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EU MRVに関する課題 
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EU MRVに関する課題とその対策 
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データ 

品質確保 

航海 

データ収集 

データ 

ギャップ 
書類管理 課題 

対策 
ClassNK-NAPA GREEN 

船舶モニタリング 

NAPA Fleet 

Intelligence 

AIS解析 

NAPA 

電子Logbook 

自動記録・人為ミス削減 欠測補完 船陸共有 

EU MRV対策を業務改善の契機と考えられないか 



© NAPA 

【試算】 ClassNK-NAPA GREENで日次処理の省力化を目指す 
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本船作業 

AB-Log 

Noon Report 

90 
min/day 

陸上集計 

MRV Report 

15 
min/day 

従来作業に加えて 

認証手続き 

データチェック 

データ提出 

120 
min 

対象 
フリート 
隻数 

* NAPA Japanによる独自試算。外航PMAXを想定し，EU MRVに関する4/10時点情報を考慮して試算。 

30 
min/day 

0 
min/day 

30 
min 

入力の省力化 

自動記録で誤記防止 
データ自動保存 

データ準備・チェック 

の自動化 
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ClassNK-NAPA GREEN 
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船内モニタリング 

VDR 

IAS 

Torque Meter 

Flow Meter 

船内データ収集 

性能解析サービス
(自動解析レポート) 

船舶モニタリング 自動記録・人為ミス削減 

実海域性能→付加価値 

プラスメリット 

陸上モニタリング 
(NAPA Office) 
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【事例】 性能解析により修繕計画の投資判断をサポート 
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ドライドック 

バルブ変更 + 船体クリーニング 

バルブ変更で 

船体クリーニングの効果 

燃費削減 

ドライドック前 
ドライドック後 

ベースライン比較により燃費改善を評価 

(バルブ変更+船体クリーニング)効果 × 燃料費 = 投資判断をサポート 

工事費・燃料コストから 

修繕あり・なし比較ができる 

NAPA解析で誤差2%以下の 

信頼性（実証試験による） 
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新サービス ~NAPA Fleet Intelligence~ 

7 

AIS解析 欠測データの補完 

本船への機器搭載なしで 

フリートの燃費実績把握 

プラスメリット 

気象データ 

AISデータ (航路・船速・喫水) 

船舶データベース 

船舶性能モデル(解析) 

航海毎の燃料消費を
精度良く推定 

本船への機器 

据え付けの必要なし 
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NAPA Logbook 
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電子Logbook Logbookの船陸共用 

入力ソフト 
手入力情報 

VDR 

IAS 

陸上モニタリング 
(NAPA Office) 

       NAPA Logbook 

自動記録 
外部装置からの自動記録情報 

SOLAS logs 

MARPOL logbook 

Deck, Engine, Cargo, 

 Compass logs 

旗国要求による航海日誌 

フリート特有の仕様 

EU MRVレポート 

EU MRV信憑書類 
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NAPA Logbook が変える本船業務 

事務作業を軽減 

安全航海に関する業務へ より時間を 

ヌケ･モレ･ミスの防止 

情報共有で多くの目による状況確認 

次行動の気付きを促す 

自動トリガーが作業手順をリマインド 

船上･陸上で情報･運航状況を共有 

船長を孤独にしないシステム 
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NAPA Logbookによる効率化の試算 
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電子Logbook Logbookの船陸共用 

 計算の前提条件 
 船種・バルクキャリア，船籍・パナマ 

 日本～オーストラリアの往復航海，所要日数29日 

本船業務の効率化 

プラスメリット 

既存のお客様からのフィードバック 

「Crew1人分の業務削減効果がある」 
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EU MRVを事業へのデータ活用の契機に 
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   ClassNK-NAPA GREEN 導入利点 

船主 様 

統合ソリューションによる 

所有船のパフォーマンス確認 

 本船性能把握で売船価格維持 

 フリートモニタリング分析 

 パフォーマンス解析 

 EU MRVへのサポート 

用船社 様 

燃費削減と安全性向上への貢献 

 配船計画の最適化 

 運航レポーティング 

 フリートモニタリング分析 

 パフォーマンス解析 

 トリム最適化 

管理会社 様 

異常の早期発見による事故防止  

 リアルタイム･モニタリング 

 パフォーマンス解析 

 電子Logbookによる乗組員の工数削減 

造船所 様 

新造船への付加価値および運航データの設計
フィードバック 

 実海域性能の証明 

 設計へのフィードバック 

 水槽試験の削減 
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ClassNK-NAPA GREEN 

EU MRV対応と様々な活用法について 

 

