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「MSN 産経ニュース」によれば、警察庁発表の昨年の確定自殺者数は、３１，６９０人に及ぶとの事です。 

毎年、ジャンボジェット機が、１００機、死亡墜落事故を起こしているようなレベルです。そんな中、

この「０４月２５日」には、俳優の“田中 実（享年４５歳）”さんが、また、「０４月３０日」には、亀谷万

年堂・会長の“引地良一（享年６８歳）”さんが、そしてまた、「０５月１２日」には、表面的には、何の悩

みもなく、明るく、愛くるしく、そして元気な“上原美優（享年２４歳）”さんが、そして、この「０５月

２４日」には、（株）ルミネの“谷哲二郎社長（享年６１歳）”が自殺されたとの報道が有りました。それぞ

れの背景には他人には想像できない、多くの苦悩が有ったかと拝察されます。 

一方では、自殺には至らなくとも、恐らくは、多くの人が、人生に悩み、苦しみ、寂しさや悲しみに耽

り、そして、ストレスに陥り、時として絶望を感じ、筆舌に尽くせない“苦悩”を味わっている現実が有

るかと存じます。それらの状況を、多少なりとも癒し、更には、心の重りを解消し、一筋の光明を見出せ

るように、「本望行雄」が、約３，０００曲の中から、約２２０曲の歌謡曲を選別し、後頭葉から前頭葉に

至る『脳の全域』で“喜怒哀楽”の感情を刺激して、脳の活性化を図り、明日への希望に導くような曲構

成で、“挑戦者達の応援歌”を開発【特許申請中】しました。 

本来は、特許取得後に、著作権問題を解決し、その後に展開する事としていたのですが、“田中 実”

さんや“上原美優”さんの、突然の訃報に接して、“危機的な限界状況にある方”を少しでも救う事が

出来ればと思い、急遽、ここに、にテクノ・ニュース（@techno-news.com）の形で公開しました。 
 

 

 
「私」－「本望」が専門とする、基本的な技術領域は、自動車等のエンジン技術（熱工学）です。しかし、

エンジンを構成する技術（学問）領域は非常に広く、機構学、材料工学、流体工学、熱工学、燃焼工学・・・

化学、物理学・・・と、極めて多岐に亘ります。これまでは、これらの工学的な基礎技術を活かして、『開発

する——対象技術領域』として、図１に示す——①気体・液体・粉体・固体・生体等の「物体」、②燃

焼、熱、音・・・等の各種「エネルギー」、③データー解析等の「情報」に関わる技術、例えば、一

つの技術領域で言えば、図２に示す——『流体関係の要素技術』の開発を行って来ました。 

“桃栗三年、柿八年、柚子

の大馬鹿１８年”の喩の如く、

新技術の熟成（＝投資資金の回

収）には、時として非常に長い

時間が掛かると考え、１９８８

年の「(株)技術開発総合研究

所」の設立以来、上述の工業技

術分野の新技術の開発に明け

暮れて、凡そ、５５件の特許技

術申請と１００種に及ぶ「商品

開発」を行って来ました。 

情 報

エネルギ物 体

総合技術

 
図１ 対象技術領域 
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図２ 要素技術開発 
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この間、“浦島太郎—現象”のように、「私」にとっての“２０年の経過”は、アット言う間の短い時

