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      共和国 全般

面積  338,145km2  日本 377,914km2                
  [1cm/年浮 上     ]
人口  5,452千人 2014年1月末暫定値 
 主 都市 
        首都 (約60万人)
               次 工業都市                
         水力発電 活用  金属 化学 

     工業 先端技術 盛  北部中核都市

              産業 標榜  都市

                最古 町 旧首都
[左図 
http://www2m.biglobe.ne.jp/~ZenTech/world/map/q096
_map_finland.htm  ] 

          地勢 
原子力関連    
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湖水地方      植林活動

- 樹木 根 岩盤上 僅  表土層 横 張      -
森林 計画 的管理 国策   掲 
        国土全体 岩盤 成
 立     樹木 根 浅  強風
 倒          

植林 岩盤 表層 場所 見   
行    

 ↑ 2013年 参加者一同

←2014年 植林活動 様子

  [       Information Release  ] 
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BWR2機運転中
(ASEA-Atom)



出典  http://www.areva.com/EN/operations-
2389/finland-olkiluoto-3.html#tab=tab5
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APWR建設中
(AREVA-Siemens)
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VVER(PWR)2機運転中
(Atomenergoexport,

Westinghouse, Siemens)
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1200MWe級
VVER計画中

(Rosatom)
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原子力

輸入

熱電併給
 産業用 

水力

熱電併給
 地域供給 

木材抽出油等

風力

[      産業連盟HP  ]



輸入

水力

木材抽出油等
熱電併給
 産業用 

熱電併給
 地域供給 

原子力
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 週 

 発電量年間推移    Aalto大Syri教授PPT  



     水力発電

     北   湖 南    湖 挟   都市  両湖 18m 高
低差 利用  水力発電    製紙 紡績等 産業 発展   現在 
主   IT産業 拠点       次       第2 都市    

街中     

[出典     研究         No.83 2000年秋号]                右 北側    湖 中央上     湖
[http://4travel.jp/travelogue/10707590  ]]
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[ Aalto University Syri教授    /2013年2月/   ]

      政府 温室効果   2050年   最低限80 削減
     長期目標 掲      
    以前 政府       気候変動戦略 2008年       
政府  2013年初 戦略更新 2020年   目標 確実 達成         

今後政府 2050年         作成 取 掛                                        

            政策   r例 

 20MW以上      生産 欧州CO2排出権取引 対象 
 →国内  温室効果  削減対象 小規模     生産 輸送 農業 森林産業等 
        北欧 自由化電力市場 傘下    

   地域 市場 欧州単一市場 飲 込          

 → 一方 政府       確保   重要 目標    
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      政府      政策 受  以下 発電    新
設 計画    

発電    投資 民間    計画 

    熱電併給     KYVO2 50/90 MWel/90heat 廃棄物         
      熱電併給廃棄物発電    他 

TVO_NPP新設:Olkiluoto 3 2016年運開  & 4 入札 
Fennovoima_NPP新設 入札 

Fortum:Loviisa NPPs      計画                                     

            政策   例 続   

再生可能          森林産業  関連       
   風力 中心  太陽光 補助対象外 

 風力発電 許認可過程 遅延 課題       地域住民 反対等 影響
     聞   
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[ Aalto University Syri教授    /2013年2月/   ]

Biomass is very important, mostly used in connection to forest industry. 
Principle:
  - primarily use wood biomass for added value products,             residues are 
used for energy
   - Feed-in tariff for wood chips is electricity 18€/MWh
Target for wind power 2500 MW = about 6 TWh by 2020 (now 288MW)
   - Feed-in tariff since 2011 (105€/MWh until 2015, then 83.5€/Mwhgurantee 
price total 12 years)
Also support for biogas, smaller overall importance in Finnish energy mix  
No Feed-in tariffs planned for solar. 

 

      

 

•  

•  
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       再生可能     政策
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       原子力規制 開発 関 下記事項    紹介
  原子力 関連  諸機関 次葉  関係当局

  原子力法令体系 YVL Guides
   許認可         許認可    
  原子力研究
  研究機関 原子力研究     

  産業界 原子力新設等 向  対応
上記機関 他    地域自治体 積極的 種 関     

          原子力規制 開発



政府機関 

関係省  Ministry of Employment and the Economy (MEE)

       MEE 関連機関         技術振興財団相当       原子力
関連研究    

原子力安全規制 独立 立場 議会 報告      

電力等事業者

電力               
          

使用済燃料貯蔵        

民間企業  設計 製造 建設
       各種    
自治体  各種     

民間企業等

          主要原子力関連機関
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電力     自治体 企業等                    



原子力
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   TEKES                     VTT
 原子力関連研究機関例

雇用産業省(MEE) 組織 原子力関連部局 

[MEE HP  ]



       原子力法令体系      出典  FinNuclear Directory 2014  

Nuclear Energy Decree 161/1988

  the Safety of Nuclear Power Plants (733/2008)
  the Security in the Use of Nuclear Energy   
(734/2008)
  Emergency Response Arrangements of Nuclear 
Power Plants  (735/2008)
  the safety of disposal of nuclear waste 
(736/2008)
   
  

Nuclear Energy Act 990/1987

Regulatory guides  on nuclear 
safety (YVL guides)

Government Decrees on
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STUK YVL Guides    

