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【techno-news】―――No.TN-102161 

「本望 行雄」を支援する―――「（株）本望エンタープライズ」の創設  

 

 
 

 

 ２００９年１１月０１日に、「本望 行雄」を支援する会社―――≪「（株）本望エンタープライズ｛代表取締

役社長 高野  勉 様｝〔http://hommoh.jp/index.php〕≫が設立されました。 

 これまで、「（株）技術開発総合研究所」は、１９８８年の創立以来、 
 

≪情熱ある中小企業に、“心ときめく夢”を提供し、 

“明日に煌（きらめ）く技術”を育成します！！≫ 
 

を理念に、中小企業各社様への技術導入が“容易に可能な技術”を主体

に、約５７件の特許技術と各種の要素技術を開発して参りました。 

 すなわち、産業領域を超えて、あらゆる“装置を構成する技術”は、

一つの例として、図１に示す「５種類の技術」から構築さ

れます。これらの頂点に位置する、基本技術が『要素技術』で有り、

図２に示す「８種類の要素技術」と考えます。 

即ち、（１）流体を供給するには「ポンプやブロワー」等の供給技術

が、（２）各種混合流体の均質化を図るには「ミキサーや攪拌器」等の

混合技術が、（３）流体中に異物が混在している場合は「セパレーター」

等の分離技術が、（４）液体中の気泡が問題の場合は「気泡除去器」等

の脱泡技術が、（５）流体の温度制御等のためには熱交換技術が、（６）

化学変化も含む反応のためには触媒や燃焼反応技術が、（７）流体の中

の特定物質｛例えば、金属や煤等｝の除去のためには、回収技術が、そ

して、（８）各機器の状態把握や制御のためには、計測技術が必要と成

ります。 

 これらの要素技術の中でも、外径寸法が小型で、一品製作・販売が可

能で、且つ開発リスクの少ない、図３に示す『計測技術』に付

いて、これまで、重点を置いた展開を行なって参りました。 

 「（株）技術開発総合研究所」の基本姿勢は、何でも開発を行なうの

ではなく、市販機器の中に優れた

製品が有れば、それを活用し、市

販品では、どうしても対応できな

い場合のみ、当該機器の開発を行

なって参りました。 

 図３に示す、“桃色表

示”の機器が開発を進めて来た

「特許性を有する技術」です。 
 これらの開発技術の一例を示

したものが、表１の一覧です。 

 これまでの開発目標は、冒頭記述のように、中小企業への技術移転が容易

な“①商品寿命の長い、②製造技術が容易な、③小型機器で、④一台製作販

売可能機器”が多いのが特徴です。市場規模が大きければ、それだけ、必要 

装置技術
制御 計測

要素

駆動情報
 

 

図１ 装置構成技術 
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図２ 要素技術の例 
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図３ 計測技術の例 
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表１ (株)技術開発総合研究所®の開発技術の一例 

