
Maritime Consulting Services
ClassNKコンサルティングサービスは海事クラスターの新たな一員として

海事業界の諸課題の解決をサポートいたします。



Message
　株式会社ClassNKコンサルティングサービスは、ＮＫの略称またはClassNKの通称で知られる

国際船級協会である日本海事協会の子会社として設立されました。当社は船級事業の枠組みを超

えたより広範囲なコンサルティングサービスの提供により、海事業界の諸課題解決のサポートを使

命としております。

　当社も新たな海事クラスターの一員として、船主様、管理会社様、造船所様をはじめ、海事産業

を支える皆様の多様なニーズの実現のお手伝いをいたします。当社が提供する代表的なコンサル

ティングサービスをここに紹介させていただきます。



ClassNKコンサルティングサービスがお届けする技術サービス

現存船のインベントリ
作成サービス

　シップリサイクル条約で要求される現存船のインベン
トリ（船舶内の有害物質一覧表）*作成には、専門家によ
る調査が不可欠となります。株式会社ClassNKコンサル
ティングサービスは、専門家のアレンジからインベントリ
作成、そして日本海事協会の鑑定書取得の代行サービス
をご提供致します。

*Inventory of Hazardous Materials (IHM)
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サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。

株式会社 ClassNKコンサルティングサービス
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番3号
Tel： 03-5226-2290 / Fax： 03-5226-2192 / E-mail： consulting@classnkcs.co.jp / URL： www.classnkcs.co.jp

サービスの流れ

サービスの費用
　サービスの費用は、船種、船齢、サイズ、図面や資料の管理状況、訪船調査場所などにより異なりますが、貴社船舶の
実情に即したプランをお見積書と共にご提案させていただきます。

　シップリサイクル条約で要求されるインベントリを作成する専門家を派遣し、条約要件を満たすインベントリを作成
します。また、実際のインベントリ作成作業、そして日本海事協会によるインベントリの承認及び鑑定書取得の代行サー
ビスをご提供致します。

*・・・日本海事協会にて実施

現存船インベントリ
作成までの流れ

　現存船のインベントリを作成するには、右のような手順
を経るのが一般的です。

STEP １
船主との打ち合わせ

船 主 様

（株）ClassNK
コンサルティング
サービス

（登録専門家）

訪船調査

インベントリ
作成

インベントリ
の審査

インベントリと
本船の一致を
確認

（訪船調査立会）

NK

STEP 2
情報収集、書類や図面等の調査

STEP 3
目視・サンプリングチェック計画の作成

STEP 4
船上目視・サンプリングチェックの実施

STEP 5
インベントリ第1部等の作成

インベントリ第１部の承認*インベントリ第１部の承認*

目視・サンプリングチェック計画の審査*目視・サンプリングチェック計画の審査*

インベントリ依　頼

鑑定書

インベントリ インベントリ承認

鑑定書発行



バラスト水管理条約
対応サービス

条約対応への多様なサービス

　バラスト水管理条約で要求されるバラスト水の水質基準を満足するための処理装置の設置に
ついては、スペースや処理能力のほか、発電機やポンプの容量との関係なども考慮する必要があり、
船主様にとって悩ましい案件となっています。そこで、株式会社ClassNKコンサルティングサービス
では、以下の各種サービスをご提供しております。

● バラスト水処理装置の機種選定コンサルタント及び概略検討図面の作成
● 3Dレーザースキャナーによるイメージ図作成
● バラスト水管理計画書（BWMP）の作成サポート
● バラスト水処理装置の設置に関するその他のコンサルティングサービス

ClassNKコンサルティングサービスがお届けする技術サービス
Maritime Consulting Services



サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。

株式会社 ClassNKコンサルティングサービス
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番3号
Tel： 03-5226-2290 / Fax： 03-5226-2192 / E-mail： consulting@classnkcs.co.jp / URL： www.classnkcs.co.jp

　これまでに承認されたバラスト水処理装置の処理方
法、能力等の調査を基に、既存船へのバラスト水処理装
置搭載の試設計を行っております。この試設計において搭
載時における設備上の問題点を抽出するなど、計画や準
備に関するノウハウを蓄積しており、これらを基に貴船舶
に即したより適切な機種をご提案致します。
　また、処理装置の設置に関するその他のコンサルティ
ングサービスも展開しております。

バラスト水処理装置の
機種選定コンサルタント

サービスの費用
● バラスト水処理装置の機種選定コンサルタント及び概略検討図面の作成・・・以下参照*
● 3Dレーザースキャナーによるイメージ図作成・・・以下参照*
● BWMPの作成から日本海事協会による承認取得の代行サービス・・・以下参照*
● バラスト水処理装置の設置に関するその他のコンサルティングサービス・・・以下参照*

