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本文の前提条件 
 
１．貨幣の価値は経済取引の瞬間にだけ発生すると考えます。 

（「理想的な貨幣状態」と呼ぶことにします） 
２．お金は銀行が管理します。 
３．商品・サービスの購入者は銀行から貨幣を借ります。また、提供者は受取った貨幣

を銀行に預けます。 
 
 以上、著書「マイナス金利の導入」と同じ条件で説明を行います。 
 
 
経済成長と貨幣の保有期間の関係 
 
年に１回、１円の経済取引が行われる場合を考えます。１年に１回しか取引が行われな

いので、貨幣の保有期間は１年ということになります。 
 
（図１） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
上図の場合、Ａ、Ｂ間で１円の取引が行われます。Ａが商品を購入してから１年後に、

ＢがＡから１円の商品の購入を行います。このように交互に購入を繰り返します。 

Ａ Ｂ 

1 円 

商品 

Ａ Ｂ 

1 円 

商品 

１年後 



 2

この場合、経済取引総額Ｇは 
 
  Ｇ ＝ １（円／年）    
 
 となります。 
 
次に半年に１回、１円の経済取引が行われる場合を考えます。半年に１回経済取引が行

われるので、貨幣の保有期間は半年（０．５年）ということになります。 
 
次ページの図の場合、Ａ、Ｂ間で１円の取引が行われます。Ａが商品を購入してから半

年後に、ＢがＡから１円の商品の購入を行います。このように交互に購入を繰り返します。 
 
（図２） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
この場合、経済取引総額Ｇは 
 
  Ｇ ＝ ２（円／年）    
 

 となります。 
 
以上の内容をまとめます。 

Ａ Ｂ 

1 円 

商品 

Ａ Ｂ 

1 円 

商品 

半年後 
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 貨幣の保有期間 経済取引総額（Ｇ） 
（図１） 1 年 1 円 
（図２） 0.5 年 2 円 

 
 
 

 以上から、経済取引総額と貨幣の保有期間には、以下の関係があることがわかります。 
 

Ｇ ＝ １／Ｔ   （Ｇは経済取引総額（円）、Ｔは貨幣の保有期間（年）） 
 
貨幣の保有期間が長くなると、経済取引総額は減少します。逆に、貨幣の保有期間が短

くなると、経済取引総額は大きくなります。経済取引総額と貨幣の保有期間は、互いに反

比例するのです。 
  
 この原則は 

「経済取引が行われる瞬間にだけ、貨幣の価値は発生する」（理想的な貨幣状態） 
という前提条件下で、必ず成立する性質です。経済の根幹をなす大原則なのです。 
（いろいろなパターンで考えてみて下さい） 

 
 
金利の本質的な意味 
 
 著書「マイナス金利の導入」で、金利の本質的な意味は（名目）経済成長率だと説明し

ました。その論拠を以下に記します。（「貨幣へのオプション概念の導入」に記載済） 
 
１．貨幣は経済取引が行われる瞬間にだけ価値を保有できる。この場合、経済取引総額と

貨幣総額は一致する（同金額、逆方向の動きになる）。 
２．経済取引規模の変化率と貨幣総額の変化率は完全に一致する（１の前提から当然であ

る）。これは、（名目）経済成長率と金利が完全に一致することを意味している。 
（金利とは、貨幣総額の変化率のことです） 
 

 先程、経済取引総額(G)は貨幣の保有期間(T)に反比例すると説明しました。ここで、Ｔの

逆数をＦとします。F は期間の逆数なので、貨幣の回転数を意味することになります。 
 

Ｆ ＝ １／Ｔ ＝ Ｇ  （Ｆの単位は 回／年） 
  

（表１）貨幣の保有期間と経済取引総額の関係 
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この式から、貨幣総額の意味は貨幣の回転数ということになります。 
 
以上の内容を整理します。 

 
１．Ｇは１／Ｔである。（単位に注意） 
２．ＧはＦである。（単位に注意） 
３．Ｇの変化率は１／Ｔの変化率である。（１から当然である） 
４．Ｇの変化率はＦの変化率である。（２から当然である） 
５．Ｇの変化率と金利は一致する（「マイナス金利の導入」にて説明） 
 