分野 種類 技術名称 世界展開 特許等 

➊気泡除去器――スワール泡イーター（@bubble-eater.com） ◎ 特許申請中 

➋マルチスワール・ミキサー（@swirl-mixer.com） ◎ 特許 

➌ジェット・ミキサー（@jet-mixer.com） ◎ 特許申請中 

➍高粘度液体用――スクリュー泡イーター ○ 特許申請中 

➎フィルターレス・フィルター ○ 特許申請可 

➏空気中の異物除去――取ロン ◎ 特許申請中 

➐管内脈動減衰器――脈取ロン ○ 特許申請中 

➑ニューマチック・コネクター ◎ 特許申請可 

➒マルチチューブ型熱交換エレメント（@super-heater.com） ◎ 特許２件 

要素技術 

➓テフロン製高効率熱交換エレメント ◎ 特許 

流 体 

構成技術 ➊低粘度流体用高圧プランジャーポンプ（@advanced-pump.com） ◎ 特許 

①Flow-Boy(流量検知センサー)（@flow-boy.com） ◎ 特許申請可 

②マイクロ・オリフィス流量センサー（@micro-orifice.com） ◎ 一部、特許 

③パイプオリフィス型流量センサー（@pipe-orifice.com） ◎ 特許 

④ソニック・ノズル（@sonic-nozzle.com） ◎ 特許 

⑤ジェットインペラ型タービン式流量センサー（turbine-sensor.com） ○ 特許申請可 

⑥ジェットローター型タービン式流量センサー ○ 特許申請可 

⑦スワールインペラ型タービン式流量センサー ◎ 特許申請可 

⑧スワールタービン型流タービン式流量センサー ◎ 特許 

⑨スパイラルフロータービン式流量センサー ◎ 特許 

⑩マルチチューブ層流式流量センサー ◎ 特許 

⑪ロータリインペラ型パドル式流量センサー ○ 特許申請可 

⑫サーマスフロー型気体用質量流量センサー ○ ―――― 

⑬スパイラル・ギヤフロー型容積流量センサー ○ 特許拒絶 

⑭Static－密度くん ◎ 特許 

⑮Flow－密度くん ◎ 特許 

⑯デュアルフロー型大型タービン式流量センサー ○ 特許 

計 測 要素技術 

⑰フロートポジション型面積流量センサー ○ 特許 

要素技術 ①テフロン製「隔膜式圧力センサー」 ◎ 特許 

②マルチ圧力センサー ◎ 意匠登録 圧 力 構成技術 

③高温圧力センサー（majic-joint.com） ○ 特許申請可 

①ボトル加圧充填器 △ 特許申請可 

②ボトル内流体加熱装置 △ 特許申請可 設 備 装置技術 

③材料磨耗――瞬時評価試験装置 △ 特許申請可 

要素技術 ①自動車用ラジエーター ◎ 特許申請中 

②自動車燃費軽減システム ◎ 特許申請可 

③Ultra-Cloud Fuel システム（@advanced-engine.com） ◎ 特許申請中 

④Micro-Bubble Fuel システム ◎ 特許申請中 

自動車 

船 舶 構成技術 

⑤直接噴射式エンジンの性能向上技術 ◎ 一部、特許 

①(光―電圧パルス変換)パルス・コンバーター ○ ―――― 

②超高速(光―電圧パルス変換)パルス・コンバーター ◎ ―――― 

③(光―電圧パルス変換)Ｆ／Ｖコンバーター ○ ―――― 
要素技術 

④ＤＳＶ型２入力演算アンプ ○ ―――― 

電 気 

構成技術 ①各種デジタル表示計 ○ ―――― 

【註】「特許」の中には、特許取得後の開放技術も含まれます。「特許申請中」の中には、拒絶査定を受けて、更

に、新たな申請中の技術も含まれます。 
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とする資本も大きく成ります。 

このため、危険を避ける考えで、敢えて、大型技術開発を避けて参りましたが、この度の「（株）本望エンター

プライズ」の創立と支援に伴い、「（株）技術開発総合研究所」は、人類の発展に貢献すべく、更に大きな視点で、

図４に示す、『水』―『環境』―『エネルギー』に関わる技術開発を推進し、その共同展開に対して、

温かいご支援・ご鞭撻を仰ぐ事としております。 
 

 

 

 

 

