The ClassNK Mission
の使命

活動概要
日本海事協会は、NK の略称または ClassNK の通称で国

衛生マネジメントシステムの認証、材料、機器等の承認

ClassNK は長年にわたり、船舶の安全と海洋汚染の防

国際的な第三者認証機関としての立場を生かし、風力

際的に広く知られる船級協会です。

止のために独自に規則を制定し、建造中と就航後の船

ど安全や地球環境問題への貢献、物流分野等での海事

構造のみならず、推進機関、電気、電子システム、安全

よって発生する顧客ニーズへの対応に注力しています。

約に基づく船舶の安全管理システム及び保安システム

船級等の基幹事業分野に加え、新規事業分野を強化・

機器、揚貨装置など多岐に及びます。さらには、国際条

審査登録、国際規格に基づく品質、環境及び労働安全
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発電や海洋エネルギー発電に関わる設備機器の認証な

舶がこれらの規則に適合していることを証明するため検

査を実施しています。ClassNK が制定する規則は、船体
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業務等、
さまざまなサービスを提供しています。近年は、

ClassNK

社会の事業領域の拡大、規制導入や事業環境の変化に

今後は、IoT/ ビッグデータ等の先端技術活用を通じて、
推進してまいります。

ClassNKは、船級に関連する

各種事業を行うとともに、
各種規格の制定、検査、登録、認証、
研究開発等を通じて、
人命及び財産の安全ならびに環境
の保全のために全力を尽くします。
この使命を成し遂げるために
ClassNKはー

■完全に独立した第三者機関として非営利の立

場を貫き、最高品質のスタッフにより最高品質

のサービスを提供します。

■構造規則や技術基準の開発に努めるとともに、

関連する技術研究や技術開発に力を注ぎます。

■ ClassNK のサービスを利用する顧客の要求に
応え、全世界的な活動を展開します。
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世界に広がるサービスネットワーク
ClassNK はサービスネットワークを拡充しつづけ、2012
年に海外の専任検 査員事務 所が 100 箇所を突 破し、
2017 年12月時点で132 箇所の専任検査員事務所を世
界中の主要港や主要海事都市に設置しています。

また、世界各地に6 箇所（東京・本部、釜山、上海、シンガ
ポール、イスタンブール、ムンバイ）の図面承認センター

も設置しています。

…図面承認センター
併設検査員事務所
…海外拠点
…国内拠点

〈 世界の船級シェア 〉
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活動概要

船級船の実績
ClassNK の船級船は、2017 年12月末現
在、隻数にして9,172 隻、総トン数では2
億 4,985 万総トンとなり、総トン数で現
在運航されている世界の商船の約 20%

■NK船級船の総トン数及び隻数の推移
総トン（250万トン）
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ClassNKは、世界の海運、造船、保険ならびにその他の海事関連業界から国際的な船級協会として、
また公正な第三者機関として高い評価を受け、信頼を得ています。
設計図面の審査及び承認、船級及び設備の登録検査及び登録維持検査、材料、機器ならびに艤装品
の承認といった船級登録船のハードに関わる業務から、船舶安全管理システム審査、船舶保安システ
活動概要

ム審査ならびに海上労働システム検査のような船舶のソフト面に関わる業務まで幅広くサービスを提供
しています。

船級及び条約関連業務
認証関連業務

船級規則について

研究開発

信頼性の高い規則
規則開発
国際的な規則は最新の研究や技術革新に従って常に改

として船舶の安全を確保するための技術規則を開発して

る必要があります。ClassNK の開発本部では、研究開発

正されており、それに合わせて ClassNK の規則も改正す

います。これらの規則は、ClassNK が高品質の船級登録

プロジェクトの成果に加え、国際海事機関（ IMO）
、国際

ClassNK は船級規則、国際条約、あるいは旗国独自の規

いて、迅速に規則を改正し、あるいは新たに規則を制定

業務を提供していく上で必要不可欠なものです。また、

則に従って、船舶が建造され良好な状態が維持されてい

ることを検査、証明しています。

船級協会連合（ IACS）あるいは旗国政府の動向に基づ

しています。また、制定改廃された規則については、速

やかに ClassNK ホームページに掲載するとともに、技術

船舶に関する諸般の事業の進歩発展を図り、人命及び

財産の安全を期するとともに海洋及び大気環境の保全

に貢献することを目的として、最新の研究成果や ClassNK

が1世紀以上にわたり培ってきた経験と技術的知見に基

ます。ClassNK の規則は、設計段階における船体構造を
はじめ、船舶に使用される材料、船舶に搭載される機関

や艤装品等に適用され、さらには就航後の船級維持のた

ClassNK は、船級船の品質確保及び向上、合理的な船

級検査の実施を目指して、船級船ならびに船級船に搭載

される材料・機器等を製造または整備する事業所に対し
て、品質システムの審査と共に鋼船規則等の ClassNK の
技術規則に従った製造技術、設備等の審査を行い、製品