  STUK (Radiation and Nuclear Safety Authority)  約360名 放
射線安全/原子力安全 専門家集団  “Ministry of Social Affairs 
and Health”  属     現長官 Tiipana氏 
  STUK 放射線被曝 最小限 止  観点 施策 

  STUK YVL Guides 大幅 改定    2013年12月1日 
 一部   後 微修正 
  改定    従来  厳格  安全性向上 
  新YVL Guides 以下 Group   構成    
   Group A: Safety management of a nuclear facility
   Group B: Plant and system design
   Group C: Radiation safety of a nuclear facility and environment
   Group D: Nuclear materials and waste
   Group E: Structures and equipment of a nuclear facility
   Old YVL Guides 有効   
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 出典  FinNuclear Directory 2014  20

原子力施設 対  関
連機関等 関  方



 出典  FinNuclear Directory 2014  21

     
政策判断

原子力安全規制

原則決定 原子力発電 政策判断   社会
的受容性有無 議論 STUK 予備的安全評
価 政府 決定 議会 可否判断

建設認可 UK 技術面  許認可性
評価 受  政府 決定ST

操業認可 建設     
   対  STUK 技術的
  組織運用管理的評価
 受  政府 決定



24

       原子力規制 日本 原子力規制

  STUK 自       原案 作成 
  STUK                 開催
 STUK   YVL      更新等 行    
  関係者 政府機関 電力    等  招集            

   開催  内容説明 質疑 意見交換 行    

  関心 高 一般向  関連機関     企業他    

      開催   指針学習 機会 与     
  STUK 敷居 高    感   胸襟 開  当方    
     適応      真摯 聞     示唆 得    
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原子力関連  年計画

本計画 政府 管理 下
VTT 中心   原子力関
連機関 協力   実施 
  開発研究    日本
等  国際協力 展開 図
中 産官学機関 連携 [出典 http://safir2014.vtt.fi/]
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資源 環境 
      

知識   関
連    

    産業 
      
   

[出典 VTT HP]
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VTT 原子力安全 係 研究対象

+ 燃料 炉物理

+ 熱流動

+           

+ 構造健全性 他

放射性廃棄物管理 係 
研究対象 最終処分関連
    及 

VTT 原子力関連研究対象 例
[VTT HP  ]



      原子力産業界 対応
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       原子力発電所 
新設 機運 高       
   機関 立上     中
心 産業界 対応 始    
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   環境 知 尽       
企業  連携 不可欠 



        発電事業等膨大 建設資金 必要    
          従来  Mankala Principle  呼   
共同体型事業    導入        特徴  
 発電所 共同所有  事業   

 多様 規模 分野         集    単独  負担 難 
        財政    分担
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   Mankala Principle 
        発電事業    



29[p.29-p.32 出典 Nordea Presentation”Nuclear Power Financing in Finland”]
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    基本原則    [       産業連盟              ]

      有限責任会社 

     自体 利益 追求 配当 行        

  事業目的 株主    安 発電 行    

  発電事業 損益 持分比率 株主損益 取込    

 会社 権利義務 定款 株主間協定 定   

 株主     負担 

  施設所有    固定費

  発電    変動費



                     

 目的 
           適合  原子力発電所建設工事 円滑 推進  
   
           構築
     企業          

          図        事例 
  FinNuclear Event; Suppliers Day他  主契約者候補 意向説明会
       関連展示会  双方向       
      Tampere Energy Fair, Energy Vaasa  
  地方自治体主催 Match Industry Rauma等     企業  面談会
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FinNuclear 主催/支援   
        事例
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Tampere Energy Fair  隔年     
  開催           最大級 
     関連産業交流 展示会 

       主要 企業 参加  他 
海外 主要      参加      
    構築 図    
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Vaasa Energy Week  毎年
     開催        
関連産業 交流 展示会 

            社 始
                
関連製造業 集      
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Match Industry 13 Rauma     商工
会主催 企業交流会  2013年 地元
                空間 
開催    主   OL4      候
補社     企業 面談会 

             等      
  地方自治体 積極性 窺   



38[FinNuclear              ]



   最終処分場 他
POSIVA社提案 使用済 核燃料最終処分場ONKALO

[POSIVA社          ]
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国際的背景

 従来      年         処
理場 運搬

    側   運搬時 安全性向上 
要求

 国際社会       上記    核
兵器 製造  疑念

        原子力法 改正   年
     国内  処分 方針決定

国内的背景
      環境      等 科学的 技
術的側面  処分方法 検討及 最適
値選定 行  結果    年 月     
  社提案承認

 地元     市議会 賛成   反対  
承認

国 方針 議会決定

 2001年5月       国会 同国   原子力発電所  生  使
用済核燃料     最終処分場計画作業 継続     可能   
決定 圧倒的多数 承認

 今後 処分場計画     事業主体  
       社提出  施設 安全性等 関
  検討書 政府 審査  上 建設許可
及 施設 営業許可 与  予定 

今後 展望 

          使用済核燃料 最終処分
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TVO                   観光案内

41[出典 http://www.eurajoki.fi/attachments/gallery/japani_2013.pdf]



日本 原子力行政 原子力環境  参考

       自給 目指  延   輸出 視野 
  地域    根差  原子力開発
  政治的割 切  科学技術的割 切 
  Mankala Principle 基          健全性
  透明性 自主性 高 原子力規制 開発

  国情 合  原子力開発 認識   
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 静聴           


