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CALS の現状と課題
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CALS 繋明期

CALS (現在は Continuous Acquisition and 

Lifecycle Support の略称)は，米国，国防総省 (DoD)

の後方支援 (Logistics Support) に関するさまざまな

施策の 1 っとして 1986 年に誕生した.

後方支援は，実際の戦争では，前線(戦場)への食

糧，武器，軍隊の配備や，連絡(通信)の確保などを

含む，一連のスタッフ業務を総称したもので，戦略の

重要な一翼を担うものである.後方支援のでき如何で、

戦争の勝ち負けが決まると言ってもよいぐらいで，国

防総省の研究テー?の中では常にトッププライオリテ

イに属するものである.特に現在の後方支援業務は，

ライフサイクルコスト評価 (LCC=Life Cycle Costs) 

ι 後方支援分析 (LSA=Logistics Support Analyｭ

sis) によって徹底的な効率化が図られ，統合化(ILS=

Integrated Logistics Support) を図るイ土品旦みができ

あがっている，非常に科学的に体系化された構造を持

っている.どこの固でも，後方支援の担当者(ロジス

ティシャン)は，もっとも優れた科学者であり，戦略

家である.

1980 年代における CALS の呼び名は，同じ CALS

でも， Computer -aided Acquisition and Logistics 

Support であり，後方支援と後方支援の物品調達のコ

ンビュータによる統合化をめざしたものであった.

1990 年の湾岸戦争でパトリオットミサイルが驚くべ

き早きで配備されたのは，ひとえに CALS のたまもの

と言われているし，まさしく後方支援の成果が湾岸戦

争を早期解決に導いたのは紛れもない事実である.

具体的な CALS 手法開発のステップとしては，後方

てづか じゅんじ CALS 推進協議会情報センター

干 160 新宿区西新宿 7-5-25

E-mail: jtez@cif.or.jp 
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支援のコンビュータ化を中心に，全支援システムの統

合化を指向している (MIL-STD-1388 B). そのため

に，関連データのデジタル化(MIL-STD-28001 など)

とデータベースによる統合管理 (CITIS=MIL-STD-

974) が，手段として必要な条件となってくる.また，

近年調達行為そのものも， CALS の中では支援システ

ムの一部として考えられるようになったため，実際は

調達手続き，配備物(食糧，兵器，箪隊，その他用度

品)そのものの仕様(機能・性能)の設計や，設置，

教育，仕様マニュアルの作成まですべて (MIL-HDBK

59 B) が CALS に含まれることになった.したがっ

て，軍隊としての DoD においては， CALS がその活動

の中心に据えられているのである.

CALS は，後方支援の集大成である ILS を継承する

形で考案された，言ってみれば非常に「筋のいいj シ

ステムであり，そのための開発予算も破格の扱いで、投

入きれた.

CALS のプロジェクトの主なものは ]CALS (Joint 

CALS) と ]EDMICS (Joint Engineering Data Manｭ

agement Information and Control System) と言わ

れるもので，いずれも後方支援がらみのさまざまなプ

ロジェクトの総称である.正式に ]CALS という一貫

したプロジェクトがあるわけではなしどこまでを

]CALS と考えるかという点でも，人によって解釈が

違う場合がある.そのために予算規模も 15 年間で 100

億ドルとも 150 億ドルとも言われている.

もともと CALS は，国防総省の後方支援のコンビュ

ータ化であり，国防総省にしてみれば，既存の標準や

市販品を多く活用して，一貫性のある後方支援システ

ムを作り上げることが第 1 の目標である.そこには，

国際的な協調も，国際標準や複数国家聞の商習慣の違

いに関する配慮などは存在しない.自らの最適化が最

も重要な課題だからである.その CALS が，日本を含

む各国でここまで注目きれているのは，開発された軍
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事技術の民間転用という風潮と，米国の民間 CALS 推

進組織である CALS/CE ISG (CALS/Concurrent 

Engineering Industry Steering Group) を中心とす

る，米国製造業の生産性向上に関する切迫したニーズ

があればこそで，今や CALS を後方支援のコンビュー

タ化などと説明する人はどこにもいない.そういう意

味では，国防総省の CALS は，お手本として参考にす

べき要素は多く含まれているが，それ自体をテキスト

として，構造や手続き，標準そのものをトレースしで

もあまり意味がないと言える.今後の CALS の課題と

しては，純粋に民間のビジネスシステムを効率化する

総合技術体系としての道を歩ませねばならない点であ

る.