冒頭にご紹介しましたように、２００９年０９月１１日に、「（株）

技術開発総合研究所」とは別資本にて、取締役会長；「奥井 規晶

｛（株）インターフュージョンコンサルティング 代表取締役会長｝」

様、取締役副会長；「角田  好志｛(元)オープンソース・ジャパン 

代表取締役社長｝」様、代表取締役社長：「高野  勉」様の布陣で、

「（株）本望エンタープライズ〔HommoH Enterprise Inc.〕-

〔http://hommoh.jp/index.php〕」が設立されました。 

詳細は、５ページ以降に添付の『会社紹介』に記載されてお

りますが、設立理念として、 
 

※日本のベンチャー基礎研究技術を発掘しアプリケーションを拡大 

※特許ビジネスをベースに、省庁/自治体や大企業との連携を推進 

 ※研究開発者が開発に専念できるよう、周辺コンサルや営業を実施 

※ターゲットは、世界市場レベルの技術へと拡大 
 

と謳われております。「高野」社長様を初めとする経営陣の熱意に応えるために、「（株）本望エンタープライ

ズ」との進捗する“技術領域”を、人間も含めて、あらゆる生物が生存するに、重要且つ大きな課題である、図

４に示す、『水【飲料水、潅水・・・等】』―『環境【大気、森林・・・等】』―『エネルギー【食べ物、

化石燃料、原子力、農業・・・等】』に関わる技術に付いて連携・推進させて戴きたいと願っております。 

 表２に、現在進捗中の『共同展開技術の一例』をご紹介させて戴きます。 
 

表２ (株)本望エンタープライズとの共同展開技術の例 

技術領域 表 題 内 容 特許 

水 
① 淡水及び濃縮海水蓄冷剤技術 海水から、飲料及び潅水のための“淡水”と“濃

縮海水”を製造し、自然の“蓄冷剤”を提供 
ＰＣＴ出願中 

① 均一・高圧地下潅水システム 砂漠の緑化や農場化を実現する、広域均一・地下

潅水技術システム 
ＰＣＴ出願中 

環境 
② 根菜・巨樹育成システム 根菜を根腐れ無しで育成、及び果樹や巨木を育成

する技術システム 
出願予定 

① マイクロ・ミスト冷却システ

ム 

データー・センターの冷却に関わるエネルギーを

大幅削減を図る技術 
ＰＣＴ出願中 

② Ultra-Cloud Fuel 
システム 

燃料温度を着火点に至るまで、『縄状熱交換エレ

メント』により局所過熱なしで加温させて、あら

ゆる可燃流体を燃焼 

特許出願中 エネルギー 

③ Micro-Bubble Fuel 
システム 

基本液体燃料中に、燃料の１～１０００倍の空気等

を混在させて、噴霧爆発、火炎核爆発させて燃焼 
ＰＣＴ出願中 

水

環境 エネルギ

エンタープライズ
㈱本望

 
 

図４ 展開技術領域 
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 表２に示す『大型事案』に付いての共同展開をご希望される企業・個人は、下記まで、ご連絡戴ければ、幸甚

に存じます。 

 

（株）本望エンタープライズ 代表取締役 高野 勉 
E-mail takano@hommoh.jp 

                    Handy-Phone 090-6923-0854 
〒108-0073 東京都港区三田３-１２-１６ 山光ビル８階 

         TEL 03-5419-7172 FAX 03-5419-0597 
 

 

【記述責任者】 本望 行雄――「y-hommoh@techno-news.com」 

 

以下に、参考に、 

「（株）本望エンタープライズ」の会社紹介【抜粋】を添付させて戴きます。 

――【註】２０１０年に、資本金が、「４００万円」に増資されました―― 
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会社概要

1.会社名
株式会社 本望エンタープライズ
(英文名)　HommoH Enterprise Inc.

2.営業内容
(1)知的財産権に関する調査分析、実施許諾などの事業
(2)実用化および販売に関するコンサルティング事業
(3)広告および書籍の企画制作事業
(4)その他上記に関連する事業

3.資本金と設立時期
1百万円、2009年9月設立

4.所在地
東京都港区三田３-１２-１６　山光ビル８階

　Tel　03-5419-7172　Fax　03-5419-0597

5.経営陣
取締役会長 奥井規晶(元IBM、ベリングポイント代表取締役)
取締役副会長 角田好志(元三井銀行、テンアートニ代表取締役)
代表取締役社長 高野 勉(元日本電信電話、スカラ専務取締役)
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社長挨拶

　「本望エンタープライズ」は、つくばの哲人である「本望行雄」の世界的特許技術・知的財産の
コーディネート及び維持管理、運用、営業コンサルティングを行う会社です。世の中には、どんなに
世界的な技術があろうとも、その技術の全てが世の中に役に立つことなく、消え去っていくことの方
が多いと言われております。このことは、日本国・世界にとって大きな損失を意味すると考えます。

　「本望行雄」は、世界の「ＧＥ」が選んだ３０名の哲人の一人に選ばれております。技術者が自在
に試作機を作れ、販売網を持ち合わせ、システムコンサルティングができ、契約を交わし、商品を納
め、代金を頂くことまで一貫して、できるでしょうか？

　研究開発者や発明家は、本来の研究開発に没頭できる環境で勝負すべきだと考えております。餅は
餅屋ですから、役割分担の中で最大限の力を発揮すべきだと考えます。

　日本国内に優秀な研究開発者達が埋もれ、類まれなる技術が企画や案だけで終わってしまうことが
多いのではないでしょうか？

　要素技術や研究開発・発明等で世に出したくても資金面や販売ルート・技術サポート・試作機製作
協力会社探しなどの障壁により、世の中に出せなくなっているのが現状です。類まれなる技術が日の
目を見ないで、埋もれ、消え去って行くことを「本望エンタープライズ」は、知っております。そう
いう事が少しでも起こることのないように、研究開発者の技術をコーディネート・プロデュース・技
術支援を行い、それらの技術が日本国・世界に生かされ、その技術が多くの人々にお役に立つお手伝
いをさせて頂くことを主眼として設立しました。設立メンバーにＩＴアーキテクチャー・ＩＰＯ経験
者・営業コンサルティング経験者・日本国内トップレベルの技術顧問等が名を連ねることにより、つ
くばの哲人である「本望行雄」のみならず、日本国に埋もれた研究開発者達の世界的な研究開発成果
を日本発世界に役に立つ技術、特許を発信して行きたいと考えております。

　　　　　　　　　　　株式会社 本望エンタープライズ　代表取締役　高野　勉
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ビジョンと目標

