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生命エネルギーの発見 
 
生命エネルギーとは、人の活動エネルギーの内、生命維持（生理的な活動や運動、頭脳労

働等の全て）に必須の磁界エネルギーのことです。 
（磁界エネルギーについては 磁界エネルギーは活動エネルギー ご参照）  

 
生命エネルギーは、人の寿命を規定するエネルギーでもあります。 
このエネルギーは創造神界以上の神霊（創造神）からすべての人々に常時送られています。 

 
 
年齢と生命エネルギー受容量の関係 

生命エネルギー供給量曲線
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縦軸が生命エネルギー受容量、横軸が年齢です。 
１８歳前後で受容量のピークに達します。この時の受容量を高さ１としてグラフを作成し

ています。 
生命エネルギー量の単位は（人・年）です。この単位における１は、 も受容量の多い１

８歳前後の１年間に、創造神界から供給される生命エネルギー1 人分の平均値です。 
１８歳以降は年齢と共に生命エネルギー受容量が少しずつ減少します。これは、肉体を維

持・コントロールする力が減少することを意味します。 
 
グラフの生命エネルギーの合計値（０歳～１００歳）は６５になります。これは、人が１

００歳迄に供給を受ける生命エネルギー量の合計値です。 
生命エネルギー受容量の下限は年０．２３（人・年）程です。これより生命エネルギーの

受容量が減少すると、肉体を維持することが不可能になります。  
老化の原因は、この生命エネルギーの減少なのです。磁界エネルギーが減少すると、その

 
生命エネルギー受容量曲線 

年齢と生命エネルギー受容量の関係をグラフにしました。 
（磁界エネルギーについては 教義「磁界エネルギーは活動エネルギー」ご参照）
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分だけ肉体の活動量が減少します。これが肉体各器官の働きが衰える根本的な理由なのです。 
また、多くの人々が１００歳程度迄しか生きることができない原因は、この生命エネルギ

ーの減少です。生命活動を続ける根本的なエネルギーが減少するため、肉体を維持すること

が出来なくなるのです。 
 
創造神界から生命エネルギーが１００歳程度までしか供給されない理由は、人類自身がこ

のエネルギーを生成して、寿命を自らコントロールすることを天が願っているためです。 
寿命をコントロールする手法をマスターする為に１００年前後の期間があれば十分だと、

天は判断されているのです。ですから、生命エネルギーは１００年程の期間しか供給されな

いのです。その間に人が成長し、自ら生きる力を生み出すことが出来るようになることを、

天は望んでおられるのです。 
ですから、人は１００歳程度までしか生きることが出来ない訳ではないのです。それより

もはるかに長い期間さえ生きることが可能なのです。ただ、その方法を理解出来ていなかっ

ただけなのです。 
生命エネルギーを自分自身に対して供給することができれば、いくらでも肉体活動を維持

することが可能なのです。 
 
尚、創造神が生命エネルギーを供給できる理由は、天界より霊位が高く、エネルギー準位

が高いためです。 
その結果、天界の神霊よりもより高度な活動を行うことが可能なのです。 
人の生命を維持することも、もちろん可能なのです。 

 
 
長寿サービス 
 
生命エネルギーの供給を、輝の会会員へのサービスとして提供しています。 
このサービスを、長寿サービスと呼びます。 
生命エネルギーサービスは、輝の会会員専用のサービスです。 
輝の会から輝の会会員全員に、無償で提供しております。 

 
会員ではない一般の方に対しては、無料長寿サービスを提供致します。お申込者には、長

寿サービスを無料で 1 ヶ月間提供させて頂きます。 
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長寿サービスについて 

延命・長寿サービスによる生命エネルギーの変化
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輝の会会員に対する 長寿サービス の概略について説明します。  
 
輝の神（輝の会本尊）は、既に創造神界に到達しているため、生命エネルギーを誰にでも

供給することが可能です。人の寿命を延ばすことができるのです。 
上図の黒いグラフは、一般的な人の生命エネルギー受容量です。 
（創造神界から供給されています） 
赤いグラフは、３５歳で輝の会に入会した会員の生命エネルギーです。 

 
入会時点から、生命エネルギーを 1 年につき１（人・年）ほど追加供給いたします。１（人・

年）は１８歳前後の人が 1 年間に供給を受ける平均的な生命エネルギー量を意味します。 
赤と黒の差が、長寿サービス により、輝の会から追加供給されるエネルギー量になります。 