*船種、船齢、サイズ、図面や資料の管理状況などにより大きく異なりますので、貴社船舶の実情に即したプラン
 をお見積書と共にご提案させていただきます。

3Dレーザースキャナーによる
イメージ図作成

　設置スペースに余裕のない既存船の機関室内等にバラスト水処理
装置を設置する場合には、複数回の訪船調査や、建造時の2次元図面
からの詳細な搭載工事用図面の作成など、工事に必要となる情報の
作成に多大な労力がかかります。そこで、3Dレーザースキャナーを
活用することによって、船内形状をスキャンし3次元の設計イメージ図
を作成することにより、搭載工事用図面の作成時間及び後戻り工程の
減少など、工事の工数削減をご提案致します。

バラスト水管理計画書の作成サービス

　当社の有するバラスト水管理計画書(BWMP)作成のためのガイダンスをもとに、
船社様のご要望に沿ったBWMPを作成し、日本海事協会による承認を取得した上
でBWMPをご返却するサービスをご提供致します。

処理装置選定時の
基本的な検討事項
処理装置選定時の
基本的な検討事項
処理装置選定時の
基本的な検討事項

バラスト水
処理方法
バラスト水
処理方法
バラスト水
処理方法 配管系統配管系統配管系統

バラストポンプ
容量

バラストポンプ
容量

バラストポンプ
容量

コストコストコスト

発電機容量発電機容量発電機容量

スペーススペーススペース



SEEMP対応サービス

SEEMP*対応へのサービス

　MARPOL ANNEX VI条約の改正により2013年1月1日以降、現存船を含む全船に対し、SEEMPの船上保持
が義務付けられることとなります。株式会社ClassNKコンサルティングサービスにお申込みいただくことにより、
SEEMP標準書式の提供及び日本海事協会の鑑定書取得の代行サービスをご提供致します。

*Ship Energy Efficiency Management Plan・・・二酸化炭素放出抑制航行手引書

スムーズなSEEMPの導入、
そしてIMOガイドラインへの
適合鑑定書

　当社で策定したSEEMP標準書式に必要事項をご記入
いただくことで、よりスムーズなSEEMP作成が可能となります。
又、標準書式のため日本海事協会のIMOガイドラインへの
適合鑑定もスムーズに完了いたします。

ClassNKコンサルティングサービスがお届けする技術サービス
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サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。

株式会社 ClassNKコンサルティングサービス
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番3号
Tel： 03-5226-2290 / Fax： 03-5226-2192 / E-mail： consulting@classnkcs.co.jp / URL： www.classnkcs.co.jp

サービスの流れ

1. お客様より当社宛てに対象船を明示したサービスの
 お申込を頂きます。
2. SEEMP標準書式の電子データをお客様にご提供 
 致します。
3. お客様の会社の方針に基づき、適用する運航的手法の
 選定や目標設定など、SEEMPの記載事項について
 具体的に検討し、必要事項の記載内容についてご決定
 頂きます。
4. SEEMPの内容が確定した後、当社にてSEEMPを
 完成させ、日本海事協会の適合鑑定書の取得を
 代行し、鑑定書取得後お客様にご返却致します。

サービスの費用

　SEEMP標準書式の提供からIMOガイドラインへの
適合証明となる鑑定書取得まで、貴社船舶に応じたプラ
ンをお見積書と共にご提案させていただきます。

期待される効果

　SEEMPは、各船社が所有する船舶の実情に合わせ、
最も適したエネルギー効率改善手法を考慮して作成す
るものであり、IMOガイドライン(決議MEPC.213(63))
に沿って作成することが必要ですが、主管庁や船級等の
代行機関による承認は要求されません。
　しかし、実際に導入するにあたっては、会社の方針に
基づき、適用する運航的手法の選定や目標設定など、
SEEMPの記載事項について多岐にわたって具体的に
検討する必要があります。
　そこで、当社によるSEEMPの標準書式の提供から船
級による鑑定書取得の代行サービスによって、船社がス
ムーズにSEEMPの導入に向けた対策を講じることが
できます。
　SEEMP記載内容のIMOガイドラインへの適合はもと
より、SEEMPの確実な実行の結果として対外的なコン
プライアンスの証明が得られる効果も期待されます。