日本のベンチャー基礎研究技術を発掘しアプリケーションを拡大

研究開発者が開発に専念できるよう周辺コンサルや営業を実施

特許ビジネスをベースに省庁/自治体や大企業との連携を推進

ターゲットは世界市場レベルの技術へと拡大
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事業の仕組み

特許庁海外加盟国
(株)技術開発総合研究所
または 本望行雄(個人)

(株)本望エンタープライズ

特許技術の

アプリケーションを創造

各メーカー(実施許諾)

販売/サービス会社

ユーザー

特許出願、
特許料(年金)支払、
特許管理

特許取得
PCT出願

特許実施許諾の
契約支援

製品企画
プロモーション

コンサルティング料支払
ライセンス料をベースに金
額決定

特許製品の販売支援
契約

営業支援

製品提供(販売委託)

直接販売

販売/サービス
保守

ベンチャー研究開発者

本望財団

特許実施
許諾代行
の契約

資金提供、
ベンチャー支援
｢本望賞｣設置

利益の一定
割合を基金
化
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経営陣の紹介
奥井　規晶（おくいのりあき）  :　取締役会長
1959年神奈川県生まれ。84年早稲田大学理工学部大学院修士課程終了。日本IBM でSE 
として活躍後、ボストン・コンサルティング・グループに入社。その後、アーサー･
D･リトル株式会社ディレクター、関連会社シークエンシャル代表取締役、ベリングポ
イント(旧KPMG コンサルティング)代表取締役を経て2003年4 月に独立。オクイ･アン
ド･アソシエイツ、インターフュージョン･コンサルティングなどを設立して代表取締
役、現在に至る。その他、｢日本キューバ・シガー教育協会｣専務理事、ラジオ日本で
の｢ザ･ホットライン東京わがままモーニング(奥井規晶の木曜日)｣レギュラーコメン
テーターなど。（経済同友会会員、元早稲田大学大学院客員教授）

角田　好志（かくたこおし） ：　取締役副会長
1950年神奈川県生まれ。69年三井銀行(現三井住友銀行)に入行。システム開発部や国
際部などに在籍、91年昭和電線電纜との合弁会社アクシオを設立し常務取締役、97年
には大塚商会の支援を得てテンアートニ(現サイオステクノロジー)を設立し代表取締
役。テンアートニは2004年東証マザーズへ株式公開を実現。2002年レッドハット日本
法人の特別顧問、ゼンド・オープンソースシステムズ(現アイル・オープンソース)を
設立し代表取締役。2008年退任し、現在に至る。

高野　勉（たかのつとむ） ：　代表取締役社長
1954年富山県生まれ。法政大学法学部卒、73年日本電信電話(現NTT)に入社。ネット
ワークを始め各種部門で全国トップセールスを数年にわたり達成。98年NTTテレマー
ケティング(現NTTソルコ)に出向して、新規先開拓でコールセンターの立ち上げを実
施。2000年NTT東日本の東京支店全体の営業責任者。2003年NTT東日本本社マーケティ
ング部にて、Lモードやコンテンツプロバイダーなどを担当。2005年株式公開をミッ
ションにスカラ専務取締役に就任し、デジタルマイクロスコープの海外市場開拓にあ
たる。同年、早稲田大学アジアIT戦略研究所客員研究員。2007年雷電北陸支店
長、2008年日本オープンシステムズ担当部長として、現在に至る。
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技術顧問の紹介　その 1　(五十音順)

管野　善則（かんのよしのり）　：　首都大学東京　産業技術大学院大学 教授
1950年福島県生まれ。東京工業大学大学院博士後期課程修了(工学博士)、通産省入省
(上級甲)、工業技術院名古屋工業技術試験所主任研究官、山梨大学教授を経て、現在に
至る。
その間、フランス・ナント大学助教授、アメリカ・ノースウエスタン大学招聘研究員、
スウェーデン・ストックホルム大学招聘研究員、アイルランド・トリニティーカレッジ
招聘研究員を歴任。岡山大学客員助教授や東京工業大学・東京農工大学・都立科学技術
大学などの非常勤講師を歴任。研究分野は応用物理・機械工学・電気電子工学・化学・
環境工学・医工学など多義に渡る。基礎研究の産業応用分野にも洞察が深く、近年は、
国の無駄使いを指摘し注目を浴びる。現在も補助金の無駄使いを厳しく指摘している。