 以上から、金利とは貨幣の回転数の変化率を意味することになります。（貨幣の保有期間

の逆数（１／Ｔ）の変化率と考えることもできます） 
 計算式で書くと、以下になります。 
 
     ｄＧ／dt  = ｄＦ／dt    （ｔは時間） 
 
「経済取引が行われる瞬間にだけ、貨幣の価値は発生する」 

 という条件下では、この関係は常に成立します。 
 
 以上から、貨幣の回転数の変化率が金利の本質的な意味ということになります。 
 

貨幣の保有期間 貨幣の回転数 金利 経済取引総額 
短期化 増加 プラス 増加 
長期化 減少 マイナス 減少 

 
 
 
 
金利とオプションの関係 
 
ここまでの説明から、金利が高くなるほど、貨幣の保有期間の短期化割合が大きいこと

になります。 
貨幣の保有をオプションの保有と考えた場合、オプションが小さくなるほど（貨幣の保

有期間が短期化するほど）、高い金利を享受することが可能になります。 
逆に、オプション権拡大の場合（貨幣の保有期間長期化の場合）、金利はマイナスになり

ます。 

（表２）貨幣の保有期間・回転数・金利・経済取引総額の関係 
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以上の考察から、オプション（貨幣保有期間の変化）と金利は、同じ価値の別の見方だ

ということが理解できます。貨幣の保有期間の短期化により、金利がプラスになり、利息

を享受することができるのです。逆に、貨幣の保有期間を長期化すれば、金利がマイナス

になり、利息を支払わなければならないのは当然ということになります。 
 
従来の経済理論は、貨幣の保有期間に価値が存在することを見落としていたことになり

ます。貨幣の保有はオプションの保有なのです。オプション期間の短期化がプラス金利の

源泉なのです。貨幣の保有期間が長期化すれば、金利がマイナスになり、利息を支払わな

ければならないのは理論的に当然の帰結なのです。 
 
現在の金融制度では、長期間預金を預けて利息を受取ることが当然だと考えられていま

すが、理論的に誤っているのです。経済取引に長期間貨幣を使用しない場合、オプション

権の消費から、（マイナス金利の適用により）元本を減少させなければならないのです。 
プラス金利による長期間の預金は、オプションと利息の相反する価値を両方共享受する

考え方であり、理論的に成立しないのです。 
 
 
貨幣の本質的な意味 
 

Ｇ ＝ １／Ｔ   （Ｇは経済取引総額（円）、Ｔは貨幣の保有期間（年）） 
 
と説明しました。この式から、Ｔが無限大になると、Ｇは０になることが分かります。

Ｇは経済取引総額であり、貨幣総額でもあります。ということは、貨幣の保有期間が無限

大になると、貨幣価値は０になるということを意味しています。貨幣（お金）が無くなっ

てしまうのです。 
貨幣は、保有期間を有限の値に制約することにより成立している概念ということになり

ます。保有期間を制限するから、貨幣は存在できるのです。この保有期間を短期化すれば

するほど金額は大きくなります。これが利息（プラス金利）の源泉です。逆に保有期間が

長くなれば、貨幣総額は減少します。保有期間無限大では、貨幣総額は０になります。 
これが、貨幣の根本的な性質なのです。 
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外国為替理論の再構築 
 
円と外貨の金利水準の違いから、キャリートレードによる収益が問題視されています。 
キャリートレードとは、低金利の通貨を借りて、それを他通貨に換えて高い収益を得る

ものに投資する手法のことです。 
現在は円が低金利なので、円を借りて外貨で運用することにより利益を享受する取引が、

問題とされているのです。 
 
このキャリートレードとは、利息とオプション権の双方を享受する取引です。ですから、

理論的に矛盾しているのです。外国為替取引に貨幣のオプション概念を導入すれば、解決

可能な問題なのです。 
 
外国為替は異通貨間の取引ですから、ここでは円とドルの取引により考察を進めます。 

 
 前提条件 
円金利を 0％、ドル金利を 100％（年率）とします。ドル購入時の為替レートを１ドル

100 円とします。1 年後の為替レートも同じとします。各種手数料等は無視します。 
 
円で 1 万円借りてドルを購入すると、100 ドルになります。これを 1 年間運用すると、

200 ドルになります。これで円を購入すると、２万円になります。1 年間で１万円の利益を

得ることになります。 
 
この取引の問題点は、オプションの概念が貨幣に導入されていないことです。プラス金

利は、保有期間の短期化により実現されます。ですから、ドル購入時の 100 ドルと１年後

の 200 ドルの価値は等しいのです。この１年間でドルの保有期間が半分になっているので

す。この期間の短縮（オプション権の喪失）が、100 ドルの利息に変換されているのです。 
一方、円の金利は０％ですから、保有期間に変化はありません（オプション権に変化な

