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 当社は、我が国の原子力業界において発電所の建設，運転，保修，放射線管理
等の業務に従事する専門技術者の養成が急務となっていた昭和４３年（1968年）
に、東海発電所敷地内に「東海研修所」を開所し、下記３コースを設けて 

「基礎研修コース」，「運転要員コース」，「建設要員コース」 

当社はもちろん、社外者も含めた専門技術者の教育訓練を開始しました。 

 

 

 

 
 その後、総合研修センター構想を計画し、昭和６３年（1988年）１２月に「東
海研修所」を発展的に継承するものとして「東海総合研修センター」を開所し、
平成２４年（2012年）１０月に「敦賀総合研修センター」を開所し、両研修セン
ター間で連携をとって教育を行っている。 

 

 

 

「東海研修所」シミュレータ設備 東海研修所」訓練風景 

「東海総合研修センターシミュレータ訓練風景」 
「東海総合研修センター 
       訓練風景」 





【東海総合研修センター】 
開所；昭和６３年１２月２１日(1988年) 
所在地；茨城県那珂郡東海村東海三丁目４番１号 
主要施設； 
①研修棟（約３，３００㎡） 
 教室・保修訓練設備・各種実習室・講師控室・図書室・研修生控室 
 ・事務所等 
②フルスコープシミュレータ建屋（約１，２００㎡） 
 東海第二発電所フルスコープシミュレータ（ＢＷＲ） 
 原子力発電教育シミュレータ（ＢＷＲ／ＰＷＲ） 
③宿泊棟（約１，８００㎡） 
 宿泊室全４１室・食堂・談話室・浴場・管理人室 等       
 



【敦賀総合研修センター】 
開所；平成２４年１０月１日（2012年） 
所在地；福井県敦賀市沓見１６５号９番地６ 
主要施設； 
①研修・保修訓練・安全体感エリア（約５，４００㎡） 
 教室・保修訓練設備・各種実習室・講師控室・図書室・安全体感建屋 
 ・原子力発電教育シミュレータ（ＢＷＲ／ＰＷＲ）・事務所等 
②運転訓練エリア（フルスコープシミュレータ）（約１，９００㎡） 
 敦賀発電所2号機フルスコープシミュレータ（ＰＷＲ） 
③宿泊エリア（約１，６００㎡） 
 宿泊室全４８室・食堂・談話室・浴場・管理人室 等       
 宿泊エリア 運転訓練エリア 

安全体感エリア 研修・保修訓練エリア 



      
 

講義室； 
小人数～多人数の様々な人数構成に対応可能な
ように、小規模講義室～大講義室が用意されて
いる。 
※敦賀には国際会議対応可能な講義室（通訳
ブース・設備有り）がある。 

ループ設備； 
ポンプ・弁・タンク・計測機器等により構成されるループ
設備 
研修内容； 
①隔離・分解点検・試運転・復旧の機器点検で必要な各ス
テップを体験可。 
②設備運転状態での既設・仮設による様々な測定器での
データ採取が行えて、測定方法・データ評価を体験可 

 



      
 

水と蒸気（熱）の実習装置； 
水と蒸気（熱）の挙動（水の流動・沸騰・二相
流・伝熱等）を理解するための実習装置 
 
 

電気、計装設備； 
高圧・低圧開閉装置，電動機，電動弁， 
保護継電器盤，訓練用シーケンサー装置，核計装盤，放
射線モニター盤等が配備されており、各盤装置の構造を
理解できる。 
最近では、福島事故反映訓練として高圧・低圧開閉装置
でのケーブルつなぎ訓練（ケーブル端子作成含む）が
コースとして実施している。 
 

 



      
 

実習室 
下記装置等を活用した実習が行われる。 
放射線計測器；Ｇe半導体測定装置、シンチレーション式線
量率サーベィメータ、ＧＭ式汚染サーベィ 
化学分析機器；ＰＨ計、電導率計、デジタルマイクロス
コープ 
検査装置；磁粉探傷検査・超音波探傷検査等検査装置、設
備診断（振動・潤滑油・赤外線）用各種計測器 

 



      
 

本装置はＢＷＲ・ＰＷＲ炉型の原子力プラントがシ
ミュレーション可能であり、また、ＢＷＲは東海第
二発電所がＰＷＲは敦賀発電所２号機の実機データ
が入っており、東海及び敦賀の両研修センターに配
備されている。 

