
脱原発でもなく、従来の原子力路線の継続でもない 
第三の道 

環境にやさしい、平和のための 

     「トリウム熔融塩炉」が人類を救う！ 

株式会社トリウムテックソリューション 
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代表取締役社長 古川雅章 
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１．原点に戻ろう 
 核エネルギーは人類の叡智が生んだ優れたエネルギー源であるが、専ら戦争のための道具として使われ 

人を幸にしては来なかった。平和のための、真に人類に貢献する原子力はどうあるべきかを、原点に戻って 

考え直すべきである。 

■１９０５年 アインシュタインの「特殊相対性原理」の発表 

  E＝ｍC２  物質は巨大なエネルギーに転換可能である。 

核物質１ｇは石油１トン（百万倍）のエネルギーに変わる。 

■核エネルギーを人類のエネルギー問題の解決の為に使っていたら、世界のエネルギー問題は解決し、豊かな世界が実現していた
に相違ない。 

  安定して、安価なエネルギーを、大量に地球のあらゆる地域に供給できれば、 

水のない地域で水を作ることが出来て、農業生産が可能になり、人は飢餓から解放される。 

エネルギーがあれば、産業を興すことができて、その地域は貧困から解放される。 

■しかし現実は、そうはならなかった。 

  ・核エネルギーがあまりにも強力なエネルギーであるため、専ら戦争の道具として使われた。 

  原子爆弾：広島、長崎に投下、悲劇を生んだ。 

原子力潜水艦の動力として「軽水炉」が使われ、それを地上に上げて「商用炉」にした。 

宇宙開発の名の下にミサイルが開発され、ミサイルの弾頭に「核爆弾」が搭載され、戦略兵器となった。 

  ・大国による核支配 

   核エネルギーは重要な戦略手段であるため、平和利用のためであっても他国が自由に使うことを大国は制限した。 

   このことは、核エネルギーを人類の為に使うという目的に対する大きな障害となった。 

■戦争のための道具としての副産物＝商業用原子炉「軽水炉」 

  ・安全性に弱点がある。     スリーマイル島事故、チェルノブイリ事故、福島事故 

  ・放射性廃棄物問題、使用済み核燃料の処理問題の後回し      トイレ無きマンション 

■戦争の道具としてではなく、人類に貢献するエネルギーとしての原子力はどうあるべきか、原点に戻って考え直そう。 

  元オークリッジ国立研究所所長ワインバーグ（「トリウム熔融塩炉」の生みの親）の提案 

  「トランスサイエンス」：社会的に影響が大きい科学技術については、それを科学者だけに任せるのは限界がある。 

                一般の非専門家も参加して一緒に考えるべきである。 
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２．平和のための原子力の条件 
基本５条件①安全性②放射性廃棄物の処理③低コスト④核非拡散 

⑤総合評価：環境にやさしいこと 

①安全でなければならない 

  もし事故が起きたらその影響が極めて大きい。 

   １９７９年スリーマイル島事故：事故以来アメリカの原子力産業は衰退 

   １９８６年チェルノブイリ事故：周辺地域には未だに人が住めない 

   ２０１１年福島事故：未だに避難所生活を送っている人が大勢いる。 

                日本の５４基の原発はすべて停止、脱原発の世論が主流に 

②放射性廃棄物の処理 

  もし原子炉をエネルギーを生むための施設として設計していたら、そこから生まれる核廃棄物の 

 処理を考えた設計をしていたと思う。しかし、現在の主流商業用原子炉である「軽水炉」は、もとも 

 と原子力潜水艦用の動力用として開発されたものを陸に上げたもので、生まれる核廃棄物の処理 

 を「バックエンド」として切り離した。現在世界中で原子炉保有国が核のゴミ問題が未解決である。 

 ■最も、厄介な核生成物：長寿命超ウラン元素であるプルトニウムとマイナーアクチ二ドである。 

   「プルトニウム」：原子爆弾の燃料、原子炉はもともとプルトニウム生産用に作られた。 

   原爆１個に使うプルトニウムは約８ｋｇ、百万キロワットの標準原子炉は年間約２５０ｋｇのプルト
ニウム（原爆３０個分）を作る。現在世界には約１万トン（原爆１００万個以上）の原爆用プルトニ
ウムがある。プルトニウムを燃料として使う高速増殖炉の開発見込みは得られていない。 