昨今は， CALS 発生の地であるアメリカが，国家の

情報戦略の中心を EC (Elecronic Commerce) や GII

-NII (Grobal Information Infrastructure-National 

Information Infrastructure) に据えているため，

CALS が大きく取り上げられることは非常に少なく

なったが，プロジェクトとしての成果，高度情報技術

利用のトライアルによるノウハウの蓄積，そして，

ECRC (Electronic Commerce Resource Center) を

中心とする民聞の草の根 CALS 運動と，未だにアメリ

カはやはりトップランナーと言える.次の大統領選挙

で，政権がクリントンよりも製造業に近い大統領に政

権が移ったとしたら，再び CALS が米国の情報戦略の

中心に戻る日もあるかもしれない.

CALS の現状

-What is CALS? and How to CALS. 

現状の CALS は，既存の技術や設備を周到にかつ高

度に使いこなし，より高い生産性を得ようとする総合

技術体系である.それは，その実現のために，全く新

しいソフトウェアを開発したり，すべての情報機器を

入れ替えなければ達成できなかった，これまでの多く

の「情報革命」とは趣れを異にしている. (もっとも，

それが目的であったとも言えるのだが…)

CALS がより現実味を増してきた背景には，特にこ

こ数年のワークステーション，パーソナルコンビュー

タなど， ミドルクラスの情報機器の高機能化とクライ

アント・サーパシステムなどネットワーク技術の発達

および高い分散環境の実現がある.それらは現在も日

進月歩で進化しているものの，特に情報機器の場合，

もはやそれらの性能は人聞が操作するほぽ限界点に近

い.これ以上情報機器を使いこなすためには，ソフト

1995 年 11 月号

ウェアに依存するところが大きいが，新しいソフトウ

ェアの導入は機器を使いこなすことができた次のステ

ップなので，ここでは考慮しない.とすると，まず最

初に情報機器を全く新しく置き換えなければならない，

というレベルのものではなくなっている.

無論，新しく開発されて市場に投入される情報機器

の多くは，より高度化された機能と多くの新機能を搭

載しており，そこで実行きれるアプリケーションも，

大きなパフォーマンスを持つ機器の上でなければ，実

際には使いものにならないものも多〈市場に出回って

いる.置き換えによってさらに高い生産性を得ること

は，はっきりと可能だが，無理に置き換えることによ

って発生するコストを考えると，ある程度まで既存の

設備を使い続ける方がより現実的だと考えられる.

このような考え方に沿って，現状の技術水準で達成

できる，可能な限りの CALS というものを想定するこ

とができるはずである.たとえば次のような試みが挙

げられる.

・既存の紙のデータを効率的に運用可能とするために

電子化(画像ファイル化)する (Raster)

・文書データを複数部門，異機種間で共有化するため

に，記述様式を標準化する (SGML)

・異なる CAD機問で設計データや生産データが共有

できるように，設計データを中間ファイル化し，それ

を読みとるインターフェースを標準化する (STEP)

-各作業ごとに規制要因と機構・条件を加え，時間的

に平面的に配置することによって，もっとも効率的な

作業フローを構築する (IDEF)

・データの単位を決め，交換標準を取り決めることで，

電子的にデータ交換を行なう (EDI)

など.

このような現状で実装が可能な技術を適当に配置し，

典型的な CALS としてモテ守ル化したものを，ここでは

CALS マネージメントモデルにMM) と呼ぶことにす

る.また，この配置方法が，バーチャルエンタープラ

イズである.バーチャルエンタープライズとは，よく

言われるような， r複数の会杜が 1 つの会社のように」

機能することではない.言ってみれば，バーチャルエ

ンタープライズという，みんなで使えるテンポラリー

ファイルのようなもので，そこから見ると関係機関は

みんな等位置にあるということである.

CMM を想定する際には，次の要件に配慮する必要

カてある.

要件 I ・既存の資源(システム・データ)
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要件 2 ・既存の技術

要件 3 ・既存の社会制度

ユーザーに直接関係するのは要件 1 のみであるが，

要件 2 ， 3 も，判断基準として重要なものとなるので，

日常的に CMM は，その時点での技術水準や情報基

盤，および社会制度によって変化するものであり，す

なわち 1995 年の CMM があれば， 2006 年の CMM も

ある.それらは共通点が非常に多いかもしれないし，

あるいは全然違うものかもしれない.

