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船主様/船舶管理会社様の関心は? 

 船舶の安全/定時航行 

 機器類の状態を船と陸から「見える化」 
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背景 

ClassNK CMAXSが実現を可能にします! 
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Office 

保守整備記録データ 

状態監視データ 

予備品データ 
保守管理に関するデータ 

CMAXS DB 
状態監視データ 
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ClassNK CMAXS （Cloud Computing Maintenance Expert System）とは、 
      
    CMAXS LC-A  （機器の状態監視・自動診断システム） 
 
    CMAXS e-GICSX （主機の異常診断・遠隔状態診断システム） 
  
  CMAXS PMS （保守管理システム）  
 
    CMAXS SPICS （予備品管理システム）  
 
    CMAXS ABLOG（アブログ管理システム） 

ClassNK CMAXSの概要 



• CMAXS LC-A 
 (Life Cycle Administrator)  
• CMAXS e-GICSX 
 (electronic Global Internet Customer Support neXt) 
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状態監視・診断システム 

ClassNK CMAXSの概要 (1) 



ClassNK CMAXS アライアンスパートナー 
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ClassNK CMAXS LC-A  ClassNK CMAXS e-GICSX  

三井MAN主機向け異常診断・
状態監視システム 

『機器の 状態監視・自動診断
システム』  
主機のみならず機関室の全機器に適用可能 

ClassNK CMAXSの概要 (1) 



・・・・ 

機器 Y 

機器 X 

船 A 

CMAXS LC-A 
CMAXS e-GICSX 

CMAXS DB 
 
 
 

CMAXS LC-A 
CMAXS e-GICSX 

  

船主 
船舶管理会社 

・・・ 

機器 Z 

機器 X 

船 B 

CMAXS LC-A 
CMAXS e-GICSX 

全ての船、船内の多数の機器の状態を一元的に把握できます 
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メーカ Y 

メーカ Z 

・・・ 

メーカ X 

各機器メーカの技師によるサポート 

ClassNK CMAXSの概要 (1) 
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船名 

船名 

DU殿の主機 

ダイハツディーゼル殿 
発電機ｘ3台 

MES M殿の主機 

CMAXS web画面 

ダイハツディーゼル殿 
発電機ｘ3台 

同じ操作性 

⇒ 船/陸上の双方で『見える化』した総合プラットフォーム 
全ての船、船内の多数の機器の状態を一元的に把握できます 

ClassNK CMAXSの概要 (1) 



インターネット Cloud 
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ClassNK CMAXS開発の思想 

IoTを利用したビッグデータに基づく機械学習について 

データを蓄積し、情報と知を抽出し、共有・利用する 



CMAXS 
DB 

10 

ClassNK CMAXS開発の思想 

本船上での『エッジコンピューティング』 

• 機械学習  
  (IBM ANACONDA) 
• 技術者のノウハウ 

ビッグデータ解析 

異常診断 / 状態診断 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivoJzUs8jbAhW0EqYKHWV5BugQjRx6BAgBEAU&url=https://search.yahoo.co.jp/image/search?ei%3DUTF-8%26fr%3Dlmd_poi%26p%3D%EF%BC%A3%EF%BD%8C%EF%BD%8F%EF%BD%95%EF%BD%84&psig=AOvVaw3ErxaVLCBIgRyEZ1ZTuNwg&ust=1528696301149015


【機械学習アルゴリズム】 
• 計測値間の相関から，依存関係のモデルを構築 
• 計測値が正常状態からどの程度乖離しているかを算出 
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ビッグデータに基づく機械学習について【異常診断】 

ClassNK CMAXS開発の思想 
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すばやい復旧をサポートする 
トラブルシューティング機能 

船陸の情報共有による、的確なサポート 

状態診断により、 
事故の回避 

復旧作業 

被害を最小限にとどめる ⇒ Off hireの回避/軽減 

不具合特定 

原因究明 

復旧時間の最小化 
損傷度合いの最小化 

事故発生確率の最小化 

状態診断の価値 
損傷 

CMAXS による状態診断の価値 
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付加価値の高い予防保全の実現には？ 

機械学習 +  
技術者のノウハウ 

【船舶の機器類】 
• 重度故障の頻度が少ない 
• 一旦発生すると影響が大きい 

CMAXS による状態診断の価値 

予防保全確度を向上させます 
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保守作業の効率化 / 船陸間の情報共有 

• CMAXS PMS 
• CMAXS SPICS 
• CMAXS ABLOG 

保守・予備品・アブログ管理システム 
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ClassNK CMAXSの概要 (2) 



2018/11/6 01 

システム名 機能 

CMAXS PMS 
(Planned Maintenance System) 
保守管理システム 
 

[本船・陸上共通機能] 
・保全管理機能 
・タンカー用TMSAサポート機能 

CMAXS SPICS 
(Spare Parts Inventory 
Control System)  
予備品管理システム 

[本船・陸上共通機能] 
・予備品管理機能 
・発注書作成機能 
・見積価格比較機能 

CMAXS ABLOG 
アブログ管理システム 
 

・航海/機関Abstract Log管理機能 
・各種帳票作成機能 
 （航海・機関日誌、Noon Report 等） 

協力会社 
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ClassNK CMAXSの概要 (2) 
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【各システムの紹介】 
 
 状態監視・自動診断システム 
     「ClassNK CMAXS LC-A」 
 異常診断知・状態監視システム    
     「ClassNK CMAXS e-GICSX」 
 保守管理システム 
     「ClassNK CMAXS PMS/SPICS/ABLOG」 
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ClassNK CMAXS LC-A 

株式会社ディーゼルユナイテッド  
   
  西岡 康行 
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データに基づく価値とは何か 
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第1階層 
測定 

「データを収集」する行為 
医療に例えると、体温計測など 

第2階層 
抽出化・可視化 

データから「情報を抽出」する行為 
医療に例えると、発熱有無の判断 

第3階層 
分析・解析 

他の情報や知見を加え、「知識化」する行為 
医療に例えると、発熱原因の推定。 食あたり？ 流感？ 
（必要に応じて投薬などの対処を行う） 

第4階層 
洞察・実用 

知識を「知恵」に昇華する行為 
医療に例えると、腐った物を食べない。予防接種を受ける。 

価
値

 
価値小 

価値大 「知恵」を集め、行動し、イノベーションへ！ 

一般知識があれば出来る領域 
専門的な知識が求められる領域 
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主機診断に置き替えると… 
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第1階層 
測定 

「データを収集」する行為 
センサデータ、手入力データ収集 

第2階層 
異常検知 

データから「情報を抽出」する行為 
例：シリンダ出口排気温度が高い!!! 