間の流れでしたが、ふと、自分の周囲を見回しますと、「私」の母｛１９２５年（大正１４年）１１月２０日生

まれ）も８５歳に成り、周りの人達も押し並べて年を重ね、その中には、ご逝去される人も多くなって居られ

る事に気付きました。 

(株)技術開発総合研究所の成功の暁には、親族も含めて、お世話に成った方々をご招待して、『第３回目

の—本望行雄の感謝する会（過去には、第１回；上智大学在職時、第２回；会社設立後に開催）』を開催する考えで

おりましたが、ベンチャー起業の難しさに付いて解説した、図３、図４の書籍が物語るように、「私」

自身においても、成功は何時に成るのか、現在も、孤軍奮闘・暗中模索の中です。 

「私」自身は、上智大学を飛び出して起業するに当たり、自分の能力では、昔の人の言う、“石の上に

も三年”では初心の目的を達成する事は覚束ないだろうと考え、“石の上にも３０年”の覚悟で頑張

って来ましたが、どんな業種、どんな規模の中小企業経営者も、『一度、起業をしたら、途中棄権のできないレー

ス（成功するか失敗するかの、二者択一の、逃げる事の出来ない人生）』に参加しているようなもので、将に、過酷

な毎日の、連続です。しかし、人生も同じようなもので、「私」の祖父—『本望 龍平』のように、死す

る瞬間に、“俺は、皆に良くして貰って幸せだった！！”と言えるか否か、この世を去る瞬間まで分かり

ません。即ち、誰もが、“挑戦者”のようなものです。 
 

 

 
 

図３ 起業の困難さ 

｛ご厚誼戴いていた——（株）コーパス｛代表取締役社長 渡辺 仁｝様の倒産情報がインターネットに掲載されてい

た。その「渡辺 仁」様が、転んでもたたでは起きない決意で、ご執筆されたものかと感嘆し、思わず購入した書籍が、

本書！！ しかし、著者は、同姓同名の——別人≪渡辺 仁（わたなべ・じん）｝≫で、１９５１年、長崎生まれの経済

ジャーナリストで、東洋大学経済学部中退後、専門誌記者などを経て、フリーライターとして独立。ベンチャー支援雑

誌——「Incubation」を創刊、編集長を務めるも、倒産を味わい、その経験を下に、同書を執筆・刊行された由です。｝
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「私」の場合、成功したら（成功した暁には）、（イ）世界の優れた人材を育てる事や、（ロ）前述の「本望

行雄の感謝する会」の開催・・・等々、やりたい事が一杯有るのですが、“・・・たら、・・・れば”の話では、

それが、一体、何時に成るか明言できず、覚束ないと考えていました。 

そんな時に、妹から、“母親のボケが、少し始まっているけれど、心配しないで・・・”との連絡を

貰いました。「たら、れば」の話ではなく、今の自分が、年老いた“我が母”に出来る事はないか？と考えた

次第です。 
 

脳に影響を与える——“音楽”に、強い関心を持ったのは、この時でした。
 

このために、「脳に影響する因子」の偏微分方程式を創るべく、「事象の微分」を行いつつ、我が母に、少し

でも、“人間的に、楽しく、健康的に過ごして”貰うために、ボケ防止の貢献できる、図１における、「生

体（物体）」に「エネルギー」を与える「情報」を構築するコンセプトで、元々、演歌好きの母親

のために、母親専用の——「デジタル音楽プレーヤー」を構築して上げる事としました。 

これならば、そう大きな費用が掛からない上に、世界で唯一のプレゼントに成り、息子としての「私」のこ

れまでの開発手法を活かす、現時点で——「私」のできる最大限の親孝行と考えた所以です。 

この時、前述の「私」の思考微分解析から、“我が母”の好きな歌謡曲を単純構成するのでなく、その歌謡

曲の中に表現される“単語（Word）と表現（Expression、sentence）”が重要と考え、様々なジャ

ンルの“歌謡曲”——凡そ３，０００曲の中から、①母親の思考（志向・嗜好）、②母親の感性（感受性）、

③母親の生きた時代背景と生き様（人生経験）・・・等々の観点から、約１２０曲を選んで、④飽きさせない

 

 
 

図４ 起業の困難さ 
 

≪【註】将来、起業を目指している人への参考に成ればと、当該書籍の表紙を掲載しましたので、起業にご興味ある方

は、ご一読する事も必要かと考えます。何によらず、トップに成る事は、孤独と自己責任の戦い、勝負が付くまでの、あ

るいは、それ以後も、死ぬまで、挑戦が続く事が、認識させられる感じがします。≫ 
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曲（＝系譜）構成による“連続性・継続性・反復性・無意識のメッセージ（サブリミナル効果）”を目的に、