の製造事業所／サービス提供事業所としての事業所承

組織／沿革

づき、鋼船規則をはじめとした数々の規則を制定してい

事業所承認

デジタライゼーション
サービスの紹介

セミナーや会誌等を通じて幅広くその内容を周知してい

ます。

ClassNKの規則

技術サービスの提供・
国際貢献

船舶や海洋構造物は、たくさんの規則に従って建造され

ています。ClassNK は、世界を代表する船級協会の一つ

認を行っています。

めの船舶検査にも適用されます。また、造船所や関連会

社（船舶の建造、修繕、保守などに関連する会社）の品
質に対しても適用されます。
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製造中登録検査
製造中登録検査
船舶の建造にあたっては、下図に示されるように全ての

段階で製造中登録検査が行われます。

例えば、船の設計図面は、世界の主要地域に設けられ

た図面承認センターのいずれかにて承認を受ける必要
があります。船舶の建造が開始されると、ClassNK の検

査員は、規則で要求される材料、機器及び艤装品等が

承認品であることを確認し、承認した図面に従って正し

て、製造中登録検査が完了します。

製造中登録検査が完了した船舶には、船級証書と設備
証書が発行され、
「 Register of Ships」で全世界に公表

されます。それらの船舶は、ロンドン保険業者協会をは

じめ世界中の保険業界から安全性の高い船舶として認
められています。

く建造が行われているか検査します。

図面審査から建造中の検査、海上試運転中の検査を経

製造中登録検査の
プロセス図

ブロック建造及び搭載、
艤装品取り付け

軸芯、舵芯及び
船尾管シール装置
等検査

スチールカッティング、
起工
プロペラ、
舵の取り付け

ブロック及び
ブロック継手の検査
（水密試験及び
非破壊試験含む）

契約
引当て検査
タンク等の
完成検査

設計

工程
建造

図面承認
要目確認

検

査

材料、機器及び艤装品の承認
ClassNK は、船舶の建造に使われる材料、機器及び艤装
品の承認業務も行っています。これらが ClassNK の規則

に従って製造されていることを証明するため、製造法承
認から個品の検査までを行っています。

ClassNK の主な承認業務は次のとおりです。

●鋼板、鋼管などの鋼材及びその他の非鉄金属材料
●溶接材料
● PSPC 塗装システム
●防火構造材、空気音遮断材、
冷蔵倉の防熱材及び油密被覆材
●機関、電気及び自動化関連機器
●アンカー、アンカーチェーン、係船ロープなどの艤装品
●救命設備、消防設備等、通気装置等
●海洋汚染防止設備
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キールの見通し
及び
主要寸法計測

活動概要

完工

岸壁工事及び海上試運転
船内試験
（主機、
補機、
ボイラ等）

進水

船級及び条約関連業務

艤装品検査
復原性試験
海上試運転

TF
T
M

F
N

タンク等の
水圧試験

認証関連業務

S
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月

満載喫水線の
取り付け検査

3ヶ

年）

月

3

3ヶ

2

年
年次検査

4

年
年次検査

研究開発

月

3ヶ

年
定期検査

証書

船級

間

期
受検

5

5
間（
期
有効

年
中間検査
2回目又は3回目
年次検査

1

技術サービスの提供・
国際貢献

船級維持検査の
プロセス図

年
年次検査

定期検査

3

船級維持検査

製造後登録検査

「鋼船規則」
などの技術
ClassNK に登録された船舶には、
3カ月
3カ月
規則に定められた定期的検査及び必要に応じた臨時検

受験期間

査の受検を条件に5 年間有効な船級証書が発行されま

す。

ClassNK は全世界的な検査ネットワークを有し、世界中

できる体制を整えているため、運航スケジュールへの影

ClassNK 以 外 の IACS 加 盟 船 級 協 会 の 定めた規 則に
従って建造、登録された船舶は、IACS Transfer of Class3カ月
Agreement（ TOCA）に規定された手続きや検査員によ
年）
4年 年次検査
る製造後登録検査を完了することにより、
ClassNK の船
（5
期
効
3年 年次検査
級船として登録するこ
書 有 とができます。
（2又は3回目年次検査）
証
船級