 ■現在、高レベル放射性廃棄物の処理には地中埋設が検討されているが、数万年という長寿命 

  核廃棄物の地中埋設の地域住民の承認を得ることは極めて困難で世界中で解決策が見えない。    
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③コスト 
  日本では、原子炉の発電コストは 5～６円／ｋWｈ で 低コストのエネルギー源と言われてきた。 

  しかし、福島事故以来安全対策にコストがかかり、今後「軽水炉」を新しく建設する場合の発電コ 

 ストは１０円／ｋＷｈ 以上と考えられ、もはや安いエネルギー源とは言えない。 

  原子力発電は、地球温暖化を防ぐクリーンエネルギーとして、安定性において太陽光、風力等に 

 比べて優れているが、コストで圧倒的に有利だとは言えない状況にある。 

  低コストの新しい原子炉の開発が必要である。 

④核拡散問題 

  「軽水炉」はウランを燃料としているため原爆用燃料である「プルトニウム」を作る。 

  原子炉が普及し、原子炉保有国がプルトニウムを取り出して核武装することを「核拡散」と呼ぶ。 

  １）理想の「核拡散」対策：核武装の必要の無い平和な世界の実現 

     ・ 戦争の最大要因である「格差」を無くすこと 

   ・飢餓と貧困に苦しむ地域への低コストで安定したエネルギーの供給により「格差」は減少する 

  ２）「核拡散」につながらない原子炉の開発 

    地球上にはウランとトリウムの二つの核資源がある。トリウムはプルトニウムを作らない。 

    トリウムを燃料とする原子炉を普及させることにより「核拡散」を防ぐことが出来る。 

⑤総合評価：環境にやさしいこと 

  １）温暖化ガスを放出しないクリーンエネルギーであるだけでは環境にやさしいとは言えない。 

  ２）放射性廃棄物を外部に出さず、安全性が高く事故による放射能環境汚染の危険のないこと。 

  ３）核兵器は地球を滅ぼしかねない究極の環境破壊兵器である。環境にやさしいためには、 

    核武装に結びつかないことが条件である。 
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３．平和のための原子炉「トリウム熔融塩炉」 

①安全性②放射性廃棄物処理③コスト④核拡散⑤環境にやさしい をクリアーする原子炉 

■１９４５年第２次世界大戦終了直後に当時の原子力開発の中心人物の一人であったユージン・
ウイグナーは軍事利用ではなく平和利用のための原子炉は何かについて徹底的に討議して 

  「平和利用のための原子炉は『液体燃料原子炉』であるべきである」という結論を出した。 

  ウイグナーの弟子のオークリッジ国立研究所所長のアルヴィン・ワインバーグは、１９６５年に 

 液体燃料原子炉「トリウム熔融塩実験炉」MSREを建設し、４年間の連続無事故運転に成功した。 

 
実体写真：運転直前の熔融塩実験炉 MSREの炉格納室内部。 

（1965～1969年末の４年間、無事故で運転された。） 

 
ポンプ

炉容器

熱交換器

Loop operation :  26,076 hrs                 Reactor operation :  17,655 hrs 

 
■燃料にトリウムを使っておりプルトニウムを作らない「トリウム熔融塩炉」は、 
  軍事的に無価値であるという理由で１９７６年に開発が中止された。 
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■日本の古川和男博士は、アメリカで「トリウム熔融塩炉」の開発が中止された後も研究を続け 
  独自の構想による「トリウム熔融塩炉」“FUJI”を設計した。 
  オークリッジ国立研究所が目標とした「トリウム熔融塩炉」は、燃料の増殖機能を持つ「熔融  
  塩増殖炉」MSBRであった。増殖機能を持つためには、燃料の連続化学処理による燃料組成   
  の定常化という高度な仕組みが必要であった。 
  古川和男は発電と増殖を別の原子炉で行なうこととし、発電に特化した「トリウム熔融塩炉」 
  “FUJI”を設計した。 
  現在世界の「トリウム熔融塩炉」開発の流れは、“FUJI”の考えを継承している。 
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①トリウム熔融塩炉の原理的安全性 

