう1つの有用な用途は、訓練システム、特にシミュレーションである。
66
 

これには、幅広い商業用途がある。特に将来のシステムには、それらを輸送や製造の用途として

利用するための高い知識レベルが要件付けされるようになるためである。 

このタイプのテクノロジーのより具体的な軍事用途は、DODシミュレーションネットワー

ク（SimNet）である。この能力により、シミュレーターが戦場を正確にエミュレートすることが

可能となる。訓練生は自分の航空機や戦車シミュレーターに座り、自分の視点から戦場を「見る

」ことができる。「フォートノックス陸軍基地のシミュレーターでは、訓練中である複数の陸軍

タンカーが自分たちの戦場の周りを見渡しつつ、それぞれの個人の視点からのみ見ることになる

が、同じ場所を見ることが可能だ。カリフォルニアの空軍パイロットたちは、「航空」任務を同

時にシミュレーションできる。」
 67

 

脳のプロセスと視覚的イメージングの結合は、すでに研究室にて開発が行われている。 

カリフォルニア工科大学は、人間の脳のアナログ思考をエミュレートするエネルギー効率の高い

コンピュータチップを開発した。  

これは、人間の脳、特に大脳皮質の構造を具体的にモデル化したものである。
68
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この機能が完全に成熟すると、このチップは、目だけに留まらず、脳のすべての感覚部位につなぐ

脳インプラントのベースラインを提供できるようになるだろう。 

 

 
 

総括する---連鎖 

 

 
それぞれの技術分野は独自の速度で進化する一方で、それらを統括し、相乗効果のピークで

ある連鎖に到達させることが課題となっている（図3-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：マイクロソフト・クリップアート・ギャラリー 1995年、マイクロソフト社提供による。 

図3-3システム要素の開発ライン 

 

 
収集 

収集能力は、情報に対する需要がなくなった時に完遂する。小型衛星によって補完された恒久衛

星の多様なコンステレーションは、すべてのスペクトルにおいて全世界を網羅する。 

収集の開発は、小型衛星と恒久コンステレーションの間のすべての連携がシームレスになり、小
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型衛星の開発が要件を満たすようになる2015年頃まで成長し続けるはずである。
69

 

通信全世界への常時アクセスが可能となり、顧客が利用できる伝送サイズまたはタイプにまっ

たく制限がかからない場合に、通信容量はピークに達する。商業、政府、軍事ネットワーク網はシ

ームレスになり、情報の移動を遅延させられるのは光の速度のみとなる。こうした接続を実現する

ために、現在、商業部門と軍事部門の双方において多大な研究が行われている。 

新システムと新機能の開発は、2010年までにこの目標を達成しなければならない。
70 

 

 

計算能力 

計算能力は容量において向上し続け、短期的には18か月ごとに2倍に増加するだろう。
71
前述のと

おり、アナリストはシリコンチップが最大容量に達したとの見解を頻繁に示してきたが、小型化

が進むにつれてより大容量化することを発見した。 

しかしながら、アナリストの大半は、シリコンチップは2015年から2020年の間にその上限に達する

と考えている。
72
それが正しいとすれば、研究開発は、データを保存および処理する他のメディア

を探求する努力を続けることになる。 

 

インテリジェントソフトウェア 

インテリジェントソフトウェアの可用性は向上しているが、サイバー状況の要件を完全には満た

していない。インテリジェントシステムの全能力を達成し、そのテクノロジーを高度な意思決定

ツールに適用するには、さらなる努力が必要となる。 

現在のインテリジェントソフトウェア開発については明確に示されておらず、ソフトウェアの特

定の能力は、特定のプログラムの需要を満たすことについてはシステム設計者とエンジニアに一

任されている。
73
したがって、インテリジェントシステムの開発の多くは直線的であり、特定のプ

ログラム要件にのみ関連付けされている。このような設計は、相互作用やより幅広い応用には結

びつかない。 

ヒューマンシステムおよびバイオテクノロジーこの領域は、サイバー状況を達成するために
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最も多くの研究を必要とする分野である。この技術がブレークスルーに達するまでは、研究は適

度なペースで継続するものと予測される。
74

 

多くの高度な研究分野と同様に、ここにおける研究には、溝を1つ大きく飛び越えるような努力

が必要となる。ここで言う溝とは、情報が脳内でどのようにフォーマット化され、どのように使

用されるかを理解することにほかならない。この溝を乗り越えれば、ヒューマンコンピュータイ

ンタラクションは指数関数的に進化し、他の技術分野にすぐに追いつくだろう。 

2025年までには、5つの技術分野が効果的に連携してサイバー状況が開発され、司令官が情

報の優位性を達成できるようになる。次章では、サイバー状況システムとそのコンポーネント、

およびOODAループのタスク属性を満たす方法について説明する。 

 

 

第4章 

 
システム概要 

 

前章においては、膨大な数のテクノロジー、コンセプト、イノベーションを通して、「サイ

バー状況ビジョン」を形成するために統合しなければならない要素について説明した。 図4.1に

見られるように、サイバー状況ビジョンは、特定の戦闘空間内の全貌を「見る目」を司令官に提

供する。 
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出典：MSgt Gordon Morrison, CADRE/EDECT, Gunter Annex, Alabama 

図4-1Cyber Situation Vision:“Eye” See Everything （サイバー状況ビジョン：「目」で全

貌を見る）
1
 

 

サイバー状況コンポーネント 

 

 
サイバー状況は、司令官、意思決定者、およびアナリストの管理下にあるOODAループサイクル

全体を統合したものである。 

対応するコンポーネントには、オールソース情報コレクター、アーカイブデータベース、情報統 

合センター（IIC）、ユーザーの脳に埋め込まれたマイクロスコピックチップ、2および広範にわ 

たる致死性および非致死性兵器を含む。 
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出典：マイクロソフト・クリップアート・ギャラリー 1995年、マイクロソフト社提供による。 

図4-2サイバー状況コンポーネント 

 

 
本章では最初に、技術の進歩から生じる可能性のあるサイバー状況システムのコンポーネン

ト5つについて説明する。次に、これらの進歩を各システムコンポーネントに関連付ける（表5）。

続いては、サイバー状況の統合について説明し、ユーザーとシステム間の情報の優位性とシーム

レスなインターフェースを実現するための2つの主要コンポーネントであるIICとマイクロスコピ

ックチップ（3番目と4番目のコンポーネント）の開発に焦点を当てる。 

最初の2つのコンポーネント（情報コレクターおよびデータベース）は情報を提供し、5番目のコ

ンポーネント（致死性および非致死性兵器）は実行との連携である。これは、戦闘空間の認識を

提供するシステムから生じる最終形となる。最後に本章では、システム機能を第2章で説明した

要件に照らし合わせ、比較および評価する。 

表5 

 

コミュニケーション 

 

アーカイブ
データベー
ス 

 

