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我が国の政策 

http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/index.html 3 
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2015 2016 2017 2018 

(株)シップデータセンター設立 

海象気象情報の提供開始(日本気象協会)  
  データ保管トライアル開始 

データ取り出しトライアル開始 

IoS-OP 
コンソーシアム発足 IoSオープンプラットフォーム推進協議会設立 

MAY 
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データの利用権に関するルールを整備 

シップデータセンターの活動 
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【環境の変化】 
1. ハードウェア中心の変革の限界（新興工業・海運国との差別化の限界） 
2. AI・IoT・BigData等による変革が従来にないスピードとインパクトで進展 
3. ソフトも含めた破壊的イノベーションの出現。GoogleやAmazonなど豊富な資金とIT技術
を持つ巨大IT企業の業界の垣根を越えた進出の可能性 
 

【日本海事産業の危機感】 
1. 船社:市場の変化に対応し、顧客ニーズに応えるサービスの提供が求められる 
2. 造船:バルク船を中心とした同一船種の効率生産から高付加価値船へのシフトが必要 
3. 舶用工業:欧州の統合型システムとどう戦うか 

 
世界のリーダーとして戦うためには、 
データを活用したイノベーションの創出が必要 
 
 
ステークホルダーが安全かつ安心して、 
データ提供・活用できる環境整備が課題 
 
 
    シップデータセンター設立へ 
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経済産業省ホームページより 

シップデータセンターの活動 

http://www.meti.go.jp/main/60sec/2016/20160729001.html
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データの利用価値は関係者毎に異なっており、それぞれの関係者が船舶からデータ収集装置/
陸上共有システムの設置、船陸通信など、船舶から見て重複投資となっている。 
また、船舶毎のデータ名称の不揃いにより、データ利活用の足枷となっている。 

VDR 
(データソース) 

Shipboard 

D/L 
(データソース) 

データサーバーA 

データサーバーB 

データサーバーC 

船上アプリ1 

船上アプリ2 

船上アプリ3 

ステークホルダー 
 
 
 
 
 

船主、 
オペレータ、 
造船所、 
機器メーカ等 専用の共有システム 

• サーバー設置、インストール作業などの重
複コスト 

• 個別のデータ送信による船陸通信の帯域
占有 

• 輻輳したシステム化によるセキュリティリスク 
 
 

• 船舶毎に船上アプリでデータ名称マッピ
ング作業が発生 

• ビッグデータ解析が困難 
• 他業種の参入障壁 
• データの利用、流通に制限 
• データアクセス権管理が煩雑 

課 
題 

データ収集の初期
投資が嵩む 

環境面の課題と整備 
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データサーバーの標準化(ISO19847)、データ名称の標準化(ISO19848)を行い、更に、陸
側のデータセンターを第三者であるシップデータセンターが運営、サービス提供を行うことで、以下
の効果が期待できる。 

VDR 
(データソース) 

Shipboard 

D/L 
(データソース) 

船上アプリ1 

船上アプリ2 

船上アプリ3 

データサーバー
の標準化 

(ISO19847) 
ステークホルダー 

 
 
 

船主、オペレータ、船管等 

ステークホルダー 
 
 
 
 
 
 
 
 

船主、オペレータ、造
船所、機器メーカー、
研究機関等 

• サーバー設置費用及び船陸通信コストなどの最適化 
• 管理しやすい船上ネットワーク構成となり、セキュリティリスクが低減 
• 船上アプリの導入手間が軽減 
• 名称統一(ISO19848) より、船上アプリだけでなく、陸上側でのデータ利活用が促進 
• 一元化された陸上DCにより、データガバナンスを効かせたデータ共有を実現 

