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2.9乾式再処理シミュレーションの状況と

今後の展開、議論のために

東京電力

小林広昭

- 59 

川
川
川

F
O

川
川
川
向
。

剛
山
川
町

A
『

川
U
U川

n
u

山
山
山

F
O

山
川
山
田

A
『

川
川
川
川
川

n
U

剛
山
間

P

川
川
川
川
川
，

lu



]AERI-Conf 2004-008 

乾式再処理シミュレーションの状況と今後の展開、議論のために

(東京電力(株)) 小林広昭

コンビュータの演算能力の向上は目覚ましく、特に、今後は分散コンビューティング

の利用により、更に加速される見通しである。

豊富な演算能力により、将来的には量子力学に基づき電子、原子、分子レベルから全

体をシミュレーションする物質シミュレーションも可能となると考えられる。その途上

にある現在の計算シミュレーションは、実験計画の指標としての利用を行い、実験コス

ト低減を図ることがひとつの目標となる。同時に、開発したプログラムの再利用性を図

り、シミュレーシヨンコス卜の低減を考えていくことも必要である。

これらに必要な基礎データの基礎実験による収集は物質シミュレーシヨン時の動作

検証にも用いることが可能である。また、シミュレーシヨン側が主体となって実験計画

を考えていくことは、将来、机上の実験室が実現した際に有用な成果を見いだすための

訓練としても有効に機能すると考える。

1.はじめに

2002年に利用が開始された地球シミュレータは、 1970年代のスーパーコンビュー

タに比べ、約 10万倍の演算能力を有している。今後も分散コンビューティングの進

展により演算能力の向上は加速されると考えられる。本稿では、このような状況を踏

まえ、乾式再処理分野で現在行われている計算シミュレーシヨンの例を示した後に、

豊富な演算能力を利用可能となる時代、およびその過渡期にある現在における計算シ

ミュレーションのあり方、技術者が考えるべき観点について検討した。

2 .乾式再処理関係シミュレーション

現在実施されている乾式再処理関係の計算シミュレーションについて、その概要・

成果例を以下に示す。

①溶融塩電解再処理 MOX電解シミュレーション

酸化物燃料を溶融塩中で溶解。U.Pu.MAの陰極への析出を検討。

電気化学反応計算コードと漢学反応計算コードを組み合わせて使用。

析出効率に影響を与える要素を再現。実験結果との整合性を確認。

今後、実電解試験の試験計画策定における内容絞り込みに寄与予定。

②電極設計支援コード

商業規模電解槽における電極構造について検討。
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金属メッキ業界で実績のあるメッキ厚み計算コード、及び流体解析による