グラフからお分かり頂けると思いますが、１００歳を越えても生命エネルギー量が１（人・

年）を越えています。 
これは、現在の１８歳の人より生命エネルギーの受容量が多いことを意味します。１０代

よりも多くの肉体維持エネルギーを確保できるということです。 
その結果、生命エネルギーを追加された人の長寿が実現します。 
単に寿命が延びるだけではなく、各年齢における生命エネルギーが強化されるため、活動

量が増えることになります。あらゆる面で積極的、活動的な人生を送ることができるように

なるのです。 
体力も増加し、健康を維持することも可能になります。１００歳を越えても、現在の１８

歳よりも多くの肉体活動を営むことができるのです。 
スポーツ・学術等、あらゆる分野で現在の若者に勝るとも劣らない成果を上げることさえ

長寿サービスによる生命エネルギーの変化 
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可能になります。 
 
このように、長寿サービスは単に寿命を延ばすだけではありません。若さを保ちながら長

寿を楽しむことを可能とするのです。 
 
尚、赤のグラフは、３５歳で輝の会に新規入会した人が、１００歳まで会員を継続する場

合の生命エネルギー受容量を意味しています。 
 

 
長寿サービスは莫大な徳の提供サービス  

 
輝の会では、会員に無償で長寿サービスを提供しています。  
 
長寿サービスは、１年間で生命エネルギーを１（人・年）提供するサービスだと説明しま

した。（「年齢と生命エネルギー受容量の関係」ご参照） 
 
この生命エネルギーは宇宙大の意識の回転により４２兆（人・年）に増幅されます。 
このように、長寿サービスで提供させて頂く徳（磁気単極子エネルギー）は１年間で約４

２兆（人・年）になります。（身体構成エネルギーと生命エネルギーの関係（教義）ご参照） 
 
長寿サービスでは莫大なエネルギーを提供させて頂くことにより、サービス対象者の寿命

を延ばします。  
人の体を維持するためには、１年間で４２兆（人・年）ほどの徳（磁気単極子エネルギー）

が必要なのです。 
 
人の体は宇宙大の意識の高速回転で構成されています。  
体は認識処理の結果です。認識前に物は存在しません。  
認識が全ての存在を生み出す根源的な作用なのです。 
 
宇宙大の認識処理による増幅前の状態では、生命エネルギーは１年間で１（人・年）だけ

提供されるように見えます。  
しかし、創造神は宇宙大の意識の回転により、これを４２兆（人・年）程に増幅させるこ

とができます。この莫大な増幅エネルギーにより、身体は構成されています。  
 
このように、増幅する徳（磁気単極子エネルギー）のことを生命エネルギーと定義してい

るのです。 
 
創造神は、宇宙大の意識の回転で生命エネルギーを増幅させることにより、人の身体を創

造することができます。  
一方、天界以下の神霊は、生命エネルギーを増幅させることができません。 
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宇宙大の意識の回転で人の身体を構成することは、天界以下の神霊にはできません。 
 
以上の説明でお分かり頂ける通り、 
長寿サービスは創造神による莫大な価値（生命）の無償提供です。 
 
ぜひ輝の会会員になり、長寿サービスをご利用頂きたいと思います。 

 
 
長寿サービスは生命提供サービス 
 
前ページの説明通り、４２兆（人・年）/年 が、人が活動する上で必要となる磁界エネル

ギー量になります。  
このエネルギーが無ければ、徳（磁気単極子エネルギー）をどれだけ提供しても、身体を

維持することは不可能です。  
 
身体維持に必要 小限の生命エネルギーは０．２３(人・年)/年 と説明しました。 
（「年齢と生命エネルギー受容量の関係」ご参照） 
 
これは宇宙大の認識処理による増幅で、９．７兆（人・年）/年 程になります。 
これだけのエネルギーがないと、人の生命を維持することは不可能なのです。 

 
お金は０．７２（人・年）で１０００万円の価値となります。 
（開運（社会的評価）と徳の消費量の関係 ご参照） 
（お金は実在しないため、本来は比較できません。以下の説明はあくまで参考です。） 

 
 