環境面の課題と整備 
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ISO 19847 Standard data server to share field at sea 
船内に搭載された機器・システムからデータを収集し、データを安全かつ効率的に共有するため
に使用される船上データサーバの機能や性能要件を規定。 
主にデータの入出力の機能要件で構成されており、データ保存機能、入出力インターフェイスの
機能、状態監視機能、データのバックアップとリストア機能、セキュリティ要件、状態のレポーティ
ング機能などについて規定している。 
https://www.iso.org/standard/66405.html 
 
ISO 19848 Standard data for shipboard machinery and equipment 
船舶搭載機器間、あるいはシステム間でやり取りされる各種データを標準化することにより、機
器やシステム間の連接利便性を向上させる船舶で取得できるよう、標準データ名称の構造、
定義を規定。さらに、データ名称に必要となる辞書を標準化。 
https://www.iso.org/standard/66406.html 
 

(参考)ISO19847/19848について 
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一般社団法人 日本舶用工業会 新スマートナビゲーション研究会にて、 
船上サーバ(ISO 19847)、標準名称(ISO 19848)の国際規格化案を作成し、2018年

10月に制定、発行された。 

https://www.iso.org/standard/66405.html
https://www.iso.org/standard/66406.html
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船舶から取得されたデータを関係者と共有することは、これまでにも行われてきたが、
データ提供先での利用目的や第三者提供に対する取り決めなどが、暗黙の了解の
もと進められることが多く、きちんとした契約のもと取り決めが交わされていないことがあ
り、取り決めがあった場合でも、それぞれで相対契約などの手続きが煩雑であった。 

データ共有といった問題以前に、データの所有権について基準となる法令、規定がな
く、データを取得したものが勝ちの流れができつつあった。 

データ取得者が自由にデータを扱える、開示できるとなると、秩序がなくなり、データ共
有や利活用が促進せず、クローズシステムの乱立となり、イノベーションが創出されな
い。 

データ共有が促進されない場合、データ取得のために新たな設備投資が必要となり、
投資が分散し、データを活用した新規事業などへの選択と集中が困難となる。 
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運用面の課題と整備 

データ共有 

データ 
オーナシップ 

データ 
利活用促進 
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IoTやAI等の技術革新によってデータが爆発的に増加するに伴い、事業者間の垣根
を超えたデータ連携による新たな付加価値の創出が期待されている中で、データの利
用権限に関する考え方が明確になっていないが故に、事業者間の契約においてそれ
を定めることが定着せず、データ流通が進まないという課題があった。 
そのため、経済産業省は、「データの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0」を
公開(2017年5月)した。 
 
 
IoS-OP推進協議会を発足し、約50社以上の企業と共に、 「データの利用権限に
関する契約ガイドラインVer1.0」をベースにした、データオーナーシップの考え方とデータ
利用に関するルールを策定(2018年2月)した。 
 
IoS-OP: Internet of Ships – Open Platform (船のインターネット：船舶IoT) 
「データの利用権限に関する契約ガイドラインVer1.0」 
http://www.meti.go.jp/press/2017/05/20170530003/20170530003.html 

「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」 
http://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180615001/20180615001.html  
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運用面の課題と整備 
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 データは無体物であるため、⺠法上所有権の対象とはならない  
 データは、複製や重畳的使用が可能かつ容易であり、使用による消失・ 減耗もな
いため、誰もが利用し得る（⾮排他性、無限可能性）  

 
 
 
 
 現行法上データ自体が知的財産権の対象となる場合が限定的（例： ファクトデ
ータそれ自体は通常創作性がなく、創作性がない限り著作権法上の著作物には
ならない） 

 データそれ自体には公示制度がなく、一見してその所在や権利関係が明確ではな
い  
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→帰属概念になじまない  
→データオーナーシップ概念を中心に権利関係を整理 

→法律による制限・ルールがなく、取決めに係る実務も定着していない 
→データを保有する者が自由に利活用することも可能（不公平な利用の恐れ） 
→適正かつ公平な契約⼜はルールの策定 

データオーナーシップ 
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 データオーナシップとは、 
データの利用権限を中心にデータに関する権利関係を整理 
 