船舶管理会社船舶管理会社

1
計画計画

2
実施実施

3
モニタリングモニタリング

4
自己評価及び改善自己評価及び改善

SEEMPSEEMP



EU MRV対応
Monitoring Plan
作成支援サービス

EU MRV対応のNKCSによるコンサルティングサービス

　2015年4月28日に開催された欧州議会において、燃費報告制度に関する欧州規則（EU MRV規則）が採択
されました。これにより、船籍国に関わらず、EU加盟国管轄内の港に寄港する5,000GT以上の船舶に対して、燃
料消費量を監視するための計画書（Monitoring Plan, 以下MP）の作成及び年間ベースでのCO2排出量を記
録した排出報告書（Emission Report）の提出が義務付けられることになりました。
　MPは船舶運航データの収集と管理手順等の計画策定に関する計画書となりますので、株式会社ClassNKコ
ンサルティングサービスでは、お客様が円滑に準備できるよう、標準書式の提供、記載要領及び必要なアドバイス
をご提供致します。

ClassNKコンサルティングサービスがお届けする技術サービス
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サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。

株式会社 ClassNKコンサルティングサービス
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番3号
Tel： 03-5226-2290 / Fax： 03-5226-2192 / E-mail： mrv.support@classnkcs.co.jp / URL： www.classnkcs.co.jp

1. お客様より当社宛てに対象船を明示したサービスのお申込を頂きます。
2. MP標準書式の電子データ及び記載要領、その他必要書類をお客様にご提供致します。
3. 会社の方針等に基づき、先ずはお客様にてモニタリング手順や管理体制などMPの必要記載事項について
具体的にご検討頂き作成頂きます。

4. 上記3を当社宛にお知らせ頂き当社の専門家により内容を確認させて頂きます。その際、MP作成にあたり
記載に関する疑問点などをお取り纏めの上、併せて当社宛にお知らせ頂きます。当社より記載例の紹介や
認証取得のための必要なアドバイスをご提供します。

5. 上記4を通じて、最終的にはMPの必要事項の記載内容についてお客様にてご決定頂きMPを最終化頂きます。
 ＊その後、お客様にてMPをVerifier（認証者）にご提出頂きます。

サービスの流れ

　MPは、船舶の実情に合わせ、燃料消費量などのモニタリング手法や収集するデータの取り扱い、それらの手順
の策定や管理体制等を考慮して、EU MRV規則に沿って作成することが必要であり、Verifier（認証者）による認証
が必要となります。
　実際にMPを作成するにあたっては、会社の方針に基づき、例えばデータ欠損時の取り扱い手順や信憑書類の
取り扱いなど、今後必要となるEmission Reportの運用を視野に入れてMPの記載事項について具体的に検討
する必要があります。
　そこで、当社によるMPの標準書式の提供から必要なアドバイスなどを通じて、会社が的確にEU MRV規則への
対応に向けた対策を講じることができます。

期待される効果

　MP標準書式の提供からMP作成のための必要なアドバイスのご提供まで、対象船舶に応じた初期導入プラン
をお見積書と共にご提案させていただきます。

サービスの費用



ClassNK 船舶保守管理
システム“ClassNK CMAXS”

船舶の保守・予備品管理と異常検知・状態診断を
組み合わせたクラウドサービス

　船内に搭載されている機器の異常検知・状態診断や保守管理に関する共通基盤となるシステムやデータをクラ
ウド上に集約することで、船陸間の関係者による適切かつ確実な船舶保守管理を実現する包括的ソフトウェアソ
リューション“ClassNK CMAXS”をご提供致します。

ClassNKコンサルティングサービスがお届けする技術サービス
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サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。

株式会社 ClassNKコンサルティングサービス
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番3号
Tel： 03-5226-2290 / Fax： 03-5226-2192 / E-mail： consulting@classnkcs.co.jp / URL： www.classnkcs.co.jp

CMAXS SPICS CMAXS ABLOG

ユーザーインターフェース

CMAXS LC-A
状態診断例

CMAXS e-GICSX
性能診断結果例

CMAXS PMS

適切な保守の実現によるメンテナンス費用の削減

　ClassNK CMAXSを利用することにより、船主、船舶管理会社、オペレーター、乗組員などのユーザー各位には、以下のようなメ
リットをご提供致します。

　これらの結果として、ClassNK CMAXSは予想外のトラブルによる航行の遅れを防ぐとともに、経験豊富な乗組員の判断に依存す
ることのないメンテナンスを可能にし、長い目で見た機器のライフサイクルコストの削減や検査の簡略化をご提供致します。