  もし事故が起こったとしても、原子炉敷地外に放射性物質が漏れ出す危険は原理的に無い。 

  １）従来の原子炉では固体燃料が燃料棒中に密閉されて炉心に固定されているが、トリウム溶融塩

炉では約７００℃の溶融塩液体燃料が原子炉内を循環している。そのため、いつでも必要なだけ
核分裂性物質補給できるとともに、直ちに均一混合できるので、核分裂する物質条件（核分裂物
質の有効量から中性子吸収物質の有効量を引いた物量）を最小限にできる。すなわち核分裂の
バランスが、ギリギリでも稼働するので、核反応が大きく拡大する恐れが無く、「暴走」の危険もな
い。したがって固形燃料炉の場合に必要な緊急時安全用の制御棒も持つ必要がない。 

  ２）緊急時には、溶融塩液体燃料を、地下の水槽内に設置されたドレインタンクに落として原子炉
内に放射性物質が無い状態にする。仮に、原子炉が破壊されても原子炉から放射性物質が外部
に放出される事はない。地下のドレインタンクには 減速材である黒鉛が無いのでドレインタンク
内の燃料の核反応は止まってしまい、燃料の持つ崩壊熱は水槽の水により自然冷却除去され燃
料は固化する。 

  ３）溶融塩燃料はもともと液体で使用しているので、固体燃料のように構造物と一体になっていない。
設計された範囲で自由に動きまわっている。したがってメルトダウンという事故モードは原理的に
回避できる。 

  ４）溶融塩炉は液体燃料自体が冷却材（熱媒体）を兼ねた水を使わない乾式炉である。水が無いた
め、過熱による水の蒸発や、燃料容器の過熱による燃料容器のジルコニウムと水の反応による
水素の発生と水素爆発ということは原理的に起こりえない。 

  ５）溶融塩液体燃料は ほぼ常圧（５気圧程度）で循環しており、水を使った原子炉のような圧力容
器を用いていない。原子炉容器の肉厚は薄くでき高い機械的強度も要求されない。よって物量が
少なく、材料的に楽である。加圧水型炉のように、圧力破壊（脆性破壊）する危険はない。 

  ６）万一、溶融塩燃料が原子炉外に漏れ出すようなことがあっても、溶融塩は空気、水との反応性
はなく、空気による自然冷却によりガラス状に固まり、内部に放射性物質を閉じ込めて外に出さな
い。 
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②核廃棄物問題への対応 

     ■核廃棄物の発生源：使用済み核燃料 

  検討中の「軽水炉」使用済み核燃料の処理方法 

  １）地中埋設 

    処理しないで地中に埋めてしまう。 

    問題：何万年もの長寿命放射性物質を埋設することに地域住民の同意が得られない。 

  ２）再処理 

    硝酸で溶解処理して液体にして化学処理してプルトニウムを取り出し、残った高レベル放射性
廃棄物は地層埋設する。 

    問題：プルトニウムを燃料として使う高速増殖炉の開発の目処が立たない。 

        高レベル放射性廃棄物の地中埋設は地域住民の同意が得られない。 

 

  ■液体燃料炉である「トリウム熔融塩炉」は使用済み核燃料の処理問題を解決する。 

   １）トリウムを燃料とするため、 

     最も危険な核廃棄物であるプルトニウム及び長寿命マイナーアクチ二ドがほとんどできない。 

   ２）液体燃料であるため、溶解処理が不要で、そのまま化学処理して循環再使用が出来る。 

     少量の放射性残渣が残るが、原子炉敷地内で管理保管する。 

   ３）トリウム熔融塩炉は、「軽水炉」が出すプルトニウムや長寿命マイナーアクチ二ドを消滅処理  

     することができる。 
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③コスト 

  「トリウム熔融塩炉」の発電コストは多くの試算がされているが、 

      平均３円／ｋＷｈ程度で、最も低コストの電力である水力発電と同程度である。 

  構造がシンプルで、安全性が高いため安全対策の費用が少なくて済むのが低コストの理由であ 

  る。それと燃料のトリウムのコストが安い。 

  ■燃料のトリウムはウランの３～4倍の資源量があり、地球上に広く分布しており、価格も安く、 

   資源問題が少ない。 

 