電解質濃度分布計算コードを使用。

実験との対比では、電極回転により溶媒を撹持した環境下では、計算結果

とのよい相聞が得られた。

濃度分布計算コードにより、撹持状態で電極近傍への電解質の供給が十分

なされることがわかった。

今後、電極設計の最適化に反映予定。

③乾式再処理法 iFLUOREXJにおけるフッ化炉シミュレート

粉体化した使用済燃料をフッ化するフレーム炉のフッ化条件を検討。

炉内の熱流動現象は粒子と流体を個別にモデル化した分散粒子モデル、フ

ッ化反応は Fz拡散速度と表面反応速度を考慮したコンパインドモデル。

PUF6生成速度が実験結果と不一致。高温となるフレーム炉内で、は、フッ素

の反応性が増加しているものと推定。

今後、実験結果を取り込み、フレーム炉内に生じる現象理解に反映予定。

④振動充填燃料製造における頼粒充填シミュレーシヨン

振動充填燃料製造において、高密度均一充填に必要なパラメータを検討。

離散要素法により、頼粒の挙動を模擬。

シミュレーシヨン結果により、充填パラメータ試験の絞り込みが可能。

これらシミュレーシヨンはすべて、実試験の回数削減、試験・設計条件への反映を

目的としていることがわかる。

3.シミュレーションの概念

前項において、乾式再処理分野で現在実施されている計算シミュレーシヨンの例を

挙げた。前述のように、実試験・設計への反映を目的としたものである。本項におい

ては、現在、将来のシミュレーションについて検討するための前段として、シミュレ

ーシヨンの概念を整理したいと考える。

①シミュレーシヨンの目的

危険を伴う実験の代替

コスト節約

時間節約

②シミュレーシヨンの利点

実物ではできないことを変わりのもので実行できる。

対象物体の形状、条件が容易に変更できる。

時間スケールを自由に変更できる。

条件を変えたときの影響を即座に知ることができる。

ここで、形状については、非常に小さく、目に見えないもの、逆に非常に大き

く、実スケールでは再現が難しい場合などに、全体を概括する手段としてシミュ

レーションが用いられる。原子力関連では、深い地層中の核種挙動や、溶融塩中

au 
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の核種挙動等、人間環境から離れていたり、構造上不可視であるものなどがこれ

に当たる。また、時間スケールについては、検討対象がナノ秒、マイクロ秒等の

ごく短時間のものである場合や、天体の創造のような数億年規模にまたがるもの

まで、シミュレーションにより時間の伸縮を行い、人聞が確認できる時間に変更

することが可能となる。

③シミュレーシヨンの方法

計算機によるシミュレーシヨン以外に、アナログ法とよばれる模型等を使った

シミュレーシヨンも存在する。これらを含めたシミュレーシヨンモデルの種類に

ついて、以下に示す

アナログ法

1)スケールモデル、風洞実験、動物実験、防災訓練なと

→検討しようとする対象と、大きさ、状況等を変更してシミュレート

2) 類推モデル

→検討しようとする対象の、課題と考えられる要素を抽出し、単純な

物理システム、電気回路等でシミュレート

スケールモデル等は直接アナログ法、類推モデルは間接アナログ法と分

類される。

数理シミュレーシヨン法

1)デジタルモデル、統計モデル、解析モデル

→検討しようとする対象を数値化。計算機によるシミュレート

(例)初期のコンビュータによる砲弾の弾道計算

④様々な分野での数理シミュレーシヨン

計算機シミュレーシヨンは③の区分における数理シミュレーションに分類さ

れる。様々な分野における数理シミュレーシヨンの利用例を以下に示す。

気象予測→大気モデルによる現象予測 (TeraFlops級の演算能力が必要)

生命化学→遺伝子解析、タンパク質構造解析(反応をシミュレートするた

めには、現在の計算機演算能力の 100万倍程度が必要)

基礎物理→物質の構造・特性解析(物質シミュレーシヨン:原子 100個レ

ベルのシミュレーションが、現状可能)

流体解析→複数の理論モデルを統一的に解く連成シミュレーションの利用

(PetaFlops級の演算能力が必要)

天体力学→銀河系生成メカニズム等(ベクトル型の専用計算機が必要)

経済予測→数学理論に基づ、き、多くの事象の相互作用を計算(コスト低減

のため、 PC計算へ移行する傾向)

4.計算機の演算能力の向上とそれにより実現されるシミュレーション

前項④において、各分野で考えられている計算機シミュレーションと、必要とされ

る計算機演算性能について記載した。ここで、計算機演算能力向上のこれまでの経緯
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と今後の見通し、およびそれにより実現されると考えられるシミュレーションの内容