しということです）。 
よって、円を借りてから 1 年後の 200 ドルと、１万円の価値は等しいのです。この場合、

為替レートは１ドル 50 円ということになります。ドルの価値がオプション権の喪失により

減少したため、為替レートが円高ドル安になるのです。 
 
このように、貨幣にオプションの概念を導入すれば、外国為替取引による利益の計上は

理論的に不可能になります。 
そもそも貨幣の売買で利益を計上するということは、あってはならないことなのです。 
貨幣は経済取引の瞬間にしか価値を保有できません。経済取引と分離した通貨間の取引
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で貨幣が生み出されていたのは、経済理論に矛盾が存在していたからなのです。 
保有期間の概念（オプションの概念）が貨幣に必須なのです。 
 
 

金額と期間による貨幣の定義 
 
 従来の経済理論では、貨幣の価値は金額により定義されていました。100 円の貨幣を保

有すると、その価値は 1 年後も 10 年後も保証されていたのです。 
しかし、貨幣にオプションの概念（保有期間の概念）を導入すると、事情は変わります。 
保有期間１年の 100 円は、保有期間 2 年の 50 円と同等の価値ということになります。 
 

Ｇ ＝ １／Ｔ   （Ｇは貨幣総額（円）、Ｔは貨幣の保有期間（年）） 
 
 このように、貨幣の価値は、金額と保有期間のセットで定義しなければならないので

す。単に金額だけで貨幣の価値を定義することは不可能なのです。 
同じ 100 円でも保有期間が 1 年と 10 年では、価値に 10 倍の差があるということです（後

者の価値が大きい）。 
 
 
格差問題の解消 
 
 経済的な格差が社会問題になっています。その主因は、経済制度の矛盾、オプションの

概念が貨幣に導入されていない点にあります。 
  
 プラス金利による利息の源泉は、オプション権の減少、貨幣の保有期間の短期化にあり

ます。ですから、短期間で貨幣を使用する人が、このメリットを享受するのが正しい経済

のあり方ということになります。 
 ところが、現在の制度では、長期間貨幣を保有する人ほど、大きな利息を享受していま

す。短期間で貨幣を使用する人が受取るべき価値（利息）を、長期間貨幣を保有する人が

奪っているのです。 
 多くの貨幣の保有者が、その余裕貨幣を長期間保有することにより、保有貨幣に余裕の

ない人（貨幣保有期間の短い人）が受取るべき価値（オプション権放棄による利息）を横

取りしているのです。社会的な不公平が発生していることになります。 
 
 結果として、裕福な人々が更に豊かになり、余裕のない人々がさらに貧しくなってしま

うのです。経済制度の矛盾が、所得格差を拡大させているのです。 
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 ですから、貨幣に保有期間の概念（オプションの概念）の導入が必須なのです。そうす

