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-社会活動歴 
昭和61年  盲人用音声機能付タイプライター 開発 
平成 2年  呼吸器障害者用意思伝達装置 開発 
平成 5年  片足で操作可能な会話支援装置 開発   
        日本の科学技術－英語版 (旧科学技術庁発行)に掲載 
平成 7年  唇の動きを感知する会話支援装置 開発 
平成 9年  発音障害者のための音声明瞭化装置 開発 
平成11年  音声明瞭化装置タイプ２(小型化) 制作 
平成16年  バリアフリーアート 開発 
平成17年  バリアフリー音響 開発 FM実験放送 
 
-海外発表歴 
平成 5年  国際宇宙少年団機構 国際ジャンボリー(韓国世界万博)  
       片足で操作可能な会話支援装置 発表 
平成 7年  国際宇宙少年団機構 国際コンファランス(北京)  
       唇の動きを感知する会話支援装置 発表 
平成12年  国際宇宙少年団機構 国際コンファランス(上海)  
       福祉用宇宙ステーション構想 発表 
 
-受賞歴 
平成 5年  (財)日本宇宙少年団より特別賞 (社会福祉貢献について) 
平成 6年  日本アマチュア無線連盟より表彰 (無線技術の福祉利用について) 
平成16年  西条ロータリークラブより表彰 (理科教育について) 
平成27年  日本宇宙少年団理事長より３０周年記念表彰 

伊川茂樹 
NHK 番組 
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開発者 伊川 茂樹  



【伊川】昭和31年です。父親は音楽の教員でした。僕には姉が１人いますが、彼女もまた教員（家庭科）をしています。僕は生まれる時に難
産でしてね、へその緒が首に巻きついて 脳への血行が止まってしまったんです。その後遺症で僕は重度の脳性小児麻痺になり、言語 と右
手右足の機能に障害をかかえることになりました。  

僕は生まれた時から障害を持っていましたので、中学１年の時までずっと寝たきりでした。だから、全ての情報は耳で聞くしかなかったんです。
そのため父親の足音とか、母親の包丁の音とかで両親の心の状態が分かる様になりました。 

【伊川】普通の人の耳で聞き取れる音は、若い人で20ヘルツから20キロヘルツ迄の周波数帯です。でも僕の場合は、 
それをある程度超えた音域でも直接に耳に聞き取れます。  
毎日のその積み重ねで、音を聴く訓練が普通の人以上にできたのでしょうね。そのために僕の耳の感度が良くなったんだと思います。 
 

肌で感じる音を録音する  

【伊川】私が感じているところでは、自然界にある風の音や水の流れる音は、本当は40キロヘルツくらいの超音波です。大昔の人間は、そ
れらの超音波を現代の我々とは違って普通に聴いていたのです。 
 
しかし、文明の発達で人工的な音に囲まれた生活をするようになってきてから、人間の聴力は衰えてきました。 それにつれて脳の 

       情報処理能力が低下し、集中力やその他の能力も後退しました。 
 
―伊川さんがコンサートで発生させた、肌で感じるバリアフリー音楽は録音できるのですか。 

 
   【伊川】いいえ、普通のCDではできません。CDは人の耳に聞き取れる20ヘルツ～20キロヘルツの音域以外の低音・高音域は機械的

にカットしているからです。でも、録音する方法はあります。 
 
 僕は、この音を録音するヒントを宇宙物理学者の佐治晴夫先生にいただきました。佐治先生はかつてNASA（米航空宇宙局）の 
    ボイジャーに、地球外生命体に見つけてほしいという理由でバッハのプレリュードを積んだのですよ。 



佐治 晴夫 宇宙物理学者 
NASA客員研究員 
アメリカ航空宇宙局|米航空宇宙局（NASA）に
よる、ボイジャーのゴールデンレコードにJ.S.バ
ッハのプレリュードとC52の音の収録 
 
鈴鹿短期大学名誉学長。 
元学校法人享栄学園第五代理事長 
大阪音楽大学大学院客員教授 
玉川大学客員教授 
東京大学大学院物理学専攻、理学博士 
立教大学理学部物理学科卒 
東京出身（1935年～） 