について述べる。また、前項の"Flops"等の用語説明も合わせて記す。

①スーパーコンヒ。ユータの演算能力の向上

大規模な科学技術計算に用いられ、その時点の計算機演算能力の最大値を記録

しているコンビュータがスーパーコンビュータである。本項では、まずこのスー

パーコンビュータの演算能力向上の経緯について示す。

. 1976年 Cray社 Cray-1 官!'E宮

1980年代 米国、日本で能力の向上 I!If 

1990年代以降米国ではベクトル型計七c

算機が衰退し、スカラー型へ。日本はべ i 

クトル型の性能向上を追求。

2002年 地球シミュレータ

演算能力を見ると、 Cra)寸の数百 MegaFlops

から、地球シミュレータでは 40TeraFlopsまで向上しており、 30年弱で約 10万

倍演算性能が向上したことがわかる。

*ベクトル型:科学技術計算用に専用設計されたプロセッサを利用

*スカラー型:汎用プロセッサを多数並列に結合

* Flops: 1秒間にできる浮動小数点演算の回数

②分散コンビューティング

コンビュータの能力向上手法のひとつとして、近年分散コンビューテイングが

脚光を浴びるようになりつつある。この技術は、下図のような考え方を基にして

いる。
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この手法の利点としては、まず第

一に低コストであることが挙げら

れる。各 PCは汎用のもので済み、

専用プロセツサを開発する必要も |1台の能力は低くとも、高い演算能力|

ない。また、大型計算機の設置場所

も不要となる。さらに、 PCの性能向上により、全体の性能も向上することとな

り、そのためのシステムの大規模な変更も必要ない。

欠点としては、計算単位が PCに収まることが必要であり、計算単位のモジュ

ール化の検討が必要なこと、および、メモリも各 PCに分散することとなるため、

PC聞を結ぶ高速な回線がいることである。

③分散コンヒ。ユーティングの発展(1)

分散コンビューティングは個人利用の PC等の能力をインターネット経由で集

めて行うことも可能であるため、計算プログラムの Webサイトからの配布と言

った形態で、ボランティアを募る各種プロジェクトが進行している。その具体

例を 2件ほど挙げる。

SETIプロジェクト(カリフオルニア大パークレー校宇宙科学研究所)
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→電波望遠鏡データから有意信号を検出し、宇宙人の存在確認を行うこと

を目的とする。

AIDSプロジ土クト(現在は非営利の研究所が運営)

→HIVウィルスの詳細モデルに対し薬化合物の候補モデルをテスト。

研究所、大学等以外にも、個人で実施しているプロジェク卜も多数存在し、イ

ンターネット網が世界に普及した現在、分散コンビューテイングは手軽に高い演

算能力を入手する方法として認知されたといえる。

しかしながら、これらプロジェクトはボランティアベースで行うことが前提と

なっているため、多数の参加者を集めることが課題となっている。一般の関心が

薄い領域では、予定通りプロジェク卜が進展しない恐れがある。

これに対し、 2001年、インテル、 NTTデータ等は、 PC数百万台規模の分散コ

ンビューティングにより入手できる演算能力を、大規模計算を必要とする顧客に

販売する事業の検討を開始している。これは、顧客から得られた収益の一部を演

算能力の提供者に還元するというビジネスモデル(!f'CellComputingd]と命名)

であり、スーパーコンビュータの能力を凌駕することを目標としている。動向が

注目される。

④分散コンビューティンゲの発展(2)

分散コンビューテイング技術については、科学技術計算の領域のみならず、近

年のコンビュータグラフイツク分野の牽引役ともなっているゲーム業界において

も注目すべき動向がある。

2002年、 SCEI(ソニー・コンビュータ・エンターテインメント)は、 IBMと

共同し、プロセッサ IICelld]の開発を開始したことを発表した。 SCEIは家庭用ゲ

ーム機『フ。レイステーション 2(PS2)d]を開発しており、 Cellチップは次期プレ

イステーションの心臓部に用いられるのではないかと想定される。

Cellは分散コンビューテイングに最適化された設計が施されており、 IBMの構

想によれば、 2004年に Cellチップ 100万個でスーパーコンビュータを構成し、

1 PetaFlopsを実現する計画とのことであり、地球シミュレータの数十倍の演算

能力が実用化されることになる。

SCEI版の Cellは、 1個で TeraFlops級の演算性能を目標にしているとのこと

である。 SCEIはこのチップをゲーム機のみならず、家電へ展開することも構想

しており、家電とのネットワークにより、単体ゲーム機の能力を上回る性能を持

たせることを計画している oさらに、将来的なインターネットの高速化による Cell

チップによる世界規模の分散コンヒ。ユーテイングも視野に入れているとのことで

ある。

PS2は 2003年9月時点、で世界販売台数 6000万台を突破しており、次期マシン

も同数あるいはこれを上回る出荷が可能であることは容易に想定される。 PCと

異なり、マシンアーキテクチヤ、能力の統ーが図られていることが最大の利点で

あり、ネットワークの構築が急速に進むことが考えられる。しかし、未だ構想段
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階であり、これも今後の展開を注視すべきであろう。