追加コレク
ション 

IIC 
サイバー状況 
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テクノロジー分野VSサイバー状況コンポーネント 
 

 技術分野 

サイバー状況コ

ンポーネント 

収集プラ

ットフォ

ーム 

通信インフラ

ストラクチャ 

計算能力 インテリジ

ェントソフ

トウェア 

ヒューマンシス

テム&バイオテク

ノロジー 

オールソース

情報コレクタ

ー 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

アーカイブ

データベー

ス 

 

X 

 

X 

   

 

IIC 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

インプラント

用マイクロス

コピックチッ

プ 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 
致死性および非
致死性兵器 

  

X 

 

X 

  

 

オールソース情報コレクター 

 

オールソース情報コレクターは、以下で説明するとおり、生のデータをIICに送信する。 コ

レクターは、高速リレーおよび展開システムを介して連携される。航空および宇宙の収集プラッ

トフォームは、多数かつ柔軟性があるものとなる。 

 

アーカイブデータベース 

 
アーカイブデータベースは、履歴分析を目的とし、また情報が収集できない場合を補足する

ために使用する。アーカイブデータの多くはGIIに常駐し、セキュアかつ恒久的な地上局が機密

データを保存する。 

 
IIC 

 
IICは、オールソース情報を受信するインテグレーション衛星または「スマート」衛星のコン

ステレーションである。 

IIC内では、常駐インテリジェントソフトウェアが意思決定支援ツールを実行し、データを有用

な情報に関連付けて融合し、不整合および情報ギャップを特定し、コレクターに情報ギャップを
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解消するためのデータ追求タスクを付与する。 

 

インプラント用マイクロスコピックチップ 

 
脳インプラント用マイクロスコピックチップ３は、２つの機能を実行する。まず、個人をIIC

に連携し、ユーザーと情報リソース（時間内の収集データとアーカイブデータベース）の間にシ

ームレスなインターフェースを作成する。要するに、チップは処理された情報をIICからユーザ

ーに中継する。次に、チップは、ユーザーの要求に基づき、コンピュータで生成された心理的仮

想現実を創成する。視覚化は個人を取り巻くように行われるため、ユーザーは選択した戦闘空間

に実在している感覚を得ることができる。 

なぜインプラント用マイクロスコピックチップなのか？特別設定を施した部屋、特別なヘル

メットやサングラスなど、その他の方法を使用してユーザーをIICに接続することも可能であるが、

マイクロスコピックチップが最も実行可能性が高い。2つの実際の運用上の懸念があることによっ

て、インプラント用チップの使用が賛成を得られ、そしてより大きな「物理的」実体がサイバー

状況にアクセスすることに対して異議が唱えられている。 

第一に、将来的な作戦では、即座の通知で航空宇宙戦力を機動できる準備が整った、非常に

柔軟かつ機動性ある部隊が必要とされる。チップは、これらの部隊に軍事作戦を伝達し、視覚化

し、実行する能力を与えるのである。「物理的な」プラットフォームまたは部屋を管理し稼働さ

せる必要があると、機動性が妨げられ、一刻を争う操作に遅れが生じる。米国の航空宇宙軍は、

非常に短期間のうちに世界中のどこでも機動作戦や特殊作戦を展開する準備ができていなければ

ならない。ただし、これらの作戦の一部は米国本土から直接的に展開される場合もある。
4
 

第２に、物理的実体は、敵の攻撃や妨害に対して脆弱な標的を創り出す。チップIICインタ

ーフェースをもって設立された情報運用センターは、機動性が非常に高く、敵の攻撃からより見

つかりにくい。これらが、より大きな物理的実体をサイバー状況に使用することに反論がなされ

る理由である。 

これが、チップの使用が携帯しやすいことを始めとするチップの持つ合理的な根拠なのだが、

「特別なサングラスやヘルメットを使用するのはどうか」と考える人もいるだろう。 答えは簡単
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だ。インプラント用マイクロスコピックチップは、正しい人物がIICに接続しているかどうかを確

認するためのセキュリティ対策を必要としないが、部屋、ヘルメットやサングラスは、サイバー

状況内の個人のIDと統制レベルを確認するためにアクセス制御メカニズムが必要となり、そのメ

カニズムは更なる時間を要する。 

さらに、司令官、意思決定者、またはその他軍人のグループに、常にポケベル、あるいは

「レンガ」を持ち歩きたいかどうかのアンケートをとってみる。おそらく、機器を持ち歩くのが

好きな人はほとんどいないだろう。次には、サイバー状況にアクセスして米軍事力をコントロー

ルする許可を与えられる重要な機器を持ち歩かなければならない場合を想像していただきたい。

明らかに、これは羨望すべき状態ではない。当人がヘルメットやサングラスを置き忘れたり紛失

してしまったり、さらに悪いことには敵がそれを盗んだり破壊したりする可能性があるからだ。

こうした責任は、負うべき必要のないものである。 

倫理的および広報に関する問題 人々に「物体」を埋め込むことは、倫理的および広報上の

問題を巻き起こす。5こうした懸念は今日の考え方に根差しているかもしれないが、2025年には、

今ほど警戒されるほどではないかもしれない。我々はすでにテクノロジーのインプラントに向け

て進化の途を辿っているのである。たとえば、軍隊は現在、そのメンバーに生物学的製剤の義務

的接種（インフルエンザの予防接種など）を受けることを要件付けている。民間の世界では、人

工心臓やその他の臓器の移植は受け入れられている。社会はこれらのインプラントのほとんどを

人生における現実として受け入れるようになった。2025年までには、医療技術においては手足切

断患者が義肢を操作できる神経チップや、視覚障害者が見ることができるようになるアイチップ

が実現するだろう。
6
民間人が、軍隊のメンバーに重要な国益を守ることを可能にするインプラ

ント用マイクロスコピックチップが移植されることを容認するようになる可能性は高い。さらに

米軍は、チップは人間を制御するためのツールではなく、技術を制御するためのツールであると

いう理由から、チップを自由に受け入れる奉仕の軍隊であり続けるだろう。 

 
 

致死性および非致死性兵器 

 
さまざまな致死性および非致死性兵器がIICに連携され、認証されたユーザーがこれらの兵
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器を直接的に行使できるようになる。兵器を使用するユーザーの権限は、職位、責任、および等

級によって異なる。 

 

総括 

 

 
サイバー状況は、従来型の運用または指揮統制センターではない。物理インフラストラクチャ

ではなく、地理的に分散し、冗長かつネットワーク化された多くのコンポーネントで構成されるも

のである。認証された個人が状況の更新と分析を必要とする場合、そのユーザーはインプラント用

チップを介してIIC衛星に接続する。 

 
出典：マイクロソフト・クリップアート・ギャラリー 1995年、マイクロソフト社提供による。 

図4-3サイバー状況の接続性 

 