先に挙げた標準のいくつかは， 2006 年の CMM では

とっくに使われなくなってしまっているかもしれない

また，企業活動にしても，税制の変更によって，企業

のあり方が現在と異なっていたり，国家聞の経済協調

が進み，取引上の制限が撤廃されていたりすると，現

在とは大きく事情が異なってくる.さらに，宇宙開発

が進み，宇宙ステーションの中に自動化された製造設

備が作られ，超高性能の電子テ、パイスが考えられない

ほど高い歩留まりで製造できるようになると，ロジス

ティックス自体の考え方を変えねばならない.

CMM のメインテナンスは，現状の CMM の構成だ

けを考慮すればよいわけではなし現状の CMM か

ら，想定される完成型 CMM (これは， I ビジョン j と

いう言い方もできるかもしれない)へ向かう道筋(ロ

ードマップ)も， 日常的にメインテナンスしていく必

要があるだろう.

CALS の実装

きて，では CALS を実際に事業に取り込むために

は，どのようなアプローチが考えられるだろうか?

第 1 ステップとしては，既存の設備を利用し，あら

ゆる工夫を講じることによって CMM に近づけると

いうことが考えられる.次に第 2 ステップとして，不

足するリソースを明確化し，補うための検討がある.

リソースとして考えられるものに，以下のものが挙

げられる.

1 )情報

2 )情報機器(ソフトウェア含む)

3 )利用技術

4 )利用者のスキル

このほかに， I予算」または「現金」という重要なフ

ァクターもある.これが致命的に不足しているリソー

スならば，第 1 ステップで取りあえず止めておくとい

うのが得策である.

これらのリソースを埋めるために必要なものは，突

61 B (8) 

き詰めて考えていくと， I利用者のスキル」に集約され

る.これはエキスパートになるという意味ではなく，

不足しているリソースを明らかに指摘でき，実装され

たリソースが本当に適当かどうかを評価する能力であ

る.たとえば，米国と日本の「ソフトベンダーとユー

ザー」の関係で，興味深い指摘がある.

米国のユーザーは，自社のシステムに関する要求事

項がかなり多しそれらは満たされて当然と考えられ

ている.ベンダーも他社との競争関係から，顧客の要

求にあったシステムを積極的に構築し，そのノウハウ

をきらに市販のパッケージなどに結びつける.つまり，

市場を作っているのはユーザーであり，ベンダーはそ

れを積極的にあるときは王導して，またあるときは強

力に支援しながら相互に市場を広げている.

日本では，市場を作っているのはベンダーで，ユー

ザーはどちらかというとベンダーに任せきりという傾

向がある.ベンダーもいわゆる「囲い込みJ 戦略で，

自社のシステムでしか使えないシステムを大量に顧客

に導入きせ，局所の最適化を図るという「麻薬J のよ

うなやり方が主流であった.これだと 1 社の利益は

何とか確保できても，全体としての市場の拡大は計れ

ず，ユーザーにとっても，ベンダーにとっても，とて

も明るい未来があるとは思えないのである.

今後の CALS の展開には， I利用者のスキルアップj

と「ベンダーによる，強力なユーザーの支援」が必要

である.これは何も難しいことではない.現在日本に

は， CALS を推進するための民間の任意団体である

CALS 推進協議会がある.ここでは，調査研究やユー

ザ一同士の情報交換をとおし，ユーザーとしての意見

を主張できるばかりでなく，積極的に参加することに

よって確実にスキルアップを図ることができる.

相互承認

CALS のようなビジネスシステムでは，情報機器の

使い方が従来とは明らかに異なってくる.たとえば，

机の上の PC で新しい企画に関するメモを作ったとし

よう.現状では，ほとんどの場合それをプリンターで

打ち出し，複数先にコピーして配布したり， FAX で送

信したりしている.このとき， PC はメモの作成者のみ

に帰属するので，システムとしては閉じた状態である

と言える.ところが CALS では，共通情報は統合デー

タ管理環境下で共有化されるので，人に読めない形式

のデータを作るのはルール違反である.

「私の仕事」が最適化されるのは望ましいことだが，
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「仕事はあなたと私で作り上げるものj という仕事の

基本が，情報システム上でも適用されるということで，

これは，相互承認がなされているということである.

CALS の相互承認には，次のようなレイヤーがある

と考えられる.

第 1 層 資源の相互承認

第 2 層 セキュリティの相互承認

第 3 層社会の相互承認

資源の相E承認とは，物理的なインターフェースの

一致ということである. CSPP (Computer System 

Policy Project) では，重要なインターフェースとして

次の 4 つを挙げている.

