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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 

Ship Data Center 

状態監視データ 

ClassNK CMAXS （Cloud Computing Maintenance Expert System）とは、      

  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）  

  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）  
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ClassNK CMAXS 概要 
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システム名 機能 

ClassNK CMAXS LC-A  
機器の 状態監視・自動診断システム 
 

本船・陸上共通機能 
・異常診断機能 
・自動状態診断機能 
・トラブルシューティング機能 
・最適運行設定機能 
  主機だけではなく、機関室の全機器に適用可能 

ClassNK CMAXS e-GICSX  
三井MAN主機向け異常診断・ 
         状態監視システム 
 

本船側機能 
・異常診断機能 
・トラブルシューティング機能 
・状態診断結果表示機能 
 
陸上側機能 
・異常診断機能 
・性能診断機能 
・状態診断機能 
・軸受状態診断機能（オプション） 
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ClassNK CMAXS 概要 

http://www.dhtd.co.jp/ja/
http://www.ihi.co.jp/du/index.html
http://www.makita-corp.com/index.html
http://www.mes.co.jp/
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  Ship Data Centerに蓄積されるデータ例： 
 
  ・船舶に関するデータ （船主・船舶管理会社情報、船籍、搭載機器） 
  ・保守管理に関するデータ （保守時期・内容・結果、積算運転時間、部品交換間隔） 
  ・予備品に関するデータ （在庫量、出庫先、使用履歴、購買要求データ） 
  ・状態監視データ・状態診断結果 

  
 

CMAXS PMS/SPICS 

・保守管理システム 
・予備品管理システム 
・TMSA対応システム 
 

検査員が閲覧する内容の例 
・状態監視記録 
・状態診断結果 

船主・本船側の船級検査準備の手間の削減、 
本船上での検査時間の短縮、検査の簡易化 検査員 

Ship Data Center 
状態監視データ等 

保守管理、予備品に 
関するデータ等 
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CMAXS 
LC-A/e-GICSX 

時間基準保全（TBM）から状態基準保全（CBM）へ 
機関検査の合理化に向けた検討を実施しております。 

将来的な構想 
CMAXS とNK船級検査の関係 

ClassNK CMAXS 概要 
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様々な機器の一元的なサポートが可能 
ClassNK CMAXS LC-A は、機器を問わず一元的なサポートが可能な統合サポートプラット

フォームです。異常診断、状態診断、トラブルシュート支援などの各機能は、主機のみならず
機関室の様々な機器に適用可能です。 

ボイラ  

補機タービン  ClassNK CMAXS LC-A 

主機 
補機エンジン 

統合プラットフォームとしての役割 
ClassNK CMAXS 概要 
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CMAXS Web Service 
ClassNK CMAXS 概要 

ClassNK CMAXS LC-AやClassNK CMAXS e-GICSXに連携 
インターネット接続を介してWeb Serviceにログインし、管理船に搭載されている機器の状態
を閲覧することが可能です。 

CMAXS Web Serviceトップページ 
管理船のステータス表示 

CMAXS LC-A 

CMAXS e-GICSX 



2016/10/13 01 

9 

CMAXS Web Service 
ClassNK CMAXS 概要 

計測データのダウンロード機能 
管理船に搭載されている機器毎の計測データのダウンロードが可能です。 

CMAXS Web Serviceトップページ 
管理船のステータス表示 

機器毎の計測データの 
ダウンロード 
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ClassNK CMAXS導入によるメリット 

• 機器のライフサイクルコストの低減 

• 船舶の安全航行のサポート 

• FO/LO 消費量の低減 

• 必要な情報にいつでも、どこからでもアクセス可能 

• システムランニングコストの低減 

10 

今回は、近年注目されている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についてご紹介します。 
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状態監視・診断システムの紹介 
 
 
  ① ClassNK CMAXS LC-A 
      
 
  ② ClassNK CMAXS e-GICSX 
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ClassNK CMAXS LC-Aのご紹介 
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継続的なソフトの機能改善と 
ユーザーサポートを実施 

2016 
運用開始 

コンセプトが優れている事は実績が証明しています 

7年以上の実績 

開発期間 

2009 

実船
試験 

2011 
運用開始 

計40隻以上の船に適用! 

