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「スマートナビゲーションシステム研究会３（SSAP3）」の参加募集について 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より当会の事業運営につきましては、格別のご高配とご協力を賜り厚くお礼申

し上げます。 

さて、当会では、スマートナビゲーションシステム研究会の成果を活用し、船内デ

ータサーバの要件並びに船上機械及び機器用データ標準に関する２件のISO規格化や

データサーバの実用化仕様の策定等を進めるために、平成２７年に新スマートナビゲ

ーションシステム研究会（新スマナビ研）を設置して活動して参りました。今般、2

件の ISO 規格化が実現し、新スマナビ研は先月末をもって、その活動を終了いたしま

した。 

しかしながら、これまでの研究会の成果が実用化され、普及するためには、サイバ

ーセキュリティー対策や、データサーバ試験規格の開発等の活動が引き続き必要にな

ることから、別紙のとおり標記研究会を設けることといたしましたので、ご案内申し

上げます。 

つきましては、本研究会へ参加を希望される場合は、添付の参加申込書に必要事項

をご記入のうえ、来る１１月２１日（水）までに、事務局宛 FAX 又は E メールにてご

連絡をいただきたくよろしくお願いします。 

なお、本研究会へご参加いただく場合には、参加費をご負担（新スマナビ研の参加

者を除く。）いただくと共に、陸上試験及び実船試験等を行う際には、貴社の関連機

器の貸与、本研究会に係わる作業等をお願いする場合がありますので、あらかじめご

承知おき下さいますようお願い申し上げます。 

敬具 

 

 お問い合わせ先：〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-13-3（虎ノ門東洋共同ビル 5F） 

一般社団法人 日本舶用工業会 技術部 

TEL ０３－３５０２－２０４１ FAX ０３－３５９１－２２０６ 

担当者 文屋（ぶんや） E-mail:bunya@jsmea.or.jp 

 



 

「スマートナビゲーションシステム研究会３（SSAP3）」の設置について 

 

1. はじめに 

2012年12月に発足したスマートナビゲーションシステム研究会(SSAP)（以下、「スマナビ研」

という。）は、船上及び船陸 IT プラットフォームに関する調査、研究及び開発並びにこれらの成

果をもとにした実証試験を行うとともに、活動成果を国際規格とするための ISO、IMO 等、海事

関連機関に向けたプロモーションを行い、2015 年 3 月、その活動を終了した。 

その後、2015 年 8 月に新スマートナビゲーションシステム研究会(SSAP2)（以下、「新スマナ

ビ研」という。）が発足し、船陸オープンプラットフォームのマーケティング、オープンプラットフォ

ームを構成する装置のプロトタイピング、2 つの規格案の ISO 規格化プロセスのフォロー、デー

タ標準化及びオープン化の仕組みの検討、内外に対するPRを目的としたwebページ作成等の

活動を行い、2018 年 9 月に活動を完了した。この間、(株)シップデータセンター(ShipDC)及び、

船舶 IoT の共通基盤となる IoS-OP（Internet of Ships - Open Platform）が設立され、実海域船

上データ活用のビジネスプラットフォームが構築された。 

二つのフェーズの活動を通じて船陸オープンプラットフォームの基礎部分がほぼ完成し、今後、

これを活用したビジネスはShipDCを中心とする IoS-OP側に活動の場を移す。一方、研究会の

成果が実用化され、普及し、その価値を海事関係者が享受するためには、新たに必要となるイ

ンフラ技術の開発をサポートするための検討や技術開発を行っていくことが今後極めて重要と

なる。 

加えて、船舶におけるサイバーセキュリティー対策が新たに求められる方向にあり、船上のプ

ラットフォームにおいても制御機器側への入り口となる IoT ゲートウェイとして、この対応が必須

となる。今後、こうした動きに対応して信頼性の高い基盤を構築していくことは、研究会の成果の

実用化・普及の観点からも非常に重要である。 

これらの目的を達成するために、新たに「スマートナビゲーションシステム研究会(phase3)

（SSAP3）」を発足させ、上述の ShipDC/IoS-OP と連携して様々な形のオープン化技術の検討、

標準化を推進していく。 

 

2. 活動目的 

(1) 船陸間ファイル共有・データ共有の機能要件に関する調査研究 

(2) サイバーセキュリティーに関する調査研究 

(3) データカタログに関する調査研究（データ標準化範囲の拡張） 

(4) データサーバ試験規格の開発（ISO19847（船上サーバ要件）に準拠した試験規格の開

発） 

(5) 船内LAN装備指針の改訂と試験規格の開発（ISO16425（船内LAN装備指針）の改訂及

び ISO16425 に準拠したネットワークシステムの試験規格の開発） 

(6) ISO/TC8 対応及び国際連携 

 

3. 活動期間 

・2018 年 10 月からの 2 年間を活動期間とする。 

別紙 



 

4. 新研究会のメンバー 

・海運、造船所、舶用メーカー、関連団体など 

 

5. 新研究会の参加条件 

・新スマナビ研に参加頂いた方は、参加費は無料とする。 

・新スマナビ研に参加頂いていない方は、参加費（研究成果の活用権利の取得費）として、１

社あたり 200 万円(消費税込)を徴収する。 

・参加者は、本研究会に関連した作業を実施する。 

 

6. 新研究会の実施方法 

・研究会は(一社)日本舶用工業会の主催とし、事務も同会で行う。 

 

