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背景 

 
安全に航行を行うためには、機器の
状態を把握し適切な保守作業を行
うことが重要。 
 
 
しかし、現実は・・・・ 
・経験豊富な乗組員の減少 
・電子制御エンジンを始めとする機
器の電子化・複雑化 
 
 

ClassNK CMAXSは、このような問題点をサポートするシステム 
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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 

クラウド型NKデータベース 

状態監視データ 

ClassNK CMAXS は、 

     クラウド型データベースと以下の２つのシステムから構成      

   CMAXS PMS （保守管理システム）  

   CMAXS LCA （状態監視・自動診断システム）  

ClassNK CMAXS 全体像 
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System 機能 利点・特徴 

ClassNK CMAXS PMS  
保守管理システム 
 

・保守計画管理機能 
・保守記録管理機能 
・予備品管理機能 
・TMSAサポート機能(*) 

・保守データの一元管理 
・システムの操作性に優れる 
 

ClassNK CMAXS LCA 
状態監視・自動診断システム 
 
 

・状態監視機能 
・自動状態診断機能 
・予防保全機能 
・トラブルシューティング機能 
・最適運航設定 
  

・船内完結型システム 
・適正な間隔による機器メンテナンスの実現   
・機器故障による航行不能の防止 
・機器故障時における費用の最小化 
・燃料、潤滑油のコスト低減 
・ライフサイクルコストの低減 

(*Tanker Management & Self Assessment） 

(DUとの共同開発) 

(JMU, IMCとの共同開発) 

ClassNK CMAXS 全体像 
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世界中のどこからでも、いつでも本船情報にアクセス
可能 

システム運用にかかる労力や費用を削減 
本船搭載機器のライフサイクルコストの低減 
本船搭載機器トラブルに基づく船舶の不稼働損を低減 
１つのシステムで多様な機器の診断を実現 

利点 

6 



2015/11/25 01 

 各システムの紹介 
      
  ① 保守管理システム 
            「ClassNK CMAXS PMS」 
      
  ② 状態監視・自動診断システム 
            「ClassNK CMAXS LC-A」 
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CMAXS PMS 

～新しい保守管理システム～ 

  株式会社ＩＭＣ 
        エンジニアリング事業本部 

 IＴシステム部 

                              大平 匡史 
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CMAXS PMSの概要 

CMAXS PMS 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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 ＡＤＭＡＸの技術ノウハウを継承 
世界中の約７００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。 

CMAXS PMSの概要 
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 ユーザーフレンドリーな操作性 
CMAXS PMSは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。 

   
 

CMAXS PMSの概要 
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主要機能 

CMAXS PMSは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 
S A  
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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 
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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） 
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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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導入効果 

 
 
クラウド型で提供されるCMAXS PMSは、インター
ネット環境があれば、いつでもどこからでもご利用い
ただけます。 
 
また、ユーザー様ご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必要がなく、いつも最新
のCMAXS PMSをご利用いただけます。 
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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。 

19 

合理化と管理品質の向上 
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開発中の機能のご紹介 

 CMAXS LC-Aと保守管理機能の連携 
 

 CMAXS LC-Aの高度な状態診断に基づいた保守作業
が可能 

 取扱説明書、整備マニュアルの閲覧 
 各種計測シートの利用 

20 

ＣＭＡＸＳ ＰＭＳ 
保守管理機能 
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開発中の機能のご紹介 

 Shipservと予備品管理機能の連携 
 

 ご利用中のShipservを継続して利用可能 
 予備品管理機能とShipservがシームレスに連動 
 部品の調達や在庫管理などの効率化 

21 

ＣＭＡＸＳ ＰＭＳ 
予備品管理機能 

サプライヤー 
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CMAXS LC-A 
状態監視・自動診断システム 

株式会社ディーゼルユナイテッド 

技術部 技師 

西岡 康行 

ライフサイクルコストの最小化のために 

22 
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CMAXS LC-A   概要 

• IBM ANACONDA などによる早い段階での異常検知 
• 自動状態診断 
• 予防保全 
• トラブルシューティング 
• 保守管理サポート機能 

(*)ANACONDA は                                               
IBMが開発した“IBM Anomaly Analyzer for Correlational Data” の呼称です。 

CMAXS LC-Aのコンセプト 
• 自動状態診断によるライフサイクルコストの最小化 
• 船内のあらゆる機器の診断が可能 

CMAXS LC-Aの主な機能 
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・自動状態診断機能 
・トラブルシューティング機能 
・自動 動的 保守スケジューラー 
・最適運転支援 
・その他 