④核拡散問題 

  「トリウム熔融塩炉」はトリウムを燃料としているため、プルトニウムをほとんど作らない。 

  そのため、「トリウム熔融塩炉」は核武装に結びつかない。 

  また、「軽水炉」が作るプルトニウムは「トリウム熔融塩炉」によって消滅処理出来る。 

  「トリウム熔融塩炉」は平和利用の原子炉である。 

 

⑤総合評価：環境にやさしい 

  １）温暖化ガスを放出しないクリーンエネルギーである。 

  ２）トリウムを燃料としており、人に危険なプルトニウム、マイナーアクチ二ドをほとんど作らない。 

  ３）安全性が高く、事故による原子炉敷地外の放射能汚染の危険がない。 

  ４）化学プラントであり、放射性廃棄物の原子炉敷地内での処理が可能で、外部への搬出がない。 

  ５）「軽水炉」から出るプルトニウム、マイナーアクチ二ドの消滅処理ができる。 

  ６）究極の地球滅亡兵器である核兵器の燃料となるプルトニウムをほとんど作らない。   
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４．TTSの「トリウム溶融塩炉」実現のシナリオ 
エネルギーの主役 石炭    石油 

原子炉燃料     固体    液体     「原理的安全性を持つ」 

                            「低コストのエネルギーの実現」（目標：３円／ｋWｈ) 

    「トリウム」の採用             「核武装無き世界の実現」                                                                                 

 

 
 

 

１９６０   －  ２０１１  ２０１５          ２０２０            ２０２５            ２０３０ 

 

 

「脱原発」でもなく「従来の原子炉路線の推進」でもない「第三の道」 

新しい核エネルギーの開発＝「トリウム熔融塩液体燃料炉」 

■TTSのミッション＝古川和男の夢「トリウム熔融塩炉」の実現 

古川和男 
トリウム熔融塩炉 
「FUJI」を設計 

TTS設立 本格浮上 
（古川和男死去） 

「RinR」：miniature nuclear Reactor in nuclear Ractor 
      (特願２０１３－２４３６２０） 

  プルトニウム消滅：使用済み核燃料処理問題解決 
                        ２０１９年完成 

「F３R」：Fluoride molten-salt liquid nuclear Fuel, Fluoride molten-salt liquid coolant, ultra-small nuclear Reactor 
                  (特願２０１４－１６５９１０） 

       超小型熔融塩液体燃料炉（熱出力２，０００KW、電気出力６００KW） 
                   ２０１９年完成 

 開発のコンセプト：糸川英夫博士のペンシルロケット     現在の日本のロケット技術の基を作った 

               TTS：ミニチュア原子炉           新核エネルギー「トリウム熔融塩炉」へ 
 

                   小型トリウム熔融塩炉「miniFUJI」の開発（電気出力１万KW) 
                                      ２０２３完成 

                             トリウム熔融塩炉「FUJI」の開発（２０万KW ） 
                                          ２０３０完成                                         
  

世界初の液体燃料の実用使用 

世界初の液体燃料炉の実用化 

TTSとＯＥＣＤハルデン炉プロジェクトの提携による 
          国際共同技術開発 

株式会社トリウムテックソリューション 

トリウムは原爆燃料のプルトニウムを作らない               また、危険な放射性廃棄物である長寿命超ウラン元素も殆ど作らない 



■敗戦直後の1950年代糸川秀夫博士は、ペンシルロケットからスタートして今日の日本のロケット
技術の基礎を作った。 

  われわれは,ミニチュア原子炉からスタートして、新しい原子力の時代を作る。 

■「RinR」（Reactor in Reactor)の開発 
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燃料集合体 「Ｒｅａｃｔｏｒ ｉｎ Ｒｅａｃｔｏｒ」 
  ＝熔融塩燃料ミニチュア原子炉 