響を最小限に抑えることができます。

船級維持検査は主に、次の検査で構成されます。
●年次検査

●中間検査

●船底検査

●臨時検査

●定期検査

5年 年次検査

組織／沿革

いかなる場所においても速やかに船級維持検査を受検

年
2回目検査
中間又は3回目
年次検査

デジタライゼーション
サービスの紹介

船級維持検査

2年 年次検査

1年 年次検査

定期検査

5年 年次検査
1

3年 年次検査

（2又は3回目年次検査）

4年 年次検査ClassNK
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条約関連業務
ClassNK は、世界 100 以上の旗国政府主管庁から、その

国に船籍を置く船舶に対して、船舶の安全や環境の保全

のために定められている国際条約、船籍国の国内規則等

に基づき検査や審査を行い、証書を発行する権限を与え

られています。

ClassNK が検査及び審査を行い、証書を発行している国

際条約やコードは、主に次の表のとおりです。

国際満載喫水線条約（ ICLL）
波の打ち込みなどに対する船舶の安全性確保を目的に、
満載喫水の限度（従って、貨物の積載限度）及び船体の
水密性に関する要件などが規定されています。

海上人命安全条約（ SOLAS）
船舶の乗船者の生命を守ることを目的に、船舶の構造、

防火設備、救命設備及び無線設備などが規定されてい

ます。

海洋汚染防止条約（ MARPOL）
船舶による海洋環境の保護を目的に、油汚染防止、ばら

積み有害液体物質の汚染防止、船舶で生ずる汚水によ

る汚染防止、大気汚染防止などが規定されています。

国際海上衝突予防規則（ COLREG）
海上での船舶の衝突予防を目的に、船舶の海上交通に

関しての航海方法、船舶の種類や航海の形態（曳航船、
作業船等）
による表示信号灯や信号標識などが規定され

ています。

国際トン数条約（ TONNAGE）
船舶のトン数の算定方法を統一することを目的に、船舶

のトン数測度に関する国際条約が1969 年に成立しまし

た。この 経 緯より「 TM69」
（ Tonnage Measurement

1969の略）とも呼ばれています。

国際条約名

国際満載喫水線条約
海上人命安全条約

SOLAS

海洋汚染防止条約

MARPOL

国際海上衝突予防規則

COLREG

国際トン数条約

TONNAGE

国際安全管理コード

ISM Code

船舶と港湾施設の保安のための国際コード

ISPS Code

ILO 海上労働条約

MLC, 2006

船舶の有害防汚方法規制条約

AFS

バラスト水管理条約

BWM

国際安全管理コード（ ISM Code）
船舶の安全運航管理体制の強化を目的に、船舶管理会

社による安全管理システム（ SMS）の構築、会社（陸上）

及び船上における実施などが規定されています。

船舶と港湾施設の保安のための
国際コード（ ISPS Code）
船舶と港湾施設の保安を目的に、船舶管理会社による
船舶保安計画（ SSP）の構築、船上における同計画の実
施などが規定されています。

ILO 海上労働条約（ MLC, 2006）
船員の労働条件の改善と海運産業の適正な競争を目的

に、船舶所有者による船員の労働及び居住条件等の要

件への適合措置の構築、船上における同措置の実施な

どが規定されています。

船舶の有害防汚方法規制条約（ AFS）
海洋環境及び人の健康を保護するため、船体に貝などの

海洋生物が付着するのを防止するために用いられるＴＢ

Ｔ
（トリブチルスズ）などの有機スズ化合物を含む船底防
汚塗料の使用規制が規定されています。

バラスト水管理条約（ BWM）
バラスト水に含まれる生物の排出に伴う環境への被害を
防止するため、船舶に対してバラスト水の適切な管理が
規定されています。
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略称