“小さな流れ（約６０～１２０分構成）と大きな流れ（約４００分構成）を伴う曲編集”を行い、“明日への

希望が抱ける”ように、「私」のメッセージとして、例えば、『川中美幸さんの——“男じゃないか”』

や『美空ひばりさんの——“愛燦々”や“川の流れのように”』のような人生の応援歌｛＝メッセージ｝を、反

復して挿入して、無意識の中でサブリミナル効果が発揮されるように、構成しました。 

そんな時、妹から、“兄貴、私も歌謡曲が好きだから、私にも、同じデジタル・プレーヤーを貰え

ないか？”と言われました。「妹」は、真面目で、快活な性格で

すが、その当時、看病していた、敬愛する父親が息を引き取った

（享年９０歳）後、心の中にぽっかりと隙間が空いた様子で、鬱

病に罹患し、かなり酷く苦しんでいた様子です。このため、今度

は、「妹」用に、改めて、歌謡曲の構築を図りました。 

図５に示す如く、音楽が脳活性に影響を与える事は、既知

の事実です。しかし、「私」は、音楽（音）だけの構成では、聞

く人の人生や、その足跡、感性に訴える事は困難と推察しました。 

我が家には、捨て犬に由来する——４匹（オス・メス、それぞれ

２頭）が居ますが、恋の季節には、一匹のオスの、何とも言えな

い——“ウ～”の声に、もう一頭のオスが、“秒速”で間髪を

入れずに反応して、噛み合いの喧嘩を始め、普段は、「私」の命

令を良く聞く——利口な犬が、割って入る「私」の足をも噛み、

“狂った眼”をしている様を見るに、人間も含めた生物の“根

源的（ＤＮＡに刻まれた）な音（単語、言葉）”の持つ力に感

心すると共に、畏敬の念を持ちます。 

【特許申請中】のため、詳細な「技術構成」に関しての説明

は割愛させて戴きますが、上述の“犬”のみならず、人間も含む

総ての生物に関しても、凡そ１００万年に至る——①種の起源に

起因する——“ＤＮＡに刻まれた音”、②母体の胎内で培われた

音（単語 Word と表現 Expression を含む）、③誕生後の経験で

得た音（単語 Word と表現 Expression を含む）が、無意識の意

識の中で、個々人の“脳”の中に記憶されていると推測され

ます。即ち、これらの各種の音の流れの中に、サブリミナル効果

を与えるように“メッセージ”を刻み込んで置けば、その人、

本来の持つ復元力を引き出してくれるように推察しました。 

このためには、命令的に、強制的に、そのメッセージを聞く事

を強いるのではなく、本人が、自発的に、違和感なく、自然に、

上記の『①種の起源に起因する音～～～③誕生後の経験で得

た音』で構成された——歌謡曲で構成する事としました。 

人は誰しも、例え、“その事”が、健康にどんなに良くても、

他人から命令、あるいは押し付けられて、長時間、その動作を行

う事は難しく、逆に、非常なストレスを招き、況して、毎日、そ

れを反復・継続する事は、不可能です。元来が怠け者の「私」を

振り返っても、「私」自身が、健康のためとは言え、僅かな柔軟

体操でも、日々継続する事は、難しいと納得しています。 

“このような人間の特性・特徴”を逆手に取り、脳の活性化を

目指すために、脳に、快い刺激を継続して与える事を目的に、（イ）凡そ、１２時間連続して聞いても、（ロ）

新鮮さを継続させて、その中に、（ハ）“弱い主張（＝弱い希望）”を、（ニ）反復挿入して構成して、（ホ）音

 
図５ 音楽の効果の例 

≪Google 検索結果≫ 
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（単語 Word と表現 Expression を含む）を揺らして（寒・暖／気力・無気力／心の揺れ）構成して有ります。 