地球の生命や文化の存在を伝える音や画像
が収められており、 
地球外知的生命体や未来の人類が見つけて
解読してくれることを期待している。 
115枚の画像と波、風、雷、鳥や鯨など動物の
鳴き声などの多くの自然音を集めた。   

バッハ  
「 プレリュード 」収録  

ゴールデンレコード 

1977年 NASA 無人宇宙探査機 

ボイジャー１号 打ち上げ！

参考 人物紹介 



の考え方が  
変わる  



私たちが聞いている音が世の中の 
すべての音ではない！ 

耳年齢 目安 
年齢に応じて聴覚は劣化する 

２０HZ以下や2万HZ以上も、細胞で聞いている 

豆知識 

音痴を治すには、体をピアノにくっつけて  
音程をとると、とれるらしいよ！  
細胞で聞くんだね！  

by某大学教授 

音を聞くのは 
耳だけではない？ 

細胞が音を聞く 
音により細胞に 
遺伝子応答が起こる 
可能性を示す！ 
 
京都大学 
（2018年2月1日） 

参考資料 

2万ヘルツ以上の 
音をカット 

2万ヘルツ以上の 
音を再生可能 

1.6万ヘルツ以上の 
音をカット 



生命の誕生 宇宙の音の不思議 

 

宇宙空間には空気が無いため無音だと思われがちですが、 
実際には電磁震動としての音が 存在しています。   

「地球の大気に電子が降り注ぐデータ を、レスター大学の宇宙研究セン
ターに所属するアンドリュー・ウイリアムズ (Andrew Williams) が人間の

聴こえる "音" にトランスポジションしたところ、 
「自然の中で、ある朝に目覚めた自分」のような驚きの結果が。 

 
NASAと欧州宇宙機関(ESA) が地球の磁気圏を研究する目的で打ち上
げた「Cluster II」が観測したシグナルを使用しているのですが、まるで森

林の中にいるような、鳥のさえずり、せせらぎ、カエルの鳴き声 
のような、様々な音が聞こえてきます 

現代人の私たちが、癒しを求めて、森
林や川辺等のパワースポットへ行くのも、

生命の起源となる音を求めているのか
も知れません。 



可聴域：２０Hｚ～２０，０００Hzそれ以上の高い振動数（周波数）の音は、たとえ存
在していても、音として聴き取れないのです。そうした人間の耳には聴こえない
高周波成分を豊かに含む自然の音が、「ハイパーソニック・サウンド」 
耳では聴こえないものの、私たちはその音を、皮膚や身体で感受しているとい
います。そうした 音が人の脳に影響を及ぼすことは、脳科学者の大橋力さんに
よって発見されました。 
 

ハイパーソニック・エフェクト 
【脳科学者：大橋力（おおはしつとむ）  】 
財団法人国際科学振興財団理事・主席研究員。 
東北大学農学部卒業（東北大学農学博士） 
筑波大学講師、文部省放送教育開発センター教授、 
千葉工業大学教授、芸術家として、作曲、演出、制作などに携わる 

「ハイパーソニック・エフェクト」は、人の耳で聞こえない 
超高周波音と可聴音を同時に体に当てると、 
①自律神経系、内分泌系、免疫系をつかさどる視床下部や脳幹 
②情動をつかさどる視床・中脳といった基幹的な脳機能が活性化 
 するというもの。 

【本田学 】国立精神・神経医療研究センター 
 神経研究所 疾病研究第七部 部長（医学博士） 

大がかりな実験で明らかになった 
ハイパーソニックエフェクトによる脳の活動部位 

 

視床、視床下部、中脳といった「基幹脳」が一体となって活動するとともに、 

報酬系回路として働く「前帯状回」「内側前頭前野」などの 
遠隔部位が連動して、ネットワークとして活動することが描き出された。  

 