ICLL

ClassNK は海洋構造物の分野でも、幅広い船級及び技
術サービスを提供しています。

特に、次の海洋構造物において、プロジェクトごとに複雑

場検査等、それぞれの担当部署をまたいだ横断的な専

門のチームを用意することで柔軟な船級サービスを提供

しています。
● FSRU
● FLNG

オフショア業界への貢献
ClassNK では、新しいプロジェクト開発に対し、初期段階

から参画するとともに、新規技術開発に必要な設計ガイ

ドラインを顧客要望に応じて的確に開発、提供すること
を目指しています。

最近では次のプロジェクト等を通して、新規技術開発に

貢献するとともに、研究成果を規則の改正、新規規則の
制定にも役立てています。

●原油随伴ガスから水素及び炭酸ガスを
製造 / 出荷する FPSO の検討

● FSO

● FPSO/FSO 係留解析ツールの研究開発

● Drilling Rig、メガフロート（超大型浮体）、OSV 等

●大水深対応のライザー VIV に関する研究

造物の場合、ODU（移動式海洋掘削ユニット）等の移動

式ユニットを除き、長期間あるいは一生涯同じ領海内、

同じ地点で操業する場合が多く、一般的に国際条約の適

認証関連業務

● FPSO

国際航海を前提とすることが多い船舶と異なり、海洋構

船級及び条約関連業務

多岐にわたる顧客要望に対し、規則開発、図面審査、現

活動概要

海洋資源エネルギー開発関連業務

●小型 FLNG 研究開発
● GTL-FPSO 研究開発
●大水深対応のセミサブリグコンセプト研究開発
● FLNG における LNGリークリスク評価

用は限定的となり、プロジェクトごとに旗国、沿岸国、鉱

区権益者、所有者の指定により定められることになりま
研究開発

す。

また、
「船級登録」の有無についても、ユニット及びその

付随設備を構成する各要素によって異なっており、例え

ば、FPSO の場合、船体や係留システムについては船級

登録がなされることが通常である一方、Topside のプラン

ト部については最低限の安全設備を除き、船級登録を取

技術サービスの提供・
国際貢献

得しない場合も多く見受けられます。

その場合に、船級協会の規則ではなく、業界団体の規格

や鉱区権益者の定める社内規格等、特定の規格への適

合を客観的に証明するいわゆるCertification が求められ

ることも多く、ClassNK でも顧客要望に応じ特定規格に
対する第三者審査・認証を実施しています。

デジタライゼーション
サービスの紹介
組織／沿革
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ClassNKは、ISOなどの国際規格に基づくマネジメントシステムの認証や再生可能エネルギーの認証業
務など、船舶を越えた幅広い分野における認証業務を行っています。

海運、造船、船員教育訓練機関等の海事産業が、グロー

バル市場での高い競争力を備え、より一層その持続的な
マネジメントシステムの構築が求められています。

ClassNK は、最適なマネジメントシステムを構築しようと

する海事産業界等を支援するため、品質、環境、労働安
全衛生、道路交通安全、エネルギー及び船員教育訓練

に関わる、次のような認証サービスを提供しています。

ClassNK では、このような総合的な認証サービス全般を、
ClassNK PrimeManagementと称しています。

● ISO9001（品質マネジメントシステム）
● ISO14001（環境マネジメントシステム）
● ISO39001（道路交通安全マネジメントシステム）
● ISO50001（エネルギーマネジメントシステム）
● HSE（ Health, Safety & Environment）
マネジメントシステム
● PAS1018（小口保冷配送サービスに関する
マネジメントシステム）

は、多様な再生可能エネルギー発電設備に関する認証

ガイドラインの発行及び新規策定に取り組んでいます。

ClassNK は、次のような認証業務を通じ、国内外の持続

可能な低炭素社会の形成に貢献してまいります。

大型 / 小形風車の認証サービス
●設計認証、型式認証、プロトタイプ認証
●ウィンドファーム認証
●プロジェクト認証
●浮体式洋上風力発電設備の船級検査

海洋再生可能エネルギー
発電設備の認証サービス

技術サービスの提供・
国際貢献

● OHSAS18001（労働安全衛生マネジメントシステム）

世界的に導入の進む再生可能エネルギーに係る幅広

い顧客ニーズに対応した業務を展開するため、ClassNK

研究開発

マネジメントシステム認証

再生可能エネルギー認証
関連業務

認証関連業務

発展を確かなものとするため、それぞれの分野で最適な

船級及び条約関連業務

認証サービス業務

活動概要

これらの認証業務は、日本だけでなく国際的にもその品質が認められています。

●海洋再生可能エネルギー発電設備の認証
（波力発電、潮流・海流発電・海洋温度差発電）

MWS（洋上施工に関する保険鑑定）サービス

温室効果ガス（ GHG）妥当性確認・
検証業務

デジタライゼーション
サービスの紹介

● CSI（ Clean Shipping Index）検証
● ASSET 事業（環境省委託業務）検証
● J- クレジット制度（経済産業省、環境省、
農林水産省委託業務）妥当性確認・検証
● CSRレポートの検証
● CDP（ Carbon Disclosure Project）検証
● ISO14064-1 組織検証
● ISO14064-2 プロジェクト妥当性確認・検証
● EU MRV 規則に基づく認証
● CCWG 検証