　船舶が安全に航行するためには、船内に搭載されている機器の状態把握や保守管理を適切に行い、機器のトラブルを防ぐことが
重要です。そこで日本海事協会は、株式会社IMC、株式会社ディーゼルユナイテッド、そして三造テクノサービス株式会社と共同で包
括的ソフトウェアソリューションである船舶保守管理システム“ClassNK CMAXS”を開発しました。この新しいソリューションである
ClassNK CMAXSは、船舶の安全運航の支援だけでなく、機器のライフサイクルコストの削減も支援致します。
　ClassNK CMAXSは、設備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
及び発注を管理するシステム（ClassNK CMAXS SPICS（*））、航海及び機関のAbstract Logの作成・管理に用いるシステム
（ClassNK CMAXS ABLOG）、そして高度なデータ解析技術を用いて機器の状態診断を行うシステム（ClassNK CMAXS 
LC-A, ClassNK CMAXS e-GICSX）から構成されており、共にクラウドサービスにてご提供致します。
　ご利用の際には、ご希望のシステムのみを選択して使用可能です。また、システムを追加することも可能です。

＊CMAXS PMS及びCMAXS SPICSは日本海事協会の使用承認を取得済み。

船舶の安全な運航とライフサイクルコストの低減をサポートする
クラウドサービスによる新しいソリューション

　サービスの費用は、船種や船舶の搭載機器の種類やデータ点数などにより異なりますが、貴社船舶の実情に即したプランをお
見積書と共にご提案させていただきます。

サービスの費用

●システムランニングコストの圧縮
●クラウドを利用することによる、船主や船舶管理会社のほか、必要に応じて造船所や舶用機器メーカ等の関係者間における各種情報の共有
●大量のセンサーデータ（ビッグデータ）を総合的に分析する高度なデータ解析技術を用いた機器の状態変化の検知、機器の修理や保守を
行う予知保全（予防保全）の実現

●機器の状態に基づいた適正なメンテナンス間隔の実現
●無駄のない部品交換
●最適なシリンダ注油率や燃料噴射タイミングの支援



ClassNK-NAPA GREEN

船舶における最適運航支援サポート

　日本海事協会はNAPA社と共同で最適運航支援サポートツールとして新しいソフトウェアソリューション
“ClassNK-NAPA GREEN”を開発しました。
　ClassNK-NAPA GREENは、燃料コストと排出ガスの削減を実現すると同時に運航業務の効率化に寄与し、
結果として船主と船舶運航者がSEEMP規制に準拠できるようサポートする包括的なサービスをご提供致します。
　また、船舶の運航モニタリングにより実海域性能を精度よく把握することができ、様々な就航実績解析結果を活
用することが可能です。

最適運航による燃料費削減、
そして船舶及び社内での
運航業務の効率化
　ClassNK-NAPA GREENの導入により、精度の高い
実海域性能の把握を通じて、燃料費の削減と運航業務の
効率化を実現することができます。

ClassNKコンサルティングサービスがお届けする技術サービス
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サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。

株式会社 ClassNKコンサルティングサービス
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番3号
Tel： 03-5226-2290 / Fax： 03-5226-2192 / E-mail： consulting@classnkcs.co.jp / URL： www.classnkcs.co.jp

燃料費削減及び
運航業務効率化

　船主及び船舶運航者のトータルとしてのコスト
削減を実現するため、ClassNK-NAPA GREEN
は安全性を損なうことなく、以下の機能をもって
貢献いたします。
● トリムの最適化計画
● ウェザールーティング
● 最適スピードプロファイル計画
● 運航データのリアルタイムモニタリング
● 多彩なレポーティング機能
● 運航データ及び解析結果のウェブによる提供
● 性能の経年変化評価及び、船体/プロペラ
 クリーニングのタイミング最適化システム
● SEEMPに対応する継続的な運用改善

導入に向けて

期待される効果

　燃費削減効果は、船齢、船種、サイズ、個々の船舶の仕様、運航形態、燃料消費量等の様々な要因によって異なり
ますが、例えば、以下の船種において、仮に以下の条件による燃費削減率を実現した場合、運航者にとって年間を
通じて大きなメリットを享受することができます。

8000TEU コンテナ船の場合の費用対効果試算例

ClassNK-NAPA GREEN（最適ルート/最適速度 & トリム最適化）により、燃費5%削減を実現した場合。
150t/day × 200USD/t × 5% × 200 days = 300,000USD/year（1年間の燃料削減分）

Cape size バルクキャリアの場合の費用対効果試算例

ClassNK-NAPA GREEN（最適ルート/最適速度）により、燃費5%削減を実現した場合。
50t/day × 200USD/t × 5% × 200 days = 100,000USD/year（1年間の燃料削減分）
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サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。

　サービスの費用はご要望の機能と船舶の既存設備等によって異
なります。実運航データの収集とそれによる高度な解析は、基本的に
船舶に搭載される既存の航海機器やエンジンデータロガー等によ
るデータシグナルの収集によって行いますが、船舶に既存で設置されている機器やその他センサー類によっても異な
りますので、実際のソフトウェア導入にあたっては、個々の船舶の設備等に応じてご相談させて頂きます。
　包括的なサービスとして、燃費削減及び運航業務の効率化を実現するよう貴社船舶の実情に合致した初期導入
プランをお見積書と共にご提案させていただきます。