即ち、自分の志向（嗜好、思考）に合って入れば、他人から指示・命令されなくとも、自分の自発的な意志、

あるいは、潜在的な本能が、“心の中の揺れ（揺らぎ）”状態から、能動的な活性（＝生きる力）を

促がすように思います。そのような考え（洞察）を基本に、歌謡曲の選択とその曲の“流れ（順序）”の

構成には、凡そ、一か月要して構築を図りました。 

 「私」の構築した、歌謡曲構成の

「デジタル音楽プレーヤー」を聴か

せた処、母、曰く、“何でお前

は、私の好きな歌を知っ

ているのか？”と言いつつ、妹

の話では、毎日、約６時間以上、寝

る時も、飽きもせずに、聴いている

様子です。 

しかし、母が、飽きもせずに、毎

日、繰り返し聴く様子に、そしてま

た、同じように、「妹」も、一日中、

聴いて、嘘のように、鬱病が解消（霧

散）した事に、意図した事とは言え、

「私」自身が、その結果に吃驚した

次第です。 

人間が生まれた瞬間から定められ

ている——ＤＮＡにより決定されて

いる運命（健康や寿命）を変える事

は難しいと考えます。しかし、与え

られた寿命や健康を、自身の努力で

全うする事は可能と考えます。 

人間と言う“システム”の、命令

中枢が、“脳”です。これが正しく機能しない事は、そのシステムにおいて非常に大きな問題であり、その

“脳”を機能させるための“①血液”、そして、それを循環させるポンプである「心臓」等々の、“②五臓

六腑”が重要です。このため、“脳”に直接的な影響を与える「“①血液”や“②五臓六腑”」にも、注意を

払う事が重要です。しかし、これらの各要素を制御しているのが“脳”ですので、「“①血液”や“②五臓

六腑”」に問題が無い場合に、“脳”に問題が有れば、システム全体に狂いを生じさせる——最も重要な要

素です。非常に問題なのは、目に見える事象である——手足等が衰えたり、損傷したりすれば、即、皆様は自

覚されますが、“脳”の場合は、衰弱しつつ有っても、個々人の問題と思い、他人には中々理解されない上

に、ご本人も、「気分が勝れない」程度の感覚で、病状を悪化させてしまう事が大きな問題点と考えます。 

我が母の経過を観察していて、「私」も含めて、生物である限り、老化に拠る物理（＝肉体）的な劣化傾向

は改善できませんが、生物の優れている点は、その再生能力（フィードバック機能）に有ると考えます。 

皆様もご周知の、イギリスの理論物理学者である。「車椅子の物理学者」として知られる『スティーヴン・

ウィリアム・ホーキング（Stephen William Hawking、1942 年 1 月 8 日～）』博士は、１９６３年に、

「筋萎縮性側索硬化症」と診断され、余命宣告を受けました。しかし、それを退けて、現在に至るまで精力

的な活動をされて居られます。このように、「生→→→→死」の“自然の流れの方向（ベクトル）”から逃

れる事は出来ないものの、その勾配は、個々人の“活きるエネルギー”により変える事は可能な証左とも考え

ます。所謂、“病”には成っても、“気”を養い、『病気』に成らないようなものではないでしょうか？ 
 

我が母は、老化の進捗が抑制され、深刻な鬱病に悩まされた“妹”は、一カ月で、完治した。
 

 
 

図６ 音楽療法の効果 
≪「http://www.daisakukawahara.net/」より引用≫ 
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我が母の場合は、恐らく、脳の硬直化に拠る劣化は防止された様子で、会話の反応の速さ｛＝回転力｝と判

断力は、以前にも増して復帰されたように判断しています。《但し、記憶能力の衰退からは逃れられません》 

また、非常に深刻な“鬱病”に悩まされていた「妹」は、無意識の中で、毎日、８時間以上、「私」の構成

した歌謡曲を聴き続け、一カ月後には、鬱病が霧散し、悩みが完全解消されてしまいました。 
  

 

 
 