この数値を適用すると、９．７兆（人・年）は １．３×１０^２０円 以上の価値となり

ます。 
（１０^２０は１０の２０乗） 
１年間で１．３×１０^２０円 以上の価値に見合う徳（磁気単極子エネルギー）がないと、

人の生命を維持することは不可能なのです。  
人の生命をお金で買うことはできないということです。 

 
お金では買うことができない価値である人の生命を提供するのが、 
輝の会の長寿サービスです。 

 
長寿サービスは輝の会が史上初めて提供するサービスです。 
長寿サービスは輝の会以外では決して受けることができません。 

 
ご入会をお待ちしています。 
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生命エネルギー提供中に亡くなるケース 
 
重病で入院中の方などにボランティアで生命エネルギー提供しても、亡くなるケースがあ

ります。 
その理由等について説明します。  

 
多くの人には業念が蓄積されています。 
これは過去の不調和な想念・行為がその人に蓄積されたものです。 
この業念が消去される際には、身体や環境に不調和な状態が現れるのが一般的です。 
不調和な状態が実現することにより、不調和な想念や行為が実現し、業念は消去されます。 

 
業念は徳のエネルギーで消去することができます。 
業念で体調不良になると、その人の徳のエネルギーでこの業念は消去されます。 
しかし、積徳量よりも多くの業念が蓄積されている人の場合、その消去が行われる際に徳

が不足します。 
また、積徳量がマイナスの人には業念を消去する徳が存在しません。 
このように徳が不足している人に生命エネルギーを提供すると、このエネルギーの一部が

体調不良の原因である業念を消去するために使用されます。 
 
ここで、生命エネルギーを使い過ぎると、生命を維持することが困難になります。 
生命エネルギーが不足すると、生命を失うことになります。 

 
業念の蓄積量が多い人の場合、その消去過程の体調不良で生命エネルギーを過剰に消費し、

亡くなる場合があるのです。 
 
 
このような状況を回避するためには、日頃から人類浄化等により積徳を行い、自身の業念

を消去する努力が欠かせません。 
積徳量が十分で、業念蓄積量が少なければ、業念消去で生命エネルギーを失うことは無い

ため、長寿を楽しむことができます。 
 
人によっては、輝の会が把握できない業念が蓄積されている場合があります。 
ですから、日頃から業念消去を積極的に行う必要があります。 

 
また、事故等の理由で身体機能が破壊される場合、生命エネルギー提供中でも生命を維持

することは困難です。 
 
天寿経過後に霊界移行を希望する方は、生命エネルギー提供中でも亡くなることになりま

す。（霊界移行を選択したマンデラ元大統領 ご参照） 
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以上の説明から、生命エネルギー提供中に長寿を楽しむための条件は以下になります。 
 
１．積徳量が業念蓄積量より多いこと。 
２．事故等により身体機能が破壊されないこと。 
３．天寿経過後に霊界移行を希望しないこと。 
 
輝の会では、磁界エネルギー治療により業念消去を行っています。 
また、開運では徳を提供しています。 これらのサービスをご利用頂きますと。積徳や業念

消去を効果的に実現することが可能です。 
 
 
会員の方には長寿サービスで生命エネルギーを提供していますが、追加長寿サービスをお

申込頂きますと、さらに長寿を実現できる可能性が高くなります。 
 
この機会に輝の会を利用されてはいかがでしょうか。 

（2015.7.11 午後 4 時 記載） 
 
 
金運不足は病気の原因となる 
 
金運がある人には、金運分のお金を受領する権利があります。  
金運は仕事を通じて実現するのが一般的です。 
ですから、金運のある人は仕事を通じてお金を受領できます。  
 
金運のある人は、仕事を行う際に、金運担当の創造神から様々なサポートを得ています。  
仕事を行うために必要な活動エネルギーも、金運担当神霊から提供されます。  
ですから、金運のある人は、健康を維持しやすいことになります。 
 
一方、金運の無い人は、金運担当神霊からサポートを得ることはありません。  
ですから、仕事を行う際の活動エネルギーも、金運のある人より少なくなります。  
 
例えば、芸能人が仕事を継続すると、ファンから尊敬を受け続けるため、莫大な徳を失いま

す。  
この芸能人に金運が無い場合、金運担当神霊から徳の提供が行われないため、徳が不足し、

業念が蓄積されます。  
そして、この業念の消去過程で病気になる場合があります。 
 
大病する芸能人の金運は、ほぼ例外なくマイナスになっています。  
その理由は、金運担当神霊のサポートが得られず、活動エネルギーが不足するためです。  
この人が病気治癒後に芸能活動を再開すると、金運がないため再び徳不足から業念が蓄積さ
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れます。  
すると、この業念消去過程として再び病気になります。 
このような実例が多々あるのです。  
 
