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「High Quality Computing (HQC)」の由来

日本機械学会第１６回計算力学講演会(2003)
OS28 解析モデルと計算の品質

：

1) 伊理正夫, 計算の品質向上を目指して, 日本機械
学会誌 98, No.920, 538-539 (1995)



4日本計算工学会

「シミュレーションの品質・信頼性にかか
わる調査・研究(HQC)」研究分科会

期間
• 第I期2009年6月～2011年5月
• 第II期2011年6月～2013年5月
• 第III期2013年6月～2015年5月

第III期メンバー
• 委員数：37名
• 主査：白鳥正樹（横国大）
• 副主査：越塚誠一（東大）, 高野直樹（慶大）, 山田貴博（横国
大）

• 幹事：中村均（CTC）, 長谷川浩志（芝浦工大）, 松井和己（横国
大）, 吉田有一郎（東芝IS）

2015年4月より「High Quality Computing (HQC)」研究会と
してスタート
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2009年6月～2015年3月

HQC研究分科会の活動 (1) 

分科会会合：第I期 9回, 第II期 8回, 第III期 7回
学会標準の出版

• 工学シミュレーションの品質マネジメント, JSCES S-
HQC001:2011

• 工学シミュレーションの標準手順, JSCES S-HQC002:2011
• 工学シミュレーションの品質マネジメント, JSCES S-

HQC001:2014
• 学会標準(HQC001&002)事例集, JSCES S-HQC003:2015
• 工学シミュレーションの標準手順, JSCES S-HQC002:2015

書籍の出版
• 白鳥, 越塚, 吉田, 中村, 堀田, 高野, 工学シミュレーションの
品質保証とV&V, 丸善出版 (2013)
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2009年6月～2015年3月

HQC研究分科会の活動 (2)

日本機械学会計算力学技術者認定事業との連携
• 「計算力学の質保証に関する国際シンポジウム」（日本機械
学会主催）の協賛 (2012)

講習会の開催
• 第１回 2011年1月11日慶応大学矢上キャンパス
• 第２回 2012年6月28日アルカディア市ヶ谷
• 第３回 2013年6月20日芝浦工業大学豊洲キャンパス

講演会や学会誌での普及活動
• 第14回計算力学講演会 パネルディスカッション (2009)
• 第15回計算力学講演会 企画講演 (2010)

• 日本学術会議 安全工学シンポジウム オーガナイズドセッ
ション (2010)

• 日本機械学会 年次大会 ワークショップ (2010)
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2009年6月～2015年3月

HQC研究分科会の活動 (3) 

講演会や学会誌での普及活動
• 第16回計算力学講演会 企画講演, オーガナイズドセッショ
ン (2011)

• 学会誌「計算工学」特集記事 (2011)
• 第17回計算力学講演会 オーガナイズドセッション (2012)
• 第18回計算力学講演会 オーガナイズドセッション (2013)
• 第19回計算力学講演会 オーガナイズドセッション (2014)
• 第20回計算力学講演会 オーガナイズドセッション (2015)

不確かさのモデリング・シミュレーション法に関するWG
• 2014年5月～2015年3月
• 主査：高野直樹（慶大）
→2015年4月より「不確かさのモデリング・シミュレーション」研
究会として独立
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日本計算工学会標準

工学シミュレーションの品質マネジメント
JSCES S-HQC001: (2011) 2014

• ｢JIS Q 9001:2008品質マネジメントシステ
ム｣の要求事項を工学シミュレーション業
務に対して読み替えた、補足的な要求事
項

• 組織が工学シミュレーション業務に対する
ISO9001認証を取得する場合の品質マニ
ュアルの原型

• ISO9001認証取得を目指す組織のために
附属書に"ISO9001導入の手順"を追加(附
属書E: 2014年版)
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日本計算工学会標準

工学シミュレーションの標準手順
JSCES S-HQC002: (2011) 2015

• 構造解析や流体解析などの工学シミュレ
ーションを行う場合の標準的な手順

• 2015年の改訂点
• 不適合品の管理等の内容を補強し、さらに是
正措置・予防措置のプロセスを追加

• 妥当性確認と論証材料の取得方法に係わる
附属書を追加

• V&Vと標準手順の関係、モデルV&Vと品質
V&Vに係わる内容を解説に追加
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日本計算工学会標準

学会標準(HQC001&002)事例集
JSCES S-HQC003: 2015

事例 1 ：フランジ継手の熱過渡・弾塑性応力
解析

事例 2 ：原子炉建屋の耐震解析

事例 3 ：自動車開発における部品設計段階
での強度性能検討のための定型構
造解析

事例 4 ：自動車開発定型フルビークルシミュ
レーション品質マネジメントシステム
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シミュレーションの信頼性確保に関するガイドライン
AESJ-SC-A00x:2015

• VerificationとValidationは、
ASME V&V-10, 20と同じ
（モデルV&V）

• V&V後の予測についても記述

3.4.2 予測による不確かさの拡大
の定量化

3.7 品質管理

モデルV&Vはここで品質V&Vを
引用する。

2015.12.11に標準委員会にて制定
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ISO9001:2008より

7.5.2  製造及びサービス提供に関するプロセスの妥
当性確認

製造及びサービス提供の過程で結果として生じる
アウトプットが、それ以降の監視又は測定で検証す
ることが不可能で、その結果、製品が使用され、又
はサービスが提供された後でしか不具合が顕在化
しない場合には、組織は、その製造及びサービス提
供の該当するプロセスの妥当性確認を行わなけれ
ばならない。
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原子力分野におけるシミュレーションの
品質確保(品質V&V)の規格

•日本電気協会, 原子力安全のためのマネジメント
システム規定, JEAC 4111-2013

•日本電気協会,原子力安全のためのマネジメントシ
ステム規定(JEAC 4111-2013)の適用指針, JEAG 
4121-2015

•原子力安全推進協会, 原子力施設における許認
可申請等に係る解析業務の品質向上ガイドライン, 
JANSI-GQA-01 第2版 (2014)
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まとめ

•日本計算工学会では2009年よりHQC研究会（2015
年3月まではHQC研究分科会）が活発に活動して
おり、品質V&Vの標準作成などを行っている。

•土木学会では2014年にV&V研究会（土木分野の
数値解析におけるV&Vに関する小委員会）が発足
し、地盤工学の数値解析を中心にV&Vの調査・普
及活動をしているようである。

•原子力分野におけるシミュレーションの品質V&V
は、新規制基準を受けて、日本電気協会の規格に
書きこまれるようになってきた。