 
サイバー状況は、あらゆるレベルの戦争で適用可能である。戦略レベルおよび運用レベルでは、

ユーザーが世界的作戦の監視、進行中の状況分析、戦闘空間の監視と制御、戦闘ダメージの評価、

および再構成を実行できるようになる。戦術的に、サイバー状況は敵および友軍のインタイム情報

を伝えることによって、戦闘空間の状況認識を提供する。すべてのレベルにおいて、意思決定者と

兵器センサー状況 

C4 I 

C4 I 
 

 
 

兵器センサー   

 

 

 

 

「サイバー兵器センサー   光ファイ

バーネッ

トワーク 

C4 I 

指向性エネ

ルギー兵器 
UCAV攻撃 

レーザー 

光学 

アップリンク＆ダ

ウンリンク 

グローバル 

情報 

インフラストラクチャ 

情報統合センタ

ー（IIC） 

IIC 
IIC 
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アナリストはサイバー状況を利用することにより、戦闘空間操作を調整、対応、実行する能力を得

ることができる。 

効果測定値 

 

 
これまで、本論文は、5つの主要なテクノロジー領域（収集プラットフォーム、通信アーキテ

クチャおよび配信システム、コンピュータ処理能力、インテリジェントソフトウェア、ヒューマン

システムおよびバイオテクノロジー）が2025年までに論理的に相乗作用することによって、サイバ

ー状況ビジョンが実現され、情報の優位性を獲得する方法を示してきた。本論文が主張するところ

は、サイバー状況ビジョンを達成するためには、技術によって軍の司令官がOODAループの機能を統

合し、モメンタムをコントロールできるようしなければならないということである。サイバー状況

が目標を達成するかどうかは、第2章で策定した効果測定値に対してサイバー状況を評価すること

によって、最も適格な回答を見出せる。効果測定値には、タスクの実行方法を説明する関連属性を

持つOODAループタスクのリストを含む。 

タスクを観察する 

 

表6 

 
戦闘空間を見る 

 

属性 あり/なし 

• 目的の戦闘空間を融合、統合し、かつ競合を解消したビュー あり 

• 考え得るすべての情報源の統合 あり 

• 情報ギャップのシステム同定とその後における欠損情報の収集 あり 

 

サイバー状況のIICコンポーネントは、この「戦闘空間を見る」タスクの属性を満たすための

手段を提供する。IICには、利用可能なオールソース情報を融合、相関し、かつ競合を解消する固

有の能力が搭載される。さらにシステム概要には、情報ギャップを同定する機能が組み込まれてい

る。リンクを使用すると、IICは収集アセットにタスク付与して情報ギャップを解消し、不整合情

報の解消を行うことが可能となる。収集アセットがそれ以上の情報を取得できない場合、IICは過

去のアーカイブデータベースを使用してギャップを解消する。それによって、IICはユーザーに対

して画像に信頼性があることを周知する。 
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表7 

 
動的戦闘空間ビューを保持する 

 

属性 あり/なし 

• 時間と場所を問わず、最新のビューを引き出せる あり 

• ユーザーが稼働および持ち運びしやすい あり 

 

サイバー状況のビジョンの中でも、戦闘空間の「機動性のある」画像を維持する機能は、お

そらく最も重要な特徴である。IICに接続したインプラント用マイクロスコピックチップを使用す

ることで、ユーザーは、コンピュータで生成された目的の戦闘空間の心理的仮想現実を引き出す

ことができる。 

さらに、ユーザーはサイバー状況システムに入る際に、物理的な部屋やプラットフォームの

中に入る必要はなく、それゆえにシステムの不加入性が保たれる。一層有利なことに、マイクロ

チップはアカウントと保護を必要とする別個の物理的実体ではないため、ユーザーはマイクロチ

ップを紛失したり盗まれたりする心配がない。 

図8 

 
戦闘空間ビューへの普遍的なアクセス 

 

属性 あり/なし 

• 関連するAOR、ミッション、およびタスクに合わせて画像を調整できる あり 

• 多くの人が同じ戦闘空間の画像を見ることができる あり 

 
 

IICは、ユーザープルの概念に基づいて動作するため、事実上無制限数のユーザーが同時にシ

ステムにアクセスすることが可能である。このシステムが持つ特徴により、複数のユーザーが同じ

戦闘空間の画像にアクセスし、サイバー状況システム内に「サイバー会議」を作成することができ

る。さらに、IICの常駐インテリジェントソフトウェアは、チップを介して送信されるタスクと連

携し、ユーザーが戦闘空間の画像のサイズを定義付けできるようにする。このプロセスにより、ユ

ーザーは関連する責任領域（AOR）、任務、および軍事作戦を遂行するタスクに、戦闘空間のコン

ピュータで生成された心理的仮想現実を合わせて調整し、利用することができる。 

 

タスクを情勢適応させる 

 
 

表9 
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戦闘空間ビューを調整する 

 

属性 あり/なし 

• 戦闘空間のインタイムビュー あり 

• 戦闘空間のサイズと位置を定義できる あり 

 
 

IICは最新のデータを使用して戦闘空間の画像を作成するため、ユーザーの使用する心理的

仮想現実は利用可能な最新の情報となる。従来のタスクと同様に、IICの常駐インテリジェント

ソフトウェアは、チップを介して送信されるタスクと連携し、ユーザーが戦闘空間の画像のサイ

ズを定義付けできるようにする。 

表10 戦闘空間ビューを理解する 

 

 

 

 

 

サイバー状況システムを使用する司令官は、人間によって処理、解釈、および提示される戦闘

空間情報よりも偏重がより少ない情報を受け取る。さらに、このシステムによって、司令官がアナ

リストや報告者が提示した情報を心理上で再構築する必要性を最小限に抑えられる。戦闘空間の画

像が論理的に算出されたものでないとユーザーが感じた場合、またはユーザーが単に追加情報を必

要とする場合には、IICに状況確認を要請することが可能である。次に、IICは追加の収集アセット

に対し、さらなる分析を行うためにさらに追加データの追求とアーカイブデータベースの検索を

タスク付与する。 

 
 

タスクを決定する 

 
IICは、受信機と送信機の両方の機能を実行する。受信機としては、収集アセットからのデー

タ、追加情報に対するユーザーの要請、および司令官からのリモート兵器、宇宙ベースのレーザー

やUCAVを使用する命令を受領する。送信機としては、ユーザーの情報要求に応答し、重大局面のユ

ーザーに指示を表示し、収集アセットにタスク付与し、ユーザーからの兵器行使の命令を宇宙ベー

スのレーザーとUCAVに中継する。インテリジェントソフトウェアは、IICの送受信機コンポーネン

属性 あり/なし 

• 人から伝わる先入観が入った情報を排除する
7
 あり 

• 他人の先入観に基づいたメンタルピクチャーの必要性を排除する あり 

• 詳細情報を要請し、インタイムの回答を得ることができる あり 
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ト内において、データを処理および融合するために自動的にフィルタリング、並び替え、および優