機械学習 
アルゴリズム 

メーカーの枠
を超えた協働
サポート体制 

+ 

付加 

LC-Aの歴史 

主機・発電機メーカー計3社によって
フィールドテスト実施 
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LC-Aの 
守備範囲 
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測定 
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

 
データセンター 

自動状態診断 (常時) 

“人工知能” へ 

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のコンセプト 
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計測 

機械学習   技術者のノウハウ 

異常度指数 異常度指数 

状態指数 

第4層 
実用 

第1層 
計測 

第2層 
異常検知 

第3層 
診断 

• 予防保全 
• トラブルシューティング 
• 運航パラメータの設定値リコメンド 
• より安全な運航 など 

ユ
ー

ザ
ー

に
と

っ
て

の
価

値
 

価値小 

価値大 

設計パラメータなどの詳細情報が必要 

ユーザーとメーカの協力によって実現可能 

より深い階層が、より高い価値を産む 

統計学の手法が 
適用できる 

CMAXS LC-Aの機能と診断の流れ 
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状態診断と予防保全 

最適な設定値の算出 

トラブルシュート支援 

CMAXS LC-Aの主な機能 船社殿でのご活用 

より安全な運航 

より経済的な運航 

人材育成 

創意工夫の加速 保守管理 

CMAXS LC-Aのご活用メリット 
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各船・年メリット 
(/10,000kW-年） 

不具合予防/軽減 
メリット（/回） 

金額換算困難な 
メリット 

最適な設定値の算出 $4,000～$67,800 

状態診断と予防保全 
数万～数十万ドル 
数日～2ヶ月程度の 
off hireの回避/軽減 

輸送品質向上 

トラブルシュート 
数時間～数十時間の 

off hire短縮 
人材育成促進 

保守管理関連 保守品質向上 

合計 
・ 4万～6.7万ドル 
・ 数時間～数十時間の 
    off hire短縮 

・ 数万～数十万ドル 
・ 数日～2ヶ月程度の 
    off hireの回避/軽減 

・ 輸送品質向上 
・ 人材育成促進 
・ 保守品質向上 

ご活用によるメリット まとめ 
CMAXS LC-A活用により、多大なメリット 
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項目 メリット 

予防保全 
監視対象においては、 
予防保全の実現の可能性有。 

数万～数十万ドル/回 
Off hirerの回避 

2次損傷の軽減 
監視対象においては、早期の異常発見により、 
2次損傷軽減が可能。 

数万～数十万ドル/回 
Off hirer期間の短縮 

部品寿命の最大化 
悪化状態の早期復旧により部品寿命の最大化、
突発事故の防止が可能。 

数万～数十万ドル/回 
Off hirerの回避 

損傷の事前検知、また、2次損傷の予防に
よる突発事故の防止、被害の軽減 

自動状態診断機能によるメリット 
CMAXS LC-Aにより実現 船社殿でのご活用 

状態診断と予防保全 より安全な運航 

より経済的な運航 

創意工夫の加速 
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正常復帰 T/C,A/Cの 
リコン実施 

LC-Aを装備 
過給掃気状態が異常であること

が判明 

運転時間 

下記グラフは、「過給掃気状態」の状態指数の変遷を示す。 

状
態

指
数

 

予防保全内容 詳細 

保全を行わなかった場合 

推定 
復旧費用 

推定 
Off hire期間 

掃気状態異常 

給気不足を検知。原因はA/Cの閉塞であったが、
LC-Aを装備するまで乗組員は状態の深刻さを
認識していなかった。 
放置していれば、燃焼室部品のクラック、過給
機ケーシングのクラックなどが発生していた。 