既存軽水炉及び 
高速増殖炉 
（もんじゅ）の 
燃料集合体 
のうち何体かを 

熔融塩燃料ミニ
チュア原子炉に 
置き換える 

チャンネルボックス
内に3体のRinRを装

填した燃料体に置き
換える 

内部にフッ化物熔融塩が循環しており、 
フッ化物熔融塩に溶けた核廃棄物の 
フッ化物を核反応燃焼処理する。 
（プルトニウムやアメリシウムなど 
 長寿命放射性元素の一部は消滅する） 
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ハルデンプロジェクト ２０１４１２１５Fｍ 

ノルウエー 

Institutt for energiteknikk 
OECD  HALDEN  REACTOR PROJECT 
（OECDハルデン炉プロジェクト） 
  
   
  

TTS 

ハルデン試験用原子炉による 
照射試験 

福井大学 

東京工業大学 

東京大学 

産学連携 

予備実験 
及び照射委託 

ハルデン国際協力プロジェクト 

スエーデン 
スタデヴィック 
研究所 

EURATOM 
超ウラン元素 
研究所 

イギリス 
ワインバーグ 
ファウンデーション 

RinR試作開発 

群協製作所 大村製作所 イーエス 
テクノロジーズ 

参加予定 

2015年委託費 
２５０万ノルウエークローネ 

（約4,000万円／年） 

        ２０１５    ２０１６    ２０１７    ２０１８    ２０１９    
   

照射準備 原子炉内照射実験 

許認可取得 

開発費   １億円    １．５億円  １．５億円  １．５億円  １．５億円  計7億円 



•   

•   
• 合意書 

• Institute For Energy technology / Halden（IFE）と株式会社トリウムテックソリューショ
ン（TTS） の 間の合意事項 

•   

• ２０１４年４月３日の東大（本郷）での討議により、液体核燃料が現在の原子力産業
において大きな可能性を持つことを確認し、両者は下記の概要に合意した。 

•   

• 目的 

• IFEとＴＴＳは液体核燃料の技術的な可能性、特に商用原子炉から出る余剰プルトニ

ウム及びマイナーアクチ二ドの消滅及び減量のために使用することの可能性を確
認した。 

• IFEとTTSが協力関係において行う本共同開発の主な目的は、TTSの発案による液体
燃料モジュールRinR(原子炉内化学炉)の実現の検証である。 

•   

• 共同作業実現の条件 

• お互いに合意した上記の目的のために、ハルデン沸騰水型原子炉（HBWR）に設置

されたハルデン燃料試験装置（ＩＦＡ）を使って照射試験を行うことで契約を結び、そ
のための準備作業をIFEがスタートするために必要な資金をTTSはIFEに提供する。 