先順位付けを行う。最終的に、IICは重大局面のユーザーに指示を表示し、ユーザーはその状況に

アクションが必要かどうかを決定する。 

表11 

 
重要項目およびアクションが必要となる可能性がある項目を決定する 

 

属性 あり/なし 

• 送受信機に内蔵の意思決定支援ツールでフィルタリング、並べ替え、優
先順位付けを行う 

あり 

• 重要局面のユーザーに監視と実行を促す あり 

 
 

意思決定支援としてサイバー状況システムを使用することにより、ユーザーはアクションあ

りとアクションなしの潜在的結果をモデル化して、最適な行動方針を決定することができる。ユ

ーザーはモデル化プロセスを使用し、軍事目標を達成するために友軍に与えるリスクを最小限に

しつつ、精密兵器を最適に投入することが可能となる。 

表12 

 
望ましくない状況を修正するために必要なアクションを決定する 

 

属性 あり/なし 

• インタイムのフィードバックを使用して、アクションありとアクション
なしの潜在的有効性をモデル化する 

あり 

• 精密兵器の適用を最適化する あり 

• 友軍へのリスクを最小限に抑えることを確実にする あり 

 
 

タスクを実行する 

 
IICは、宇宙ベースのレーザーやさまざまなUAVと同様に致死性および非致死性アセットに接続

する。認証されたユーザーは、これらのアセットに即時にアクセスし、望ましくない状況を修正す

ることが可能となる。ユーザーは精密兵器アセットを使用し、兵器を最適化することでワンショッ

トワンキルを達成できる。 

表13 

 
望ましくない状況を是正するためのアセットへの即時アクセス 

 

属性 あり/なし 

• 致死性兵器の行使準備が整っている あり 
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• 非致死性兵器の行使準備が整っている あり 

• ワンショットワンキル能力 あり 

 
 

IICは、認証されたユーザーから宇宙ベースのレーザーアセットとUAVの行使を指示された場

合、収集アセットにも標的からのデータを蓄積する指示を出す。次に、IICはデータを処理および

分析して、ユーザーにインタイムのフィードバックを提供する。また、標的が十分な打撃を受けて

いない場合は、追加のアクションを推奨する。サイバー状況システムは、司令官がOODAループを使

用して情報を処理して行動を起こす、あるいは情報を循環させる方法に劇的な変化をもたらす可能

性がある。効果を上げるには、サイバー状況システムを最適化して脆弱性を最小限に抑える。 

次章では、これらの潜在的な弱点および対策について説明する。 

 
表14 

アクションあり、およびアクションなしを選択した場合に関するフィードバック 

属性 あり/なし 

• インタイム・ミッションの結果を確認する あり 

• システムが推奨する追加的アクションあり、またはアクションなしの場
合 

あり 

 

第5章 

 
 

脆弱性および対策 

 

サイバー状況とそれに関連するコンポーネントの脆弱性を特定し、潜在的な対策を策定する

ことで、サイバー状況の要件リストに統合すべき追加の機能と属性が導き出される。本章では、サ

イバー状況の脆弱性を特定することから始め、次に脆弱性を排除するための可能な対策について説

明する。 

 
脆弱性 

 
サイバー状況システムおよびそれに関連するコンポーネントには、多数の脆弱性が存在する。

脆弱性は元来、人為的な脅威（宇宙ごみや攻撃用兵器）、環境の脅威（流星、小惑星、放射線）、

人間による脅威（捕囚、亡命、スパイ）の3つの主要なカテゴリーに当てはまる。 
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1つ目の脅威領域とは、一般的に標的を破壊、無力化、または弱小化させることを目的とし

て設計された人為的な領域をいう。効果は永続的または一時的であり、ハード攻撃とソフト攻撃

から構成される。敵は、システムコンポーネントを破壊し、サイバー状況を物理的に破壊するこ

とによって「ハードキル」を達成する。具体的な攻撃方法としては、衛星攻撃兵器、電磁パルス

（EMP）兵器、核爆発装置などがある。それと逆の「ソフトキル」は、作戦能力の内部ロジック

を攻撃する。ソフト攻撃の例としては、IICおよび収集コンピュータの内部のオペレーションロ

ジックへの構文攻撃がある。即時にリプレースしなければ、その結果として有効性の消失または

低下が生じ、軍事作戦に深刻な影響をもたらす。 

 

比較的明白ではない軍事的脆弱性は、2番目の脅威領域である環境から生じる。これには、

天体または人工素材から分離または分解した固体の破片が挙げられる。 

小惑星が、その脅威に対する防御を開発しなければならないほど重大な問題であるかどうかに関

しては、専門家の見解が分かれる。1それにもかかわらず、高速で宇宙を移動する発射体によっ

て生成される運動エネルギーは脅威を呈する。最小のかけらでさえ、IICと衛星コレクターにと

って潜在的な脅威となるのである。その他の環境的脅威となるものには、主に太陽からの放射線や

荷電粒子がある。これらの「宇宙気象」が与える影響は、段階的または瞬間的に現れる場合があ

る。こうした影響は、壊滅的な障害が発生して初めて検知されるのが常である。最後の脅威領域は

人間がもたらすものであり、マイクロスコピックチップを移植された市民の捕囚、および敵側へ

のスパイ活動と亡命という２つのカテゴリーに細分することができる。脅威の３つのカテゴリー

（人為的、環境的、および人的起因）はすべて、我々の情報の優位性の中核機能を支援するタス

クを実行する能力を破壊、無力化、または低下させるものである。 

 

対策 

対策には、さまざまな脅威に対抗するための受動的活動および能動的活動の両方がある。次の段

落では、複数の活動例を詳述し、そしてそれらの活動の脆弱性に与える影響について論述する。 
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分散システムアーキテクチャ 

 
IICに分散システムアーキテクチャを採用する背景にある防御目標は、敵に攻撃重心を与えな

いことである。つまり、この種類のアーキテクチャを使用すれば、敵に対してIICが標的である

ことが否定される。その標的は、破壊されると「システム障害またはシステム内の連鎖的崩壊が

引き起こされ」、敵の目的達成を許してしまう。
2
 

IIC衛星のネットワークは、各衛星から他の衛星に放射状に広がる通信網を持つ「スター」

相互接続性を利用し、相互に接続している（図5-1）。 

基本的には、衛星コンステレーションは地球の大気上に「メッシュ」を形成する。4 

相互接続しているメッシュは、グレースフル・デグラデーションを実現するため、敵がIICの一部 

を物理的に破壊したとしてもその機能が完全に失われることはない。さらに、メッシュは相互接続

性を持つため、破壊されて生成された隙間を補足して埋める方法を認識している。メッシュには重

心がないため、敵がIICを打倒するには、IICを完全に破壊しなければならない。
 5
出典：マイクロ
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ソフト・クリップアート・ギャラリー 1995年、マイクロソフト社提供による。 