組織／沿革

海技教育訓練分野の認証
●海技教育訓練認証
●海技インストラクター講習

撮影：ClassNK FUKUSHIMA HAMAKAZE
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ClassNK

12

Research and Development

研究開発

13

An introduction to

ClassNK

検査関連業務に加え、ClassNKは研究開発を通じて、海事産業に貢献しています。
この研究開発は、船舶の安全や海洋環境の保全といった船級協会独自の課題に関連した研究開発のみ
ならず、大学、研究機関や業界との連携を重視し、共通課題での共同研究の推進や海事人材の育成と
活動概要

いった海事社会における船級協会としての役割も果たしてまいります。

船級協会独自の
課題に関係する研究開発

2017 年 7月に策定した「 ClassNK 研究開発ロードマップ
「船舶の安全・海洋環境の保全」
と「高
2017」に基づき、

らの意見も反映させつつ策定した研究開発計画に従い、

ります。

●規則開発（現行規則の更なる合理化、透明性・合理性の
高い新技術規則の開発）
●検査技術の革新（ ICT 等高度情報技術を活用した検査
の革新、遠隔検査技術や検査ロボットの開発）

船級協会独自の課題に関係したテーマについて、業界か

認証関連業務

度情報技術による海事技術イノベーション」を目的とし、

次の4つの基幹テーマに沿った研究開発を展開してまい

船級及び条約関連業務

研究開発ロードマップに
基づく研究開発の推進

ClassNK 独自の研究開発を進めています。
2015 年には大型コンテナ船、液化ガス運搬船、及び自動

車運搬船の構造強度に関する調査研究を最優先課題と

して実施しました。得られた成果を踏まえ、コンテナ船の

縦曲げ最終強度及び直接強度計算に関する規則改正を

2016 年及び2017 年に行いました。

研究開発

●海洋環境保全（環境規制の動向調査、環境保全新技術
に対する評価・認証技術の開発）
●革新的技術の開発（デジタライゼーション等高度情報技
術による海事技術のイノベーション、革新的新技術に対
する評価・認証技術の開発）

またこれらの研究開発活動を支える基盤的な活動とし
技術サービスの提供・
国際貢献

て、以下の2つに恒常的に取り組んでまいります。

●コア技術 を中心とした基盤技術の研究開発と人材育成
＊

●損傷情報の活用による類似損傷、重大損傷の防止のた
めの取り組み

ロードマップに基づく研究開発の実施にあたっては、大

学、研究機関や業界との連携を重視し、研究開発を進め

るとともに、共通課題での共同研究の推進や海事人材の

デジタライゼーション
サービスの紹介

育成に取り組んでまいります。

これらの取り組みを通じて、船級協会の社会的使命であ

る船舶の安全確保と海洋環境保全への貢献、ならびに
顧客サービスのいっそうの拡充に努めてまいります。

＊「コア技術」とは

組織／沿革

●構造（非線形、動的応答解析の活用、荷重構造一貫解
析の実用化 等）
●運動、荷重（弾性応答、荷重構造連成、CFD 等）
●材料、接合（破壊靭性評価や疲労強度評価の合理化、
腐食推定 等）
●情報、制御、通信、エレクトロニクス（ AI、画像処理、デー
タ解析 等）
●エネルギー、環境（新エネルギー、環境影響 等）

An introduction to
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ClassNKは船級検査業務を通じて、長年にわたり培ってきた技術のノウハウを生かし、さまざまなサー
ビスを提供しています。そのサービスは、船舶関係の技術コンサルタントサービスや鑑定・証明サービス、
一般産業用に使用される機器などに関わる技術サービス、材料試験機などの検査といったサービスか
ら、技術セミナーやアカデミーの開催といったサービスまで、多岐にわたります。
活動概要

さらに、国際海事機関（IMO）
や国際船級協会連合（IACS）
といった国際機関に参画したり、世界各地に
委員会を設立したりすることで、海運、造船産業の発展に貢献しています。