 データ利用権限とは、  
データを利用、管理、開示、譲渡（利用許諾を含む）⼜は処分することのほか、
データに係る一切の権限 
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当事者間の契約でデータ利用権限を定めることで、開示・第三者提供 条件が明
確となり、その後のデータ活用及び共同利用を促進  

データオーナーシップ 
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主に以下の項目に関する寄与度に応じて利用権限及び利用条件を定める 
 
 
 
 
 
 
寄与度の内容・程度に応じて、 
一方がデータ利用権限を単独保有することもあれば、利用条件が付された共同保有
とすることも考えられる（例：利用権限の行使に相手方承諾が必要等） 
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データオーナーシップ 
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IoS-OPでは、データ収集、活用に関わるステークホルダーを整理し、それぞれの役割を定義するこ
とで、目的、責任、義務を明確にし、合意されたデータ流通ルールを策定。 

PP 
Platform Provider 

 
船上のデータ収集
装置の販売者 
または 
船上データ収集事
業者 

 
Shore DC 

 
セキュアな陸上デー
タ保管とアクセス制
御付きデータ提供 

SP 
Solution Provider 

 
データを活用した分
析、解析などの高
付加価値サービス
提供事業者 

PU 
Platform User 

SU 
Solution User 

 
データ収集に貢献 
(費用を負担) 
・船上装置購入 
・通信費の負担 
例えば 
船主、オペ、船管な
ど 

 
ソリューションプロバ
イダのサービス利用
者 
船主、オペ、船管、
船員など 
 

DB 
Data Buyer 

自社製品へのフィード
バック用にデータを購入 
造船所、メーカ等 

データの流れ 

データ利用権管理者 
(データオーナシップ) 
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契約管理の整備 
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整理された役割に基づき、必要となる契約を整理 

船主 

IoS-OPサービス利用基本規約 

データ利用許諾規約(PU・SU間） 

プラットフォームサービス規約(PP用) 

データ保管・管理サービス規約(PU用) 

データ利用権限設定契約ひな形（PU単独利用権限版） 
データ利用権限設定契約ひな形（船主・PU共同利用権限版） 

プラットフォームサービス規約(SP用) 

データ利用サービス規約(SU用) 

データ利用サービス規約(DB用) 

データカタログ利用許諾規約(PU・DB間) 

ケース別の適用例  
(船主とPU間での利用権限に関する取り決め例) 

PU SU 

SP 

DB 

PP 
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契約管理の整備 
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IoSオープンプラットフォーム推進協議会(2017年９月～2018年2月) 
ソリューションWG. データガバナンス・ルール策定WG 

総会内 

総会内 

総会内 

総会内 

総会内 

第2回総会 
10月12日 

アンケート中間報告 

第1回会合 11月8日 

データ保有者との協議 12月7日 
第2回会合 12月13日 

第1回総会 
9月5日 

第3回総会 
11月20日 

第4回総会 
12月13日 

第5回総会 
2月14日 

アンケート 

第3回会合 1月12日 

中間報告 

中間報告 

申し入れ 

フィードバック 

アンケート 

活動報告兼課題提起 

検討指示 

新たな課題 

 データ提供者の不利益とならない範囲で合理的なデータ流通を実現すべく、匿名性、二
次加工、統計化などの定義を明確にすると共に、セキュリティシステム要件を明確にする。 

 情報共有、事例紹介、異業種とのマッチング、テストベッド提供など通じて、実ビジネス利
用を促進する。 
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合意プロセス 
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属性に応じて、データ共有範囲を定義するも、匿名化、統計化されたデータの取り扱いが未解決。
匿名化、統計化のガイドライン、データを扱う企業のセキュリティ要件の制定などが残課題。 