図5-1情報統合センターの相互接続性 

 
「小型かつ多数」 

 
情報を提供し、IICを支援するコンポーネントは、多数の安価なセンサー、エミッター、超

小型衛星、およびミニプロジェクタイルで構成される。同様に、IICメッシュも、安価で打ち上

げが容易な多くの小型衛星（ミニサット）で構成されている。現在のミニサットの開発と設計に

より、重量が数百ポンド、寸法が約3立方フィートの衛星が製造された。電子機器の最近の進歩

および小型化により、重量が約20〜30ポンドで、靴箱よりも小さい最小型衛星のコンセプトに拍

車が掛かっている。
6
 

冗長化、小型化、および低コストといった品質は、IICを構成する将来のコンポーネントの特

徴となるだろう。「小型かつ多数」という概念から、冗長性があり、完全に破壊することが困難

なシステムが生まれた。
7
IICの概念と同様に、この概念は敵に標的とするための重心を与えない

ため、単一障害点が存在しないのである。さらに、攻撃者がネットワークの一部を破壊したとし

ても、ネットワークは存続して動作し続ける。 

 

「スマート」システム 

 
相違する情報とデータポイントを融合、相関し、そして最も重要な「競合の解消」を行う内

蔵機能は、IICシステムに固有のものである。したがって、攻撃者が虚偽のステートメントをロ

ジックツリーに挿入して情報戦を試みる（構文攻撃）と、IIC内のコンピューティングシステム

が不整合を認識し、それらの競合を解消する。  IICは、知識体系、および可能な結論が無効とな

る、または単に整合性を成さない場合を検出する「学習能力」から成り立っている。
8
 IICは不整合

を検出すると、さらなるデータを検索し、IIC自身の結論を認証または無効にする。 

ある人物がある特定のサイバー状況に入ろうとした際に、IICが無効なレゾリューションがあ

ると結論付けた場合、潜在的不正がインプットされ、IICがデータ競合の解決を試みた旨がそのユ

ーザーに通知される。その人物から要請がある場合には、IICは競合するデータと、可能な結論が
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無効となった理由を示す。 

 

光コンピューティング 

 

情報を送信、受信、および保存するために、光ネットワークの領域における研究が多数継続 

して行われている。この技術は有望であり、少なくとも放射線防御としての実現可能性を持っている 

ように思われる。9 IICにおける光コンピューティングの使用（他のコレクターやユーザーから 

の情報の受信、ユーザーからのサイバー状況の画像作成の要請に対する応答、または致死性 

および非致死性アセットへのタスク付与を目的とする）は、放射線の脅威に対する防御とし 

て機能する可能性がある。放射線は、電子を利用したデータ送信システムを攻撃する。光コ 

ンピューティングは電子の代わりに光子を使用するため、これらの光子は光コンピューティ 

ングシステムをEMPの脅威から保護してくれる。 

低軌道 

低軌道（LEO）にIICを配置すれば、環境の放射線への曝露を最小限に抑えることができる。

他の軌道と比較すると、LEOは元来、低レベルの放射線に曝露されている。 

対照的に、中軌道は主にヴァンアレン放射線帯によって引き起こされる最高レベルの放射線が存在するが、 

静止軌道では放射線レベルは低軌道よりも高く、中軌道よりも低くなる。
10

 

 

 
内部からの動作停止 

マイクロスコピックチップを移植したユーザーは、敵に捕らえられた場合、チップを自分で

動作停止させ、使用不能にできる。さらにチップは分解するので、敵がリバースエンジニアリング

目的または敵対的な理由でチップを抽出することはできない。 

 

外部からの動作停止 

IICは、味方ユーザーのスパイ活動や敵側への亡命などの不穏な局面に直面した場合に、裏切

り者のインプラントチップを動作停止させ、分解させるという工学的能力を持つ。米軍内の最高レ

ベルの司令官は、亡命者たちが次にサイバー状況を起動しようとしたときには、IICにアクセスし、

システムに亡命者のチップを動作停止させる指令を出す権限を有する。 
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「ザップ」攻撃 

 
「ザップ」攻撃は、IICに内蔵の意思決定支援技術と、宇宙ベースのレーザー兵器へのリンク

を基盤とするものである。IICネットワーク内の個々の衛星がネットワークに向かって移動する物

体（人工物または環境起因の物体）を感知すると、IICは物体の方向目標、速度と加速度、および

ドップラーシフトを計算して、それが脅威であるかどうかを判断する。脅威であるとの判断がな

された場合、IICは最も近い宇宙ベースのレーザー兵器に対し、物体を破壊してIICシステムへの

脅威を排除する指令を出す。 

「相互依存」 

 
マイクロスコピックチップは、一度移植されるとその宿主との相互依存が生まれるため、宿

主が存命中にのみ動作する。サイバー状況のユーザーが死亡するという不幸な状況では、移植され

たマイクロスコピックチップの機能は停止し、分解する。こうしてチップが機能上、宿主への依存

性を持つことにより、敵が死亡した兵士のチップを利用することを防ぐ。 

 
 

概要 

 
表15に、脅威のカテゴリーと、各種類の脅威に対処するための関連対応策の一覧を示す。各

対応策は、複数の種類の脅威に対しても有効となり得ることに留意する。 

表15 脅威に対する対応策 

 

 脅威 
対応策 人工的 環境由来 人間由来 

分散システムアーキテクチャ X X ———————— 

「小型かつ多数」 X X ———————— 
「スマート」システム X ———————— X 
光コンピューティング X X ———————— 
低軌道 ———————— X  

内部からの動作停止 ———————— ———————— X 
外部からの動作停止 ———————— ———————— X 
「ザップ」攻撃 X X ———————— 
「相互依存」 X ———————— X 

 
サイバー状況には多数の脆弱性が存在するが、2025年までには効果的な対応策がシステムに統

合される可能性がある。対応策は、これらの人工的、環境由来、または人間由来の脅威を打破する
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ために精巧に作成されたものであり、戦闘員がサイバー状況を使用することでより効果的に行動す

ることが可能となる。第6章では、サイバー状況を実現し最大限に活用するために変更が必要となる

構造および教義について、脅威と対応策の域を超えて説明する。 

第6章 

 
 

作戦構想 

 