1．はじめに 

ビッグデータ解析，燃費削減，本船でのモニタリングと陸側でのデータ共有などの動きが海事

業界全体で急速に進んでいる。こうした取り組みの一つに，本船でのモニタリングを利用すること

によって EU MRV対応につなげるアプローチがある。 

フィンランドに本社を持つ船舶の設計・運航のソフトウェア会社であるNAPA社では，約10年前

より最適運航支援システムを独自開発・販売してきたが，2012 年より日本海事協会と運航支援

分野における協業を開始し，運航モニタリング技術とビッグデータ解析技術を用いた本船固有性

能を自己学習する新開発機能を加え，「ClassNK-NAPA GREEN」として，現在，運航支援サービ

スの提供を行っている。今回は「ClassNK-NAPA GREEN」を使った EU MRV対応やその他様々な

活用法を紹介する。 

 

2．ClassNK-NAPA GREENの概要 

ClassNK-NAPA GREENは，図 1に示すように運航のフェーズを運航計画(Plan), 船舶モニタリ

ング(Monitor)，航海分析・就航実績解析(Monitor/Analysis)の 3つに分け，それぞれのフェーズで

サービスを提供している。今回は特に EU MRVに関わる下記赤枠内をメインに紹介する。 

 

 
図 1 ClassNK-NAPA GREENの全体像 



2.1  船内リアルタイムモニタリングシステム(Monitor)  

 本船が航海している間，本システムは VDR 及びデータロガー等とのインターフェースにより航

海及びエンジン関連の計測データを取り込み，一定のデータ処理を行いブリッジ上で運航状態を

リアルタイムで表示する。 

 図 2は表示画面の一例で，燃料消費量，船速，トリム状態，EEOIを示している。本システムは

前述の運航計画システムとも連携させることで，現在のトリム状態が最適であるか，計画船速と

実際船速との差，復原性や縦強度の状態，載貨重量を考慮した EEOI等の種々の指標の表示が

できる。 

 

 
図 2 リアルタイムモニタリング(表示画面の一例) 

 

このように航海時の本船の運航状態をリアルタイムで「見える化」することにより，経済性(燃料

消費)や安全性に対する本船の乗組員の理解が深まり，運航の改善活動に貢献できると考えら

れている。 

最近では，VSAT による船陸通信の常時接続の導入が世界的に増えてきており，陸側でリアル

タイムに本船の運航状態のモニタリングをしようとする際，本システムは強力なツールになるもの

と考えられる。 

 

2.2 データ収集と電子 Logbook (Monitor) 

 前述のように本システムは VDR及びデータロガー等とのインターフェースにより航海及びエンジ

ン関連の計測データを日々取り込んでいる。その利点を最大限に活用して EU MRV，SOLAS logs，

MARPOL logbook，また旗国要求による航海日誌等，様々な用途に活用することができる。 

 特に EU MRVについては該当シグナルさえ取得できれば後述の NAPA Office(web portal)から

いつでも該当 Reportを取り出す事ができる。概念図を図 3に示す。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 EU MRV 

 

また，上記新しい規則と併せて電子 Logbook も近年非常に注目を集めており，業務改善の契機

と考える船主も増えている。以下に電子 Logbookの利点を挙げる。 

a) 自動記録による乗組員及び陸側の事務作業軽減 

b) ヌケ・モレ・ミスの防止 

c) 自動お知らせ機能により次行動の気付きを促す 

d) 船上・陸上で情報・運航状況を共有 

NAPA社提供の電子 Logbookはパナマはじめ多くの旗国よりOfficial Logbookとして承認を受け

ており，世界中でも数社のみの限られたサービスとなる。Logbookのサンプルを図 4に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 NAPA Logbook 

 

 また，下記は電子 Logbook を導入した際の省力化効果の確認を行ったところ，本船上だけでも

大幅な事務作業軽減が見込まれることがわかった。試算の前提条件とその結果を下記に示す。 



a) 船種 バルクキャリア 

b) 船籍 パナマ 

c) 航路 日本～豪州の往復航海，所要日数 29日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 電子 Logbook導入による省力化効果の試算 

 

2.3 NAPA Office (Monitoring/Analysis) 

 前述の本船上で各種計測された運航データは，本船上で一次処理及びパッケージ化され，船

陸通信を用いて陸側のサーバーに送られる。 

この運航データは，気象の現況データ等と共に陸側のサーバーにて解析処理され，船会社等

のユーザーは NAPA Office と呼ばれる Web portalを通じて，本船及びフリートの情報にアクセス

し本船動静や航海パフォーマンス，及び電子 Logbook や EU MRV の該当データを取得すること

ができる。図 6～7に本システムの表示画面例を示す。 

 

 

図 6 フリートモニタリング (航海航路の表示例) 

 

 



 

 

図 7 EU MRV Report表示例 

 

3．NAPA Office フリートモニタリング(Monitor Analysis)  