原子力発電教育シミュレータ（ＢＷＲ・ＰＷＲ） 



      
 研修施設と隣接して、宿泊施設・食堂を設けており受講生の

快適な研修環境を整備している。 



①[階層別教育] 

コース名 

   特３級研修 

   特４級研修 

   ６級Ｂ研修 

   ７級Ａ研修 

   ８級Ａ研修 

⑤[部門共通教育] 
コース名 

   わかりやすい原子力発電コース 
   プラントシステムコース（ＰＷＲ） 
   ヒューマンファクター基礎コース 
   ヒューマンファクター応用コース 
   放射線事業所における労務管理者研修 
   SA/AM教育訓練コース(東２基礎) 
   SA/AM教育訓練コース(東２応用) 
   原子力基礎研修コース 
   原子力安全コース 
   実務者のための耐震設計コース 
   原子炉施設廃止措置コース 
   プラントシステムコース（ＢＷＲ東二） 
   JEAC4111内部監査員養成コース 
   品質保証コース 
   ＰＳＡ教育コース 
   原子力鋼材コース 
   設計解析コード管理コース 
   原子力入門コース 
   原子力発電速習コース 
   根本原因分析手法（ＳＡＦＥＲ）コース 

②[ライフデザイン教育] 

コース名 

   ライフ・キャリアプラン 

③[安全関連教育] 

コース名 

   リスクマネジメントコース 

   労働安全衛生教育（一般）（Ｈ15～） 

   労働安全衛生教育(電気工事作業指揮者) 

④[資格取得準備講習会] 

コース名 

   原子炉主任技術者受験講習コース 

   放射線取扱主任者（第１種）受験講習コース 

   放射線取扱主任者（第２種）受験講習コース 

   電気工事士受験講習コース 

⑥[炉心･核熱･燃料･化学] 

コース名 

   燃料管理コース 

   化学管理応用コース 



⑩[放射線・環境関連教育] 

 コース名 

   工事監理のための放射線防護教育 

   放射線管理員養成コース 

   クリアランス測定判断要員養成コース 

   放射線管理基礎教育 

⑨[保修関連教育] 

コース名 

   支持構造物保修点検コース 

   非破壊検査コース 

   転がり軸受回転機振動診断コース 

   ガスケットパッキン締付訓練コース 

   配管補修工法コース 

   熱交換器保修技術コース 

   'ポンプ保修技術コース 

   破面解析コース 

   配管設計コース 

   電動弁駆動装置保修点検コース 

   低圧開閉装置保修点検コース 

   無停電電源装置保修点検コース 

   保護継電器保修点検コース 

   計測制御装置保修点検コース（１） 

   シーケンサー使用実習コース 

   放射線モニター保修点検コース 

   タービン制御システムコース 

   東二災害時対応電気機材取扱訓練コース 

⑦直営化教育関連 
コース名 

   空気作動弁分解点検技能訓練コース 

   監査員認定ｺｰｽ 

   設備診断技術訓練ｺｰｽ（油分析，ｻｰﾓｸﾞﾗﾌｨ） 

   保修直営マイスター制度クラスⅢ認定試験 

   浸透探傷，超音波，磁粉探傷の各試験員養成コース 

   振動診断技術者養成コース（C1,C2,C3） 

   潤滑油診断技術者養成コース（C1,C2） 

   法定事業者検査員認定各コース 
         (基本,溶接技術，溶習，検査と実務) 

⑧[運転員教育] 

コース名 

   運転管理コース（東海第二発電所） 

   運転員放射線防護教育 

   現場操作対応コース(東海第二発電所) 

   プラント起動・停止コース(東海第二発電所) 

   上級運転コースⅠ(東海第二発電所) 

   上級運転コースⅡ(その1 東Ⅱ) 

   ＳＡ/ＡＭコース(東海第二発電所) 

   ファミリー訓練コース(東海第二発電所) 

   運転管理者のためのH/E防止ｺｰｽ 

   上級運転コースⅡ(その２ 東Ⅱ) 







