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1．原子炉主任技術者とは

　本誌の読者の方々にとって，国家資格のうち
放射線取扱主任者は馴染み深いと思われるが，
同じ放射線，原子力関連の資格として原子炉主
任技術者について解説してみたい＊1。原子炉主
任技術者は，原子炉を規制している「核原料物
質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法
律」（以下，炉規法）に法律上の位置づけがな
されている。その役割は「原子炉の運転に関し
て保安の監督」を行うと規定されている。そし
て，原子炉設置者は，「原子炉主任技術者の免
状を有する者」を原子炉主任技術者に選任しな
ければならないとされている。一口に原子炉と
いっても出力が 1 W以下の臨界集合体と呼ば
れる原子炉もあれば，100 万 kWの発電ができ
る原子炉も法律上同じ原子炉＊2 であり，原子
炉の型式や規模に関係なく原子炉を設置する場
合には原子炉主任技術者を選任しなればならな
い。原子炉主任技術者は，原子力規制委員会が
設置，運転を認めた原子炉について，絶えず原
子炉の現場にあって，その保安の監督を担う役
割を負っている。また，炉規法において「原子

炉の運転に従事する者は，原子炉主任技術者が
その保安のためにする指示に従わなければなら
ない」とあり，法律によってその保安監督の権
限が付与されている。また同時に「原子炉主任
技術者は，誠実にその職務を遂行しなければな
らない」とも規定されている。このように原子
炉主任技術者には，保安監督を適確に遂行する
に足る原子炉に関する高度な技術的能力のみな
らず，高い責任感と倫理観が求められている。

2．原子炉主任技術者の選任

　原子炉主任技術者は，同一事業所内の同一型
式の原子炉であれば兼任することができるが，
試験研究用の原子炉は，原子炉ごとに型式が異
なるのが一般的であり，兼任している例は少な
くとも筆者は知らない。一方で発電用原子炉で
は，同一発電所に同一型式の原子炉が複数設置
されている例が多く，1人で複数の原子炉を兼
任しているのが一般的であった。しかし，福島
第一原子力発電所での事故を受けて改正された
炉規法では，原子炉出力の比較的低い試験研究
用原子炉と出力が高く，万が一の事故の際のリ
スクの大きい発電用原子炉の原子炉主任技術者
とが区別して規定されるようになり，試験研究
用原子炉では現在でも兼任が認められている
が，発電炉では認められなくなった。また，試
験研究用原子炉の原子炉主任技術者は，免状を
有していることだけが選任に当たっての条件と
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＊1　 核燃料取扱主任者とあわせてこの 3つの資格を三種
の神器というらしいが，ごくまれにこれを具えてお
られる方もいる。

＊2　 法律上，原子炉とは中性子源なしに核分裂の連鎖反
応を維持できる装置とされている。
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装置や，原子炉内で発生した中性子を原子炉の
外部に取り出すための導管などである。このよ
うな装置を使って照射を行う場合には，実験者
は事前に実験計画書を提出し，原子炉主任技術
者の承認を得る必要がある。原子炉主任技術者
は，照射によって発生する放射能の強度や発熱
の有無，火災，爆発等のおそれがないか，原子
炉の運転に影響がないか，などの判断を行い，
必要に応じて実験者に対して保安上の指示を与
えることがある。
　日常的に行われる巡視，点検，原子炉の保
守，修理などについても絶えず記録等を確認
し，原子炉の保全が確実になされているかどう
かの最終的な確認を行う。
　原子炉の運転中に警報が発せられる等の異常
が起こった場合，あるいは原子炉の停止中であ
っても原子炉施設に何らかの異常が起こった場
合には，担当者はいち早く原子炉主任技術者に
その旨報告し，原子炉主任技術者は原子炉運転
責任者等に必要な指示を行うこととなる。京都
大学研究用原子炉は夜間でも連続運転をするこ
とがあり，また，原子炉停止中でも警報が発せ
られることがあるため，原子炉主任技術者は
1年 365 日，常時連絡が取れるようにしておく
必要がある。
　その他，原子炉実験所所長が，教育訓練実施
計画，原子炉施設の保全計画等を定めるに当た
っては，原子炉主任技術の同意を得なければな
らないとされている。このように原子炉の保安
活動全般に関して網羅的に目を光らせて原子炉
の安全をより確実なものにしていくという役割
を担っている。

4．どうしたらなれるのか

　原子炉主任技術者の免状を得るには，まず，
毎年 3月ごろに実施される筆記試験に合格し，
更に毎年 8月ごろに実施される口頭試験に合格

なっているが，発電炉では更に発電用原子炉で
3年以上の実務経験が必要となった。このよう
に発電炉では，原子炉主任技術者の位置づけが
より厳格に規定されるようになった。
　また，原子炉主任技術者が海外出張などのた
め職務が遂行できない場合に備えて，免状を持
つ者を代行者として選任しておく必要がある。