7. 活動内容詳細と WG（ワーキンググループ）構成 

7.1 船陸間ファイル共有・データ共有の機能要件に関する調査研究 【船陸データ通信 WG】 

ISO19847 で収集したデータを陸上のデータセンターと通信、共有する規格の標準化を目

指す。現在、ISO19847 の構成図の中にコミュニケーションマネージャー、エージェントとして

記載されている部分についての機能要件を定める。この要件制定は SSAP 発足当初からの

課題でもある。これについては、船を対象とする ISO/TC8 において船陸間通信の規格を扱う

場合、他の ISO/TC やその他の国際規格化団体との調整のための労力を要することを予測し

て見送った経緯があるが、今後、この標準がない場合には船陸データ共有が促進されないた

め改めてテーマ化する。なお、ISO/TC8 では他の TC とのリエゾンは可能との非公式判断を

示している。 

 

※ 想定する参加メンバー 

船社、造船所、ネットワーク関連企業、アプリケーションサービス提供企業、プラットフォー

ム提供企業 

 

7.2 サイバーセキュリティーに関する調査研究 【サイバーセキュリティー検討 WG】 

ISO19847 準拠機器について、今後、船級のサイバーセキュリティ・セーフティープログラム

の一環で、ペネトレーションテストなどのセキュリティテストが求められることになると考えられ

る。IoT ゲートウェイである ISO19847 規格に準拠した船上サーバにセキュリティに関する脆

弱性がある場合、制御機器側のリスクが高まることからこれは重要な試験対象となる。そのた

め、ISO19847 の機能要件のうち、ノードとしてのセキュリティ対策を強化し、これを追加機能

要件とする。下記 7.5 の ISO16425 の改訂とどのような対応関係にするかについても検討、

整理する。 

 

※ 想定する参加メンバー 

プラットフォーム提供企業、システムインテグレータ、造船所、船級 

 



 

7.3 データカタログに関する調査研究 【データカタログ WG】（継続） 

IoS-OP と連携し、既に策定した機関系、航海系用のデータカタログの追加整備作業と並行

し、運航系、船体状態・強度系、荷役系等の新たなデータカタログを策定する。 

 

※ 想定する参加メンバー 

アプリケーションサービス提供企業、プラットフォーム提供企業 

 

7.4 データサーバ試験規格の開発 【ISO19847 試験規格 WG】 

ISO19847、ISO19848（標準辞書）に準拠した製品開発が開始されたため、ISO19847 構

想時からの課題である試験規格を新たに設け、それら製品の認証を Class NK 等の機関が認

証できるようにすることにより、機器の普及や信頼性向上を図る。 

 

※ 想定する参加メンバー 

プラットフォーム提供企業、船級 

 

7.5 船内 LAN 装備指針の改訂と試験規格の開発 【ISO16425 改訂＆試験･検査規格 WG】 

7.5.1 ISO16425 の改訂 

船上の IT / OT/ IoT 等の進展に伴い、様々な用途のネットワーク利用、複数メーカーでのネ

ットワーク共有、システムインテグレーションが進む時代となり、これに伴いサイバーセキュリ

ティーへの対応も求められるようになる。ISO19847 対応機器は ISO16425 ネットワークを前

提としていることから、時代の要望に適合させるべく IEC61162-460（セキュリティー要件を定

義）から必要なエッセンスを取り入れて ISO16425 を改訂する。QoS(各通信への帯域保障)や、

物理的な要件(配線、結合)についても追加・改訂する。 

 

7.5.2 ISO 16425 の適合検査規格 

ISO16425 の装備指針に準拠したネットワークシステムであることを適合検査する規格を準

備し、Class NK 等の機関が認証できるようにする。検討の結果によっては新たな規格として

策定するのではなく、上記 7.5.1 の改訂に含める場合も想定する。 

 

※ 想定する参加メンバー 

システムインテグレータ、造船所、船級 

 

7.6  ISO/TC8 対応及び国際連携 【規格化フォローＷＧ】 

 ISO19847、ISO19848 国際規格化プロセスのフォロー（継続）について、新スマナビゲ研 

国際規格化フォローチームメンバーを中心として、両規格の IS 化までのプロセスをフォローす

る。また、ISO/TC8/WG10(smart shipping)において、ISO19847、ISO19848 に続く新規格案

（上記 7.1〜7.5 の活動に該当）をこれまでに提案していることから、今後、(一財)船舶技術研

究協会と連携してフォローする。 

 



※ ISO16425(2015 年)：船内の多種多様な機器を LAN で接続するための装備指針 

 ISO19847(2018 年)：実海域データ共有化のための船内データサーバ要件 

 ISO19848(2018 年)：船舶機関及び装置のデータ標準 

 

8. 組織 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 申込用紙  

２０１８年  月  日 

(一社)日本舶用工業会 技術部（文屋）宛 

FAX  ：０３－３５９１－２２０６ 

E-MAIL ：bunya@jsmea.or.jp 

 

「スマートナビゲーションシステム研究会３(SSAP3)」 参加申込書 

 

貴 社 名    

 

所属・役職    

 

ご 氏 名    

 

電 話 番 号    

 

E - m a i l    

 

住   所 〒  

 

【参加を希望するＷＧ(ワーキンググループ)】 

・各ＷＧの活動内容は、別紙の「７．活動内容詳細とWG構成」をご覧ください 

・ＷＧは複数参加可能です 

・参加ＷＧは、後日変更が可能です 

・リーダー及びサブリーダーの自薦・他薦があればお知らせください 
 

Ｗ Ｇ 名 
参加希望 

「〇(丸印)」を記入してください 

リーダー及びサブリーダー 

の自薦・他薦 

船陸データ通信ＷＧ   

サイバーセキュリティー検討ＷＧ   

データカタログＷＧ   

ISO19847試験規格ＷＧ   

ISO16425改訂＆試験･検査規格ＷＧ   

規格化フォローＷＧ   
 
※参加者は、できる限りいずれかのＷＧにご参加ください。 

 
 

２０１８年１１月２１日（水）までにご回答をお願いいたします。 