20万ドル程度 
 
TCケーシング交換 
ライナー交換 
カバー補修 
等 

2週間～2ヶ月 
 

（部品在庫による） 

予防保全  実例-1 
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状
態

指
数

 

20 

予防保全内容 詳細 

保全を行わなかった場合 

推定 
復旧費用 

推定 
Off hire期間 

ピストンリング 
摺動状態異常 

No.6シリンダのみピストンリングの摺動状態異
常発生。 注油率増加、燃料処理系等の確認を
実施し、状態が改善した。 
後日の点検にてNo.6シリンダのみ、リング磨耗
が多いことが確認されたが、継続使用可能な状
態にとどまった。 

最低6万ドル 
 
ライナー交換 
リング交換 
等 

最短12時間 
（部品搭載の場合） 

状態悪化を検知 
• 注油量の増量 
• 燃料前処理系統の確認 

下記グラフは、「#6シリンダ ピストン摺動状態」
の状態指数の変遷を示す。 

状態改善 

予防保全  実例-2 
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項目 詳細 メリット 

主機 
燃料噴射タイミング 

実証試験により、本機能活用時に150ton/10,000kW-年程度の燃
料消費量削減効果を確認。 

$45,000 
/10,000kW-年 

主機 
シリンダ注油率 

状態診断にもとづき最適注油率のリコメンド値を算出。  
0.02～0.06g/kW-hrの注油率削減可能と試算。 

$4,000～$12,000 
/10,000kW-年 

主機 
掃気温度最適値 

凝縮水発生率と状態診断にもとづき、最適な掃気温度をリコメン
ド値を算出。0.3～0.6g/kW-hrの燃費削減可能と試算。 

$5,400～$10,800 
/10,000kW-年 

各部分の状態診断結果と計測値にもとづ
き、最適な設定値を算出し、安全かつ経済
的な運転をサポート。 

*燃料油 : $300/ton 
*シリンダ油 : $3,500/kL 

最適運航支援機能によるメリット 

最適な設定値の算出 

CMAXS LC-Aにより実現 船社殿でのご活用 

より安全な運航 

より経済的な運航 

創意工夫の加速 
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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% 
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最適運航  実例-1 
燃料噴射タイミングの最適化 

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 

150ton/yearの燃料削減効果を確認 
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項目 メリット 

トラブルシュート 
自動的に推定不具合部分のリストアップと、その対処法を提示
される。そのため、不具合原因究明時間を大幅に短縮可能。 

数時間～数十時間 
Off hireの短縮/年-隻 

擬似モード 
擬似モードで不具合発生のシミュレーションを行うことができる。
本機能は、不具合時対応の事前把握などに有効。 

人材育成の促進 

多数のお客様より、本機能に対して高い評価を受けている。 
本機能が、数時間～数十時間/年-隻 程度のOff hire短縮に寄与
していると推定。 

トラブルシュート機能によるメリット 
CMAXS LC-Aにより実現 船社殿でのご活用 

トラブルシュート支援 より安全な運航 

創意工夫の加速 
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項目 メリット 

保守管理サポート 
保守作業記録、検査記録、不具合情報、必要な部品抽出など保
守に関する情報を一元的に管理可能 

保守品質の向上 

今後の知見と実績の蓄積により、状態診断
に基づいた開放検査とし、検査間隔の延伸
が目標。 

保守管理支援機能によるメリット 
CMAXS LC-Aにより実現 船社殿でのご活用 

トラブルシュート支援 より経済的な運航 

創意工夫の加速 
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CMAXS LC-Aを連携させるメリット 
・CMAXS LC-Aから簡単に機器運転時間を呼び出せる(※AMSへ運転時間信号の入力がある機器のみ) 

・状態診断の対象機器については、コードブックやサービス情報を閲覧しながら作業や作業報告の作成
ができる。製造メーカが携わっているので資料の更新も迅速。 
・PMSで入力したメンテ情報が状態診断に使用される。 
・状態診断結果によっては、メンテ推奨時期が延伸する仕組みを検討中。 