第3階層 
診断・ 

トラブルシュート 

他の情報や知見を加え、「知識化」する行為 
(燃焼異常?  空気用不足??  過負荷???  排気弁損傷?? ??)  
    ↓ 
 自動診断結果 : 空気量不足の可能性が高い !  →  対処法提示  

第4階層 
実用 

知識を「知恵」に昇華する行為 
原因詳細調査し、メンテ方法の見直しなどを考案 

設計情報に基づく 
知見が必要 

一般知識があれば出来る領域 
専門的な知識が求められる領域 

価
値

 
価値小 

価値大 「知恵」を集め、行動し、イノベーションへ！ 

ユーザとメーカの 
協力によって実現可能 

統計学手法が適用可能 
主機に対する専門性や経験が乏しくてもある程度は検知可能 

診断システムに求められる機能 
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CMAXS LC-Aの機能 

20 

トラブルシュート機能 
  機器の状態悪化時の迅速な対処 
 AMSアラーム発報時の迅速な対処 

状態診断機能 
  機器の状態を指数で評価 
 予防保全 

トレンドモニタ機能 
 運航データの確認 

性能確認, 帳票出力機能    
 性能の確認 
 陸上への定期レポートなどの作成補助 

最適設定機能(主機のみ) 
  注油率などをリコメンド 
 運航コストの削減 

保守管理機能 
  状態に基づいた適切な保守計画 
 次回メンテ推奨期間を提示 

CMAXS LC-Aが有する主な機能.  主機・補機問わず適用可能. 

AMSなどのデータ収集装置 

VDR, Fleet Monitor  など、 
その他様々な装置/システムと連携可能です。 

(CMAXS PMSとの連携も可能です) 

本報告では、 
システムの核となる状態診断機能の有効性について、実例と共にご紹介します。 
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CMAXS LC-Aの診断画面 
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全ての機器は 本機能を用いて診断されます。 

機器のどの部品/機能を監視しているかを示します。 
メーカによって対象項目が異なります。 

<第2階層 > にあたる異常検知です。各計測項目について、必要な解
析を行います。メーカによって計測項目や解析方法が異なります。 

選択すると右下の画像が切替わります。 

<第3階層 > にあたる状態診断です。 
 状態指数 と呼ばれる1 ～ 10 の数値で、機器の
状態の良し悪しを示します。 指数が閾値を超えると 

トラブルシュート機能が有効になります。 
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CMAXS LC-Aの検知事例 -1- 
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<事象>  
 CMAXS LC-A で状態診断アラームが発報 
   ↓ 
 AMSの排気温度シリンダ偏差高警報発生 
   ↓ 
 CMAXS LC-Aの自動診断結果から排気弁部のシール不良が原因であることを推定 
   ↓ 
 排気弁を交換し復旧 

排気弁弁座シート面の損傷検知  

原因究明に手間取ることなく、迅速な復旧に貢献 

本検知事例を基に CMAXS LC-A を用いて 異常検知 から 復旧/報告に至るまでの
過程をご紹介します。 
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CMAXS LC-Aの検知事例 -1- 
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Step1 : alarm情報のポップアップ 

Step2 : alarmを発している機能/部品を確認 

状態悪化を検知するとポップアップが出ます。 
主機No.4 シリンダの燃焼室にトラブルが発生し
ていることが分かります。 
この時点で主機関連のAMSアラームは1件もあ
りませんでした。 

メイン画面で 
状態悪化個所を赤色で警告します。 
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CMAXS LC-Aの検知事例 -1- 
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Step3 : 状態指数(排気弁のシール状態を指数化)の推移を確認 

Step4 : 関連する計測項目の解析結果を確認 

急激に状態指数が上昇しています。 
    => 状態の悪化を示しています。 

排気ガスシリンダ出口温度が他シリンダに比べて 
上昇していることが分かります。 
※プロットが赤色の部分は許容値(グリーンゾーン)の範囲外であるこ
とを示しています。ここでのグリーンゾーンはAMS警報閾値とは無関
係です。 

排ガスシリンダ出口温度 - シリンダ間偏差解析 - x軸：過給機回転数,  Y軸：排ガスシリンダ出口温度の2次元マップ 
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CMAXS LC-Aの検知事例 -1- 
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Step5 : 損傷が疑われる部品とチェックポイントを確認 

TROUBLE SHOOTING ボタンを押すと 
チェックすべき部品が自動的にリストアップされます。 

損傷の可能性が高い順に上から並んでいます。 
ここでは排気弁を1番目に挙げています。 
部品を選択すると、絵や写真で部品の設置個所や形状
をお知らせします。 

これらのボタンを押すと 
選択した部品に関連する取説類を確認出来ます。 
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CMAXS LC-Aの検知事例 -1- 
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Step6 : メンテナンス作業を実施 トラブルシュートを参考にメンテナンス作業を実施。 
本事例では排気弁弁座シート部に損傷が確認されました。 

乗組員殿によって交換作業が実施されました。 
Step7 : その後の状態指数の推移を確認 

交換後、状態指数は低下しました。 
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CMAXS LC-Aの検知事例 -1- 
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Step8 : 履歴管理, レポーティング (※記入例.  実際の報告レポートとは異なります.) 