属性 DB SU 
生データ 匿名化データ 統計データ 生データ 

該当船の 

船主 〇 △ ● 〇 
傭船者 〇 △ ● 〇 
建造造船所 〇 △ ● 〇 
機器製造者 〇 △ ● 〇 

競合他社 船主 × △ ● × 
傭船者 × △ ● × 
造船所 × △ ● × 
製造者 × △ ● × 

その他 第三者 ＃ △ ● × 

×=販売不可  △=PUが事前に許可した場合販売可能 〇＝PUが許可した場合販売可能 

要検討事項 
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残課題 
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IoS-OP は船舶の運航データを、データ提供者の利益を損なわずに、ステークホルダー間での共
有や、造船所やメーカー等への利用権販売、各種サービスへの提供を可能とすべく、海事業界
内で合意されたルール(IoS-OP利用規約)と、データセンター(システム基盤)で構成された共通
基盤(オープンプラットフォーム)。 
データの流通に関わる部分を協調領域とし、データを活用したイノベーション、新規サービスの開発などの競
争領域に注力できることを目指し、 業務改善を目指して自らが強くなり、新しいビジネスモデルを探求するこ
とで、産業全体としてデジタル時代における新たな海事クラスターの形をつくり、次世代につなぐことを目的とし
ている。 

IoS-OP利用規約 

システム基盤 
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イノベーションの創出 
(競争領域) 

秩序ある公平な規約類を
整備、維持 

データセンターの維持・運
用 

IoS-OP(協調領域) 

IoS-OPについて 
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プラットフォーム 
ユーザー(PU) 

 
 
 

データ利用権の管理 

船上データをメール或いはAPIを介して陸上データセンターに格納される仕組みを提供。 
保管されたデータは、PUの管理の元、利用権限に基づいたデータアクセスインタフェースを提供。 
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ソリューションプロバイダ(SP) 
 
 

ソリューションユーザー(SU) 
 
 
 

船主、オペ、船管、船員等 

ECDIS 

Shipboard 

VDR 

データロガー 

船上アプリ 
(トリム最適化) 
船上アプリ 

(性能監視) 
船上アプリ 

(航路最適化) 

データ利用権 
購入者(DB) 

 
 
 
 
 
 

船主,  
オペレータ,  
造船所,  
舶用メーカ, 

大学、研究機関,  
等々 

船上アプリ 
(機関監視) 
船上アプリ 

(遠隔保守) 

電子アブログ 

 
 

船上サーバー 
 

プラットフォーム
プロバイダ(PP) 

IoS-OP利用規約 

IoS-OP利用規約に基づいた
データ流通システム基盤の運
用管理を実施 API 

IoS-OPシステム基盤 
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 多種多様なデータへの対応 
船上で発生する様々なデータに対し、データ保管、取り出し方法をプログラムレスで
対応可能とする仕組みを導入 
 
 
 

 安心して利用できるIoS基盤の提供 
不正データの書き込み防止、強固に暗号化されたデータ鍵の配布、SSL/TLS通信
によるデータ取り出し、データ鍵&アプリ鍵のダブル認証などを実装 
 
 

 データオーナシップ及びデータ品質向上スキームの導入 
データ鍵配布方式によるデータ流通の仕組み、データ品質を向上させるための仕組
みなどを導入 

• 命名規則に基づいたデータファイルの自動取り込み 
• 複数の船上デバイスに対応 
• テキストデータ以外(ファイル)へ対応 

• コンフィデンシャルデータへの対応 
• 規律性のあるデータ取得インタフェースの提供 

• 命名規則に基づいたデータファイルの自動取り込み 
• データ送信メールの送信者特定による不正書き込みの防止 

• データ取得時の通信保護 
• データアクセスインターフェースの強固な認証 

• データ鍵配布方式によるアクセスコントロール • エラーデータを検知し、通知する仕組み 
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IoS-OPシステム基盤の特徴 
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IoS-OP利用規約は、IoS-OP利用者全員が遵守すべき基本契約と、それぞれのステークホルダ
ー間ごとの規約で構成。 
また、データオーナシップの権利関係の整理用に、データ利用権限設定のひな形や、各種ケース別
の適用ガイドラインも作成。 
 