受託先 事業内容 申請者／契約者 

国公募事業 

文科省 ①原子力人材育成等推進事業 
「原子力発電現場体感研修」福井高専 原電 敦賀 

１日間コース×２回 

②原子力人材育成等推進事業 
「原子力産業におけるロボット技術」 
 九大・福島高専・産技高専 

原電 東海 
４日間コース×５回 

③原子力人材育成等推進事業 
「理工系大学生のための原子力現場技術研修」 
 茨城大・山梨大・東海大・海洋大・横浜大 
 電気通信大 

原電 東海 
１日間＆５日間コース 

経産省 ①福島第一廃止措置研修 
福島県内事業者向け 現地会場開催 原電 廃プロ室 

環境省 
①環境省職員向けクリランス研修 
東海第二発電所施設見学・講義 原電 廃プロ室 

規制庁 ①「原子力保安官等向けBWRシミュレータ研修」  
NRA研修所講師派遣  

原電 東海 
 ３日間コース 

受託関係 

公募事業 ①原子力安全体感研修 
原子力関連事業従事者研修 専門研修 エネ研 敦賀 

公募事業 ①文科省公募「サマースクール」 エネ研 
（福井大） 敦賀 

公募事業 ①経産省原子力安全性向上人材育成事業 
教育シミュレータ研修 

東北大 
（大洗） 東海 

公募事業 ①U-ATOM 原子力過酷事故シミュレーション実習 東工大 敦賀 

公募事業 原子力プラントシミュレータ実習 福井大 敦賀 

山梨大 ①大学へ原子力関連講義の講師派遣 山梨大 東海 

主要国内社外者研修 



主要な外国人向け研修実績 

国際協力として海外電力調査会・原子力国際協力センター・国際協力機構 
 等からの研修受託を行い海外受講生を受入れ実施 

昭和６０年度（1985年）～現在の平成２６年度（2014年）まで、毎年開催し
ている 
国際協力機構からの研修派遣は、第1回の昭和60年(1985年)から平成24年
（2012年）まで毎年開催されていたが、平成25年(2013年)以降未開催となっ
ている実績では28年間で以下の国々から総数167名を受入れている 

1.韓国；6名、2.中国；7名、3.ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ；26名、4.タイ；32名、5.ﾏﾚｰｼｱ；13名、 
6.ﾒｷｼｺ；15名、7.ｽﾘﾗﾝｶ；7名、8.ﾄﾙｺ；12名、9.ﾌｨﾘﾋﾟﾝ；13名、10.ﾍﾞﾄﾅﾑ；5名、 
11.ﾁｭﾆｼﾞｱ；1名、12.ﾏｹﾄﾞﾆｱ；1名、13.ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｯｼｭ；2名、14.ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ；8名、 
15.ｳｸﾗｲﾅ；1名、16.ｱﾙﾒﾆｱ；1名、17.ｴｼﾞﾌﾟﾄ；1名、18.ﾏﾀﾞｶｽｶﾙ；1名、19.ﾓﾝｺﾞﾙ；1名、 
20.ﾁﾘ；12名、21.ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ；2名、22.ﾖﾙﾀﾞﾝ；1名 

最近の海外研修は海外電力調査会・原子力国際協力センターからの派遣であり、  
 また、参加国は複数国からではなく１国からのチーム（5～10名）参加型が主流 

至近の5年間（2010年～2014年）実績で総勢約200～300名を受入れている 



事業名称 
受入研修／ 
現地セミナー 

契約先/依頼元 対象国 

経済産業省 原子力発電所安全管理等人材育成事業 受入研修 海外電力調査会 ベトナム 

経済産業省 原子力発電所安全管理等人材育成事業 現地セミナー 海外電力調査会 ベトナム 

経済産業省 原子力発電所安全管理等人材育成事業 現地セミナー 海外電力調査会 中国 

経済産業省 原子力発電導入基盤整備事業 受入研修 海外電力調査会 トルコ 

経済産業省 原子力発電導入基盤整備事業 現地セミナー 海外電力調査会 トルコ 

経済産業省 原子力発電導入基盤整備事業 受入研修 原子力国際協力センター カザフスタン 

経済産業省 原子力発電導入基盤整備事業 現地セミナー 原子力国際協力センター カザフスタン 

経済産業省 原子力発電導入基盤整備事業 受入研修 原子力国際協力センター インドネシア、タイ 

経済産業省 原子力発電導入基盤整備事業 受入研修 原子力国際協力センター モンゴル 

東海大ベトナム向け研修プログラム シミュレータ研修 受入研修 東海大学 ベトナム 

海外電力調査会自主事業 ロスエネルゴアトムとの技術交流 現地セミナー 海外電力調査会 ロシア 

至近の外国人向け研修実績 

至近（5年間）は主としてベトナム、トルコ、カザフスタン等への研修を実施 
当該研修に派遣した講師はこれまで述べ約280名 



受講生の研修風景 



受講生の研修風景 



弊社では今後も、更に国内外における原子力
人材育成の研修拡大をはかってまいります。 
御清聴ありがとうございました。 
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