報告書の作成が出来ます。 

報告書の内容はメンテスケ
ジューラに記録され、陸側シス
テムと共有されます。 

報告書の内容はいつでも確認できます。 

アラーム発生/復旧の日時をトレンド
グラフ上に示すことが可能です。 
異常発生前後の運転データを見直す
ことに最適です。 
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CMAXS LC-Aの検知事例 -2- 
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本事象の原因は、空気冷却器の汚れなどによる空気量不足でしたが、空気冷却器のマ
ノメータは、マノメータ配管の閉塞などにより、偶然にも正常範囲の値を示していました。
このためもあり異常発見を困難にしていました。 
 
LC-Aでは多数の計測値を複数の側面から解析し総合的に判断するため、偶然による影
響を排除し、的確に異常を発見できました。  

正常復帰を確認 

T/C、A/Cの 
リコンディション実施 

LC-Aをレトロフィット装備 
過給掃気状態が異常である
ことが判明 

過給掃気状態悪化の検知  
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CMAXS LC-Aの検知事例 -3- 
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排気弁シート不良の検知  

排気弁のシート部損傷により、排ガスの吹き抜けが原因。 
本事例の計測値を、CMAXS LC-Aの最新パラメータにより処理させると、従来方法によ
る乗組員の発見よりも1日程度前に異常を捉えていたことが判明。 

AMSの警報により
異常認識 

予備と交換 正常復帰 LC-Aは、乗組員による異常発見
より1日程度前に検知可能 
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CMAXS LC-Aの検知事例 -4- 
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状態を監視しながら適切な時期での保全により、運航への影響を回避 

 排気弁交換 

CMAXS LC-Aが異常を検知 

 
異常発生と推定原因を連絡し、乗組員にて点検実施。 
エアスプリング室のエア圧が保持出来ない事を確認。 
排気弁完備で交換。 
航海中の主機異常発生や2次損傷なし。 
 

AMSの、警報発報無し。  
機関性能劣化や温度異常は発生していない。 
（電子制御により、自動補正制御が行われるため。） 

排気弁駆動システム空気漏れの検知  予防保全を実現 
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CMAXS LC-Aの検知事例 -5- 
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CMAXS LC-Aが異常を検知 

推定原因を絞り込んでいき、
排気弁駆動ピストンの上部内
側に剥離を確認。 

運航スケジュールに影響を与えることなく点検・交換により対応 

AMSの、警報発報無し。  
機関性能劣化や温度異常は発生していない。 
（自動補正制御が行われるため。） 

排気弁駆動システム状態悪化の検知  予防保全を実現 
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CMAXS は AI です 
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CMAXS LC-Aは、計測データの解析に基づき、状態に応じた適切な提案を自動で行うこ
とが出来ます。つまり、昨今の慣用的なAIの定義に従えば、CMAXS LC-Aは、高度な
AIです。 
ただし、完全な自動学習ではなく、エンジニアによる解析・ノウハウに基づいた設定も組
み込まれています。 

• 機器は物理法則に基づき設計されており、物理法則に基づいた診断が理想です。 
しかし、全ての現象を物理シミュレーションで再現することは現実的ではなく、有効な
代替手段として各種の機械学習アルゴリズムを併用します。 
 

• 損傷原因分析などは、自動学習できるほどの多量の損傷データはなく、機械学習ア
ルゴリズム(*)で求めることは現実的ではありません。 
 

• また、損傷原因分析は、機器への深い理解と設計改善につながる重要なプロセスで
あり、エンジニアによる解析を優先すべきと考えています。 

(*) 深層学習（ディープラーニング）も機械学習アルゴリズムのひとつです。 
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CMAXS LC-Aの運用サイクル 
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計測、観測 

より深く、 
より広範囲の検討 

自動異常検知 (常時) 

保守作業の実施 

適切な手順指示などによる 
保守作業支援 

状態診断結果に基づく 
保守のスケジューリング 

船上 

トラブルシュート 

高度化 
情報共有 

デ
ー
タ
通

信
 

陸上データベース 

自動状態診断 (常時) 

CMAXS LC-Aは、常にアップデートを繰り返しながら成長していきます 

ア
ッ
プ
デ
ー
ト

 

・ アルゴリズム 
・ パラメーター 
・ コンテンツ 

CMAXS LC-Aの 
守備範囲 
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まとめ 
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リスクを低減できるツール 
積極的活用により・・ 

お客様事業の業務フローと
組み合わせなどにより、相
乗効果を生み出せば・・ 

ライフサイクルコストを低減できるツール 

イノベーション創出基盤ツール 

CMAXS LC-Aは、 
高度な技術を駆使し、網羅性も持った先進的なシステムです。 
本システムの位置づけは、使い方次第で大きく異なっていくと考えています。 
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ClassNK CMAXS e-GICSX 

株式会社三井E&Sマシナリー  
 
  高岡 真幸 
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CMAXS e-GICSXの目的 
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早期の機器異常検知による故障時
損失の最小化 

機器の実状態に基づく予防保全の
実現 

本船から収集した情報を陸上の専
用データベースで管理することに
よる､本船・船主・船舶管理会社
およびメーカ間の情報共有 

センサデータ自動取得による信頼
性の高いデータ取得および自動化
による乗組員作業負荷の低減 
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ライフサイクルコストの低減 
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状態診断によるライフサイクルコストの低減 

運航コスト改善 
運航コスト低減設定 

保守間隔の延長 

ライフサイクルコスト低減 

重大損傷事故発生確率低減 部品寿命最大化 

状態診断結果 

状態改善 
機関部品の負担軽減設定 

早めの保守点検実施 
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早期異常検知によるメリット（1） 
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過給機動翼の摩耗例 
– 過給機動翼とカバーリングの間隙拡大あるいは動翼先端部の摩耗に

よる過給機効率低下 

• 過給機効率1%低下  →  S.F.O.C. +0.31%                   

  部品劣化の早期発見 
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早期異常検知によるメリット（2） 
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  部品劣化の早期発見 

エアクーラーの劣化 
 冷却フィンの腐食 

 冷却水パイプの閉塞 

 掃気温度上昇 +10℃ → S.F.O.C. + 0.41% 

硫酸腐食 

さび 

掃気出口側 
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早期異常検知によるメリット（3） 
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  調整不良の早期発見 

燃焼最高圧(Pmax)の低下 
 燃焼噴射タイミングのズレ 

 シリンダ圧縮圧(Pcomp)の低下 

掃気出口側 

S.F.O.C. +0.23% 

Pmax低下 -1.0% 
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損失を金額に換算すると・・・ 

41 

効率低下 
6S60ME 10K98ME 

FOC=15 ton/day @50%負荷 FOC=120 ton/day @55%負荷 
FOC増加量 金額では FOC増加量 金額では 

過給機効率1%低下 
(SFOC +0.31%) 

0.047 t/day - 0.372 t/day - 

9.4 t/year ＄2,350 74.4 t/year ＄14,880 

エアクーラ劣化 
(SFOC +0.41%) 

0.062 t/day - 0.492 t/day - 

12.4 t/year ＄3,100 98.4 t/year ＄19,680 

Pmax低下 
(SFOC +0.23%) 

0.035 t/day - 0.276 t/day - 

6.9 t/year ＄1,725 55.2 t/year ＄11,040 

機械部品 
修理・交換 

S60ME K98ME 
部品代 工期 部品代 工期 

シリンダライナ 200万円/1cyl. 1日/1cyl. 700万円/1cyl. 1日/1cyl. 