今日の卓越した技術的成果にもかかわらず、新しい技術や組織を組み込んで新し

い機能を効果的に活用できるようにする作戦構想を進展させることは、技術自体

の取得よりもはるかに重要である。 
 

ジェームズ・R. フィッツシモンズ 

Revolutions in Military Affairs (軍事革命） 

 
本章では、サイバー状況がどのように実装されるかについて論述し、そしてサイバー状況が

将来の戦闘員に提供する機能について説明する。システムを実装するには、現在の組織構造と教

義を大幅に変更する必要がある。間違いなくこうした変化の一部は過激に映るため、サイバー状

況が米軍の防衛活動に提供できる利点を確信していない個人や機関が激しく抵抗するだろう。変

化に適応できない、あるいは適応をしぶった組織は、大抵潮流から取り残されてきたことは歴史

を見れば一目瞭然であり、最悪の場合は組織として排除されることもあった。 

今後の航空宇宙部隊は、サイバー状況の完全たる潜在性を引き出し、かつこうした革新的な

新機能を最大限に活用するためには、まったく異なる支援組織と教義を考案しなければならない。

前の章で述べたように、このテクノロジーは2025年に利用可能となるだろう。軍事革命（RMA）

の3本柱の第2および第3の柱を形成するのは、作戦の教義と概念（CONOP）とともに、組織と指揮

構造である。 

 
将来的な作戦構想 

 

2025年の戦争および紛争管理では、監視と偵察、指揮統制、および全体的な戦闘空間の遂行の分

野において、改善した概念、および技術を応用した結果を適用する。1994年のSPACECAST2020調

査では、「作戦テンポが速く、死傷者や付帯的損害を最小限に抑える「迅速な戦争」に限定した
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上で、社会が将来の紛争を容認するとすれば、監視と偵察、特にリアルタイムの「センサーから

射撃手」への「ワンショットワンキル」テクノロジーの支援における進歩が必須となるだろう」

との予測がなされた。
1
サイバー状況は、革命の先駆者となる潜在性を秘めているのである。 

 
 

サイバー状況の適用 

 
サイバー状況は、非致死性兵器の選択的投入から並行戦争の全面攻撃まで、戦争の範囲全体

にわたる軍事作戦の指揮、統制、および実行に最適である。並行戦争では、航空宇宙部隊は、敵

の反応速度よりも速い速度で、全戦争レベル（戦略的、作戦的、戦術的）にわたって敵の複数の

重心を同時に攻撃する。
2
 

司令官は、常にOODAループのスロットルを制御することで、敵の意思決定サイクルの速度を早

めたり遅くしたりすることを試みる。過去の戦争では、戦車の司令官と戦闘機パイロットは常に

「敵のOODAループの内部」に入りこむことに全力を注いだ。 将来の紛争で異なるのは、彼らの意

思決定のスピードと範囲である。 

並行戦争は、クリティカルノードを狙う高度な精密兵器を大量に必要とする。さらにそうし

た兵器は、正確なターゲティングに必要となる、敵の状況に関する必須レベルの詳細情報を要す

る。こうした理由から過去の軍事司令官たちは、並行戦争を効率的に行うことができなかった。

サイバー状況は、これら双方の欠点を埋める機能を提供するため、並行戦争の遂行においては理

想的である。 

将来の司令官は、サイバー状況によって戦闘空間のインタイムビューを見ることができ、

敵の重心が目の前に一目瞭然となる。2025年には、未曾有の速度で作戦を実行することが軍事交

戦の一般的な特徴となるであろう。将来の戦闘員たちは、IICを介してサイバー状況を利用し、

斬新な空中および宇宙センサー、UCAV、指向性エネルギー兵器、非常に移動性が高い派遣部隊ま

でを駆使することになる。作戦は米国本土（CONUS）のサイバー状況から操作され、地球の裏側

の敵に瞬時に到達し、攻撃することが可能となる。 

たとえば、CONUSベースの統合任務部隊司令官は、サイバー状況を介してCONUSベースのステルス
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爆撃機、UCAV、および宇宙ベースの精密攻撃兵器への即時アクセスを駆使し、戦闘ユニットとの

連携を十分に発揮することができる。次の攻撃がどこに来るのか予測できず、防御する術がない

敵への心理的効果は計り知れない。 

 
 

指令構造 

 
2025年の部隊構造および戦闘空間の要件が登場することで、従来の階層的な指揮統制体制は

過去のものとなるだろう。サイバー状況が機能するには、情報技術、分散システムの増大、仮想

組織の確立による、より広範な分散化が必須である。 

新しい情報通信技術によって、最強なコンピュータと最も効果的なセンサーを持つ人物に権

力がシフトしつつある。同時に、個々の兵士が持つ力が増加し、戦場指揮官の役割が弱まる中、

指揮統制構造が平坦化しつつある。
3
 

サイバー状況では、強力な意思決定、精密な交戦能力、高速かつ統合された戦法、アジリテ

ィ、およびより高度な指揮統制にさらなる重点を置くことが可能となる。その指揮構造は、

Auftragstaktik（訓令戦法）として知られているドイツの分散型で柔軟な評判高きコマンドスタ

イルとほぼ同様、過去に同定されたパラメーター内での作戦の自由を確保する。この戦場指揮方

法により、小規模部隊は「即座の」判断に基づいて主導権を握り、行動するというタイムリーな

能力を駆使し、はるかに大規模な部隊を打倒することが可能となった。1940年にフランスが敗北

したドイツのセダンの戦いは、この柔軟な指揮哲学を成功裏に採用した有名な例である。 
4
 

戦闘員には、幅広い支援兵器、向上した機動性、生存性、および支援性へのアクセスがなけれ

ばならない。こうした変化は、あらゆるレベルに非常に優秀な人物が配置され、非常に平坦化され

た指揮系統に反映されている。戦場の密度が低くなり、分散化が進むにつれて、小部隊のリーダー

に対する要求は増加する。平坦化した構造によって権力は分散され、往々にして部下の兵士たちに

再分配される。全体的な影響としては、情報、およびそれに関連する認識と知識の流れによって、

閉鎖的システムの開放が促進され、インテリジェンスと分析を担当する複雑で区分化された官僚組
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織の多数の層が排除される。従来の指揮統制重視は、協議統制重視へと変化を遂げるだろう。組織

構造がそのように変化することにより、サイバー状況を最大の効率で運用することが可能となる。

これによってすべてのレベルの司令官が、統合共同作戦の一部としてより幅広い選択肢と自律性を

もって作戦を展開できるようになる。 

戦争の原則 

 
サイバー状況は、戦闘員に非常に強化された機能と機会を提供するが、それによって戦争の原

則（目的、攻勢、物量、戦力の節約、運動、指揮統一、警戒、奇襲、簡明）に変更が加わるわけで

はない。この9つの原則は、兵器のあらゆるレベルの戦争を導き、時の試練に耐え、そして2025年

にも米軍の教義の基盤として存続するであろう。5サイバー状況は、攻勢、物量、および運動の原

則を最適化し、そして単一の決定的な地点または複数のクリティカルノードを標的とする並行攻

撃においては、司令官がCONUSを始め、兵器の全種類にわたってさまざまな精密兵器を行使する

ことを可能にする。 

次のセクションでは、仮説段階である2025年シナリオで実際に稼働しているサイバー状況を

詳述する。 

 