IoS-OPを通じたデータ利用に際して、
データ提供者であるPUとデータ受領者
であるSU⼜はDB間に適用される規約。
二者間（PU・SU/ PU・DB）の相対
取引に適用される。 

[1] IoSサービス基本規約 （IoS-OPユーザー） 

データ利用許諾規約 (PU - SU) 

データ保管・
管理サービス
規約 
(for PU) 

データ利用
サービス 
規約 
(for SU) 

データ利用
サービス 
規約 
(for DB) 

プラットフォー
ムサービス 
規約 
(for PP) 

プラットフォー
ムサービス 
規約 
(for SP) 

• データ利用権限設定契約ひな形 (PU単独利用権限) 
• データ利用権限設定契約ひな形(PU船主共同利用権限) 

データセット利用規約 (PU - DB) 

IoS-OPに参加するにあたって、プラット
フォーム運営事業者であるShipDCと
各参加者との間で締結される規約。 
 
参加資格、登録条件、利用条件、遵
守/禁止事項に関する取り決めが中心。 
 
参加者全員に一律に適用される基本
規約と、各サービス内容に応じて個別
に適用される個別規約とで構成される。 

データ創出に対する寄与度に応じて利
用権限及び利用条件を定めたひな形。 

IoS-OPサービス利用基本規約 
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IoS-OP利用規約 
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ルール策定・ 
データガバナンス策定WG 

ビジネス開発WG 

ソリューションWG 

サブコミッティ 

IoS-OPコンソーシアムの運営方針、サブコミッティのうえン営に関する事項、
ワーキンググループの設置・運営、リーダーの選任、 IoS-OP利用規約の
改廃等 

運営方針に関する検討と提言、各WG間の調整等 

IoS-OPにおけるデータ利活用に関するルールの検討、策定、
データ取引に関する国内外の法整備⼜は他業界の動向に
関する情報共有等 

IoS-OPを活用したソリューション・サービスに関する条件整備、
新スマートナビゲーション研究会との連携(標準データカタログ
の維持・追加)、PPの認証及びSPの登録に関する要件等の
協議、検討、テストベッド運営等 

データ利活用によるイノベーション創出のヒントとなる講演等の
企画、実施、市場ニーズと技術シーズのマッチングの機会の提
供、他産業や海外への情報発信、宣伝、広報活動等 

総会 総投票による最重要事項の決議 
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IoS-OP規約などのルール整備・維持や、システム基盤の運営(IoS-OPの健全かつ恒久的な運
営を確保するため)には、高い公平性、信頼性、及び独立性が不可欠であることから、ShipDC会
員企業による組織“IoSオープンプラットフォームコンソーシアム”を設置。 

ステアリングコミッティ 

IoS-OPコンソーシアム 
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  プラチナ会員（6社）    

       

  

ジャパン マリンユナイテッド 株式会社 造船所 

  
  
  

 
 
 

  

  

  

株式会社商船三井 船社 

  
  
  

 
 
 

  

  

  

大洋電機株式会社 舶用工業 

  
  
  

 
 
 

  

  

  

一般財団法人日本海事協会 船級 

  
  
  

 
 
 

  

  

  

日本郵船株式会社 船社 

  
  
  

 
 
 

  

  

  

株式会社三井E&Sマシナリー 舶用工業 
・ICT 
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ステコミ会員 

IoS-OPコンソーシアム 
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ゴールド会員（14社）    

     