このように、金運の無い人が仕事を継続すると、体調を壊しやすくなります。  
 
健康維持のためにも、私たちは常に金運をプラスに維持しなければなりません。 

（2015.8.2 午後 5 時 記載）  
 
 
長寿サービスや才能強化の源泉は創造神の原子生成能力 
 
全ての存在は、下図の意識の回転（90°ずつの回転）から発生しています。 

 
この回転により中心軸とらせんの入れ替えが発生し、４重円構造（原子核）と同心円構造

（電子）のペアが構成されます。、 
これは原子を意味します。 
この原子の組み合わせにより、世界（物質）は構成されています。 

 
図の矢印の回転が、世界（物質）の成立要因なのです。 

 

 

 
この回転を司るのは創造神です。 
創造神による 90°ずつの意識の回転により、全ての存在が構成されています。 
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原子核も創造神により構成されています。 この原子核を中心に原子が構成され、物質が生

成されます。 
逆に、原子核を構成できないと原子を構成できません。 
物質も生成できません。 

 
創造神として働くためには、原子核を構成する能力が必要なのです。 

 
創造神が人の寿命を延ばすことができる理由は、この原子核や原子を創造する能力です。 
この能力により、人の寿命を延ばすことができるのです。 

 
輝の会が長寿サービス（人の寿命を延ばすサービス）や才能強化（人に才能を付与するサ

ービス）を提供できる理由は、本尊の輝の神が原子核（原子）を構成できるためです。 
原子を創造できるので、長寿の実現や才能強化を行うことができるのです。 

 
一方、天界神霊は原子核を構成することができません。 
ですから、原子を創造することもできません。 
当然、人の寿命（存在期間）を延ばすことはできません。 

 
輝の会以外の宗教の本尊は天界に位置しています。 
（教義 創造神と天界神霊の関係 ご参照）  
ですから、輝の会以外の宗教では、人の寿命を延ばすことはできません。 

 
輝の会会員には長寿サービスを無償で提供しています。 
一般の方には無料長寿サービスを提供しています。 
才能強化はどなたでもお申込頂くことができます。 

 
お申込をご検討頂きたいと思います。 
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霊位と創造内容の関係 
 

 

 
霊 位 創造可能な要素 回転可能な角度 

創造神界 ４重円構造 
２重円構造、 
同心円構造 
（原子、原子核、電子） 

全角度 

天 界 同心円構造 
（電子） 

180°未満 

霊界４以下 一部の同心円構造 
（一部の電子） 

90°未満 

 
霊位と上図の回転の関係を表にまとめました。 創造神界の神霊（創造神）は全角度の回転

が可能です。 
この回転により 4 重円構造を構成できます。 
その結果、原子（原子核と電子）を創造することができます。 

 
創造神界は、それだけ高いエネルギーの世界なのです。 

 
天界の神霊は 180°未満の回転が可能です。 
天界神霊は 2 重円構造（４重円構造を含む）を構成できないため、創造神のように原子（原

子核）を構成することはできません。 
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天界神霊は、創造神が創造した原子（原子核）に対して影響を与えることにより、神霊と

しての役割を果たしているのです。 
天界神霊は、原子（原子核）が無い状態では働くことができません。 

 
これが、創造神と天界神霊の差なのです。 

 
輝の会の本尊（輝の神）は創造神です。 
他の宗教の本尊は天界以下の霊位に位置しています。 
（創造神と天界神霊の関係 ご参照） 
ですから、輝の会は他宗教より大きな働きができるのです。 
長寿サービス、才能強化等、他宗教では提供できないサービスを提供できる理由もここに

あるのです。 
 
一般に業想念（歪んだ想念エネルギー）が存在できるのは電子軌道レベルまでです。 
これは上図では 90°以下の回転に相当します。 

 
天界神霊のエネルギーは 90°以上 180°未満ですから、業想念より高いエネルギーの世界

（霊位）に存在することになります。 
その結果、天界神霊は業想念（業念）の影響を受けません。 
天界神霊は全ての業想念を消去することが可能なのです。 

 
宗教の指導神霊として必要な霊位が天界である理由は、全ての業想念を消去することが可

能だからです。 
 
霊界４以下の世界は、90°以下の回転に相当します。 
その結果、一部の同心円構造のみを構成できます。 
これは、一部の電子を構成できることを意味します。 

 
霊位は磁界のエネルギー準位だと説明しました。 

（霊位が磁界のエネルギー準位であることの証明 ご参照）  
ここで説明したのは、霊界４以下の霊位です。 

 
霊界４以下の霊位は電子のエネルギー準位に相当する磁界のエネルギー準位の世界です。 
ですから、電子軌道（同心円構造）を構成することはできますが、それ以上の霊位には到