主軸受ジャーナル 
(ｼﾞｬｰﾅﾙ研磨+軸受) 1.0億円～ 3ヶ月～ 1.5億円～ 3ヶ月～ 

過給機動翼 500万円/1台 3～5日 1,100万円/1台 3～5日 

HFO 1.0ton = US$250で想定 
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便利な機能 – ダッシュボード 
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 主機関制御システムから取得可能な主要な
運転データをダッシュボード上に表示し､
筒内圧設定及びシリンダ注油設定等の乗組
員が設定した状態を陸上から閲覧可能  

 各データのトレンドグラフを表示可能 
 ダッシュボード表示データのダウンロード

が可能 
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    便利な機能 – 燃料切替タイミング等 
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 二元燃料対応機関においては燃料
切替が自動的に記録されるため､
使用燃料の把握管理が容易 
• シンボル無し : 重油運転 
• “SF”シンボル     : SF運転 

 3分間隔の機関回転数及び回転方

向が示されており､主機操作状況
の把握が容易 
• シンボル無し : 正転 
• “-”シンボル    : 逆転 

03:20:38 (UTC) 逆転運転 
03:17:38 (UTC) 機関停止 

 選択して機関運転記録を閲覧 !   

01:58:30 (UTC) SFの使用を終了 
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搭載実績 
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船種 実績 
油槽船 6隻搭載＋1隻搭載待ち 

バラ積み船 4隻搭載 

コンテナ船 N/A 

PCC, RoRo船 2隻搭載 

LNG運搬船 2隻搭載 

【2016年4月から商用サービス提供開始】 

2018年10月時点 
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システムイメージ 
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CMAXS DB 

三井E&S 
マシナリー 

船主・船管 

e-GICSX 

本船 

VDR 

主機センサ 
データ 

データ
ロガー 補機メーカ 

異常診断結果閲覧 
状態診断判定 
(性能/燃焼診断) 
軸受状態閲覧 

異常診断結果閲覧 
状態診断結果閲覧 
軸受状態閲覧 

異常診断結果閲覧 
状態診断判定等 

検査用データ 
閲覧 

データ収集 
異常診断 
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CMAXS e-GICSXの提供サービス 
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主機異常診断 

(船内) 

主機状態診断 

性能診断/燃焼診断 

(陸上) 

主機 

軸受状態監視装置 

(船内) 

トラブルシュート
機能 

(船内) 

補機類/軸系 

状態診断 

(船内) 

(補機類メーカ殿ご担当) 
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異常診断と状態診断 
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異常診断 
(船内) 

統計学的解析 

性能診断 
(陸上) 

機械工学的解析 
状態診断 

CMAXS e-GICSXシステムは [異常診断]と[性能診断]の2段階で[状態診断]を実施する 

状態診断は異常診断結果を性能診断結果に加味して総合判定する. 
異常診断は船内で自動実施され､性能診断および状態診断は陸上で実施される. 
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船内状態監視画面 
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異常度スコアトレンドグラフ 

異常度スコア棒グラフ 
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トラブルシュート機能 
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トラブルシュート画面 調整要領書サンプル 

異常検知されたセンサは､MIMIC画面のポインタ

が緑色から赤色に変化し､点滅して知らせる. 
 

トラブルシュート画面では､点検優先順に並べ
られた点検項目が表示される. 
 

点検項目名称ボタンを押すと､関連する図面・
要領書等(右下図)が表示される. 
 MIMIC画面 
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異常検知例 （機械故障の例） 
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シリンダ平均有効圧 （回帰異常度） 

シリンダ平均有効圧 （行列異常度） 

排気ガスシリンダ出口温度 （計測値） 

（事象） 
No.4シリンダ排気ガスシリンダ出口温度計測値が低下し､平均有効圧､排気ガスシリンダ出口温度その他複
数の異常度回帰法スコアが上昇した.  
行列法においては平均有効圧のみスコア上昇が認められた. 
 

（原因） 
燃料弁の不調による燃料噴射不良. 
 

排気ガスシリンダ出口温度 （回帰異常度） 
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異常検知例 （微量のFO漏洩の例） 
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排気ガスシリンダ出口温度 （計測値） 

排気ガスシリンダ出口温度 （回帰異常度） 

排気ガスシリンダ出口温度 （行列異常度） 

シリンダ平均有効圧 （回帰異常度） 

No.5 Cyl. 排気温度低下 No.5 Cyl. 排気温度正常復帰後 

（現象） 
No.5シリンダ排気ガスシリンダ出口温度の異常が回帰法および行列法スコアの
上昇により検知された.  乗組員により燃料ポンプの燃料漏洩検知管を点検した
ところ､ごく微量の燃料漏洩が発見された. 
当該シリンダ燃料高圧管と燃料ポンプ間の間隙調整を調整要領に従い実施した
ところ､異常度スコアは正常復帰した. 
 

（原因） 
燃料高圧管と燃料ポンプトップカバー間の間隙不良による燃料微量漏洩. 
 

（その結果） 
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異常検知例 （燃焼最高圧Pmax偏差の例） 
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（検証内容） 
船内異常診断用解析モデルを作成後、本船からの計測データを用いて異常診断を実施したところ、 
シリンダ間の燃焼最高圧Pmaxに偏差が見られた期間で、該当シリンダの燃焼最高圧Pmaxの異常度スコアが
上昇し、Pmaxの異常を検知できることが確認できた. 
 