 本船の運航状態や固有性能を正確に把握し「見える化」することは，運航関係者の燃料消費に

対する理解が深まり，燃費削減活動を進める上で有効である。 

 また，燃費最少となる最適運航計画を行う場合，本船のスケジュールや積載状態等の運航条

件，海気象情報等の外乱条件に加えて，本船の固有性能を考慮して航海時間と燃料コストを精

度良く推定することが重要である。 

そこで ClassNK-NAPA GREENの開発では，高度な最適運航支援を行うためのシステムに求

められる要件として，以下を考慮した。 

 

1) 運航モニタリングと就航実績解析により，本船の運航状態や実海域の固有性能を継続的に

かつ正確に把握し，「見える化」する 

 

2) 得られた本船の固有性能を運航支援システムの性能モデルに反映し，精度の高い運航計

画を行うために利用する 

 

ClassNK-NAPA GREENでは，これらを速く正確に行えるように 1) 運航データの自動就航実

績解析と 2) 本船固有性能の自動自己学習を行う機能「Dynamic Performance Model」を開発し

た。 

 

3.1 Dynamic Performance Model による自動就航実績解析 

 燃費削減活動による効果を評価するためには，ある基準状態における本船の燃費パフォーマ

ンスを定量的に把握し，比較することが重要である。 

例えば，ClassNK-NAPA GREENでは，本船の運航データから基準状態(一定の排水量，平水

中)における本船の船速と馬力・燃費の関係を把握することができる。その上で、得られた船速と

馬力・燃費の関係を省エネ付加物の装備前後で比較することで，実船における省エネ付加物の

効果の定量的な評価が可能になる。 

 

Dynamic Performance Modelは，図1の「Monitoring」のフェーズにおいて，独自開発のビッグデ

ータ解析技術により，運航モニタリングで得られた計測データと海気象の現況データ等を用いて

自動就航実績解析を行い，本船固有の性能を把握し，さらに基準状態における本船の燃費等の



各種パフォーマンスを推定することができる。 

 図 8に Dynamic Performance Modelによる自動就航実績解析の例を示す。本船の航海中に 5

分毎に得られる運航データを独自の「フィルタリング」機能を用いて自動的に解析に有用なデータ

の抽出を行い，次に個々のデータに対し，波や風等の外乱影響を除き，さらに排水量(喫水)等の

修正を行い，同条件にそろえる「基準化」を行う。これにより現状の本船の基準状態におけるパフ

ォーマンス，いわゆる「ベースライン」が得られる。またこの解析の過程で，波や風に対する応答

等の実海域における本船固有性能の情報も得ることができる。この自動解析により得られた結

果は，図 6,7 で示すように「見える化」を行い，ユーザーはインターネットを通じて本船のパフォー

マンスを確認することができる。 

 この Dynamic Performance Modelにより，運航モニタリングで得られたデータを継続的に解析し，

現状の本船のパフォーマンスを定量的に把握することができるため，例えば， 

- シーマージンの解析 

- 省エネ付加物，塗装効果の確認 

- 経年変化，船体やプロペラ汚損状態の把握 

- 最適トリム実船試験，トリムチャートの作成 

等に利用することができる。 

 

 

図 8 自動就航実績解析の例(フィルタリングと基準化) 

 

上記解析により、実航海解析に基づく本船パフォーマンスベースラインの作成及び燃費性能

悪化要因の分析や燃費性能の経年劣化と船体やプロペラのクリーニングのタイミングの検討を

行うことも可能である。一例を図 9及び図 10で示す。 

 



 

図 9 実航海解析に基づく本船パフォーマンスベースラインの作成、及び燃費性能悪化要因の分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 燃費性能の経年変化と船体、プロペラクリーニングのタイミング検討 

 

4．新サービス NAPA Fleet Intelligence 

 ClassNK-NAPA GREENの他にもNAPA社では様々なサービスを提供しており、特に紹介したい

のが NAPA Fleet Intelligenceというサービスである。このサービスは特に EU MRVの欠測時の補

完サービスとして利用する事ができる。簡潔に言うと，AISデータ・気象データ・船舶のデータベー

スと NAPA社のノウハウを使った船舶性能モデル(解析)を掛け合わせて航海毎の燃料消費を精

度よく推定するサービスである。AISのデータを使うので本船への機器搭載なしで利用可能であ

る点も利用者にとって大きなメリットでもある。サービス一例を図 11で示す。 

 

 

 

 

P
o
w

e
r 

[k
W

] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 NAPA Fleet Intelligence 

 

5．おわりに 

㈱ClassNK コンサルティングサービスと NAPA 社は，船会社における運航燃費削減活動に貢

献するため，運航モニタリングによる本船性能の「見える化」と本船固有の性能を考慮した最適

運航支援システム「ClassNK-NAPA GREEN」を販売している。 

現在，商業運航における本システムの実運用を増やすことを目指し，日本海事協会と NAPA

社は普及活動を強化している。 

今後，サービス面では運航関係者の立場の違いに応じて，それぞれメリットが得られるような

サービスの開発と普及を進めたいと考えている。 

 