れば、格差問題の解消が可能なのです。 
 
 
 物価と貨幣の保有期間の関係 
 
 プラス金利の源泉が、貨幣の保有期間の短期化だと説明しました。もし多くの人が連携

してお金を使い続けたら、何が起こるのでしょうか。 
 
 購入できる物・サービスの量には、ある程度の限界があります。それ以上需要が多くな

ると、価格が上昇します。ですから、プラス金利（プラスの経済成長）によるメリットが、

物価上昇により減少してしまいます。 
 要するに、貨幣の保有期間の短期化によるメリットには、限界があるということです。

それは、物・サービスの生産性の上昇率によるということです。それ以上のメリットを享

受することは不可能なのです。 
 また、受取るサービスが増えるということは、それだけ労働が増えることを意味してい

ます。労働力にはある程度の限界があります。その意味でも、貨幣の保有期間短期化によ

るメリットには限界があることになります。 
 
よって、保有期間の短期化によりプラス金利には、ある程度の上限を設ける必要がある

ということになります。そうしないと、極端な物価上昇につながってしまうのです。 
  
 
株は貨幣価値の２重計上 
 
 貨幣の価値は、経済取引の瞬間にしか発生しません。経済取引が、貨幣の価値の源泉な

のです。経済取引がなくなれば、貨幣は価値を失います。 
 株式市場では、経済取引の行われている企業の価値を証券化して売買しています。その

価値の源泉は企業の生み出す経済的な価値です。しかし、企業の行っている経済取引が貨

幣の価値の源泉です。この貨幣で企業（経済取引そのもの）を売買するということは、貨

幣で貨幣を購入するのと同じ意味になります。 
 株の価値と貨幣の価値を足し合わせて金融資産を計上すると、１つの価値（経済取引）

を貨幣と株で２重計上することになります。 
 経済・金融の理論矛盾から不必要な貨幣が大量に発生しています。この貨幣が株式相場

で取引に使用されているのです。株式相場の資産価値が莫大に見えるのは、不必要な貨幣

が大量に発生しているからなのです。 
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過剰貨幣は社会の破壊要因 
 
現在の経済・金融制度には様々な矛盾があるため、実際の経済価値よりもはるかに多く

の貨幣が存在しています。 
金利水準が名目経済成長率を上回る場合、過剰な貨幣が発生します（「マイナス金利の導

入」ご参照）。 
 外国為替では、各通貨の金利水準の差を利用して、利益を計上することが可能です（キ

ャリートレード等）。これは、本来無いはずの貨幣が発生することを意味しているのです。 
 また、株式市場では、莫大な金融資産が計上されています。しかし、これは単に貨幣価

値を２重計上しているに過ぎないのです。 
  
 貨幣は債権と債務から成立します。過剰貨幣は、過剰債務の発生を意味しています。こ

の債務は必ずどこかに存在しています。 
 過剰債務を抱えると、責任問題が発生します。債務者の責任で過大な債務を抱えたこと

になってしまうのです。実際には、金融・経済の理論矛盾から過大な債務が発生している

にもかかわらず、それが過剰債務の滞留先の組織（個人の場合もあります）の責任にされ

ているのです。責任転嫁が起こっているのです。 
 
 過大な債務を抱えた場合、責任が転嫁されるため、組織の解体が始まります。リストラ、

人員整理、企業整理が行われるのです。結果として、組織の規模が縮小されます。 
 もし金融・経済の理論矛盾がなければ、過大な債務を抱えることは無いので、このよう

な組織の縮小は不要なのです。理論矛盾が社会の破壊につながっているのです。結果とし

て、社会全体の生産性は低下します。経済規模が縮小するのです。 
 理論矛盾による過剰貨幣が増えるほど、破壊の規模は拡大します。従って、早急に金融・

経済理論の矛盾を解消する必要があるのです。 
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貨幣の構造 
 
貨幣には大別して２つの状態があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
上の線が貨幣、矢印は視線を表します。左は経済取引に使われている状態を意味します。

右が貨幣を保有している状態です。貨幣の価値が実現するのは経済取引時ですが、無限小

の時間なので、見ることは不可能です。それを a で表現しています。一方、保有貨幣は見

ることが可能です。それを b で表現しています。 
貨幣の a と b の状態は、互いに直行する状態にあることが分かります。貨幣は回転体な

のです。回転して a・b の両方の状態を実現することにより、貨幣の機能は実現している

のです。 
従来の経済・金融理論では、ｂの状態のみで貨幣に価値があると考えられていました。 
しかし、a の状態が無ければ、貨幣の価値の根拠がありません。価値があるかどうか不明

の物に価値があると定義することは無理なのです。貨幣の価値は a・b のセットで実現する

のです。 
この回転が速くなると、経済規模が大きくなります。これがプラス金利の源泉です。オ

プション権は小さくなります。 
一方、回転が遅くなると経済が縮小します。この状態がマイナス金利を意味しているの

です。オプション権は大きくなります。 
 
 
通貨共存の必要条件 
 
 複数の通貨圏（通貨により経済取引が行われている地域）の経済成長率が異なり、さら

にその傾向が持続される場合、経済の安定的な発展は不可能になります。 
 
 高い経済成長を続ける地域の通貨（Ａとします）と、経済成長が低率の地域の通貨（Ｂ

とします）では、時間の経過と共に貨幣の保有期間（オプション権）の違いが拡大します。

ａ．経済取引 ｂ．貨幣保有
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Ａの保有期間が、より短くなるのです。 
 Ａを売却してＢを購入する場合、購入者は貨幣の保有期間のメリットを享受することが