PMSシステムとの連携 
船内機器全てを包括した CMAXS PMSシステムとの連携が可能 

すでにPMSシステムをお持ちの場合、お持ちのPMSとの連携を検討します！ 



2016/10/13 01 

26 

機器 事象 
 

検知 ノウハウ
ベース 

ANACONDA 

回帰法 行列法 

主機 ピストン下部室温度計 故障 徐々に状態悪化している様子を捉えた。 ◎ ◎ - 

主機 燃料ポンプ整備前後による状
態変化 

燃料ポンプの整備前後での状態変化を捉えているが、
ANACONDAは敏感すぎる面があるので工夫が必要。 

◎ △ ○(*1) 

主機 A/C前の温度計異常 検知。 ◎ ◎ - 

主機 シリンダカット時の診断 燃料噴射の状態異常として適切に検知。 ◎ ◎ - 

主機 A/C冷却水量調整に関して A/C冷却水量を調整した場合は、異常として診断してし
まうため、対応策の検討必要。 

× × - 

DG ディーゼル機関 排ガス温度 連続運転時間が短く、また、負荷変動が激しいため
ANACONDAを適用する場合には、モデル作成に注意が
必要。  

メーカー
殿による
検証を開

始 

△ ○(*1) 

STG T/Gのコイル温度 TGのリコン前後の個体差程度の差を的確に検知。 
（ただし、損傷の事前検知能力について未確認） 

- ○(*1) - 

PTG 圧力計の異常と思われる現象 的確に検知。 - ◎ - 

(*1) モデル作成の最適化、異常時の実例の蓄積により「◎」と判定できるようになると推測される。 
(*2) モデル作成の最適化などにより、性能向上可能と考えられるが、確認されている他の手法を適用する。 

フィールドテストにおける異常検知例 

機器に応じて異常検知の手法を変えることで精度を向上 

ANACONDAを活用すれば、 
これまでデータ蓄積経験が少ない機器についても診断可能 
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お客様の声 

• 各社が各様のシステムを提供しているため使用する上で混乱が生じていた。
一つのシステムで多種多様な機器の診断を行えることは画期的。 

• 装備－経験－進化のサイクルの積み上げの仕組みが確立されており、常に
最新の知見に基づきアップデートされるのは有難い。 

• トラブルシュート機能が非常に便利。 

• 状態診断について費用対効果が見えにくい。引き続き定量化・資料化が
必要。 

27 
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Condition index of turbo charging 

Running hour 

過給機の状態指数 
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T/C空気吸込み側の状態指数 

Running hour 

T/C排ガス側の状態診断 

Running hour 

実事例を深く解析し、フィードバックすることで進化 

診断対象を2つに分離 

異常を明示 

多量の堆積物 

異常を明確に 
示せなかった 

診断ロジックの進化 

データを深く解析 
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WECS 
flexView 

CMAXS LC-A 

システムの拡張 

Liner temp. 
Sensor 

状態診断機器の充実化と診断精度の向上につながる 

Monitoring 
system 

AMS 

AMS以外の機器/システムからのデータ取得 

29 

新たに診断可能
となる部品の例 

データ 
受信ライン開設 

データ 
受信ライン

開設 

※WinGD 電子制御機
関専用のモニタ装置 

※WinGD 電子制御機
関のコアシステム 
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人工知能 

ユーザー利益 

システムの進化がユーザーの利益につながる 

• 運航パラメータの最適化 
• より安全な運航 
• 保守の円滑化 

進化 

+ - 

経験 

CMAXS LC-A 

搭載、更新 
監視 

アルゴリズム、パラメーター、コン
テンツなどの更新 

経験の蓄積 

経験を元に、より良いシステムへ 
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ClassNK CMAXS e-GICSXのご紹介 
 