大規模点群データ
モデル化ソフトウェア
 ClassNK-PEERLESS””

ClassNKコンサルティングサービスがお届けする技術サービス
Maritime Consulting Services

3Dレーザースキャナーにより取得した
大規模点群データから3次元モデルを作成するソフトウェア

　3Dレーザースキャナーで計測したデータをCADで利用できるように変換処理するためのソフトウェア
“ClassNK-PEERLESS”をご提供致します。
　ClassNK-PEERLESSは、3Dレーザースキャナーで計測した点群データを取り込んだ後、点群データを3次元
モデル化します。ClassNK-PEERLESSでモデル化したデータはCADへデータ出力を行うことで効率的に設計作
業を行うことが可能となります。
　3DレーザースキャナーとともにClassNK-PEERLESSを活用する事で、バラスト水処理装置等の搭載設計に
関わる大幅な作業時間の削減を実現します。



サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。

株式会社 ClassNKコンサルティングサービス
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番3号
Tel： 03-5226-2290 / Fax： 03-5226-2192 / E-mail： consulting@classnkcs.co.jp / URL： www.classnkcs.co.jp

設計作業に関わる
大幅な作業時間の貢献

　大規模点群データモデル化ソフトウェア(ClassNK-
PEERLESS)は、以下のような特長があります。

●大規模な計測データでも、直感的に
　操作が可能なインターフェースを提供

●バルブ、エルボー、曲がり管などの規格を
　ライブラリー化して標準搭載しており、ソフトウェア
　が自動で点群データから3次元モデルに変換

●新たに設置する機器の配置検討や
　搬入経路の干渉チェックが可能

　さらに、ClassNK-PEERLESSで作成した3次元モデ
ルは、IGESやSTEPのような形式で出力できるとともに、
AVEVA Marine、CADMATICをはじめとする艤装用
CADとの連携を強化することで、設計作業の効率化に貢
献します。

1ライセンス当り　
初期費用￥2,200,000-(税別)/
初年度年間保守費用33万円(税別)

サービスの費用



　株式会社ClassNKコンサルティングサービスでは、
船主様の代行として新造船建造に関わり、図面審査から
完工までの業務の提供を行っています。母体である船級
協会の知識と経験を生かし、船級規則および国際条約
要件に精通した技術者によるサポートを実施致します。
　また、船社、造船所、船級協会など海運・造船業界の
様々な経験者による知見から、お客様に充分ご安心・ご
満足頂ける新造船建造に関わる船主監督代行業務をご
提供致します。

新造船の
船主監督代行業務

ClassNKコンサルティングサービスがお届けする技術サービス
Maritime Consulting Services



サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。

株式会社 ClassNKコンサルティングサービス
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番3号
Tel： 03-5226-2290 / Fax： 03-5226-2192 / E-mail： consulting@classnkcs.co.jp / URL： www.classnkcs.co.jp

　船体、機関ならびに電気の各分野に精通した技術者に
より、建造造船所から提出される図面審査業務を代行致
します。建造仕様書との合致を確保することはもとより、船
社出身者による使用者としての視点、また、造船所出身者
による品質維持・向上の視点から図面審査を行うことで、
お客様が満足する業務の提供に努めています。

図面審査業務

　新造船が完工するまでには多くの工程を辿りますが、主要機器の工場試験立会いを含め、建造から試運転、完工
に至るまでの建造監督業務を代行致します。豊富な知識と経験を有する機関長経験者やPSPCを含む工務監督経
験者を揃え、独自に規定したHSE Planにより健康・安全・環境に配慮しながら、母体である船級協会の利点を活か
し、最新の技術や条約の要件を踏まえ、QC Check等による品質向上を心がけた検査により、より良い船の建造が実
現できるよう体制を整えています。

建造監督業務

　国内造船所はもとより、中国、韓国における造船所での
船主監督代行業務に従事してきました。船種についてもば
ら積み貨物船をはじめ、液化天然ガス運搬船の監督代行
業務の経験を有し、様々な船舶に対処できる体制を整え
ています。
　業務形態としても図面承認から建造監督までのパッ
ケージのみならず、船体部監督のみの派遣等、お客様の
ニーズに合わせスポット的に必要な人材の投入などの対
応も行っています。

豊富な経験に基づく業務展開

　サービスの費用は、ご要望の業務範囲や派遣を希望される国や地域、期間や船種によって異なります。実際の業
務提供にあたっては個々の船舶の実情に応じてご相談させて頂き、貴社の貴重な財産である船舶の完工に向けた
プランをお見積書と共にご提案させていただきます。