⑤豊富な演算能力が可能とするシミュレーシヨン

3 .④で述べた、物質シミュレーシヨン(電子、原子、分子レベルの基本原理

(量子力学)を基にし、その集合体としての物質の構造・性質をシミュレートす

る手法)が、現実的なレベルで可能となっていくと考えられる。

すなわち、計算機内に原子、分子などの仮想粒子を置き、自然科学の原理に従

って自由に運動を行わせ、その過程、結果から有用な情報を得るといった手法で

ある。

これにより、事前の実験データ蓄積によるコード化が不要となり、新物質、新

構造の特性を机上で検討することが可能となると考えられるo 現在の演算能力に

おいても、圧力による分子の結晶構造の変化が再現されるなど、いくつかの成果

は出ているが、さらに巨大な分子、あるいは長時間に亘る変化等の視覚他が、計

算機演算能力の向上により実現すると予想される。

5.計算シミュレーションを実施するに当たって留意すべき観点

①当面のシミュレーシヨン環境において

前項で述べたような豊富な演算能力を自由に利用できるまでには、まだしばら

く時聞がかかると想定される。それまでの聞のシミュレーション開発においては、

以下のような点を、目的、および留意点とすべきと考える。

効率的な実験計画の指標としての利用

シミュレーションで実験パラメータの絞り込みを行うことにより、実験

計画の効率化を図る。シミュレーションモデル作成に必要な基礎データ収

集のための実験が必要となるが、これらのデータは、将来の物質シミュレ

ーション時代においても物質挙動の検証データとして利用でき、有効活用

が可能である。

再利用性の確保による開発コストの低減

有効性が確認されたプログラムの検索性、接続インターフェースの互換

性を確保し、シミュレーシヨン自体のコストを低減することが必要である。

国際規格である HLA(HighLevel Archtecture)が同様の発想をとっており、

米国においては、プログラム登録のシステムが構築されている。これによ

り、すでに存在するプログラムと重複した内容のものを開発してしまう恐

れが少なくなり、開発コストの削減が可能となる。

スケール、類推モデルへのフィードパック

シミュレーション結果から、スケールモデル、類推モデルを検討し、実

規模試験の実施を避けることを検討することもコスト低減上有効である。

一例を述べれば、地質環境における核種移行の模擬等は、小型基盤上で、検

証を行う方法が提唱されている。シミュレーシヨンによりこれが実規模試

験と同等の確認が行えることが判明すれば、大幅なコスト低減が可能とな
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る。また、シミュレーシヨン結果から、その本質を表す単純なシステムを

創造するという作業は、②に述べる物質シミュレーション時代に求められ

る技術者の能力の養成にも役立つと考えられる。

②将来のシミュレーシヨン環境に向けて

物質シミュレーション等の将来的なシミュレーシヨン環境が実現した場合、シ

ミュレーシヨンの実施者に求められる留意点、能力は以下のようなこととなると

考える。

シミュレーションはあくまで、実際におこっていること、おこりうること

が目に見える形となっているだけであることに注意が必要。「伺がおこった

のか」、「それはどういうことを意味するのか」を常に念頭に置いておかね

ばならない。

シミュレーシヨンの結果を解釈し、役立てるためには、新たなものを考え

出すための想像力が必要となる。計算機の演算能力が向上しても、当面、

この領域は人間に残されていくと考えられる。

結局、新しい発見のために、研究者、技術者に求められることは、昔と変わりなく、

最終的には想像力になるということである。

1895年 11月8日、ドイツのレントゲンはクルックス官(陰極線管)に覆いをかけ

ても、蛍光紙(白金シアン化バリウム塗布)が発光する現象から X線を発見し、 1901

年の第 1回ノーベル物理学賞を受賞した。クルックス菅の発明者であるイギリスのク

ルックスは、レントゲン以前に同様の現象を確認していたが、蛍光紙の不良と考え、

メーカに文句をつけに行っただけであった。同ーのものを見ても、そこから何を引き

出すかは、全く異なるものとなる。将来のシミュレーシヨン技術者から多くのレント

ゲンが誕生することを期待したい。

以上
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乾式再処理関係シミュレーションの状況と
今後の展開、議論のために