人間も含む“生き物”は、誕生した瞬間から、老化が始まり、そして、遂には、この世を去る宿命は、誰し

も避けられません。即ち、誕生した瞬間に定められた“与えられた最良寿命”から逃げる事は、誰も、出来な

いと思います。 

しかし、「体力」を運動で補うと同

じように、前述のように、最も重要な

“脳力”の衰退を軽減する事は可能

な感じがします。その方法は、我々の

“脳”を構成するー『後頭葉、

側頭葉、前頭葉』の総ての領

域に刺激を与える事ではないか？と洞

察した次第です。前述のように、ＤＮ

Ａで決定されている、個々人の、 “最

高寿命”は、変える事は出来ませんが、

栄養（血液）も充分で有りながら、未

活用（未利用）も含む、“不摂生による

劣化”は、個々人の努力により、それ

も、能動的に防ぐ事も可能なように感

じます。 

このような“脳の活性化”の

方法として、所謂、図６に示すように、

音楽療法が、良く知られています。 

その中に、『音楽が癒しに使われた

歴史は、かなり古くさかのぼります。３０００

年前のユダヤ王サウルのうつ病を、ダビ

デという羊飼いの若者が、ハーブの調

べで治したことは、現代でも語り継がれ

ているお話なのです。』との紹介記事が

有り、音楽が、単なる“気分転換”の

みならず、鬱病等の病に効果が有る事

が指摘されています。 

しかし、音楽が、“音”のみが基本

では、脳の全域の活性化には限界が有

ります。その限界を超えるには、“音

と調（しらべ）”と“単語（Word）

と表現（Expression、sentence）”

が重要と考えました。それが、歌謡曲

で有り、演歌でも有ると洞察しました。演歌に代表される——“歌”は、①言葉（意味）、②音曲（音色、

旋律）、③感情（喜怒哀楽）、④時間（過去・現在・未来）、⑤環境（空間）を共有し、一体感の中から、それ

 

 
 

図８ 最近の自殺者の一例 
≪ＭＳＮ産経ニュースより、引用≫ 
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を介して、前頭葉で、未来を思念させる事も可能です。 

このため、前述のように、この考えに則り、我が母、専用

の“約１２０曲構成の歌謡曲”を構成し、妹用には、更に、隠

されたメッセージを反復挿入して、“約２２０曲構成の歌謡

曲”を構成した訳です。｛現在は、約２５０曲構成｝ 

人は誰しも、命令される事、強制される事を嫌う特性が有

るように思います。即ち、受動的な方法では、個々人に影響

を与える事には限界が有ります。このため、曲構成に当たっ

ては、“無意識”の中で、“能動的に聴く（聞く、効く）”

事を基本に、（イ）曲の流れ（音質、テンポ、リズム等）、（ロ）

歌手（音質、表現力、人間性等）、（ハ）キーワード（単語）、

（ニ）表現（文章）・・・の観点で、人間の根源的な『寒（不

幸、落胆、冬）』の要素である“寂しさ、悲しみ、不安、孤独”

を感じさせる歌謡曲の中に、『暖（幸福、昂揚、春）』の要素である“嬉しさ、喜び、楽しさ、”の歌謡曲を

混在させています。この時に、基本的な流れとして、『過去→→→現在→→→未来』、『受動感情→→→→能動

感情』、『抑圧→→→→開放』、『孤独→→→→自立』、『無意識→→→→意識』の自然の流れで構成して有ります。

しかし、人間は賢いため、意図した“固定的な流れ”は見透かされるため、それらの流れを、敢えて、振れさ

せて、「喜←→怒」、「哀←→楽」、「不安←→安心」の感情を揺

さぶるように構成して有ります。このため、ある程度、自意

識が再生された場合は、ランダム進行も、良いと考えます。 

例えば、展開の始まりの一例として、『中島みゆきさんの—

—“悲しみに”』、『ちあきなおみさんの——“さだめ川”』、『香

西かおりさんの——“蛍”』、『石川さゆりさんの——“ひとり

酒”』、『小林旭さんの——“水たまり”』・・・等々が構成され

ています。そして、中間部分に、『喜納昌吉さんの——“花～

すべての人の心に花を・・・”』、『堀内孝雄さんの——“冗談

じゃねえ”』、『いしだあゆみさんの——“何があなたをそうさ

せた”』、『門倉有希さんの——“放されて”』、『小林旭さんの

——“泣いた数だけ幸せに”』・・・等々が構成しています。

そして、最終段階には、『石原裕次郎さんの——“勇者たち”』、

『川中美幸さんの——“男じゃないか”』、『北島三郎さんの—

—“川”』、『キム・ヨンジャさんの——“陽は昇る”』、『Kiroro さんの——“未来へ”』・・・等々が構成され

ています。即ち、“小さな流れ”と“大きな流れ”の合成です。 

 その中に、『美川憲一さんの——“納沙布みれん”』、『水森かおりさんの——“秋吉台”』、『渡哲也さんの—

—“ほうずき”』、『河島英五さんの——“男（男の子守歌）”』、『テレサ・テンさんの——“ふるさとは、どこ

ですか？”』、『長淵剛さんの——“ろくなもんじゃねえ”』・・・等々、多数の歌手の方の歌が鏤められており、

「脳」を揺さぶる構成と成っています。それらの流れの中に、「私」の選んだ——人生の応援歌

（秘密）を、反復して挿入して、無意識の中で、サブリミナル効果が発揮されるように、構成しました。 

 