サービスの費用



　IMOによりバラストタンク及び油タンカーのカーゴタンク等の塗装性能基準（PSPC）が発効し、当該基準への
適合確認のための塗装検査は、FROSIO Level III等の有資格塗装検査員による実施が要求されています。
　また、昨今、防食塗装の重要性への認識が高まっており、海洋構造物、エネルギー関連案件（FLNG、FPSO等）
や陸上プラントの被塗面の表面処理及び塗装検査においても、仕様書上でFROSIO等の有資格塗装検査員が
求められるプロジェクトが増加しています。
　株式会社ClassNKコンサルティングサービスは、FROSIO公認の試験機関として、資格認定に関わる業務を実
施いたします。

FROSIO資格認定業務

ClassNKコンサルティングサービスがお届けする技術サービス
Maritime Consulting Services

FROSIO（フロシオ）とは？

　FROSIO（フロシオ）は、「船舶、海洋及び陸上の鉄鋼構造物の表面処理と塗装
に関する検査員資格」を認定するノルウェーの専門機関で1986年に設立されまし
た。同機関より付与される「検査員資格」は、ヨーロッパ及びアジアを中心に広く普及
しており、またIMOが認める権威ある国際資格として、世界的に認知されています。
全世界の検査員数は、9,105名（2017年1月末時点）、このうち約4割が、アジア地
区で同資格を取得しています。



サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。

株式会社 ClassNKコンサルティングサービス
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番3号
Tel： 03-5226-2290 / Fax： 03-5226-2192 / E-mail： consulting@classnkcs.co.jp / URL： www.classnkcs.co.jp

　資格認定に要する費用は、認定試験（訓練コース含む）が実施される国や地域によって異なります。

サービスの費用

　FROSIO塗装検査員資格を取得するためには、以下が必要となります。

1）ノルウェー規格NS476に基づく教育訓練コース（試験を含め80時間）の受講
2）理論試験・実技試験の両方（計8時間）の合格

なお、講習はFROSIO認定講習機関により実施されます。

　さらに試験に合格した検査員は、それぞれの実務経験*
により、3段階のレベルに分けられます。IMO PSPCで認
められる塗装検査員資格は、レベルIIIとなります。

●検査員資格 レベルIII
   2年以上の検査業務経験を含み、 5年以上の
   実務経験を有する者。

●検査員資格 レベルII
   2年以上の実務経験を有する者。

●検査員候補資格 レベルI
   実務経験が2年未満の者。

　当社はFROSIO認定試験機関として、日本及びアジア地区において、資格認定に関わる以下の業務を実施いた
します。

●訓練コース及び認定試験の年次計画策定

●認定試験の実施

●試験の採点及び合否審査（審査委員会の運営）

FROSIO資格認定に関わる業務

*実務経験…金属表面の前処理、塗料や他の塗装材の塗布による防食処理及びの検査業務での経験。港湾施設・船舶・海洋構造物・ビル・
発電所・橋梁や工業プラントにおける建設または運営・管理業務のいずれかの分野における実務経験。更に、施工現場・建設業界・化学工程
や塗料塗装業界での経験も該当。



塗装性能基準(PSPC)対応の補助員講習

 IMOによりバラストタンク及び油タンカーのカーゴタンク等の塗装性能基準（PSPC）が発効し、その塗
装検査はFROSIO* Level III、またはNACE Level 2等の有資格者による実施が要求されています。し
かし、PSPCの検査が多項目にわたることから、事前の教育等を条件に塗装検査員を補助する「塗装検査
員補助員」の起用が認められています。
　株式会社ClassNKコンサルティングサービスは、日本で唯一のFROSIO公認講習機関である株式会
社日本ピーエッチバリューと共催で塗装検査員補助員の講習会をご提供致します。

塗装検査員補助員講習

ClassNKコンサルティングサービスがお届けする技術サービス
Maritime Consulting Services

*FROSIO…ノルウェーで発足し、主として船舶と海洋構造物の塗装が
行われる被塗面の表面処理と塗装状況を検査する検査員資格。
ヨーロッパを中心に広く普及しており、塗装分野の国際資格として世界
的に認知されています。



サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。

株式会社 ClassNKコンサルティングサービス
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塗装検査員補助員
確保のメリット

　補助員は、現場検査においてFROSIO等有資格検査
員を補助することが可能であり、建造工程で船舶塗装検
査を適切かつ効率的にサポートできます。
　また、補助員の確保は、組織の品質管理や職場の健康
安全への動機づけとなり、ステークホルダーの信頼性向
上につながります。