船級及び条約関連業務

技術サービス業務

材料試験機などの検査

ClassNK は船級検査業務を通じて、長年にわたり培った技

ClassNK の試験機規則や日本工業規格に基づく引張試

術のノウハウを生かし、次のサービスを提供しています。

材料試験機の検査を行っており、関連業界より公正な第

認証関連業務

船舶関係の鑑定及び証明サービス

験機、圧縮試験機、硬さ試験機、衝撃試験機、その他の

三者機関として高い評価を受けています。

広範囲にわたる鑑定ならびに証明サービスを行っていま

すが、主なものは次のとおりです。
●船舶保険鑑定

●現状鑑定

●損傷鑑定

●耐航鑑定

●設計、強度鑑定

●船舶状態評価鑑定（ CAP）

●燃料油及び潤滑油分析鑑定
●スエズ、パナマ運河トン数測度証明
●各国、地域特別要件等への適合証明
●シップリサイクル条約インベントリ適合鑑定
●船舶エネルギー効率管理計画書（ SEEMP）鑑定

船舶以外の分野である陸上プラントなどの機器、器材、

ClassNK は長年にわたる検査・研究から得た豊富な経
験、知識及び技術力を生かし、ClassNK アカデミーや各

種技術セミナーを主催して、初学者から専門家まで幅広

い層への情報提供を積極的に行っています。

ClassNK 所属の職員のみならず、経験豊富な海運、造船

技術サービスの提供・
国際貢献

一般産業分野の機器などに関わる
技術サービス

技術セミナー

研究開発

●船舶設備適合証明

ClassNKアカデミー・

技術者 OB を講師として招き、新造船・就航船の建造・保

守及び船舶管理についての知識と技術に関する内容を

テーマに ClassNK アカデミーを世界中で開催しています。

システムに関する次のような検査を行っています。

また業界ニーズに応じた最新の技術トピックを海運・造

1. 機器の輸入国政府の代行検査
ClassNK は、一般産業用に使用されるボイラ、圧力容

界中で開催しています。

船産業へ向けて迅速に提供するため、技術セミナーを世

器、圧力配管などに関して、複数政府から当該国に輸

デジタライゼーション
サービスの紹介

入されるこれらの機器の製造中検査の代行権限が付
与されています。

2. 購入契約当事者間の指定による第三者検査
3. 購入発注者代行検査

国際貢献
ClassNK はさまざまな国際活動において長い経験と実績

があります。国際船級協会連合（ IACS）の各種活動に積

極的に参加し、統一規則（ Unified Requirements）など

組織／沿革

を制定する際には主要船級協会として多大な貢献をして

います。また、IACS あるいは日本政府代表団の一員とし

て国際海事機関（ IMO）の各種会議に専門家を多数派
遣しています。

また、世界各地に委員会を設立し、これらの地域におけ

る海運、造船業の発展にも貢献しています。

An introduction to
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デジタライゼーションサービスの紹介
IoT、ビッグデータ解析、AIなどを活用して生産性の
向上や産業基盤の高度化が行われ、それらが付加価
値、競争力となる社会が到来しています。
本会は顧客へ一層の安全性や生産性向上を提供でき

るよう、デジタライゼーションを活用した先進的なソフ
トウェアやサービスの提供を実施しています。
ここでは本会の主なデジタライゼーションサービスに
ついて紹介します。

Green
Industry

Safe Ships

IoT

デジタライゼーション

Efficient
Operations

Compliance

Safe Ships

H-CSR
software
PrimeShip-HULL
for Harmonised CSR
ばら積貨物船及び油タンカーのための
共通構造規則（ CSR BC & OT）に対応
した世界初の強力な設計支援ツール
本会のこれまでのソフトウェア開発により
蓄 積された知 見と、CSR-BC 及び CSR-OT
対応ソフトの運用を通じて得られた設計者
の意見をもとに、最新の情報技術を導入
し、CSR-BC 及び CSR-OT 対応ソフトウェア
を全面的に一新して開発された船殻設計
者向けのソフトウェアです。設計支援ツー
ルとしての新機能の開発や大幅な機能強
化により、ばら積貨物船及び油タンカーの
ための CSR BC & OT による船殻基本設計
の効率化を強力にサポートします。