 

燃焼最高圧（計測値） 

燃焼最高圧（回帰異常度） 

燃焼最高圧（行列異常度） 
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株式会社IMC 
エンジニアリング事業本部 
ＩＴシステム部   
  小川 幸紀 

ClassNK CMAXS 
• PMS 
• SPICS 
• ABLOG 
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概要 

CMAXS PMS/SPICS/ABLOG は日本海事協会、
ジャパンマリンユナイテッド、ＩＭＣにより共
同開発された新しい船舶保守管理システムです。 
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dmax ser friendly 
loud 
computing 
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 ＡＤＭＡＸの技術ノウハウを継承 
世界中の約１０００隻以上の船舶で利用され
ている “ADMAX”の 技術ノウハウを継承し
ています。 
 

 クラウドコンピューティング利用 
クラウドベースのシステムですので、世界中
どこにいても安全で信頼性の高い本システム
をご利用いただけます。 

概要 

55 
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 ユーザーフレンドリーな操作性 
非常にシンプルなシステムです。取扱説明書
が不要で、導入当日からすぐにお使いいただ
けます。 

   
 

概要 

56 
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CMAXS PMS/SPICS主要機能 
下記の機能で構成されています。 

保守管理機能    予備品管理機能   

保守データの管理 

保守作業計画の立案   

作業報告書の入力 

作業履歴の参照 

データのインポート/エクスポート 

TMSA対応 

予備品の要求書作成 

予備品の手配（見積/発注業務） 

在庫管理 

予備品の発注/受領履歴の参照 

棚卸し作業 

データのインポート/エクスポート 

TM 
SA  

57 
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 ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ    本 社   本 船   

       運用手順 

作業計画の確認 

予備品の発送 

要求書の 
作成 

作業計画の立案  

要求部品の手配 

予備品の 
受領入力 

本社コメントの確認 

予備品管理機能 

保守管理機能 

            
保守作業の実施 

使用した部品の入力  

作業報告書
の作成 作業報告書の 

確認 

作業計画の確認 

予備品依頼 

58 
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保守管理機能（メイン画面） 
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保守管理機能（作業計画画面） 
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予備品管理機能（メイン画面） 

61 
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導入効果 

 
 
本船上の作業状況や予備品の在庫状況を本船本
社間で共有できます。 
 
死蔵品の削減や不具合情報共有化など、これま
で以上に効果的に船舶を管理することができま
す。 

62 

合理化と管理品質の向上 
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導入効果 

 
 
クラウド上に蓄積される本船のデータは、ユー
ザー様の許可を得て、日本海事協会も閲覧する
ことができます。 
 
検査員が訪船前に本船の状況を確認することが
できるため、検査準備の手間削減と検査時間の
短縮が可能になります。 
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検査時間の削減 
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タブレット端末の活用 
PMS、SPICSと連携して、点検データの取り込みをしていけるよう予
定しています。 

CMAXS PMS/SPICS 最新のトピック 
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新CMAXS ABLOGについて 
EU-MRV/IMO-DCS入力ポータルとしてのABLOGシステム 
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データ収集から認証までスムーズに行えます。 
 
 航海日誌を作成しながら 

 
 EU-MRV規則に必要なデータを収集 

 
 本船/本社で逐次集計結果を確認 

 
 ClassNK MRV Portalとリンク 
 （エミッションレポートの作成支援などのためのサービス） 
 

66 

CMAXS ABLOGの概要 
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 航海日誌を作成しながらデータ収集 
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CMAXS ABLOGの概要 
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 航海日誌を作成しながらデータ収集 
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CMAXS ABLOGの概要 
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 本船/本社で逐次集計結果を確認 
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EU-MRV対応機能 
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 ClassNK MRV Portalとリンク 
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EU-MRV対応機能 

リンク用 
データ送信 

ClassNK 
MRV Portal 

エミッションレポート 
などの作成支援 
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EU-MRV対応機能 
本船側 
・各種レポートの作成 
・CO2航海毎/年間排出量の確認 

ABLOGデータ 
送信 

ClassNK MRV Portal利用 

本社側 
 
 
 
・ABLOGデータの取り込み 
・各種レポートの参照 
・CO2航海毎/年間排出量の確認 

・エミッションレポート作成支援 
              など 

EU-MRV対象
データの連携 
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ＩＭＯの排出規制への対応 
ABLOGはEU-MRV規則対応のシステムですので、
IMOの排出規制にも対応しています。 