未来の世界 

（2025年3月12日--1435 EST/2045Z）議長の視界の片隅に、青い光 

が持続的に点滅している。NMCCが国際・国内用のブルーコードである 

カテゴリーIIアラートを発動していることをCJCSに警告するものである。 

議長はくつろぐ中で、ウインクを素早く2回してサイバー状況を起動させ 

た。コンピュータで生成されたメンタルディスプレイコマンドセンター 

が目の前に渦巻きながら登場すると、彼のメンタルディスプレイ・メール 

（ALERTを発したメッセージ）が起動した。CINCSOUTHの画像が表示さ 

れ、ブリーフィングが開始された。 

アルゼンチン政府は、ブエノスアイレスのダウンタウンにある50階建ての超 

高層ビルであるジルコンビルの中央の部屋に立てこもったナルコテロリスト 

グループを攻撃するための支援を求めていた。アルゼンチン政府は、建物に 

はテロリストの存在に気づいていない何千人もの民間人もいることを懸念し 

ている。状況見聞とブエノスアイレスの地形の詳細地図が視界に浮かび上が 

る。CJCSがあらゆる角度から地図を研究し、ジルコンビルに照準を合わせる 

と、他の主要プレーヤーたちが1人ずつ「サイバー会議」に「参加した」。  

NCAは、統一されたCINC、サービスチーフ、および国務省の代表者らととも 

に、それぞれ自分の「サイバースペース」内に表示されているジルコンビル 

の3次元概略図を精査した。 天気予報が入り始め、時速35マイルの北北東の 
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風を伴う嵐がティエラデルフエゴの海岸沖を吹き荒れている様子を示してい 

る。ブエノスアイレスとその周辺では雨が降っていた。現在、CJCSは、状況 

を監視していたインテリジェンスアナリストの「サイバー状況」の中に移動 

した。DNAとジルコンビルの熱感知プローブが、23階にあるアルゼンティー 

ナ・スペースウェイ社のオフィスにいるテロリストの場所を特定する3次元 

マップに組み込まれた。2階上には、地元の通信会社がAT＆T国際会議を開催 

していた。地元の警察はすでに建物の外郭を封鎖している。 
 

CINCSOUTHは状況を調査した後、CJCSの承認を得てレッドボールワン作

戦オプション2の実行を命じた。この時点で、CSAFが「サイバー状況」を引き継

ぎ、ACC司令官の「サイバースペース」に入る。両者はともに、目の前に現れた

米航空宇宙基地の表示がされた実物同様の画像を精査する。 

各画像の横には、部隊の識別子、人員配置レベル、および現在の活動が示されて

いた。レッドボールワン作戦オプション2の実行において、ACCの司令官は危機対

策スタッフと協議した後、スペースマリーンの3部隊をTC-4グローブマスターか

らジルコンビルの屋上に精密投下することを決定した。サイバー状況に現在参加

しているのは、3D特殊作戦グループ担当の大佐、フロリダ州ハールバートフィー

ルドのスペースマリーン空軍少佐、およびフロリダ州エグリン空軍基地のグロー

ブマスター空軍中佐である。風雨が作戦に影響を与える可能性があるため、彼ら

はともに一般的な気象条件を確認した。次に、コンピュータで生成されたジルコ

ンビルのメンタルディスプレイ概略図を確認し、部隊の精密投下に最適な場所を

決定し、階段の内外と建物の高速エレベーターを図に示した。航空海兵隊の3人

の部隊長は、ジルコンビルにある多数の出口と入口の詳細ブリーフィングを行う

ために「サイバー状況」に入る。該当階を隔離するための携帯型防御シールドの

配置と、多種の非致死性兵器を使用するタイミングについて話し合った。海兵隊

員の1人は、犠牲者をほぼ出さないテロリスト鎮圧の最善方法として、超高周波

バーストを使用することを提案した。すでにサイバー状況と一体化したTAV-4パ

イロットと乗組員は、再度天候を確認して風向きに合わせて調整した後、飛行隊

員を乗せて発進した。 

CINCやその他の人々は、自分たちの「サイバー状況」内で作戦の進行を

見守り、航空海兵隊がテロリストに気付かれることなく精密降下に成功し、民間

人を落ち着かせながら作戦を卒なく遂行する様子を注視した。超高周波バースト

は成功を収め、それを提案した航空海兵隊員はメリット昇格を果たした。そして、

アルゼンチン政府は全作戦部員に対して心からの感謝の意を表したのであった。 

 

第7章 

 
 

調査の推奨事項 

 

本章では、研究開発および時間への投資の増加を必要とする懸案事項について議論する。ま

ず、特定の短所を明確にし、商業的および軍事的解決策を特定する。次に、サイバー状況を全面

的に実装することによって、今後発生するより広範な問題を特定する。 
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サイバー状況の複数の要素は、開発プロセスにおいて他の要素よりも進歩している。通信アー

キテクチャは、2025年までにはサイバー状況を支援するに足る堅牢性を得るであろう。こうした状

況が生まれる理由は、データへのますます迅速なアクセスへの民間部門の飽くなき欲求によって、

データを提供する人々が得られる利益が増大し、その結果商業投資が増加するからである。軍隊は、

おそらく通信の進歩における投資パートナーになるであろう。 

コンピュータパワーは進歩し続け、世紀末まで約18か月ごとに倍増する。強調するが、商業部

門が主導権を握り、軍は十分なコンピュータパワーを「市販で」購入できるようになるだろう。 

他の分野での現在の開発はそれほど進んでいないため、他分野でも同等の速度で成熟するこ

とにさらなる重点を置く必要がある。インテリジェントソフトウェアはより普及しつつあり、一

層広い範囲で実装されている。とはいえ、現在利用可能なインテリジェントソフトウェアはアプ

リケーションの幅が狭く、それほど複雑でもなければ、適切な容量を有しているわけでもない。

サイバー状況の軍事要件を達成するには、研究開発資金を割り当てることで、インテリジェント

ソフトウェア・アプリケーションの開発ペースを引き続き向上させなければならない。 

最後に、2025年のインテリジェンス収集には、コンピュータパワーとインテリジェントソフ

トウェアの両方における技術の進歩が必須となるが、現在は、インテリジェントソフトウェアの

開発上の制約がより大きな影響を及ぼしている。 

市販のインテリジェンスソフトウェアが普及しており、それが軍の開発および運用する製品

を強化する。ただし、短期間での情報収集能力と通信ギャップを解消する能力の両方を備えた小

型衛星の開発には、民間部門の投資を補うために希少な軍事費を投入する必要がある。 

以下は、その他より広範による問題のうち、注目を要するものについて述べる。まず、サイ

バー状況に必要な開発技術には、より効果的な連携が必要だ。サイバー状況に必要な各能力の領

域は、それぞれ個別の方向において開発が進んでいるため、これらの領域を組み合わせることに

って相乗効果が生まれ、OODAの完全統合という目標をより達成しやすくなる。 

第二に、脳機能の研究を奨励および促進しなければならない。これは、医学界と軍隊の両方

にとって新たな領域である。脳内の容量とインターフェース、および生のデータ獲得から最終決

定に至るまでの情報処理方法に重きを置く研究努力がなされなければならない。 
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第三に、脳に移植された意思決定ツールに対する社会的および文化的な偏見を克服しなけれ