17

An introduction to

ClassNK

Hull
Maintenance
PrimeShip-HULLCare

Condition Based
Maintenance
ClassNK CMAXS

膨大な検査データに基づく個船ごとの
船体保守情報サービスにより適切な
保守管理計画の立案を支援

機械学習アルゴリズムを用いた高度な
データ解析技術による状態診断ソフト
ウェア“ ClassNK-CMAXS” を提供

世界各地の検査拠点から集められる膨大
な検査データを整理分類し、個船ごとの船
体保守情報を提供する検査強化プログラム
（ ESP）対象船へのサービスです。多彩か
つ直感的な表示方法を用いて船体の状態
履歴を提供することで、船舶のより適切な
保守管理計画の立案をサポートします。

ビッグデータの活用により船舶の安全運航
とライフサイクルコスト削減の支援を可能
とし、多種多様な危機の状態診断を一元
的に管理でき、各機器の状態に応じて必要
な保守作業情報を的確に提供します。
状態監視・診断システムとして ClassNKCMAXS には、高度なデータ解析技術を用
いて機器の異常・状態診断を行うシステ
ム（ ClassNK CMAXS LC-A）と、主 機 関 の
異常・状態診断を行うシステム（ ClassNK
CMAX e-GICSX）の２つのシステムがあり
ます。

Green Industry

GBS-SCF Onshore
Archive Center

IHM development
and maintenance

活動概要

Compliance

クラウドを利用し、IMO GBS 及び「業界
標準」
に世界で初めて適合した ClassNK
アーカイブセンターサービスを提供

PrimeShip-GREEN/SRM
インベントリ作成負担を飛躍的に軽
減、デファクトスタンダードソフトとし
て広く普及
シップリサイクル規制において要求される
インベントリ（船舶に存在する有害物質の
所在及び概算量の一覧）の作成及び維持
管理を支援するソフトウェアです。インベン
トリ管理に必要となる船社、造船所、メー
カー間の情報伝達を効率化し、最小限の
入力によりインベントリを自動作成すること
で、各関係者の負担を大幅に軽減します。

認証関連業務
研究開発

IMO GBS（目標指向型新造船構造基準）
及び「業界標準」に適合した業界初とな
るアーカイブセンターとして ClassNK アー
カイブセンター（ NKAC）を開設しました。
NKAC は情報セキュリティマネジメントシス
テム（ ISO-27001）の認証を取得しており、
第三者の立場より、業界全体が安全かつ
安心して SCF（ Ship Construction File）の
電子データを船上や陸上に保管、運用でき
る環境を提供します。また、NKAC は GBSSCF 以外の図書類の保管、管理のプラット
フォームとしても利用可能です。

船級及び条約関連業務

ClassNK アーカイブセンター
サービス

Efficient Operations

紙証書の本船への送付や船上での保
管等の船社負担を軽減する包括的な
電子証書発行サービス

船舶の運航モニタリングとビッグデー
タ解析により本船固有の性能を把握
し、メンテナンスの最適化及び最適運
航を支援
船舶の運航モニタリングを行うとともに、
燃費改善のための最適な航路、船速やトリ
ムなどを提案する有償の運航支援システム
（ソフトウェア及びサービス）です。
本システムを使用することで、船舶におけ
る最適な航路を決定でき、船舶の燃費の改
善ができるため、運航コストを抑えることが
できます。
本システムは、モニタリングと就航実績解
析による自己学習機能を有しており、精度
の高い運航計画とメンテナンス計画が実施
できます。

シップデータセンター

（ ShipDC)

IoS（ 船舶の IoT）データの普及と活用
促進のための基盤を提供する株式会
社シップデータセンターを設立

船主や建造造船所などの枠を超えて船舶
データを収集し、海事産業界のさまざま
なプレーヤーに提供するオープンプラット
フォーム構想を推進します。データの収集、
保管、解析、利用という作業をさまざまな
プレーヤーが分担する中で、ShipDC は独
立したデータセンターの機能を果たし、海
事産業の IoS データの普及と活用促進に貢
献します。

An introduction to
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電子証書発行サービス、ClassNK e-Certificate は船級 / 条約証書の各種本証書を電
子ファイル（ PDF）で発行し、紙証書の本船
への送付や船上での保管等の船社負担を
軽減します。また、同サービスは IMO にお
いて策定された「電子証書利用に関する
ガイドライン（ FAL.5/Circ.39/Rev.2）」に準
拠した機能を提供しています。