3．原子炉主任技術者の職務

　原子炉主任技術者の職務は，各原子炉施設の
保安規定において詳細が規定されることになる
が，筆者が原子炉主任技術者を務める京都大学
研究用原子炉について紹介してみたい。まず，
原子炉主任技術者は，原子炉を設置している法
人の一構成員ではあるが，職務上与えられた保
安監督の権限を十分に発揮できるように，組織
体制上その独立性が担保されている必要があ
る。京都大学原子炉実験所では，実験所所長が
保安活動を総括する立場にあるが，原子炉主任
技術者は所長の指揮系統のラインから外れた位
置にあって，所長に対して意見を具申できる立
場にある。ほかの法人では，原子炉主任技術者
に選任される者には，それ相当の職位にあるこ
と（例えば次長級以上など）を要件としている
場合もあるが，そのような要件を設けていない
法人もある。
　原子炉を運転するに当たっては，事前に出
力，運転条件等を定めた運転計画を立てるが，
原子炉主任技術者が保安の観点からその運転計
画が妥当であるかどうかの判断を行う。運転炉
心を新たに構成する場合や運転炉心の変更を行
う場合には，燃料の配置や燃料移動の手順が妥
当であるかどうか原子炉主任技術者の判断を仰
ぎ，その承認を得なければならない。
　試験研究用の原子炉の特徴として，実験用の
機器が多数原子炉に附設されている。例えば，
原子炉内で実験試料の中性子照射を行うための
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5．今後の原子炉主任技術者

　福島第一原子力発電所での事故における原子
炉主任技術者については，京都大学原子炉実験
所で原子炉主任技術者も務めた経験を持つ木村
逸郎・京都大学名誉教授が「事故時の原子炉主
任技術者の在り方の再検討」1）と題した記事を
書かれている。この中で同発電所の原子炉主任
技術者の在り方についての問題点を指摘されて
いる。福島第一原子力発電所では 4機の原子炉
を 1人の原子炉主任技術者が兼務していて「呆
れた」とも書いておられる。試験研究用の原子
炉では，兼務することは事実上ないが，よりリ
スクの大きい発電炉でこそ 1機ごとに原子炉主
任技術者を配置すべきであるとの主張である
（前述のとおり改正炉規法は事実そのようにな
った）。また，原子炉主任技術者が事故対応で
積極的に指揮をとっていれば，事故の拡大は防
げたのではないかとの主張もなされている。も
ちろん事故時に保安の監督を適確に行うには，
普段から現場に立ち入り，自身が監督する原子
炉の仕組みについて知り尽くした上で，万が一
の事故時にどのような対応をすべきかの図上演
習を普段から怠らないことが重要であろう。
　米国にも，日本の原子炉主任技術者に類似の
資格制度があり，参考文献 2）ではその比較が
なされている。試験制度についていえば，米国
の資格試験では原子炉の実務に則した出題がな
されている一方で，日本では実務とは直接関係
のない出題が多い，という問題点も指摘されて
いる。また，米国のように免許が更新制になっ
ていない，などの批判も展開されている。
　試験研究炉を文部科学省が規制していた頃
は，各原子炉施設の原子炉主任技術者と文部科
学省との間で意見交換の場が設けられていた
が，原子力規制委員会が設置されてからは開催
されていない。このような会合は他施設の事例
を学ぶ良い機会でもあり，原子力規制委員会に

する必要がある。筆記試験を受験するに当たっ
て特に条件はないが，口頭試験を受けるに当た
っては原子炉の運転に関する業務に 6か月以上
従事した経験がなければならない。この場合，
どの原子炉であるか炉型は問われない。筆記試
験は，法令，原子炉理論，原子炉の設計，原子
炉の運転制御，原子炉燃料及び原子炉材料，放
射線測定及び放射線障害の防止の 6科目につい
て行われる。試験範囲が原子炉技術全般の広範
囲にわたっており，その中からどこが出題され
るかの傾向を掴むことが非常に難しい。第一種
放射線取扱主任者の資格も持つ立場から言わせ
ていただくと，放射線取扱主任者試験のように
市販のテキストと問題集があるのに比べて，原
子炉主任技術者の試験は受験者が 100 名程度と
少ないせいか，受験用の特定の参考書といった
ものはない。受験者は原子力の広い範囲にわた
って多くの参考書などを学習する必要がある。
また，福島第一原子力発電所の事故のような，
原子力を取り巻く情勢に大きな変化があると出
題傾向も大きく変わる。受験者はこれらに柔軟
に対応する必要がある。口頭試験は，一般的な
知識に加えて，緊急時の対応の心構えなど原子
炉主任技術者としての適性や資質を問うような
試問がなされる。筆記試験と口頭試験の合格率
は，それぞれ 10％前後，40～50％程度で決し
て楽な試験とはいえない。原子炉を設置してい
る幾つかの法人では，なかなか合格者が得られ
ず，必要な数の原子炉主任技術者を確保するこ
とに苦労していたとも聞く。しかし，平成 17
年度からは，東京大学原子力専攻（専門職大学
院）の 1年間の課程を修了すると，筆記試験の
うち法令以外の科目が免除となり，試験を経な
いでも資格が取れる制度が創設された。また，
（独）日本原子力研究開発機構では，筆記試験の
対策講座も開設している。
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なってからも開催が望まれる。
　いずれにしても，原子力安全の確保をより万
全なものにしていくためにも，原子炉主任技術
者という制度の実効性をより高めていくことが
有効であることは言うまでもない。今後も多方
面からこの制度そのものの在り方についての議
論を継続していくことが重要であると考えてい
る。
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