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船舶 IoT システム
EGCS IoT / Remote Monitoring System

近年、衛星通信を使った船陸間ブロードバンド通信の
普及が急速に進み、海上を航行する船舶でも、定額で高
速通信サービスを享受できるようになってきている。こ
れにより、陸上との情報格差が解消されつつあり、リモー
トサービスに関するニーズが急増している。このような
ニーズに対応して富士電機が展開している排ガス浄化シ
ステム（EGCS：Exhaust Gas Cleaning Systems）にお
いて、よりよいサービスを提供する船舶 IoT（Internet 
of Things）システムを開発した。

1　開発の背景

「海洋汚染防止条約」（MARPOL 73/78）に基づく排
ガス規制によって、硫黄成分が少なく価格の高い A重油
を原則として使う必要がある。しかし、排ガス中の硫黄
成分を除去する装置を設置すれば、価格の安い C 重油を

使うことができる。そこで、富士電機は船舶の EGCSを
開発し、2018 年度から提供している。この EGCSを運用
する上で、次のような課題がある。
⒜　専門家ではない作業員（船員）が EGCSを容易に
操作できること。
⒝　EGCSが故障した場合、迅速な対応ができること。
富士電機は、このような課題を解決し、EGCSのサー

ビスを向上させるため、船舶 IoTシステムを開発した。

2　概　要

図1に、船舶 IoTシステムのシステム構成図を示す。
本システムは、次に示すように船内と陸上のサブシステ
ムから構成されている。
⒜　EGCSのログデータ、ヒストリーデータを収集し
船内の通信機器を介して富士電機クラウドサーバに
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図 1　システム構成図
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るようにするために、次の二つの機能がある。
⑴　データ送信リトライ機能
衛星通信が不通になるなどによって送信が失敗した場
合、次の送信タイミングに合わせて送信する機能である。
⑵　通信ログ送信機能
衛星回線を使った船陸間通信は天候に左右されるため、
通信が不通となった場合その原因が船陸間通信と機器の
どちらに起因するのかを切分けることができる機能であ
る。通信ログを一定周期で陸上側に送信することで、早
期の原因の切分けと迅速な対応を行うことができる。

4　富士電機クラウドサーバ（陸上側）

4 . 1 　富士電機クラウドサーバの特徴
船から衛星回線を通じて送信されたデータは、富士電

機クラウドサーバに蓄積する。蓄積したデータは、O&M
（Operation & Maintenance）サービスプラットフォー
ムを使って閲覧可能である。
富士電機クラウドサーバの特徴を次に述べる。
⒜　船側のゲートウェイ装置（FiTSAΣ）を特定し、
通信の安全性を確保するための認証機能を持つ。

⒝　富士電機クラウドサーバの運営において、ISO/
IEC27017：2015や富士電機の IoTセキュリティ
ガイドラインに基づいて策定したセキュリティポリ
シーに従って、リスクの低減や重要情報の保護を行っ
ている。

4 . 2 　富士電機クラウドサーバが提供する機能
⑴　監視機能（図2）

送信する IoTリレー盤（船内）
⒝　定期検査などでシステムを停止するとき以外は常
に 30 分周期で船上から送信

〈注 1〉

されたデータを自動収集
し、蓄積する富士電機クラウドサーバ（陸上側）

3　IoT リレー盤（船内）

3 . 1 　特　徴
IoTリレー盤（図1）は、EGCS 監視制御盤から取得

したデータ（pH、濁度、PAH
〈注 2〉

の濃度などのログデータ、
ヒストリーデータ）を一時的に蓄積し、一定周期で陸上
側に送信する機能を持っており次の機器で構成されてい
る。
⑴　「MICREX-SX」
制御盤からのデータをシリアル通信に変換してセキュ
リティを担保し、今後の機能拡張に対応する装置
⑵　「FiTSAΣ」
制御盤から収集したデータを一時的に蓄積し、一定周

期で陸上に送信するゲートウェイ装置
通信プロトコルは、衛星通信の特性を鑑み、データ

量が小さく、ネットワーク環境が不安定でも再送信な
どによって情報の到達性を担保するMQTT（Message 
Queue Telemetry Transport）方式を採用した。IoTリ
レー盤と顧客が利用する回線との接続は、一般的なイン
ターネット接続作業と同様に、固定 IPアドレスやデフォ
ルトゲートウェイなどを設定すれば完了する。

3 . 2 　機　能
IoTリレー盤には船陸間通信を確実に行うことができ
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図 2　監視機能概要

〈注 1〉  送信：顧客が利用する衛星通信システムの回線を使って行

う

〈注 2〉  PAH：多環芳香族炭化水素
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5　今後の展開

IoTシステムを活用したリモートサービスの向上を図
るため次に示す課題を検討している。
⑴　故障予兆診断
故障を未然に防止するために、富士電機のアナリティ
クス・AIを活用し、故障が発生する前に予兆を検知し、
自動配信機能で関係者に通知する。
⑵　他社の舶用機器との連携
EGCS 含めた補機類を統合的に監視できるようにする
ために、IoTリレー盤に搭載しているゲートウェイ装置
の FiTSAΣに、ボイラ、バラスト水処理装置、空調機器
などといった他社の舶用機器を接続して連携する。

発売時期
2021 年 4月

お問い合わせ先
富士電機株式会社
パワエレ インダストリー事業本部
社会ソリューション事業部船舶・交通システム部
電話（03）5435-7168

定期検査などでシステムを停止するとき以外は常に 30
分周期でデータを自動収集し、常時監視ができる。確認
可能な項目は次の 2 点である。
™計測値確認（ログデータ監視）
™状態確認（ヒストリーデータ監視）
この監視機能を活用すると、次の効果がある。
⒜　データ取得・送信のための船員の工数を削減
⒝　陸上のユーザーと船員間の認識の齟齬（そご）に
より、必要なデータがタイムリーに取得できないと
いった問題を解決
⒞　トラブル対応後の経過観察が容易。次回のメンテ
ナンスへのフィードバックが可能

⑵　一次ガイダンス自動配信機能（図3）
船内で EGCSのアラームが発報すると、船員がメール
を使って陸上に問い合わせることが多く、船員の時間と
労力を費やしていた。そこで、クラウドサーバ上のトラ
ブルシューティングのリストと自動受信したアラーム情
報をひもづけし、トラブルシューティングを 24 時間自
動配信する機能を開発した。この機能により、メールア
ドレスをクラウドサーバに登録しておけば、EGCSに関
する経験や知識が少ない船員でも迅速なトラブル解決や、
トラブルの影響を最小限にできる。

（2021年 12月 14日Web公開）

各種情報の閲覧
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図 3　一次ガイダンス自動配信機能
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＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は、それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。
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