 

 

図７に、「私」の個人的思考による“微分解析”の結果としての、「脳活性率（＝脳の健全性）」

に影響する３つの因子をしまします。｛【註】これは、「本望行雄」の偏微分方程式で有り、医学的なものでは有りま

せんので、注意して下さい｝ 

「技術」には必ず、限界が有ります。また、「医療」も個体差に対応しない限り、限界が有ります。即ち、

構成要素の一つである『物理的な問題』が有る場合は、大きな効果は期待されません。個体差も、この中に含

脳活性率

血液

活動

物理
 

 
図７ 脳に影響する要素

人間

技

心 体
 

 
図８ 人間の構成要素 
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まれます。また、物理的な損傷が有る場合は、基本的には、それが治る事も有りません。但し、生物のフィー

ドバック機能は凄いものが有ると考えます。即ち、前出の「スティーヴン・ウィリアム・ホーキング」博

士や「学習院大学名誉教授 篠沢秀夫」教授も含めて、三重苦等の非常なハンディを背負っておられながら、

あるいは、重篤な手術をされて居られる方が、一般の人を凌ぐ生命力を発揮されて居られる事例が多々有りま

す。これらの事象から、「脳」の活性

化が図られますと、「物理的困難」をも

排除する可能性は否定できません。この

「エンドレス歌謡曲」が、その一助と成

ってくれれば、望外の喜びです。 

問題は、「脳」への『血液』供

給状態です。これが損なわれていますと、

『物理的状態』や『活動状態』が正常で

も、システムが円滑に動きません。 

このため、重要な事は、（イ）血液検

査で、血液の状態確認を行う事です。ま

た、正常な場合でも、（ロ）ヘム鉄等の

サプリメントを補給して、血液状態を最

良に保つ事が重要です。この点は、医者

の先生と良くご相談される事を推奨し

ます。昔から、スポーツの世界では、

『心・技・体』が重要と言われます。

これは置き換えれば、「脳（心）——

体——生きる術（技）」とも表現

できます。稼働できる「脳」が有り、

「体」の活動が健全で有れば、その中

から、「生きる術」は必ず、個々

人の中から産まれます。長い人生、彼

方此方、寄り道しながら歩くのが、一

番面白いと思います。人間、“生きてい

る”からこそ、病気もすれば、悩み、

悲しみ、そして、苦しみや喜びが有る

ように思います。図９に、「自殺者数

と自殺の原因」に関するインターネッ

トでの記事を転載させて戴きましたが、

昨年の自殺者が「３１，６９０人」との

事です。恐らく、この１００倍の“３０

０万人”が深刻な状況に有るのかも知れ

ません。 

今回の『挑戦者たちへの応援歌』を

編纂するに当たって、約３，０００曲

を聴いてみると、その多くは、哀愁に

満ちたものです。すなわち、誰しも、

人には分からない悩みを抱えながら、明日の希望を感じて生きている、人間総ての事と考えます。 
 

挑戦者達が“苦労・悩み”の中から、明日の生きる力を見付けてくれることを期待します。 
 

 
図 9 自殺者数と自殺の原因 
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ＦＲＯＭ 本望 行雄｛（株）技術開発総合研究所｝——「y-hommoh@adavanced-x.com」 
 

 『本望行雄｛ (株)技術開発総合研究所｝』は、発明王 トーマス・エジソンが興した、世界最大

の企業——「ゼネラル・エレクトリック｛GE｝（アメリカ）」が話を訊きたい、日本の３３社に選ばれ、 

２００７年１０月０９日開催の『ＧＥジャパン・テクノロジー・フォーラム』にて、世界から参集したＧＥの

研究者に、開発した——１０種の“超の技術”に付いてプレゼンテーションを行いました。 
 

—————————「ＧＥセンシング・ジャパン（株）」様の掲載許可を得ています！！—————————
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