   
    クラウド 
    コンピューティング 
 

情報の一元化と共有 

造船所、機器メーカー 

船主、船管 
運航会社 的確なアドバイス 

船内完結型サポートシステム 

24 

CMAXS LC-A   概要 
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機械学習にもとづく異常解析 
（ANACONDA）   

計測データ 

エンジニアのノウハウに基づく異常解析 
（LC-Aの判定機能）   

異常検知結果 
状態診断結果 

安全運航 
予防保全 
状態に基づいた保守計画 
トラブルシューティング 
最適設定による運航費節減 
その他 

判定対象に応じて適した 
解析方法を選択する。 

判定対象に応じて適した解析方法 
を選択する。（併用も可） 

CMAXS LC-A   診断の流れ 

解析結果 解析結果 

回帰法 行列法 

異常判定結果 
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計測項目の追加が容易 
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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 

予防保全 

状態診断により、 
事故の回避 

復旧作業 

燃料消費増加 

増速運転 

被害を最小限にとどめる 

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 

リカバリー時間の最小化 
燃料消費増加の最小化 事故発生確率の最小化 

万が一の 
事故発生 

状態診断による予防保全 
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排気弁異常検知の例  Example-1 

異常検知＆状態診断 

200

250

300

350

400

450

500
排ガス温度 計測値 

Exh. gas temp. aft cylinder #01 Exh. gas temp. aft cylinder #02
Exh. gas temp. aft cylinder #03 Exh. gas temp. aft cylinder #04
Exh. gas temp. aft cylinder #05 Exh. gas temp. aft cylinder #06
Exh. gas temp. aft cylinder #07

#3排ガス温度偏差アラーム発生 
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1 day 

センサーアラームにより乗
組員が異常発見 

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 

予備と交換 

正常復帰 

状
態
指
数

 

良 

悪 
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しかしA/Cのマノメーターホールが詰まっていたことなどにより，A/C前後の
差圧は正常値を示していたため，異常を見つけることが出来ていなかった。 

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。 

C
o
n
di

ti
o
n
 I
n
de

x 

Alert! 重大損傷の防止 

Example-2 過給の状態診断結果  

状態診断 

28 



2015/11/25 01 

C
o
n
d
it
io

n
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n
d
e
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燃料噴射量を意図的に減らした際，異常が的確に検知された 

Example-3 燃料噴射の状態診断結果  

状態診断 
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状態診断によるライフサイクルコストの低減. 

状態改善 
機関部品の負担軽減設定 

早めの保守点検実施 

運航コスト改善 
運航コスト低減設定 

保守インターバルの延長 

良好 

悪化 

重大損傷発生確率低減 

ライフサイクルコスト低減 

+ - 

状態診断結果 

部品寿命最大化 

ライフサイクルコストの低減 
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Example-1 

13% 減量 

シリンダ注油量の最適化 

ピストン摺動状態：良好 

LC-Aのシリンダ注油率最適リコメンド 

機能に基づき、注油量を削減 

年間40000USD以上の
費用削減 

常時、状態を診断してい
ることにより、安心して削
減できる。 

最適値設定 
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Example -2 

Fuel Commandが平
均0.41%減少 

25% Load 50% Load 85% Load 100% Load 

燃費率差 △1.7％ △1.1％ △0.8% △0.7% 

リコメンド機能を参照して設定した場合と、固定した場合の燃費比較 

この例では、低負荷運転下であっても200ton/yearの燃料削減が期待できる。  

燃料噴射タイミングの最適化 

32 

最適値設定 
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• 異常度判定結果にもとづき、状態悪化
の原因推定を自動的に実施。 

• 状態悪化の要因と推定される部品、要
因を可能性の高い順に表示。 

各要因、部品に対し、点検方法や
対処方法を提示。 

トラブルシューティング 

33 

ユーザーにとって価値ある情報 
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保守管理機能 
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保守管理記録、各種情報との連携 

CMAXS LC-Aの保守管理機能は、各機器の保守管理情報が判りやすいGUIによ
り俯瞰できます。 また、各メーカーのドキュメントと連携しており、管理の省力化
がはかれます。 

保守管理の一元化 

各機器メーカーとの情報共有 

状態診断と保守管理の連携 

注） 本機能は船陸承認プロセスを装備していません。 
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PMS対応システムとの連携 

35 

Planed Maintenance Scheme への対応について 

保守管理関連の情報を一元管理できます。 また、各種ドキュメントに 
リンクされていますので管理情報の共有化、省力化がはかれます。 

他PMS 
システム 

ご要望に応じて、
連携を検討 

CMAXS LC-Aの保守管理機能は、各機器の保守管理情報が判りやす
いGUIにより俯瞰できます。 また、各メーカーのドキュメントと連携してお
り、管理の省力化がはかれます。 
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