31 
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CMAXS e-GICSXの目的 

32 

５．本船から収集した情報を陸上クラウドで管理すること 
  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 

２．機器の実状態に基づく予防保全の実現 

４．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 

３．部品の延命化によるライフサイクルコストの削減 

１．早期の機器異常検知による故障時損失の最小化 
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船内 陸上 

VDR 

センサ 
データ 

Data 
Logger 

Ship Data 
center 

異常診断結果閲覧 
状態診断 

(性能診断/燃焼診断) 

軸受状態閲覧 

（船社） 
異常診断結果閲覧 
状態診断結果閲覧 

軸受状態閲覧 

（補機担当メーカ等） 

検査用データ 
閲覧 

e-GICSX 
船内DB 

主機・補機 
異常診断監視 

D
at

a 

軸受状態監視 

システムイメージ 
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EMS-MOP 

e-GICSX PC 

mGuard & 
Switch 

e-GICSX船内システム機器 
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必須の設備 

船内LAN データロガー 

推奨される船陸間通信環境 

ブロードバンド 
常時接続 

メール送信 

推奨 

可 

自動的に運転状態等の全データが陸上クラウドに送信され､陸上
からタイムリーな状態把握が可能 

陸上での状態把握は本船から送信されるデータのメール送信頻度
に依存する 

・W/H ～ ECR 
・ECR ～ Eng. Data Logger 
・VDR ～ W/H 

過給機吸込み空気 
温度センサ 

船内設備と通信環境 
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Switching HUB 

MAIL-PC 
(本船設備) 

VDR  
(本船設備) 

業務用PC 
(本船設備) 

Eng. Data Logger 
(本船設備) 

e-GICSX PC 

EMS-MOP 
(Engine Management 

Services) 

MOP-B 
(主機設備) 

ME-ECS 
(主機設備) 

PMI Auto-tuning 
(筒内圧常時計測装置) 

過給機吸込空気 
温度センサ 
（本船設備） 

Router with  
Switch 

補機類 
(本船設備) 

(船橋) 

(機関室) 

Etherne
t 

Etherne
t 

LAN 

LAN 

船
内

L
A

N
 

L
A

N
 

= : 機関制御システムネットワーク 
  : 船内LAN 
- - : 機器センサ信号線 

セ
ン

サ
信

号
線

 

データ収集装置 
(Fleet Monitor, NAPA等 ) 

(機関制御室) 

船内システム構成 
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異常診断 
(船内) 

性能診断 
(陸上) 

状態診断 

37 

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。 

異常診断と状態診断 
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異常度スコアトレンドグラフ 
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異常度スコア棒グラフ 

船内状態監視画面 
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トラブルシュート画面 

39 

調整要領書サンプル 

MIMIC画面 

トラブルシュート機能 

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､関連する要領書・
図面等(右下図)が表示される。 
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過給機回転数 （行列異常度） 

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） 

過給機回転数 （回帰異常度） 

（事象） 
排気ガスシリンダ出口温度､過給機回転数等複数センサの回帰法異常度スコアが上昇し､行列法においては過給機
回転数のみスコア上昇が認められた。 
 

運転データを調査の結果､過給機回転数データがゼロあるいはそれに近い異常値を示しており､その結果相関のある
センサの異常度スコアが上昇した。 
 

（原因） 
過給機回転数信号線の接続箱内端子の緩み。 
 

異常診断例 (センサ異常) 
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排気ガスシリンダ出口温度 （回帰異常度） 

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。 
 

異常診断例 (機械故障) 
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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） 

（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。 

No.5 Cyl. 排気温度低下 No.5 Cyl. 排気温度正常復帰後 

異常診断例 (微量のFO漏洩) 
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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%                   

43 

•  部品劣化の早期発見 

早期異常検知によるメリット(1) 
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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 

早期異常検知によるメリット(2) 
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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% 

早期異常検知によるメリット(3) 
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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 

損失を金額に換算すると・・・ 
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for your kind attention 
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