できます。しかし、一方では貨幣の連続性を失うことになります。 
 貨幣の価値は、経済取引の瞬間に発生します。これが常時価値を保有するように見える

のは、経済取引の連続性が保証されているからです。この連続性が、貨幣制度を成立させ

るための必要条件なのです。 
 保有期間が極端に異なる通貨間では、この連続性が保証されなくなります。保有期間が

長くなるということは、連続性が失われることを意味しているのです。 
 先程の例では、ＡとＢの交換により、Ａの貨幣の連続性が失われてしまうのです。貨幣

制度成立の前提条件が失われてしまうのです。 
 以上から、各通貨の保有期間の変化率を一致させることが、通貨間の交換を成立させる

ための必要条件ということになります。 
世界各国間の経済取引を円滑に行うためには、各国で使用する貨幣の保有期間（回転数）

の変化率を一致させる必要があります。この場合、各国の経済成長率は一致します。経済

成長率が一致しないと、経済は安定しないのです。 
 
経済的な先進国と発展途上国の存在は、安定した経済発展の阻害要因ということになり

ます。発展途上国の経済発展が、世界経済全体の安定・発展のために必要なのです。 
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輝の会について 
 
輝の会では、以下の活動を行っています。 
 
１．「人類救済の基本原理」「霊位上昇速度を 大にする方法」による人類全体の積徳・霊

位向上の実現。 
  
「人類救済の基本原理」は以下の内容になります。 
・人類の浄化（歪んだ想念の消去）による徳光により自分以外の人々（含、先祖） 

の霊位上昇を行うと、霊位が指数関数的に急上昇するという法則。 
「霊位上昇速度を 大にする方法」は以下の内容になります。 
・全ての人々（全世界の人、祖先を含む）に対して、平等に霊位上昇を行う。 
・全ての人々（全世界の人）に対して、平等に積徳を行う。 

 
以上の法則を活用して、人類全体の積徳、霊位向上を 高の速度で行っています。 
これはそのまま会員自身の積徳、霊位向上を 高速度で実現することになるのです。 

 
２．積徳による開運のお申込受付 
 １により霊位が十分向上すると、短時間で莫大な徳光を生出すことが可能になります。 
この徳を希望者お分けしています。積徳量が増えると夢や希望を実現する能力が高く 
なります。これが開運を意味するのです。 

 積徳による悟り（霊位向上）もお申込受付中です。 
 
３．積徳による先祖供養のお申込受付 
徳光を先祖にお分けすると、先祖の霊位（先祖の活動する世界）が大幅に向上します。 
希望者の先祖供養をこの方法で行います。 

 １で毎日先祖供養を行っているので、短時間で大幅な霊位向上を実現できるのです。 
 積徳量０の先祖の霊位を天界入りさせることが可能です。 
 （天界はオーラ半径 156 メートル以上の世界） 
 
４．宗教、科学、経済の融合理論の研究、発表。 
 本書が該当します。宗教、科学、経済は本来一体の理論です。一体化できていないのは

各理論の完成度が不十分なためです。この完成度を高め、一体化を実現することにより、

人類の真理に対する理解度は大幅に向上します。人類の行動様式は調和し、飛躍的な発展

を遂げることが可能になるのです。 
 １の活動が４の活動の原動力になります。新理論を発見すると莫大な徳を消費します。
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この徳を１の活動で生出しているのです。 
 積徳を行うと、活動量が増えます。学術的な新発見を行いやすくなるのです。 
 