ばならない。サイバー状況は、各意思決定者を制御するためではなく、支援することを目的とし

て設計されている。進化するテクノロジーを十分に活用するには、ハードウェアおよびソフトウ

ェアの要件の煩雑さを、チップ移植の簡潔さとシームレスネスまでに縮小化しなければならない。

そうしたテクノロジーが実現してこそ、サイバー状況が現実のものになり得るのである。 

第8章 

 
 

結論 

 

サイバー状況では、司令官が一箇所からOODAループ全体を利用することが可能である。そして、

収集プラットフォーム、IIC、およびコンピュータチップを介して観察することができる。IIC、ア

ーカイブデータベース、およびブレインチップを使用してユーザーを情勢適応させる。これらは、

司令官に提供される機能としては新しくも革新的でもない。上級意思決定者は、今までOODAの情勢

適応と観察の領域は利用してきた。 

司令官は、サイバー状況から独自の情勢適応と監視能力を獲得することによって、意思決定

者が必要とする迅速さを持って全体像にアクセスすることが可能となる。サイバー状況がコレク

ターと分析ツールをワンステップで紐付ける前は、各局面は単独で完結していた。複数のコレク

ターは1つのグループによってタスク付与と管理が行われ、分析は他の場所で行われていた。その

頃は、収集および分析された情報は司令官に説明または提示しなければならず、司令官はその情

報に独自の分析を適用し、独自の解決策を決定していた。この情報は、不完全のまま、あるいは

先入観が入った状態で司令官に渡されていた可能性があり、実際にそうであったことも多かった。

サイバー状況はそうした過程に介入し、司令官にインタイムの画像を提供する。司令官は、この

画像から先入観が入っていない完全な画像を観察し、情勢適応させることが可能にある。 

サイバー状況は、司令官に十分な情報を提供することで意思決定プロセスを支援する。また、

意思決定者になることではなく、意思決定支援を目的として設計されている。常にループ内にい

る人間が可能な限り最善の決定を下すことができるように、この明らかな差異によってサイバー
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状況に常駐する能力を着想に従って設計することが確実となるのである。あらゆる状況において、

司令官が利用できる選択肢と根拠が明確に表示され、司令官は実行前にサイバー状況から1つの

情報を選択する、もしくは追加情報を要請することができる。 

実行は、サイバー状況が真の付加価値を提供する、OODAループの最後の領域に当たる。司令

官は、観察、情勢適応、決定にまで達して初めて、実行に移すことができるのである。OODAルー

プのこの完全たる範囲が及ぼす強力な影響については、改めて論ずるまでもない。 

サイバー状況が完全に実装されるまでは、最善の戦略的OODAサイクルでさえも、完結するま

でには数時間または数日を要し続けるであろう。司令官が実行に達するために必要とする情報を

提供するには、適切なデータを収集し、それを適切なアナリストに渡してから司令官に提供しな

ければならなかった。これは煩雑なプロセスであるとしか言いようがなく、情報が適切な意思決

定者に伝わる前に事態の変化にそぐわなくなってしまう。時間を要する構造のために、情報はど

うしても古くなってしまい（最新の情報でさえ数分前のものである）かつ不完全でしかあり得な

い状況であった。よって、司令官は最も凄惨な状況下でさえ、最善の情報を得ることなく決定を

下し、武力行使を行っていたのである。 

意思決定者は、情報が不完全であるのみならず、部下が提供した情報が信頼もしくは信用で

きるかどうかの判断に時間を費やすことも多々あった。サイバー状況が提供する機能をもってす

れば、情報の正確性は信頼、信用に値するものとなるだろう。さらに、意思決定者は妨害される

ことなく情報にアクセスできるようになる。要するに、戦闘空間の全体像を俯瞰してから決定を

下すことができるのである。 

司令官は決定を下したのち、執行命令を伝達する。こうした命令は適切にフォーマット化さ

れ、実行に向けて隷下部隊に伝達されなければならない。ここで再度問題となるのが、命令が伝達

されてから実行されるまでに不可避のタイムラグが発生するということである。こうした貴重な時

間の狭間に、司令官が実行の効果を及ぼしたい状況が大幅に変化する可能性がある。 

サイバー状況が提供する能力を利用すれば、司令官は即座かつ柔軟に武力行使を実行するこ

とが可能となる。サイバー状況を介せば、司令官は選択する兵器がレーザー、UAV、F-22のいずれ

であっても、即座にアクセスできる。 
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サイバー状況を通じて利用できる能力のさらに特筆すべき点は、兵器を行使するために必要な

テクノロジーは、ブレインチップを除いては1996年に開発されていたことである。通信アーキテク

チャは、商業応用と軍事応用の双方で成長しており、コンピュータパワーは依然として指数関数的

な成長を遂げている。ソフトウェアもさらにインテリジェント化している。要求される能力は明ら

かに向上しつつある。 

結局のところ、サイバー状況の開発は、優先順位とトレードオフの問題となるのである。国

防総省の最上層に問われなければならない質問とは、小局が全体像と同等に重要であるのかどうか、

そして2025年のエア・パワーの運用要件を満たすために必要となる同省の予算についてである。決

定に基づいて実行するためのすべての情報とツールを司令官に提供する能力が必要とされる場合に

は、サイバー状況こそがその解決策となる。 

付録 
頭字語おおよび略語のリスト 

 

ARPA 国防高等研究計画局 

ACC 航空戦闘軍団 

AOR 責任範囲 

CRT ブラウン管 

CJCS 議長、統合参謀本部 

CSAF 米空軍参謀総長 

C4I 司令、統制、通信、コンピュータ、およびインテリジェ

ンス 

CINC 最高司令官 

SOUTHCOM 南方軍最高司令官 

CONUS 米国本土 

DNA デオキシリボ核酸 

DOD 国防総省 

DSB 直接衛星放送 

EEG 脳波計 

EMP 電磁パルス 

GII グローバル情報インフラストラクチャ 

HCI ヒューマンコンピュータインタラクション 

IU 画像理解 

IIC 情報統合センター 

I3 情報のインテリジェント・インテグレーション 
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JTF 統合任務部隊 

MII 軍事情報インフラストラクチャ 

MLS マルチレベルセキュリティ 

NCA 国家指揮権限 

NII 国家情報インフラストラクチャ 
NMCC 国家軍事指揮センター 

NWV New World Vistas 

OODA 観察、情勢適応、決定、実行 

PDA 計画および意思決定の支援 

R&D 研究開発 

RMA 軍事革命 

TAV 大気圧横断ビークル 

UAV 無人航空機 

UCAV 無人戦闘航空宇宙機 

URAV 無人偵察航空宇宙機 

 