今治造船株式会社 造船所 www.imazo.co.jp 

株式会社大島造船所 造船所 www.osy.co.jp 

川崎汽船株式会社 船社 www.kline.co.jp 

川崎重工業 株式会社 造船所・舶用工業 www.khi.co.jp 

京セラ株式会社 ICT www.kyocera.co.jp 

ダイキン工業株式会社 舶用工業 www.daikin.co.jp 

ダイハツディーゼル株式会社 舶用工業 www.dhtd.co.jp 

常石造船株式会社 造船所 www.tsuneishi.co.jp 

株式会社名村造船所 造船所 www.namura.co.jp 

日本電信電話株式会社 ICT www.ntt.co.jp 

日本無線株式会社 舶用工業 www.jrc.co.jp 

富士通株式会社 ICT www.fujitsu.com/jp 

三菱造船株式会社 造船所 www.msb.mhi.co.jp 

ヤンマー株式会社 舶用工業 www.yanmar.com/jp 

ステコミ選出会員 
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IoS-OPコンソーシアム 
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シルバー会員（11社） 
  

渦潮電機株式会社 舶用工業 

サノヤス造船株式会社 造船所 

株式会社新来島どっく 造船所 

スカパーJSAT株式会社 ICT 

寺崎電気産業株式会社 舶用工業 

東京海上日動火災保険株式会社 保険会社 

株式会社中北製作所 舶用工業 

ナカシマプロペラ株式会社 舶用工業 

ナブテスコ株式会社 舶用工業 

一般財団法人日本気象協会 気象コンサルタント 

古野電気株式会社 舶用工業 

ブロンズ会員（14社）  

  

アルテアエンジニアリング株式会社 ICT 

株式会社ウェザーニューズ ICT 

エイヴィエルジャパン株式会社 ICT 

川重テクノロジー株式会社 ICT 

株式会社ケーイーアイシステム 舶用工業 

株式会社サンフレム 舶用工業 

JRCS株式会社 舶用工業 

株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 舶用工業 

株式会社大鎧設計事務所 造船設計 

株式会社ディーゼルユナイテッド 舶用工業 

東京計器株式会社 舶用工業 

NAPA Japan株式会社 ICT 

株式会社三井造船昭島研究所 造船設計・ICT 

ワールドマリン株式会社 船舶管理会社 

全46社 

ステコミ選出会員 

グリーン会員（1社） 
 
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 研究機関 
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IoS-OPコンソーシアム 
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WG3 ビジネス開発 WG2 ソリューション WG1 データガバナンス・ルール 

情報共有 

広報・普及活動 

ニーズ/シーズマッチング 
更なるイノベーションを創出の
ため、海外や他業界からの参
加希望者との協業に基づく価
値創造などを実現すべく、市
場ニーズと技術シーズのマッチ
ング(出会い)の場を提供。 

ルールとガバナンスの維持 標準カタログの維持 

テストベット提供 

ソリューションニーズ対応 

データ利用希望者とデータ提供者が合意するルー
ルの策定を目的に活動。 
通信やICT技術の発展等により新たなイノベー
ション創出が期待されるが、技術の進展を支える
ルールやデータガバナンスの継続的な協議の場と
して機能。 
 
 ・新たな利用目的に対応したデータカタログの整備 
 ・データ提供者と利用希望者間の法的論点整理 
 ・規約の改廃 
 ・法的相談窓口 
 ・法務教育  等 

現時点では、ディーゼル主機
の一般商船を対象とした辞書
があるが、タービン船や電気推
進船、更には貨物系の標準
辞書を増やしてくと共に、標準
カタログのラインナップも順次追
加していく。 

データ提供者が安心してデー
タを流通させることができるよう、
データを扱う利用者、活用者
(SP/DB)のニーズに即した利
用ルールを継続的に検討する。 
残課題の検討も実施。 

舶用工・新スマートナビゲー
ション研究会試設計チームの
活動終了に伴い、事業活動
に資する技術サービスを提供
するための環境として、テスト
ベッドをサービスとして展開。 

政府の方針等(国土交通省
や経済産業省等の活動)紹
介、海事業界における取組事
例、ICT企業等の海事業界
以外における取組事例などを
主体にデータ利活用によるイノ
ベーション創出のヒントとなる講
演等を企画し、共に学ぶ環境
を継続的に提供。 