○積徳による効果○ 
 
１．活動量の増加 
徳光は生命力と考えることができます。活動の根本的なエネルギーなのです。人生を創

り上げる際のエネルギー量と考えることができるのです。徳光が増えればそれだけ活動エ

ネルギーが増えることになります。積極的な明るい人生を送ることができるようになるの

です。 
 

２．成功 
成功すると、徳光は減少します。開運により、徳光が増加すれば、それだけ成功する機

会に恵まれることになります。 
 

３．人気回復 
芸能人等にとって、人気は重要です。人気を得ることと、徳光の消耗は表裏一体の関係

にあります。人気者が時間の経過と共に忘れられていくのは、徳を消費し尽くしてしまう

為です。徳光の蓄積を行えば、再び人気を確保することが可能となります。 
 

４．スポーツの強化 
スポーツ選手にとっても、徳光は重要です。選手の活動エネルギーなのです。どんなに

優秀な自動車でも、ガソリンや電気がなければ走りません。同様に、どんなに優秀で、ト

レーニングを積んだ選手といえども、徳光が不十分だと十分な成績を収めることができな

いのです。積徳を行えば、復活への近道となるのです。 
 

５．経済活動の活性化 
経済活動と、徳光には相関関係があります。国家全体の徳光が増えると、経済活動は活

性化します。逆に、徳光が減少すると、経済は停滞します。 
 

６．頭脳明晰 
徳光が増すと、理解度が向上します。また、学術的な新発見等を行うことも可能になり

ます。これらの活動には徳光の消耗を伴います。光が増えるほど、頭脳の活動量も増加す

るのです。 
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７．出世 
徳光の量は、人の潜在能力と考えることができます。多い人ほど、高い評価を獲得する

傾向があります。会社等でも同様です。徳光が増すと、評価が高まり、出世しやすくなる

のです。 
 
８．健康 
積徳量マイナスの状況を解消するため、ケガや病気という症状になる場合があります。

開運により積徳量マイナスの状況を解消することにより、健康な生活を維持できるように

なります。 
 

９．若返り 
徳光は生命力です。積徳量がプラスになると、細胞が活性化され、肉体が若々しくなる

傾向にあります。また、周囲に光を放射するため、人々にプラスの印象を与えます。プラ

スの評価と光の放射は表裏一体の関係にあるのです。 
 

１０．長寿 
徳光（生命力）の蓄積により、長寿になる場合があります。 
 

１１．組織の安定、発展 
開運により積徳量が増えると、国家、会社、家庭等の組織は安定し、発展します。 

 
 
○悟り（霊位向上）による効果○ 
 
１．悟りの体現 
悟りにより霊位が向上すると、意識のレベルが高くなります。その結果、社会や人生に

対する理解度が向上します。悟りという言葉通りの状態になるのです。 
 

２．精神的な安定・余裕 
人の意識の本源は天界にあります。霊位が向上すると、天界そのままの精神状態で生活

できるようになります。調和・安定した精神状態を持続できるのです。調和・安定した精

神は全ての社会生活の基本ですから、生活は豊かになります。 
また、霊位向上により精神的に常に余裕のある生活を送ることが可能になります。精神

的な豊かさを享受できるのです。その結果、運気が改善します。 
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３．ストレスの解消 
ストレスの原因は不調和な精神エネルギー（業念）です。他者が原因の場合もあれば、

自分自身が原因となる業念を発している場合もあります。 
これらの業念は実在しません。天界の光（オーラ）を当てると全て消えてしまいます。 
霊位が向上すると、自身の内面から光を放射するようになります。天界入りすると、自

在に業念を消去することが可能になります。その結果、ストレスの原因となる業念の影響

を受けなくなります。逆に周囲の人々が影響を受けている業念を消去することにより、ス

トレスから家族や同僚を守ることも可能になります。 
４．オーラ放射 
霊位向上により内面から放射する光がオーラです。オーラは調和のエネルギーです。自

分自身や周囲の人々を調和で満たします。当然運気も改善します。 
 
５．生命力の供給量増加 
内面世界から生命力（人の活動エネルギー）が供給されています。霊位が高くなると、

生命力の供給量が多くなります。その結果、社会的・精神的な活動量が多くなります。 
天界入りし、さらに霊位が大幅に向上すると、自分自身の生命力を大勢の人々に供給す

ることさえ可能になります（輝の神様（輝の会本尊）は常時生命力を人々に供給していま

す）。社会全体を豊かにすることができるのです。 
 
６．永遠の財産 
悟り（霊位向上）は永遠の財産です。霊位は肉体消滅後に生活する世界の高さを意味し

ます。天国というのは霊位の高い人々の世界なのです。 
 
輝の会に入会し、人類浄化による積徳、霊位上昇を行うと、短時間で莫大な積徳を行う

ことが可能です。また、短期間で大幅な霊位上昇を実現できます。 
積徳により、豊かな日常生活を送ることが可能になります。また、霊位は永遠の財産で

す。肉体消滅後も天界で幸せな生活を送ることができるのです。 
（輝の会の導きにより、既に 10 億人以上の先祖が天界入りを実現しています） 
（2011.11.20 現在） 