平成15年12月16日

東京電力

小林広昭

乾式再処理関係シミュレーション(例1) 

1.溶融塩電解再処理MOX電解シミュレーション

0酷化物燃料を溶融塩中で溶解。 U，Pu，MAの陰極への析出を検討。

O電気化学反応計算コードと科学反応計算コードを組み合わせて使用。
O析出効率に影響を与える要素を再現。実験結果との整合性を確認。

2.電極設計支援コード

0商業規模電解槽における電極構造について検討。

O金属メッキ業界で実績のあるメッキ厚み計算コーに及び流体解析による電解買

~度分布計算コードを使用。
0実験との対比では、電極回転により溶媒を慣梓した環境下では、計算結果とのよ

い相聞が得られた。
0;"1度分布計算コードlこより、揖枠条件で電極近傍への電解質の供給が十分なさ

れることがわかった。

2 
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乾式再処理関係シミュレーション(例2)

3.乾式再処理法rFLUOREXJにおけるフッ化炉シミュレート

O粉体化した使用済燃料のフッ化に用いるフレーム炉のフッ化条件を検討。

0炉内の勲流動現象は粒子と流体を個別にモデル化した分散粒子モデル、フッ化
反応はF2拡散即とと表面反応速度を考慮したコンバインドモデル。

OPuF6生成速度が実験結果と不一致。高温となるフレーム炉内では、フッ素の反応

性が増加しているものと推定。

4.振動充境燃料製造における頼粒充填シミュレーション

0振動充填燃料製造において、高密度均一充填に必要なパラメータを検討。
O離散要素法により、覇粒の挙動を模催。

シミュレーションの目的・利点

1.シミュレーションの目的

O危険を伴う実験の代替

Oコスト節約
0時間節約

2.シミュレーションの利点

0実物ではできないことを変わりのもので実行できるロ
O対象物体の形状.条件が容易に変更できる。

0時間スケールを自由に変更できる
O条件を変えたときの影曹を即座に知ることができる

- 198一
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シミュレーションの方法

1.アナログ法

0スケールモデル、風洞実験、動物実験、防災訓練
→検封しようとする対象と、大きさ、状況等を変更してシミュレートロ

0類推モデル
ー検封しようとする対象の、謀置と考えられる要素を抽出し、単純な物理システ

ムでシミュレート。

2.数理シミュレーション法

0デジタルモデル、統計的モデル、解析モデル
→検封しようとする対象を、数値化。計算機による演算でシミュレート。
(例)初期のコンビュータによる砲弾の弾道計算。

ここでは、 2 について検討

様々 な分野で、の数理シミュレーション

O気象予測→大気モデルによる現象予測

O生命化学ー遺伝子解析、タンパク質構造解析

。基礎物理→物質の構造・特性解析(原子100個レベルのシミュレーション)

O流体解析→績数の理論モデルを統一的に解く連成シミュレーション

0天体力学→銀河系生成メカニズム等

0経済予測→数学理論に基づき、多くの事象の相互作用を計算

- 199ー
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ス-Jtーコンビュータの演算能力の向上

，-ご'.
.'，'! .' . 

_，*.;..I"I.t-'ーーーーーーー圃・-..a.. ・.. “・m ・・・4・Fーー争 ......司一一一1 占....1976年 Cray社 Cray-1
1980年代 米国・日本での発展
1990年代以降米国ではベクトル型衰退

スカラー型へ
日本はベクトル型追求

2002年 地疎シミュレータ

0演算能力は、 Cray-lの数百MFlρPS

，.;;;: ...... 
醐帽._~旦
四. ..j~嗣

zstZ3h 
・開...園

町 r
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目 制帽e
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(メガフロップス)から、地球シミュレータ
では40TFLOPS(テラフロップス)へ。

tJ7'I 1975 唄10 og島 市嗣 岬‘ 別刷 zx輝

030年弱で約10万倍の向上。

車ベクトル型・科学技術計算用に専用設計されたプロセッサを利用
車スカラー型:汎用プロセッサを多数並列に結合
事 FLOPS:1秒間にできる浮動小数点演算の回数

分散コンビューティング

多数のPCをネットワークで接続

(専用回線やインターネット)