作道　清行（さくみちきよゆき）　：　東京都知的財産総合センター　アドバイザー
1938年東京都生まれ。1961年東京理科大学理学部卒、新三菱重工入社。その後、会社合
併し三菱重工業を経て、1970年三菱自動車工業に分離。技術計算分野を手始めに、研究
開発管理等技術管理畑を一貫して歩み、開発本部技術課長時代に社外活動として(社)自
動車技術会等の各種委員会委員、技術本部特許部長時代には(社)自動車工業会特許部会
委員・知的財産研究所エンフォースメント委員会委員を務める。1998年定年退職後、
(社)発明協会嘱託を経て、(財)東京都中小企業振興公社委嘱として2008年まで、東京都
知的財産総合センターにおいて知的財産アドバイザー。現在、同センターにて非常勤の
知的財産サポートアドバイザーを務める。
その間、１０年間芝浦工業大学システム工学部機械制御システム科の講師を務める。
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技術顧問の紹介　その 2　(五十音順)

田中　宏和（たなか　ひろかず）　：　株式会社 センシング研　代表取締役社長
1981年長野県生まれ。山梨大学大学院医学工学総合教育部3年博士課程修了、人間
環境医工学専攻を1年間で飛び級修了(医工学博士)、修了後にセンシング研社長に
就任、現在に至る。
在学中に日台交流協会の若手研究者に選出され、台北科技大の招聘研究員就任。ま
た数々の学術賞、ビジネスコンテスト賞を受賞。産業の塩と呼ばれる日本のお家芸
である水晶振動子を用いた技術を、世界に通じるセンサとして昇華させるべく研究
を行うだけでなく、マイクロ波滅菌、特殊セラミックスなど、多岐に渡る研究開発
を行っている。

松井　 武久（まつい たけひさ） ：　技術経営研究センター 所長
1943年山口県生まれ。66年山口大学工学部卒、三菱化成(現三菱化学)に入社し、黒
崎工場エンジニアリング部長、生産技術本部加工生産技術センター副センター長、
98年三菱樹脂 取締役、2000年三菱化学ＭＫＶ常勤監査役、03年独立行政法人農業
生物資源研究所 非常勤監事、05年独立行政法人農業環境技術研究所 常勤監事、09
年4月技術経営研究センターを設立し、現在に至る。
技術士(機械部門)、米CmfgE(Certified Manufacturing Engineer 
certification)、公害防止管理者(大気)、エネルギー管理士(熱)など資格取得多数。
(社)日本工業技術振興協会(略称JTTAS)や夢追いサロンつくば、NPO法人地方と行政
を支える技術フォーラム、NPO法人産業技術活用センターなどの活動に積極的に参
加している。
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技術顧問の紹介　その 3　(五十音順)

矢田　恒二（やだ　つねじ） : 　矢田技術士事務所　所長
1933年：京都市生まれ。1958年工業技術院機械技術研究所（現(独)産業技術総合研
究所）入所、歯車研究室配属、自動車安全公害部運動制御課課長、機械部長、ロ
ボット工学部長、等歴任。機械技術研究所退官後：オムロン株式会社　技術本部副
本部長、理事、顧問。 (財)マイクロマシンセンター、調査研究部長。(社)機械技
術協会 専務理事、茨城県技術士会副会長、等歴任。広島大学大学院工学研究科講
師、京都工芸繊維大学工芸学部　講師、山形大学工学部　講師を歴任。現在は、矢
田技術士事務所　所長、非特定営利活動法人つくばビジネス支援センター 代表理
事、日本機械学会イノベーションセンタ コーディネータの職務に注力する。
工学博士(東京大学)、技術士(機械部門)
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【お問合わせ先】

　この度は、お忙しい中、弊社の会社案内をご覧頂き、誠にありがとうございました。
「本望行雄」が生み出した特許の数々は、世界の「ＧＥ」がグローバルな高い技術を
持った研究開発者の一人であると認めております。
　そして、その「本望行雄」の特徴とするところは、「問題を抱えているお客様に対し
て、そのお客様に合うようにまさしく親身になって開発を行う」・・・ここに、つくば
の哲人「本望行雄」の人間味と心の温かさがあります。
　「本望行雄」と同様、数多くの優秀な研究開発者・技術者が日本国・世界に埋もれ、
少なからず、消え去って行くという現実があります。
　このことは、日本国、世界にとって、大変大きな損失になると考えます。
　今後、本望行雄はじめ、有能な埋もれているであろう研究開発者・技術者達をプロ
デュース、コーディネートすることによって、その成果物や、技術等が日本国、世界に
お役に立てれば本望エンタープライズにとってこれ以上の喜びはありません。

株式会社本望エンタープライズ 代表取締役　高野　勉
　takano@hommoh.jp  090-6923-0854 

〒108-0073
東京都港区三田３-１２-１６　山光ビル８階
　Tel　03-5419-7172　Fax　03-5419-0597