そして、NK細胞は活性化され、 
ストレスホルモンは減っていた。 
ストレスホルモン（コルチゾール）はうつ病の
原因となる。 



の
本
来
持
つ
力
を
呼
び
起
こ
す 

キ
セ
キ
の
周
波
数
を
用
い
た
音
楽 あなたの自宅や職場が 

パワースポットに！！ 

『キセキのシンフォニー』 
 

『再生』と『やさしさ』 
 

本来全ての人に 
備わっている 

脳の力を 
呼び起こす音楽 

より高次元な 
「脳力」再生を 

『明聴』 
 

神秘な聴覚を呼び起こす 
聴力を鍛える 
「聞く」から 
「聴く」へ 

『速脳 おとぎ話編』 
 

右脳開発 
潜在能力の開花 

日本語・英語 

『ジーニアスブレイン』 
社会で生きていく為の 

ＩＱを向上！ 
反射能力 

情報処理能力 
決断力 

2倍速～8倍速 

Ｌ１～Ｌ３ etc 

脳 



キセキのシンフォニー  

特徴 1 

20HZ 20000HZ 

3層から構成される仕組み 
 

特徴 2 

特定周波数 

特徴１ 特徴２ 

スピーカー 〇 〇 

ヘッドフォン × 〇 

＜聞き方＞ 

ヘッドフォンを気になる箇所に 
直接当てるのは、効果的！！ 

細胞へ直接働きかける 

音楽 



青：δ（デルタ）波→0.5Hz～4Hz 
一番遅い脳波で、夢を見ない深い睡眠をしている脳からでます。  
シータ波よりも更に深い瞑想状態で気づきを得られる ようにもなります。  
睡眠時には、快適な睡眠状態を促す。 
 
緑：θ（シータ）波→4Hz～8Hz 
深い瞑想状態やまどろみの状態です。記憶と学習に適している脳波の状態です。 ひらめき、洞察力が活性化する。 
 
赤：α（アルファ）波→8Hz～14Hz 
リラックスした状態。この覚醒と睡眠の間の状態であるアルファ波の状態は、  
精神活動が活発で、意識レベルが高まっている 状態である 
ストレスを低減、解消する 体の免疫力を高め、様々な病気を予防するといわれています。 
 
黄：β（ベータ）波→14Hz～38Hz 
通常、日常生活をしている時   
緊張状態であり心配したり、 パニック状態にあったり 、批判したり、また、 警戒したりしている状態  
脈拍が速くなり、呼吸数も増えるということは、 活性酸素も増えるということで 、健康の為にも良くない 
といわれています。 

脳波測定結果 

キセキのシンフォニー  Ver.2 

シータ波 が記憶力を高める  



を浴びる時代  
の到来 





 2015年12月ストレスチェックの義務化 

マッチング 

ヨガ教室   エステ   岩盤浴  整体 
    
整骨 針灸  マッサージ カウンセリング  
 
美容院  アロマ  カプセル  企業   etc 



アプリ市場 データ 

App Annie Intelligence 
に含まれる情報を参照 



S ave  

現代社会、電子機器の
利用（スマホ等） 

が低年齢 
化してきている事が問
題となっている。 
（機器・インターネット 
 利用率） 
4歳で50％ 
9歳で90％ 

子供たちの未来の為に。 

アプリケーション 

S end  

音楽に国境はない 
 

オンリーワン 

世界中の人の幸せを願い 
 

誰でもが 
素早く 
簡単に 

世界中に送れる 



Good -luck charm music 

10カテゴリー １カテゴリー  5曲～ 
 

全50曲～ 

① 縁結び 
Matchmaking 

② 恋愛運上昇 
Rise in fortune of love 

③ 運気上昇 
Rise in fortunes 

④ 金運上昇 
Rise in economic fortune 

⑤ 商売繁盛 
Thrive in business 
 

⑥ 安産祈願 
Prayer  for Safe Childbirth 

⑦ 厄除け 
Warding off bad 

⑧ 合格祈願 
Prayer for school success 

⑨ 五穀豊穣 
Rich harvest 

⑩ 無病息災 
Healthy 



無料 
ダウンロード 

1カテゴリー 
1曲 無料 

 

１カテゴリー  
６００円 /月々 
10カテゴリー  

６０００円 /月々 
おみくじゲーム搭載 

クーポンシステム搭載 
月々６００円 →５００円  

スリープタイマー付き 

海外言語対応 
アフィリエイト導入 



ドラマ 「とこしえ」 
 
本作品は「愛そして守り」をテーマに「おまもり おんがく」の世界観を 
モチーフに作成したものであります。 
イメージPVとしてご覧ください。 



http://www.symphony-guest.com 