• 作業の細目は、TTSが資金を作る間にお互いに協議して決める。 

•   

• ２０１４年４月３日 

•   

• Carlo Vitanza                   Yoji Minagawa 

• プロジェクトマネージャーのコンサルタント      チーフ 実験マネージャー 

• OECDハルデン炉プロジェクト 

•   

• 古川 雅章               古川 和朗   木下 幹康 

• 株式会社トリウムテックソリューション  顧問      プロジェクトマネージャー 

• 代表取締役社長 
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OECDハルデン炉プロジェクト※ 

• ２０１３．１２．２３ 

• ハルデン原子炉 溶融塩燃料照射試験の準備作業のための見積書 

• （予定期間：2014年１月〜１２月） 

• 以下に示す試験準備（リグの設計含む）総額： 250万ノルウェークローネ 

•                    （日本円換算４，000万円） 

• 材料の選択 

• 文献調査、炉外試験（応力負荷の無い状態での腐食、エロージョン、クリープ試験など） 

• リグの設計 

TTS社から指定された幾何学形状から出発して設計作業を開始する。 

熱水力計算、炉物理計算（中性子束）を実施。設計最適化の反復を含む作業。 

カプセル・ループの熱特性（カプセル内部の熱流動性、外部の除熱）評価 

 炉物理条件（試験位置の中性子束）と燃料濃縮度の関数で熱出力を推定評価 

• 運用上の事項 

•     試験リグ起動手順、試験リグの運用、リグの廃棄  

•  シャットダウン時に固体となる溶融塩燃料の融解に関わる問題など 

 燃料・溶融塩・リグ等の廃棄時の問題など 

• 実験計装 

計装品質（精度）、その信頼性と耐久性の確保 

長期間の計装運転を可能にする設計とその評価、 

• 炉外試験による検証 

モックアップを製作する。（技術的・安全性で）可能ならば炉外機能試験を行う。 

• 許認可申請の実施 

安全上必要不可欠な許認可申請について、複数回のやりとりが発生するが、その初 

回の申請を行う。 

• 期限および報告 

すべての作業を2015年2月末までに完了し、その報告書を作成する。 

•   

• ※OECDハルデン炉プロジェクト 

•  ＯＥＣＤ（経済協力開発機構、日・米・ヨーロッパ他世界主要３４カ国が加盟）／ＮＥＡ（
本部パリ）下に、「ハルデン原子炉プロジェクト（OECD Halden Reactor Project）」、通称「
ハルデン計画」が1958年に設立され、ノルウェー国ハルデンに作られたハルデン炉（
Halden Boiling Water Reactor、通称ＨＢＷＲ）を使用した原子炉計装と燃 料に関する国
際協力が開始された。 

• わが国では政府側から原子力安全基盤機構（保安院の下部機関。２月に規制庁になる
。）と民間側から電力中央研究所が、同計画に加盟し、国際協力が継続されている。 

• ハルデン炉プロジェクトからの研究情報は、わが国における軽水型発電炉の計装と燃
料の信頼性および安全性に関する研究、安全審査時の判断基準に必要なデータベー
スの構築等に資され、国・民間を問わずハルデンプロジェクトの成果がわが国の原子
力安全性研究に大いに活用されている。 

•   

•   

•   
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■「F３R」（Fuluoride  Fuel   Fuluoride-coolant  Reactor) 

     「RinR」を束ね、そこで発生する熱を熔融塩で冷却して取り出して利用する超小型熔融塩炉。 

  熱出力１万ｋＷ、電気出力３千ｋＷ程度。（「トリウム熔融塩炉」標準２０万ｋWに比べて超小型）  
開発期間 ５年、開発費１００億円を見込む。 

  用途：プルトニウム消滅専用炉、サーバー用電源、移動式水素発生装置、移動式水製造装置等 
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TTS事業体制 

一般社団法人 
「次世代原子力開発協会」 
代表理事  山脇 道夫 
専務理事  北川浩一郎  

 一般社団法人 
「環境政策フォーラム」 
理事長 大山 洋 

一般社団法人 
「ライフフォーラム 
 インターナショナル」 
 理事長 阪井 義治 

高野山桜池院住職  
高野山本山布教師 
近藤 堯寛 

       

㈱トリウムテックソリューション 

TTS 
取締役会長    金子和夫    取締役 岩下 強 
代表取締役社長 古川雅章    顧問  古川 和朗             
専務取締役    木下幹康 

                         
 

 
㈱大村製作所 ㈱群協製作所 アイコンテクノ㈱ ㈱イーエステク 

  ノロジーズ 

 
   

OECD 
ハルデン炉プロジェクト 
（ノルウエー） 

ワインバーグ 
ファウンデーション 
（イギリス） 

EURATOM 
超ウラン元素研究所 
（ドイツ） 

公的 
助成金 

委託開発契約締結 

原子力学会 

「熔融塩技術の原子力への展開」 
 研究専門委員会 

 主査 山脇道夫 幹事 木下幹康 

福井大学 
 

東京工業大学 
原子炉工学研究所 

スタズヴィック研究所 
（スエーデン） 

共同研究契約締結 

民間資金 

東京大学 

公的支援獲得 

公的資金 

啓蒙・民間資金調達 

産学連携 

トリウム溶融塩炉を 

実現する会 

世話人代表 近藤堯寛 

高野山大学 
密教文化研究所 

所長 中村本然 

 NRI 

（チェコ） 
MOLTEX 

（イギリス） 

国際シンポジウム 
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TTSビジネス体制 

 