1)機器と機器のインターフェース

2 )機器とアプリケーションのインターフェース

3 )機器とネットワークのインターフェース

4 )ネットワークとネットワークのインターフェース

これらの 1 つがうまく合わないだけで，ネットワー

クはつながらない.特に，あらゆる部門でデータを利

用するためには，データを標準化し，標準化きれたデ

ータを活用するためのアプリケーションが必要となる.

セキュリティの相互承認は， もっと重要である.あ

るバーチャルエンタープライズに参加する企業A と B

があるとする.企業Aは，セキュリティ管理がかなり

進んで、おり，規則の徹底や朝礼のたびに責任者から訓

辞がある.逆に B社は野放し状態で，担当者は BBS か

ら拾ってきたソフトをウィルスチェックもせずに会社

の端末に乗せたり，権限の管理をしていない重要なデ

ータを， ftp てーつなげるサイトに平気で置いている.当

然パスワードの制限を会社は何も決めていないので，

r12345J とか rqwertJ (キーボードの並び順)あるい

は名字そのままというケースも珍しくない.

そんな中でB社にハッカーが入ったら，ウィルスが

発病したら，そこまでいかなくとも，競合企業とも取

引関係のある別の会社が勝手にファイル転送したりし

たら，そのバーチャルエンタープライズのセキュリテ

イはずたずたである.

セキュリティレベルは，バーチャルエンタープライ

ズのもっともイ氏いところと考えなくてはならない.そ

のためには，少なくともお互いのセキュリティレベル

を具体的に評価し，相互に承認しなくてはならない.

そこで問題となるのが，評価のための基準である.

まず第 1 に，評価基準自体の確かさを誰がオーソラ

イズするかという問題がある.セキュリティ評価基準

は，現在 ISO/IEC ]TC 1 SC 27 WG  3 で作成が進め

1995 年 11 月号

られているが，他の ISO 規格と同様に，制定までの時

間が非常にかかる.北米と欧州、|を中心に論議されてい

る， CC (Common Criteria) のようなデファクト標準

も作られつつあるので，今後はそちらが中心となって

いくに違いない.

もう 1 つは，評価そのものと評価結果の認証である.

ISO 9000 は品質の認証制度だが，評価機関で受けた評

価結果を，国家的に認定を受けた認証機関で，毎年認

証を受けなければならない.これには多大なコストが

かかる.ましてや日本には評価機関も認証機関もない

ため，英国などの評価機関・認証機関を使わなければ

ならず，さらにかかるコストはあがっていしこれら

のコストは結局製品の価格に乗ってくるのである.

こうしたコストを極限まで抑えるための検討は，各

国の産業界を中心に始まっているが，現在の検討状況

では，第三者機関が行なうか，メーカーが行なうか，

ユーザーが行なうかという違いだけで，結局行なわれ

る評価は同じであるから，コストを抑えた場合はその

ぶんメーカーあるいはユーザーの実質的負担が大きく

なり，相応のスキルも要求されることになる.

最後に，社会制度の相互承認が重要となる.資源，

セキュリティとも，相E承認の確立には技術的な解決

が中心となるので，将来的には必ず解決されると思わ

れるが，社会制度一法規制，商習慣などーの相互承認

は，特に国際的なビジネスの場合，調整に手間取る可

能性が高い.現在の大方の国際的商取引は， リアルタ

イムに運用きれているわけではなし契約書ベースの

取り決めても十分対応が可能で、ある.しかし， CALS 

では，時差の問題はあっても，基本的にはリアルタイ

ムのビジネスである.

日本人は特に言葉の壁が高く， リアルタイムの取引

は不利な上に， 日常の仕事として国際的な商取引が行

なわれる場合，契約書に現われない部分が重要な意味

をもっ場合もある. トレードシークレットのような法

律はそのいい例である.

たとえば退職した社員が，在職中に覚えたノウハウ

を転職先で使ったとき，その情報を管理しでさえいれ

ば， ノウハウの使用を差し止めるように要求すること

ができる. 日本では，不正競争防止法という法律がそ

れに当たる. ところが， 日本の場合，差し止め請求す

る際にそのノウハウを裁判で公開しなくてはならない.

そのせいか，アメリカでは年間で数十件という判例の

出るこの法律も，日本ではただの 1 件も判例がない.