CMAXS ABLOGをご利用頂くことで、 
IMO-DCSにも容易かつ確実に対応できます。 

今後の取り組み 
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ご清聴ありがとうございました 



船舶保守管理システム ClassNK CMAXS のご紹介 

1. はじめに

船舶が安全に航海を続けるためには，機関トラブルの未然防止や運航停止時間の極小化を

実現する事が非常に重要である。特に航海中に船内搭載機器に故障などのトラブルが発生した

場合には，陸上から支援を受けることが困難である。そのため機器の状態を把握し適切な保守

作業を，より早い段階で実施することが求められる。 

既に各機器の定期的な保守は実施されているが，近年，運航船舶から得られるビッグデータ

を船内で一元的に収集し，状態診断や故障の未然防止を図り，それらを機器の保守管理履歴と

組み合わせて，船舶の安全な運航に繋げる取り組みが注目されている。 

昨今のビッグデータ解析技術の発展もあり，船舶業界においても保守への利用に様々な状態

診断システムが提案されている。しかし，多数の機器で構成されている機関室などの場合，主機

や発電機など機器毎にシステムを搭載する必要があり，また，小規模な機器向けには費用対効

果が得られずシステム化が進みにくいという問題がある。これらを解決するためには，多種多様

な機器を一元的に管理する仕組みが必要である。 

そこで，多種多様な機器の状態診断を一元的に管理でき各機器の状態に応じて必要な保守

作業を的確に提供できるクラウド型の船舶保守管理システム「ClassNK CMAXS」について紹介す

る。「ClassNK CMAXS」は海上ブロードバンド環境を利用し海上，陸上双方での分析結果を「見え

る化」する事で，運航支援，及び適切な船舶管理に役立てる総合船舶運航支援システムの構築

を目指している。 

2. ClassNK CMAXSの概要

ClassNK CMAXS は，高度なデータ解析技術を用いて機器の異常・状態診断を行うシステム

（ClassNK CMAXS LC-A），主機の異常・状態診断を行うシステム（ClassNK CMAXS e-GICSX）, 

機器の効率的な保守計画・管理を実現するシステム（ClassNK CMAXS PMS），船内予備品の在

庫及び発注業務の管理等を行なうシステム（ClassNK CMAXS SPICS），航海及び機関の

Abstract Logを作成・管理するシステム（ClassNK CMAXS ABLOG）から構成されている。 

 船内で実施された保守作業や各機器のセンサデータ，状態監視情報は，CMAXS 各システムを

介して，クラウド型データベースである CMAX DBに集約される。船会社は，インターネット接続環

境があれば，この CMAXS DB に集約された船舶の情報にいつでも世界中のどこからでも閲覧す

ることが可能となっている。 

図 1 システム概略図 
OOffffiiccee 

保守整備記録データ 

状態監視データ 

予備品データ 

保守管理に関す

るデータ

CMAXS DB 

状態監視データ 

許可なく複製禁止



 異常・状態診断システムである ClassNK CMAXS LC-Aでは，統合診断プラットフォームとして，

機関室内の様々な機器の異常診断，状態診断を一元的に管理することが可能な構成となってい

る。各機器メーカーが必要なパラメータやコンテンツを ClassNK CMAXS LC-Aにリンクすることに

よって，各機器の異常診断，状態診断，トラブルシュート支援のサポートを容易に実現できる。こ

のような ClassNK CMAXS LC-Aの統合診断プラットフォームの考えは，ClassNK CMAXS 

e-GICSXにも適用されている。 

図 2 統合プラットフォームとしての役割 

今回は，ビッグデータを活用した機器の状態監視・診断システムである ClassNK CMAXS LC-A と

ClassNK CMAXS e-GICSX，及び船舶保守メンテナンス業務の効率化を実現する ClassNK 

CMAXS PMS/SPICS/ABLOG について紹介する。 

3. CMAXS Web Service

 ClassNK CMAXS LC-A/e-GICSXでは，陸側のユーザー（船会社）及び機器の状態診断をサポ

ートする機器メーカーに対して CMAXS Web Serviceを提供する。この CMAXS Web Serviceは，

ClassNK CMAXS LC-Aや ClassNK CMAXS e-GICSXの各システムに連携しており，陸側のユー

ザーが船舶を複数管理している場合であっても，どの船で，また，どの機器で異常を検知したか，

または，状態が悪化傾向にあるかを容易に把握することが可能である。陸側のユーザーや状態

診断をサポートする機器メーカーは，インターネットを介して CMAXS Web Service にログインし，

管理船に搭載されている機器の状態や機器毎の計測データのダウンロード等が実施可能とな

る。 



図 3 CMAXS Web Service イメージ 

4. ClassNK CMAXS LC-A

大量のデータを扱う際に重要になるのは，データを基に「何が出来るか」という点である。図 4

に主機の診断を例にとり「何が出来るか」によって，その付加価値を階層別に示した。下に行くほ

ど付加価値が高いことを示している。 

図 4 データに基づくサービスの付加価値 

<第 1階層：測定, 第 2階層：異常検知> 

昨今の IoT 化に伴い，データを計測・収集・蓄積することは当たり前になり，自前で収集システ

ムを構築しなくとも他社が収集したデータを購入することも可能である。また，Python 等のプログ

ラム言語には機械学習を行うライブラリが用意されており，対象機器に対する特別な知識がなく

ても計測値の正常/異常を判断することはさほど難しいことでは無い。 



<第 3階層：診断・トラブルシュート, 第 4階層：実用> 

計測値が異常であることが分かっても，その原因や対処方法が分からなくてはユーザーにとっ

て価値がある情報とは言えない。これらを追及していくには設計情報や過去の経験といった専門

知識が必要となってくる。さらに再発防止を考える上では，ユーザーと機器メーカーとの協力が不

可欠と言える。 

CMAXS LC-A の状態診断ソフトウェアは異常診断，状態診断にとどまらず，診断結果に基づ

いた作業指示，保守管理情報を提示できる。ここに CMAXS の枠組みを活かし，各機器の製造メ

ーカーが直接関わることで，状態診断がより高精度となり，診断結果を基にしたメンテナンス提案

なども可能となる。多数の機器メーカーが参画している CMAXS であればこそ，管理船全船の機

関室主要機器に対して同一ソフトウェアを使った同程度のサービスを受けることが実現出来る。 

4.1 CMAXS LC-Aの活用事例 

 以下に，CMAXS LC-A を用いてどのようにトラブルを解決するかを，実際に発生した異常検知

例を基に説明する。 

4.1.1 alarm 情報検知 

図 5はCMAXS LC-Aが異常を検知した場合に自動的に立ち上がるポップアップウィンドウを表

す。左端のチェック欄にチェックが入るまで，本画面が表示されつづけ，船員に対処を促す。ここ

では，【Cyl. No.4の燃焼状態が異常】ということが表示されている。 

図 6 は異常検知時のホーム画面の表示状態を表す。模式図や線図上の配置されたマーカが

赤色に点滅し，異常が発生している個所を船員に知らせる。 

図 5 alarm情報のポップアップ 