　2日間の講習では、講義・グループ討議・実測機器による計測実演・質疑応答など、バランスの良いカリキュラムを
ご提供致します。同業者等との情報交流の場や、経験年数の短い方向けの研修としてもご利用いただけます。

　講習最後に実施する修了試験の合格者には修了証（有効期限：発行日より5年間）を発行致します。
更新には業務履歴申告書のご提出が必要となります（再度講習を受講頂く必要はございません）。

講習の内容

　担当する講師は、日本で唯一のFROSIO公認講習機
関である株式会社日本ピーエッチバリュー代表、塗料
メーカー勤務をはじめ長年塗料業務に従事した日本
FROSIO会の第一人者、そして造船所の塗装現場に長年
従事及び精通した経験者が担当致します。

経験豊富な講師陣

　講習参加料として、1名60,000円（税別）となります。
なお、本講習修了者は、FROSIO塗装検査員資格の講習会と資格試験の受験に際し、60,000円の割引が適用
されます。
　また、企業・団体様の集団研修として（人数等の条件有り）、ご希望の場所・日程で開催することも可能ですので、
詳細についてはお気軽にご相談下さい。

サービスの費用



舶用燃料油分析サービス

舶用燃料油分析による機器のトラブル防止をサポート

　世界の様々な港で補油される舶用燃料油は、その性状が各々異なっており粗悪油が混在している場合がありま
す。このような粗悪油であることを認識せずに使用した際には、主機を始めとする機器のトラブルの原因になります。

　このような機器のトラブルを未然に防止するためには、補油される舶用燃料油の性状を事前に把握し、低品質で
はないことを確認することが有効となります。

　株式会社ClassNKコンサルティングサービスは、補油された
舶用燃料油の性状がISO 8217規格に適合しているかを評価し、
必要に応じたアドバイスを付加した分析結果をお届けする「舶用
燃料油分析サービス」をご提供致します。

ClassNKコンサルティングサービスがお届けする技術サービス
Maritime Consulting Services



サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。
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迅速かつ多様な分析項目の実施

　当社では、シンガポール及びヒューストンを中心とした複数の分
析所で分析を実施いたします。船舶から最寄りの分析所へ試料油
を送付頂くことにより、迅速に分析結果をご提供いたします。

　また、送付頂いた試料油は、ISO8217規格に準じた一般性状分
析の評価に加えて、ご要望に応じて下記のような特殊分析も実施
致します。

特殊分析の例：
アスファルテン分／FCA（燃料油着火燃焼性試験装置） 
GC-MS（ガスクロマトグラフ質量分析装置）／FT-IR（フーリエ
変換赤外分光光度計）
TAN（全酸価）／混合安定性試験

サービスの費用

　ご希望となる分析範囲や分析所への送付費用等、貴社ご都合に合わせたお見積書をご提案させていただきます。

分析ご依頼の手順

1. 分析のお申込み
2. 船舶の動静のご連絡
3. 試料油採取用キット一式を当社分析所から船舶へ送付
4. 本船による試料油の採取
5. 本船から試料油を最寄りの当社分析所へ発送
6. 試料油の分析（ISO8217規格項目など）
7. 分析結果及び必要に応じたテクニカルアドバイスを付加してご連絡

分析結果はe-mailにて受信、又は当社指定のWEBより閲覧可能です。



船内騒音源探査

　ヤンセン法プログラムによる予測

音源探査モニター画面

SEA解析モデル

著作：（一社）日本中小型造船工業会/：（国研）海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所

ClassNKコンサルティングサービスがお届けする技術サービス

船内騒音対策に関する
エンジニアリングサービス

Maritime Consulting Services

船内騒音コード（IMO MSC337（91）要件）
適合のためのサービス

　日本海事協会がこれまで船内騒音コード対応のために各研究機関等と共同で行って参りました船内騒音予測
技術・低減技術の研究成果を活用し、(株)ClassNKコンサルティングサービスより船内騒音対策に役立つ包括
的なエンジニアリングサービスをご提供致します。



サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。
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〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番3号
Tel： 03-5226-2290 / Fax： 03-5226-2192 / E-mail： consulting@classnkcs.co.jp / URL： www.classnkcs.co.jp

ご提供するサービス内容
●船内騒音予測検証サービス
　ヤンセン法*1)またはSEA法*2)、あるいは両者を利用した船内騒音予測*3 )（両手法には特徴があります*4 )）