ClassNK-NAPA GREEN

Big Data
Platform

デジタライゼーション
サービスの紹介

ClassNK e-Certificate

Voyage
Optimization

技術サービスの提供・
国際貢献

Electronic
Certificate

ClassNK
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組織

2018 年 4月1日現在

評議員会
評議員会は、船舶所有者、船舶等の製造者、その他海事関係者又は学識経験者から選任された評議員
により構成されています。評議員会では、役員（理事及び監事）の選任などを行うほか、定款の変更、貸
借対照表及び損益計算書の承認などその他法令及び又は定款で定められた事項を決議します。

技術委員会
技術委員会は、役員、船舶所有者、船舶等の
製造者、
材料の製造者及び学識経験者によっ
て構成され、船級及び検査に関する規則の
制定改廃などに係わる事項を審議します。

海務委員会
海務委員会は、役員、船舶所有者、諸団体、
学識経験者によって構成され、船舶の運航
に関するシステム関連規則の制定改廃など
に係わる事項を審議します。

理事会

監事

理事会は、評議員会の決議によって
選任された理事から構成され、業務
執行の決定、理事の職務の執行の
監督などその他法令又は定款で定
められた事項の職務を行います。

監事は、評議員会の決議に
よって選任され、理事の職
務の執行を監査し、法令で
定めるところにより、監査
報告を作成します。

人事部
韓国委員会

総務本部

総務部

韓国技術委員会

人材開発センター
営業本部

台湾委員会
台湾技術委員会

船体部

中国委員会

機関部

技術本部

中国技術委員会

材料艤装部

香港委員会

技術部

香港技術委員会

検査部

シンガポール委員会
シンガポール技術委員会

会長

船舶管理システム部

検査本部

船級部

フィリピン委員会

副会長

緊急時技術支援室

タイ委員会

常務執行役員

船体開発部

マレーシア委員会

執行役員

インドネシア委員会
インド委員会
インド技術委員会
ギリシャ委員会

国内支部
海外事務所

機関開発部

開発本部

国際部
情報技術部

技術研究所
認証1部

ギリシャ技術委員会
中東技術委員会

認証2部
事業開発本部

再生可能エネルギー部

トルコ委員会

事業戦略室

トルコ技術委員会
英国委員会
デンマーク技術委員会
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試験機室
企画本部
広報室

北米委員会

経理部

中南米委員会

監査部

ブラジル技術委員会

コーポレートガバナンス室

チリ技術委員会

HSE 室

ClassNK

沿革

年（明治 32 年）

活動概要

1899

帝國海事協会創立

1920

船級及び条約関連業務

日本海事協会の前身となる帝國
海事協会が創立されました。初代
総裁は、有栖川宮威仁親王です。
ClassNK は当初、皇室と関わり合い
の深い協会でした。

年（大正 9 年）

船級船第一船 “華南丸”
竣工

1946

認証関連業務

創立して約 20 年、浦賀造船所で建
造された貨物船 “華南丸” が初めて
入級しました。以降、入級船は着
実に増 加し、9 年 後の1929 年（ 昭
和 4 年）には、100 万総トンを突破し
ました。

年（昭和 21 年）

日本海事協会に改名

研究開発

1962

戦後の混乱がまだ収まらない中、
名称を日本海事協会と改めました。
以降、頭文字を取った NKという略
称で親しまれ、1992 年（平成 4 年）
に ClassNK のロゴと通称を制定し
ました。

年（昭和 37 年）

船級船の増加に伴い、世界のどこ
でも検査が行えるように、海外事
務 所を開設しました。現 在では、
130 箇所・50カ国以上の拠点に事
務所を配置しており、世界各地で
検査を行っています。

2011

技術サービスの提供・
国際貢献

海外初の事務所を
ロンドンとニューヨークに
開設

年（平成 23 年）

2012

年（平成 24 年）

デジタライゼーション
サービスの紹介

一般財団法人へ移行
公益法人認定法によりClassNK は
一般財団法人に移行しました。こ
れに伴い、子会社を展開することが
可能となり、より幅広いサービスを
業界全体に提供することができる
ようになりました。

世界初、船級登録船
合計2億総トン突破
ClassNK が検査する船級船は、造

組織／沿革

船・海 運 業 界の発 展と共に着実
に伸び、1965 年（昭和 40 年）には
1000 万 総トンを突 破、約 30 年 後
の1997 年（ 平 成 9 年 ）には10 倍の
1億総トンを突破、15 年後の2012
年（平成 24 年）には世界で初めて2
億総トンを突破しました。

An introduction to
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