図 6 alarm箇所の表示 



4.1.2 診断結果の確認 

 CMAXS LC-Aでは部品や機能の状態を 1～10の指数で表す。これを状態指数と呼ぶ。図 7で

は alarm 情報が挙がった【Cyl. No.4 の燃焼状態】の状態指数の推移を表す。横軸は主機運転時

間を示しており，運転時間増加と共に急激に状態指数が上昇していることが分かる。 

 この状態指数は，様々な計測値から総合的に算出されており，本船の Alarm Data Loggerの警

報値とは何ら関係は無い。なお警報発令時点では，Alarm Data Loggerからの警報は出ていなか

ったことが判明している。 

図 7 状態指数の推移 

4.1.3 損傷部品の推定 

 CMAXS LC-Aでは alarm発生下において，ワンクリックで，チェックすべき部品の一覧が表示さ

れる。図 8 は本事例において実際に表示された画面である。上段左側のリストはチェックすべき

部品の優先順位を示しており，排気弁が一番に挙げられている。 

 部品を選択すると，当該部品におけるチェック項目が表示され，下段左側・中央では当該部品

の設置個所をマーカで知らせる。また下段右側では部品の写真が表示される為，船員が初めて

見る部品であっても，迷うことなく該当部品まで辿りつける。さらに，中央にある各種ボタンを押す

と，関連する取扱い説明書や CMAXS LC-A専用の要領書などが表示される。 

図 8 トラブルシュートの画面 



4.1.4 メンテナンスの実施 

 メンテナンス作業は船員の手によって行われる。本事例の場合，排気弁を解放し，シート面に

損傷が発生していたことが判明した。 

図 9 排気弁シート面の損傷 

4.1.5 メンテナンス履歴の管理 

 CMAXS LC-Aでは保守作業管理機能を有している。定期メンテナンス履歴と並行して損傷履歴

についての作業報告書の作成と登録が出来る。これにより船員が交代した後でも，部品の履歴

が簡単かつ正確に把握することが出来る。 

図 10 レポートの記入例 

4.2 CMAXS LC-Aの成長 

図 11 中の○印は，各処理におけるアルゴリズム，パラメータ，コンテンツのセットを示している。

機器や機種の違いはアルゴリズムに与える設定値，つまりパラメータにより定義する。また，コン

テンツとは主に作業指示書・取扱説明書・点検記録フォーマットなどのドキュメント関連である。こ

れらは過去の経験や，工学的原則に基づき汎用化して構築したものである。しかし，現時点では

全ての現象を網羅して汎用性を確保できているとは言えない。そのため，新たに得られた経験や

情報に基づき，より広範囲でより深い解析を陸上で行い，アルゴリズムの高度化，パラメータ精

度の向上を図り，本船へアップデートを行っている。つまり，CMAXS LC-A のスキームは経験に

基づいて進化していく仕組みである。 



図 11 CMAXS LC-Aにおける高度化の循環 

CMAXS LC-Aは，診断結果に基づく対処を迅速に行うことなどにより，機器のライフサイクルコ

ストを低減できる重要なツールである。しかしながら，図 4 に示すようにデータの基づく価値の最

終的な目標値は，新たなイノベーションを創出すること，つまりは，データを活用することで新たな

ビジネスチャンスを産みだすことである。 

CMAXS LC-Aの診断機能のより一層の向上を図ると共に，ユーザーの業務フローと組合せる

ことで新たなイノベーション創出基盤ツールとなるべく，これからもお客様と共に発展させていく。 

図 12 CMAXS LC-Aにおける高度化の循環 

5. ClassNK CMAXS e-GICSX

ClassNK CMAXS e-GICSXは IoT/M2M及びビッグデータ解析等の技術を取り入れた船舶保守管

理システムである。 

船内に設置された専用コンピュータに主機関の複数のセンサデータだけでなく，気象・海象等

の航海データを含むデータを収集し，それらのビッグデータの相関関係を解析・監視することで異

常診断を行う。また，トラブルシュート機能を有しており，異常を検知した場合，検知した異常に関

連するサービスノートや部品のメンテナンス要領等を参照することができ，トラブルの早期復旧を



サポートする。 

船内で収集・解析されたデータは陸上に送信され，陸上で本船からのデータを閲覧することが

可能である。また，送信されたデータを用いて，陸上で性能診断が実施され，性能診断結果に船

内での異常診断結果を反映し，総合的に判定する状態診断を行う。 

これらの船内及び陸上での診断により，異常の早期検知・復旧を可能とし，船舶の安全運航

及び予防保全に貢献する。 

6. 船舶保守管理システム ClassNK CMAXS PMS/SPICS/ABLOG

船舶管理における船陸間の協調や本社による統制は，ISM コード等に示されるように今後強

化されることはあっても，弱まることはないと考えられる。そのような環境において重要なことは，

船陸間で適切に情報を共有し，本社が本船の置かれている状況を常に正しく認識することであり，

このためにコンピュータによる管理が欠かせないものとなる。CMAXS PMS/SPICS/ABLOG は，

そのようなニーズに応えるために開発されたソフトウェアで，いくつかの目的に応じたパッケージ

を提供している。船陸間で共有すべき情報は様々あるが，現 CMAXS PMS/SPICS/ABLOGにお

いては船舶の安全運航を支える上で重要と考える『保守整備に関する情報』，『予備品在庫に関

する情報』，『航海/機関日誌に関する情報』及び『主機関のコンディションに関する情報』を管理

し，船陸間で共有することができる。 

さらに CMAXS PMS/SPICS/ABLOG では、優れた操作性で、船内機器のメンテナンス業務の

効率化を実現している。 

以下に CMAXS PMS/SPICS/ABLOG 全体及び各パッケージシステムの概要について紹介す

る。 

6.1．CMAXS PMS/SPICS/ABLOG 

CMAXS PMS/SPICS/ABLOGは，世界中の約 1000隻以上の船舶に利用されている IMC社が

開発した「ADMAX」の技術ノウハウを継承したクラウドベースの船舶管理支援システムである。そ

の構成は，本社システムと本船システムとから成り立っており，船舶の安全運航とコスト削減を支

援するために下記個別パッケージで構成している。 

・ 保守管理システム『CMAXS PMS』 

・ 予備品在庫管理システム『CMAXS SPICS』 

・ アブログ管理システム『CMAXS ABLOG』 

6.2 システムの特徴 

(1) クラウド型システム 

 本船システムで入力されたデータは E-mailを介してクラウド上に蓄積される。本社システムはク

ラウド上で利用できるため，インターネットが利用できる環境であれば，外出先などでも本船の状

況を確認することができる。 

(2) ユーザーインターフェース 

システム導入時や交代の頻度が高い乗組員の負担にならないように，取扱説明書が不要で入

力し易いシンプルなユーザーインターフェースを実装している。 



(3) シンプルな構成 

 管理に必要な機能に絞ることにより，使い易く，かつリーズナブルにユーザーに提供することが

可能となっている。 

 

6.3 CMAXS PMS 

6.3.1 機能概要 

CMAXS PMS は，本船上で行われる保守作業を管理するシステムで，具体的に下記機能で構

成される。 

 

・ 保守作業計画の自動作成 

・ 保守作業計画の進捗管理 

・ 保守作業結果の管理 

・ TMSAに基づく作業品質管理 

 