●実船計測及び解析サービス
　海上公試時の船内騒音計測及び結果の解析

●その他、お客様のご要望に沿った騒音エンジニアリングサービス
　船内騒音源探査サービス、ヤンセン法に関するトレーニングサービス等

サービスのご利用について
●まずは気兼ねなくご一報ください。

●サービスの精度（予測精度等）は、サービス期間中にご提供頂く各種情報*5)の精度が高いほどにその信頼度が
向上します。可能な限りの情報をご提供頂ければ幸いです。なお、ご提供頂いた情報に関しては、責任をもって管理
取り扱い致します。

●案件ごとお客様のご要望に沿ったサービスメニューを提案し、御見積書を作成させて頂きます。

お客様へのメリット
●騒音予測により、船価、工期に対してコストミニマムとなる騒音対策仕様案の精度の高い検証が可能です。

●船舶設計の現場事情に精通した担当者による実践的なソリューションのご提供が可能です。
　納期・工期事情も考慮したアドバイザリーをご提供致します。

●船級を問わず、あらゆる船舶に対してもサービスのご提供が可能です。

*1) ヤンセン法…類似船データを元に得られる係数を用いて騒音を予測する方法です。本手法につきましては、これまで一般社団法人 日本中
小型造船工業会、国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所及び一般財団法人 日本海事協会が協同で実施
しております「船内騒音対策検討支援事業」を経て今回サービスを提供するものです。

*2) SEA法…統計的エネルギー法。エネルギー伝播方程式を計算モデルに反映して解く船内騒音予測法です。

*3) 初期計画段階でヤンセン法、詳細設計段階でSEA法を適用し予測検証します。

*4) ヤンセン法は従来構造と比較的類似構造を持つ船舶に対して有効な予測手法であり、比較的短期間・低コストで解を得られる手法として知
られています。SEA法は比較的長期間・高コストとなる予測手法ではありますが、全く新しい構造を持つ船舶に対して有効な手法として知られ
ています。

*5) ヤンセン法の場合は、検討対象船の類似船の居住区図面、機関スペック、騒音計測結果等です。当該データが無い場合には、当社所有の
データベースより最適なデータを抽出し、検討参考データとして取り扱います。SEA法の場合は、対象船の図面、各機器の重量が分かる資料、
検討対象船に類似の船舶の騒音対策結果です。
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POB Systemサービス

POB Systemによる
海事業界関係者の情報共有をサポート

  （株）ClassNKコンサルティングサービスは、（株）造舶ウェブが開発提供してきた海事業界向けPOB（Post 
Office Box）システム事業を継承し、2015年4月1日より業務を開始しました。POBシステムは、造船所、船主、舶用
メーカーをはじめとする海事業界関係者がインターネットを活用し、船舶の建造にあたっての情報の共有及び管理
を目的としています。
　建造船舶の書類、図面、取扱説明書など様々な情報をウェブ上のサーバーに保管し、厳密なアクセス管理の下で
閲覧する機能を提供しています。
　同システムにより、造船所、船主、舶用メーカーなど関係者が、承認図書類の確認作業をウェブ上において実施す
ることが可能となり、それぞれの情報共有の円滑化に加え、作業工数の大幅な削減を実現します。

ClassNKコンサルティングサービスがお届けする技術サービス
Maritime Consulting Services



サービスの詳細については、下記あてにご遠慮なくお問い合わせ下さい。

株式会社 ClassNKコンサルティングサービス
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番3号
Tel： 03-5226-2290 / Fax： 03-5226-2192 / E-mail： pob.support@classnkcs.co.jp　consulting@classnkcs.co.jp / URL： www.classnkcs.co.jp

　ご利用頻度に応じた従量制による一定料金にて1年間ご利用頂けることを基本としております。
　貴社のご利用形態に応じた初期導入プランをお見積書と共にご提案させていただきます。

サービスの費用

●大容量データの安全かつ効率的な共有化

●共有データへのアクセス権の管理が可能

●図面やコメントを簡単操作で送受信でき、関連付けて保管できる

●文書交換の履歴が取れ、進捗状況の管理

●送受信内容をリアルタイムに自動通知

POB Systemの機能

●お客様より当社宛てにサービスのお申込みを頂きます。

●当社より、ID, Passwordを発行致します。

●下記URLより、ID, Passwordを入力頂きご利用になれます。

　http://www.zohakuweb.com/zhw-j/index.php

サービスの流れ

　社内はもちろん社外の関係者間において、

●建造図面情報の共有

●承認図/コメントの交換

●出図日程/進捗状況の管理

が確実かつ容易となり、作業効率の向上と
事務処理コストの削減に貢献致します。

ご利用により期待される効果



Maritime Consulting Services



株式会社 ClassNKコンサルティングサービス
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番3号
Tel： 03-5226-2290 / Fax： 03-5226-2192
E-mail： consulting@classnkcs.co.jp
URL： www.classnkcs.co.jp