このような，著作権やノウハウ，特許などの扱いが
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異なる企業が，バーチャルエンタープライズで結ばれ

るのだから，下手をすると国際間題にも発展しかねな

い.最後の最後に，こうしたところで合意できずに，

取引全体が続かないことも考えられないではない.こ

れを解決するのは，国際的な協調しかないのである.

日本人が，真の国際人へ進めるかどうかを試される時

期はもうすぐにきているのである.

CALS はインターネットに乗るか?

答えから先に言うと， rイエス」である.それどころ

か，インターネットの利用なしに CALS の実現は考え

られない.現状インターネットがビジネス利用に耐え

られないと言われている理由は，以下の 3 点、である.

.インフラの整備が遅れている

-接続性の提供のみで，内容の保証をしない

.セキュリティに弱みがある

これはどれも正しい.しかし，これらはどれもイン

ターネットの弱点ではない.インフラの整備は政策的

な問題であり，インターネットと別なところでの解決

が先決である.内容の保証はサービスの問題であり，

今後商用インターネットプロパイダが競争状態となり，

淘汰きれ整理されるようになると解決されるだろう.

実際， VPN (Virtual Private Network) などのアウ

トソーシングサービスが徐々に立ち上がりつつある.

次のセキュリティの問題は，アプリケーションの問

題である.対応可能なアプリケーションができれば，

解決きれる問題である.

たとえば， ftp というアプリケーションがある.これ

は， ftp というアプリケーションで， ftpd というアプリ

ケーションが動いているコンビュータに接続すると，

ファイルを転送(送り，受け)ができるというもので

ある.これを使うと，簡単なファイルの共有ができる.

あるサーバ上に共有ファイルが置かれ，それは誰ても

ftp でアクセスできる.したがって，自由に端末に持っ

てきて，修正してサーバに送り込めばよい.特に重要

てがないファイルでは，修正する本人が，タイムスタン

プの確認さえすればこれでも十分である.ところが，

データ量が多く，アクセスの頻度も高い，非常に重要

なファイルの場合は，これでは役に立たない.また，

セキュリティ上も大きなセキュリティホールになる可

能性がある.

その場合，管理されたデータベースにファイルを収

納する必要がある.アクセス権限のあるユーザーのみ

が修正や実行可能とし，ファイルはオリジナルだけを
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保管する.修正分は，その差分だけを情報として管理

し，オリジナルファイルは定期的に(はっきりと時期

を明示して)更新するようにすればよい. しかし，そ

れは今のインターネットで実現することはできない.

レーシングカーを一般公道に走らせるようなものであ

る.

その解決のためには，一般の自動車の性能を飛躍的

に上げるか，レーシングカーを一般公道のルールで走

らせるか，別々の道を作るか，どれかしかない.現在

の TCP/IP ネットワークは，今きら手のつけようが

ないほど普及しており，全然別のものにすげ替えるこ

とは難しい.すると，他の要素も取り入れながら，今

の技術を大きく発展させる努力が望まれるのである.

しかし残念ながら，今の商用インターネットプロパ

イダのほとんどは，接続契約先を増やすことだけにカ

を入れており，このような技術開発に取り組む姿勢を

見せているところはわずかである.

インターネットへの期待は非常に大きい.それだけ

に，将来を見据えた努力が強〈望まれるのである.

CALS 推進協議会

これまで， CALS への取り組みは，半端な気構えで

はできないということを書いてきたつもりである.既

存データを電子化するために，または最低限度のリソ

ースを整えるためにはある程度のコストが必要で、ある.

また，ユーザーもベンダーも，それぞれが協調関係の

中で，相互に，あるいは独自に努力が必要で、ある.少

なくとも情報装備が可能なスキルを持つスタッフが必

要である.

同時にこれらが非常に難しいことは，想像に難くな

い.そのために設置されたのが， CALS 推進協議会

(CIF) である. CIF は，教育，普及，技術支援，国際

対応，情報収集と提供，コンサルテーションなど，ユ

ーザーが積極的に努力をする支援を行なう.

CIF は，完全に民間のボランティア組織として誕生

した.会費も年会費 20 万円のみである.インターネッ

トの世界では， r言い出しっぺの法則」という黄金律が

ある. CIF もそこのところは全〈同じである.自分で

やりたいことは，自分で主張しなければならない. CIF 

に入りさえすれば黙っていても情報がくる，などとい

うことは全くない.黙っていると，何も得られない.

もちろん，私もボランティアメンバーの 1 人である.
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