 
 この機会にぜひ輝の会へのご入会をご検討頂けないでしょうか。 
 輝の会へのご入会、開運・先祖供養お申込をお待ちしております。 
 
 ホームページでお申込を受け付けています。 
 http://taki-zawa.net （「輝の会」で検索して下さい） 

 



滝沢 輝（たきざわあきら） の経歴・活動実績 
 
1985年     宗教家としての活動を開始。 
1989 年    東京大学工学部卒業、三井銀行（現三井住友銀行） 入行 
1994 年度     「これから情報通信革命が起こる。パソコンが銀行になる。システムを戦略部門にすべ 

きである。」 と（さくら）銀行に提言。この後、さくら銀行は日本初のインターネッ 
ト専門銀行（ジャパンネット銀行）を設立する等、ＩＴ戦略で銀行業界のトップを独 
走。この動きが各産業界へのＩＴ導入や日本のＩＴ戦略へつながった。  
上記提言が日本のＩＴ戦略の原動力になったのである 

1995 年 6 月   総合企画部配属。ALM 担当。 
1999 年 7 月   霊位が釈迦、イエスを超える。(釈迦より霊位の高い方は、他にもいます) 
2000 年 6 月     ５次元等研究のため、退社。 
2000 年 12 月  ピラミッド形（万物の創造原理、かつ磁界エネルギー（人の活動エネルギー）生成装置を 
31 日      天より授かる。 
        イエスの再臨である。 
2001 年 9 月   「釈迦を超えた日」を出版。５次元を提唱。 
2003 年 2 月   「５次元理論」（本書）を出版。世界がフラクタル構造（点に空間が内包されている構造）であ

ることを理論的に解説。５次元導入による物理学の全面的な改定作業の必要性を提言。 
2003 年 6 月   「マイナス金利の導入」を著述。日本経済再生のため、経済理論の再構築を実施。 

名目経済成長率と金利水準が一致すべきであることを理論的に解説。1990 年代以降の 
不景気の原因が、高すぎた金利水準であることを同時に証明。金利水準と名目経済成 
長率の関係を逆転させることにより景気・財政の回復を図るべきだと主張。 
本書を政府・日銀等に送付後、金利を下げるべきとの認識が国内に広まり、景気回復の 
原動力となった。リーマンショック後の世界各国における低金利政策の理論的根拠にも 
なっている。 

2004 年 1 月   フラクタル構造に電磁波を蓄える性質があることが確認される（朝日新聞の１面に掲載）。 
「５次元理論」の内容の一部が学術的に確認されたことになる。 

2005 年     「５次元理論」の続編の執筆を開始。基本構造について、日本物理学界等へ送付。 
2005 年     天界入りを果たす。（天界はオーラ半径 156 メートル以上の世界） 
2006 年 11 月  「５次元理論 ～その２」を著述。日本物理学会等へ送付。 
2007 年     「貨幣へのオプション概念の導入」「外国為替理論の再構築」を著述。各方面へ送付。 
2008 年 6 月   人類救済のため、「輝の会」設立。「人類救済の基本原理」を発表。 
2009 年 8 月   「フラクタル経済理論」を著述。バブル発生理由の理論的解明に成功。 
2009 年 10 月  「５次元理論 第３巻 認識の原理」を著述。５次元のアウトラインを解説。 
2011 年 10 月  「５次元理論 第４巻 宇宙の創造原理」を発表。 
2011 年 11 月  創造神界入りを果たす。 
2011 年 12 月  「延命・長寿サービス」をスタート。人類の長寿化開始。キリスト教の千年王国の実現である。 
2011 年 12 月  「磁界エネルギー（オーラ）発生装置」を発表。磁界エネルギー（オーラ）を機械的に生成す

ることに成功。 
2012 年 2 月   「５次元理論 第４巻 宇宙の創造原理」を日本物理学界へ送付。 
2012 年 7 月    
 
 
 
現在       輝の会会長 
 
ホームページ http://taki-zawa.net （「輝の会」で検索して下さい） 
メール    info@taki-zawa.net   
Copyright ⓒAkira Takizawa all rights reserved. 

野田首相に「原子力発電全廃は必須」というタイトルの提言を実施。その結果 

2012 年 9 月 14 日に「2030 年代に原発稼動ゼロ」を目指す新しいエネルギー政策 

「革新的エネルギー・環境戦略」が政府から発表された。 

本提言が、日本の原子力政策を正しい方向に導いたのである。  