 

      

㈱トリウムテックソリューション   

        TTS     

本社    東京都町田市金井町２０５６－４７ 
町田研究室 東京都町田市森野１丁目３７－１０ 田中ビル ３F 

群馬実験場 群馬県高崎市上大類町３９２－２ ㈱群協製作所内 
創業 ２０１１年３月   資本金 ３，０３０万円 
初代社長  古川和男 
        トリウム熔融塩炉“FUJI”発明者。２０１１年１２月死去 
取締役会長 金子和夫 
 ・１９３５年 長野県出身      ・１９６１年 中央大学大学院工学修士課程修了 
 ・１９７４年 日本エンジニアリング㈱ 設立 代表取締役会長 
 ・２００３年 日本エンジニアリング㈱ 退任。アイコンテクノ㈱ 設立 代表取締役会長  
 ・２０１１年 中央大学学員会川崎白門会会長 
 ・２０１３年 国家ビジョン研究会・税制調査分科会メンバー  
     著書：「脱原発」で 本当に良いのですか？ ごま書房新社 
代表取締役社長 古川雅章（古川和男実弟） 
 ・１９３５年 大分県出身         ・１９５８年 大阪府立大学 応用化学科卒業 
 ・１９５８年 日立製作所中央研究所 ・１９６６年日立化成工業㈱企画部部長代理 
 ・１９８９年 日立化成商事㈱ 開発部長 
 ・１９９６年 ㈱イー・アンド・イー 設立 代表取締役 
 ・２０１１年 TTS初代社長である兄の古川和男と㈱トリウムテックソリューション設立、 
         同年１２月古川和男死去により代表取締役社長就任 
専務取締役  木下幹康(平成２６年１２月就任予定） 
  ・１９５０年 神奈川県出身・１９７４年 慶應義塾大学大学院工学研究科修士課程修了 
 ・１９７４年 電力中央研究所 入所  ・２０１４ 電力中央研究所退職 
 ・１９９８年 通産省 原子力発電技術顧問（２００５年より経済産業省エネ庁） 
 ・１９９９年 東京大学工学部工学系研究科客員研究員（現在に至る） 
 ・２００３年 工学博士（東京大学） 
 ・２００４年 内閣府原子力委員会試験研究、新クロスオーバ研究プロジェクトリーダ 

技術顧問 古川和朗（古川和男長男） 
 ・                  大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 教授 
技術スタッフ 千葉文浩 

 
 

㈱大村製作所 ㈱群協製作所 アイコンテクノ㈱ ㈱イーエステク 
  ノロジーズ 

神奈川県藤沢市南藤沢20-18 
代表取締役 岩下 強 
（TTS取締役）  

東京都町田市森野１丁目３７－１０ 

代表取締役会長 金子和夫 
（TTS取締役会長） 

群馬県高崎市上大類町３９２－２ 

代表取締役 遠山 昇 
埼玉県東松山市下唐子１６０６ 

代表取締役社長   大村隆夫 

ディーゼルエンジン用燃料噴射ポンプ 

部品／自動車用コンプレッサー部品  

各種エンジン用ピストン／自動車駆動 

系部品／ジェットエンジン部品  ガスタ 

ービン部品／各種試作開発品／ガス 
タービン用燃料ノズル特殊金属加工 
 

原子力発電プラントの特性解析、 

安全解析、シミュレータの製作、  

確率論的安全評価、化学プラント 

のコスト評価システムの作成 
 

TTS町田研究室 TTS群馬実験所 

精密機械加工、レーザーノズル 

製造販売、レーザー加工機周辺 

消耗品の販売 
半導体、液晶エンジニアリングサービス 

半導体、液晶装置開発、販売事業 

ソフトウェア開発、販売事業 

東京工業大学 
原子炉工学 

研究所 

OECDハルデン炉 

プロジェクト 
（ノルウエー） 

 照射実験用試験原子炉 

ハルデンプロジェクト 
（国際共同研究プロジェクト） 