IoSオープンプラットフォームが
国内ルールのみとしてガラパゴ
ス化しないよう、海外や他業
界からの参加希望者との協業
を想定した広報・普及を行っ
ていく。 
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IoS-OPコンソーシアム活動内容 
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テストベッド利用例 
• D/Lを介さないセンサーデータの送信テスト 
• 各社船上サーバと船上アプリの互換性確認 
• リアルタイム通信テスト 
• 新たなプロトコルを用いた通信試験 
• 船上サーバの遠隔モニタリング、遠隔操作試験 
• 音声、画像など大容量データの送信実証 
• API接続試験…など 
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Ku 
Band 

Ka 
Band 

情報センター 

■■■■■■■■■■■■■■ 
■■■■■■■■■■■■■■ 

■ ■ ■ ■ ■ ■ 

FW/VPN 

三井昭島研究所 

Solution Providers (SP) 

三井造船昭島研究所 

Platform 
Providers 

 (PP) 
遠隔サポート 

主要メーカーのISO19847準拠船上サーバーを装備 

衛星による船陸通信を装備 

V
D
R 

D/L 

IoS-OPコンソーシアムテストベッド 

FW 
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IoSオープンプラットフォーム 
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データ活用イメージ 

海運 
 

• 安全運航 
• 船舶性能分析 
• フリート運航最適化 
• ウェザールーティング 

造船 
 

• 引き渡し船の実海
域性能分析 

• 設計へのフィード
バック 

舶用メーカ 
 

• 遠隔状態監視 
• 遠隔診断 
• アフターサービス・サ
ポート 

船級 
 
船級検査への活用  
 

保険 
 
新サービス 

 サービス提供者は、船主が蓄積しうる膨大な運航データを、多様な用途で活用するためのサービスを容
易に提供できる 

 船主は、オンボードデータ収集とアプリケーションサービス利用に関するコスト(CAPEX, OPEX)を、削減
することが出来る 

 造船所やメーカーは、自社の製品が実運用されているデータにライフサイクルを通してアクセス出来るよう
になる 

 船主は、船陸間通信で送信されるデータを管理・コントロール出来るようになる 
 フォーマット・プロトコルの標準化により、それに対応するアプリケーションサービスの開発が容易になる 

メリット 
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先進的技術サービスへの活用 
 
高度検査支援モジュールを中心とした 
各種モニタリング技術や基盤整備など 
に注力し、検査支援、高度安全検査の 
実現などの検討を実施していく。 
 
‣ 船体モニタリング 
‣ 機器状態モニタリング 
‣ サイバーセキュリティモニタリング 
‣ 船舶運航データ収集基盤 
‣ 検査ツール 
‣ デジタルツイン 
‣ 規則適合判定  等々 

 
 

国際条約規制への認証データとして利用 
 
データ保有者から提供されたデータを、国際条約(CO2排出規制)のデータ検
証向けに、船級協会にデータ活用サービスアプリを通じて提供する。船級協会
はデータ検証と承認を行い、その結果を検証申込事業者に共有する。 

高性能設計や高付加価値サービスへの利用 
 
データ保有者から提供されたデータから、属性情報に基づき、自社製品の性
能、状態に関わるデータや、運航状態データなどを提供する。データ利用者は、
自社製品へのフィードバック、リモートメンテナンスサービス、リスク判定などに活
用する。 

船主、オペレータ、 
船舶管理会社等 

船級協会 

燃料消費量、航続距
離、航続時間等 

検証データ 

検証結果 

検証 
(確からしさ) 