本システムでは，本船上で作成する作業計画に従い航海中に作業を実施し，完了した作業に

ついては作業報告書を作成する。作業計画表には作業期日や実施状況が表示されるため，保

守状況を簡単に把握することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 作業計画画面          図 14 保守管理用ユーザーインターフェース 

 

6.3.2 特徴的な機能 

(1) TMSA対応 

Tanker Management and Self Assessment 2（以下，TMSA2）の要求を満たしており，作業の進

捗率がリアルタイムで表示されるため，日々TMSA2を意識した運用を行うことができる。 

 

(2) LC-A との連携 

CMAXS LC-A と連携し，PMS で立案した作業計画を LC-A に送るとともに，LC-A によって最

適修正された作業計画を受け取り，反映させることができる。 

 

 



6.3.3 直近のトピック 

今後 CMAXS PMSは，シムトップス社が提供する iPadによる点検システム『i-Reporter』と連携

し，i-Reporterによる詳細な点検結果データを CMAXS PMS上で管理する計画である。詳細な点

検データには，定型フォームによる点検結果の他，自由入力による記述，フリースケッチ，写真

等が含まれ，点検記録のペーパーレス化のみならず，記録データ活用による機器状態の分析等

にも活用可能と考えている。 

図 15  i-Reporter画面（イメージ） 

6.4 CMAXS SPICS 

6.4.1 機能概要 

CMAXS SPICS は本船上の予備品/船用品の在庫を管理するシステムで，具体的に下記機能

で構成される。 

・ 予備品/船用品の在庫数管理 

・ 不足予備品/船用品の発注/受領管理 

・ 予備品/船用品の棚卸 

本システムでは，本船上の予備品/船用品在庫データベースに基づき，適宜消費量を入力す

ることで在庫数を管理し，不足が生じた場合には注意を促し，発注要求を行うことができる。また，

定期的に総発注数/受領数の集計を行うことで消費傾向を把握することができ，在庫数の適正化

や死蔵品の削減を図ることができる。 

図 16 予備品管理用ユーザーインターフェース 



6.4.2 特徴的な機能 

・ CMAXS PMS連携 

CMAXS SPICSはPMSと連携し，保守整備に伴い使用した予備品を PMS上で入力すると自動

的に SPICSにも反映されるようになっている。 

6.4.3 直近のトピック 

・ 船用品管理機能 

これまでのCMAXS SPICSでは船用品を取り扱うことが出来なかったが，最新のSPICSでは船

用品も扱うことが可能となった。これにより，これまでは船用品の管理には別システムを用いる必

要があったが，CMAXSのみで対応可能となった。 

6.5 CMAXS ABLOG 

6.5.1 機能概要 

CMAXS ABLOGは，航海及び機関日誌（アブログ）を作成するシステムで，具体的に下記機能

で構成される。 

・ アブログ作成 

・ エンジンログに基づく管理諸表の作成 

・ EU-MRVデータの NK Portalへの送信 

本システムは，いわゆるアブログの作成を行うシステムであり，アブログ記載に必要な諸計算

等が自動化されることによる作成の手間の削減を図るとともに，入力されたデータに基づき，主と

して主機関の管理に用いる諸表の作成を自動化している。 

また，EU-MRVで求められる記録データの管理と，NK Portalへの送信機能を有しており，本シ

ステムを利用することで EU-MRVにも対応することができる。 

図 17 ABLOG画面 



6.5.2 特徴的な機能 

（1） EU-MRV対応 

最新の CMAXS ABLOGでは，一般的なアブログで記録する「航海」および「機関」に関するデー

タ，すなわち船位，航海時間，航海距離，燃料消費量や残量などの Noon Report データを，任意

のタイミングで航海毎や年間の積算値として自動的に集計することができる。集計した結果は NK 

Portal と接続し送信することが可能で，EU-MRV 規則をあえて意識しなくても，規則に則った運用

を自動的に行うことができる。 

図 18 年間積算値への集計結果確認画面 

(2) 管理諸表作成 

Noon Reportで記録されるデータを元に，船速と回転数出力や船速と燃料消費量の関係グラフ，

プロペラカーブ，船速，主機回転数，主機出力，燃料消費量のトレンドグラフを自動的に作成し，

推進性能などを解析することが可能である。また，用船契約時の船速や燃料消費率と CMAXS 

ABLOG上のデータを用い一定風速以下の記録を抽出することで，運航状態を容易に把握するこ

とが可能である。 

6.5.3 直近のトピック 

最新の CMAXS ABLOGでは，EU-MRVに加えて，IMO-DCSにも対応している。EU-MRV と同

様に，普段通り Noon Reportを作成するだけで自動的に年間集計を行い，NK Portalにデータを

送ることで IMO-DCSで求められるレポート提出を行うことができる。 

6.6 導入効果 

 CMAXS PMS/SPICS/ABLOG はクラウドを活用システムであるため，ユーザー自身によるシス

テムメンテナンスやバージョンアップなどの作業を実施することなく，最新バージョンのシステムを

利用することができる。 

また，本船上の作業状況や予備品の在庫状況を本船・本社間で共有することが可能となる。こ

れにより，予備品の死蔵品の削減や不具合情報の共有化など，これまで以上に効果的に船舶を

管理することができる。 



さらに，クラウド上に蓄積された本船データは，ユーザーの許可を得て日本海事協会も閲覧で

きる。これにより，検査員が訪船前に本船の状況を確認することができることとなり，本船上にお

ける検査時間の短縮化が可能となる。 

図 19 CMAXS PMSシステム構成図 

7．おわりに 

今後は， ClassNK CMAXS LC-Aおよび ClassNK CMAXS e-GICSXへの他の機器メーカーの

参加拡大を目指し船会社の利便性を向上させると共に，船級検査のさらなる合理化に繋げてい

く予定である。 

また現在，ClassNK CMAXS PMS/SPICS/ABLOGは主として機器のメンテナンスを中心とした

機能で構成されているが，『船員配乗/トレーニング管理』，『文書/図面管理』といった機能につ

いてのご要望も頂いており，今後実装を検討していく予定である。これによって CMAXSは，船舶

管理における総合的ソリューションへと発展することが可能であると考えている。さらに，株式会

社シップデータセンター(ShipDC)との連携や蓄積データ活用による新たなソリューションにも取り

組む予定である。 
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