恩
|1台の能力は低くとも、高い演算能力|

恩
利点

①低コスト
②設置場所不要
③PC性能向上により全体性能向上

欠点
計算単位がPCIこ収まることが必要

- 200ー
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分散コンピューテイン夕、の発展(1)

0多数の一般PCIこ計算プログラムを入れてもらい、大規模計算をインターネットを介し

て行うプロジェクトが発展

.SETIプロジェクト電波望遠鏡デ タからの有意信号の検出→宇宙人の存在確認

圃AIDSプiロジェクト HJVウィルスの詳細モデルに対し、薬化合物の候補をテスト

→研究所、大学等以外にも個人で実施しているプロジェクトも多数
→ただし参加者を多数集めることが最大の課題

恩

02001年、インテル、 NTIデータ等は、 PC数百万台規模の分散コンビューテイングによ
る演算能力を大規模計算を必要とする顧客に提供し、収益の一部をCPU能力提供者
に還元する事業を検討 (~Ccll C()mputing~と命名)

→100万台以上の参加を募り、スーパーコンビュータの能力を凌駕することが目標

9 

分散コンピューティングの発展(2)

0ゲーム業界でも町田.. 

置時 2002年、 SCE(ソニー圃コンビュータエンターテインメント)はIBM、東芝と共同し、
プロセッサ~Cell~の開発開始→プレイステーション3のチップ?

JIL 
0100万個でスー1¥ーコンビュータを作ると1Pct~FLOPSを実現見込み
→2004年完成予定

OSCEIJ¥&Cell (複数プロセッサ構成?)は 1 個でTcr~FLOPS級の演算性能を目
標。これを分散コンピューティングに利用→2005年完成予定

JIL 

OSCEIまCellチップを家電にも展開予定。家電との光ネットワークを構築し、膨

大な演算能力を利用可能とする。将来的には世界規模のネットワークの構想

.圃圃と、思われる

時映画仙rix~の世界の実現も近い?
10 
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豊富な演算能力が可能とするシミュレーション

O物質シミュレーション

・電子、原子、分子レベルの基本原理(量子力学)を基仁、その集合体としての物質の

構造・性質をシミュレーション

瞳時

恩

1 計算機内に、原子、分子などの仮想粒子を置く

2 自然科学の原理に従って、勝手に運動させる

3 その過程、結果を見て、有用な情報を得る

0事前の実験データによるコード化不要。

0新物質、構造の特性を机上で調べることが可能に。
0現在のスーパーコンビュータでは原子1∞個台のシミュレーションo

"例えIt...

①分子が規則的な結品構造をとる様子

②加圧による結品構造の変化

などがシミュレート可能

当面のシミュレーション環境で、の狙い

II 

臨時 スパコンなみの演算能力を、だれもが自由に使えるまで、まだしばらく必要。

その問、シミュレーション開発はどのようなことを目指すべきか。

.J!L 

①効率的な実験計画の指標としての利用

・シミュレーションにより、実験パラメータの絞り込みを実施

→小規模基礎実験による、基礎データの収集が不可欠

→基礎データは、物質シミュレーション時においても、検証データとして有用

②再利用性の確保による開発コストの低減

・有効性が確認されたプログラムの検索性、接続インターフェースの互換性を

確保し、シミュレーション自体のコストを低減
→国際規格HLA(HighLevel Archit巴cture)が同擁の発想

→今後の分散型コンビューテイングでは必須となる

③スケール、類推モデルへのフィードパック

-シミュレーション結果から、スケールモデル、類推モデルを検討

→地質環境の模擬など

→物質シミュレーション時代への訓練

202 
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将来のシミュレーション環境に向けて

時|物質シミュレーションなど、将来的なシミュレーシヨン環境が実現した場合、なに
が重要なこととなるか。

輔

亙主

0机上における実験が可能だが・..

・実際におこっていること、おこりうることが目に見える形になるだけであること

に注意が必要
→「何がおこったのかJ、「それはどういうことを意味するのか」を常に念頭に

Oシミュレーション結果を解釈する想像力が必要
圃ここは人間の領域

→レントゲンになるかクルックスになるか
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