造船所等 
設計、船型開発 
へのフィードバック 

機器メーカ 
製品改良、リモート 
メンテナンス等 
保険会社 
運航状態、状況による 
リスク判定など デ

ー
タ
提
供 

性能データ 

デ
ー
タ
提
供 

機器状態データ 

運航状態データ 

就航船の先進技術サービス 新造船の先進技術サービス 
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データ活用イメージ 
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船舶の運航データを収集し、船位情報と時刻にマッピングした海象気象情報を付加し、尚且つ、データ項目名
称をISO19848(FDIS)の標準データ名称に変換した上で、造船所、舶用メーカ、船主、オペレータ、船舶管
理会社及び、 データ分析・解析などのサービス提供事業者を介してデータを共有するプラットフォーム事業。 
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IoSの事業モデル 

データ販売実績 
に応じた費用 
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海外のデータ共有基盤や、他業種のデータ共有基盤などとの連携を拡大し、データ取引市場の拡
大を目指す。 
また取り扱いデータの拡大により、各プレーヤーが、競争領域であるデータを活用したイノベーション
の創出に注力できる環境を市場に形成する。 
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将来構想 
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2018年 
2022年 

2018年目標 
会員数・・・・・・・・  47社 
登録船舶・・・・・・ 300隻 
PP・・・・・・・・・・・・  3社 
SP提供アプリ・・・・ ５アプリ 
DB・・・・・・・・・・・・  20社 

ビジネス利用収入の加速・拡大 
• 登録船舶数の加速 
• アプリ登録、DB登録 
• データ取引件数の加速 
 
メンバーの拡大 
• 魅力的なワーキンググループ活動 
• 海外勢についての早期検討 
 

2022年目標 
会員数・・・・・・・・  85社 
登録船舶・・・・・・ 550隻 
PP・・・・・・・・・・・・  5社 
SP提供アプリ・・・・ 20アプリ 
DB・・・・・・・・・・・・  50社 

IoS-OPコンソ―シアムでの活動を通じ、IoS-OPのビジネス利用を加速させ、データ取り扱い量の
拡大を目指す。 

目標データ取り扱い量 
550隻 

目標データ取り扱い量 
300隻 
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事業目標 



2018/11/6 01 

ご清聴ありがとうございました 



Connected Industries における海事業界での活動のご紹介 

1．はじめに 

船上の航海機器、機関関係のセンサーなどの情報を活用したサービスはこれまでにも存在し

ていたが、船陸通信の発達により、Connected Ship といわれるインターネットに繋がった船舶が

登場し、収集したデータを船上だけでなく、陸上に送信して、陸上でのモニタリング、遠隔サポート、

性能解析などが当たり前のようになってきた。 

そのような中、ビッグデータ、人工知能などの IT 技術の促進により、収集データを単一目的で

の利用だけでなく、イノベーションに繋げるために活用しようという動きが高まってきている。 

2．Connected Industries における海事業界での活動の概要 

船舶の IoTデータへのアクセス性を高め、船陸アプリケーションの開発・導入を容易にするため、

(一社)日本舶用工業会の新スマートナビゲーション研究会で「船舶機関及び装置のデータ標準」

及び「実海域データ共有化のための船内データベース」の国際規格化作業が進められていたが、

今年 10月に制定、発行された。 

これにより、船舶毎に異なるデータ名称が標準化され、データ利用者、解析者の利便性が大

幅に向上するとともに、船上サーバーのインタフェースが ISO で共通化されることで、船上へのア

プリケーションの導入も容易になり、いよいよデータ収集とデータの活用が当たり前となる時代が

到来する。 

このような中、Connected Industriesの一つの解として、ShipDCは IoSオープンプラットフォーム

を提唱し、海事業界だけでなく、ICT 企業なども含めたメンバーで共通のデータ流通ルールの策

定を進めてきた。 

このような取り組みについて説明するとともに、IoS オープンプラットフォームの概要、さらには

現在活動中である ShipDC会員組織による IoS-OPコンソーシアムでの活動と進捗について紹介

する。 

3.おわりに 

IoS-OP の活動が、秩序あるデータ流通によるデータ取引市場を牽引し、高付加価値サービス

の創出に寄与していきたいと考えている。 

許可なく複製禁止
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