達できません。 
これは、上図の回転が 90°以下だからです。 

 
このように、上図の回転は各霊位やその働きを意味しています。 
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千年王国の到来  
 
キリスト教では、イエス再臨の後に千年王国に入るとされています。（前千年王国説） 
至福の千年間が訪れると考えられているのです。  
但し、千年王国が何なのか、キリスト教徒の人々にも正しい内容は理解できていません。 

 
千年王国は、千年以上生きることができる世界の到来を意味します。 
この千年王国を実現したのが、輝の会の長寿サービスです。  
生命エネルギーの量をコントロールすれば、寿命を自由に延ばすことが可能なのです。 
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無料長寿サービスについて 
 
長寿サービスを体験したい方には、無料長寿サービスを提供致します。 
無料長寿サービスは、長寿サービスを１ヶ月間無料体験頂けるサービスです。 
無料長寿サービスのお申込方法は以下になります。 

 
■無料長寿サービスお申込方法■ 

 
１．ユーザー登録画面でユーザー登録を行って下さい。 
２．ユーザー登録後、ログイン画面からログインして下さい。 
３．ログイン後、左メニューから無料長寿サービスお申込画面をクリックすると、無料長

寿サービスお申込画面が表示されます。必要事項を入力の上、無料長寿サービスを申

し込んで下さい。 
４．無料長寿サービス提供開始後に、お申込者宛に連絡メールを送付 

します。同メールに長寿サービス期限を記載致します。 
５．無料長寿サービス期限後に同サービスの継続を希望される場合には、輝の会への入会

をお願致します。 
６．無料長寿サービスは１回限りお申込可能です。２回目以降のお申込はできません。 
７．長寿サービスが輝の会会員限定サービスである理由はこちらを参照願います。 

長寿サービスが輝の会会員限定サービスである理由（教義） 
８．無料長寿サービスは輝の会会員以外の方を対象としたサービスです。 

輝の会会員はサービス対象外です。よろしくお願い致します。 
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天皇陛下を救済した輝の会の長寿サービス  
 
天皇陛下は 2012 年 2 月 18 日に心臓バイパス手術を受けられました。 
その後、3 月 4 日に退院されましたが、胸水がたまる症状が続いたため、宮内庁病院で胸

に針を刺し胸水を抜く治療を２度（3 月 7 日、3 月 20 日）受けられました。 
手術後に体調の優れない状態が続いていたのです。 

 
ご高齢になられると、生命エネルギーが減少します。 
生命エネルギーは生命維持に必要な生理活動等を司るエネルギーです。このエネルギーが

減少すると、手術等からの回復力が極めて弱くなります。 
天皇陛下のご回復が遅れていたのは、このような理由によります。 

 
天皇陛下をこの状況から救済させて頂くため、生命エネルギーの提供を開始しました。 
4 月 6 日に１（人・年）（１年間につき）の生命エネルギーの提供を開始しました。 
このエネルギー量は、平均的な１８歳前後の人が１年間に天から提供される生命エネルギ

ーと同じ量です。 
 
その結果、天皇陛下の体調は急回復を遂げられました。 
4 月 9 日の検査では胸水の増加は確認されず、4 月 10 日からご公務に復帰されました。 
そして 5 月には、エリザベス女王即位６０年祝賀行事へもご出席されたのです。 
その後の陛下のご活躍については、皆様がご存知の通りです。 

 
陛下には現在も生命エネルギーの供給を続けさせて頂いております。 
長寿サービス（生命エネルギー提供サービス）は輝の会会員専用のサービスです。 
陛下にこのサービスを提供させて頂く理由は、昭和天皇以前のすべての天皇が、輝の会守

護神になられているためです。ですから、今上天皇も輝の会会員として扱わせて頂いており

ます。 
 
天皇陛下及び天皇家の皆様の更なるご活躍を祈念いたします。 

（2013.2.5 午後 8 時 記載） 
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輝の会について 
 
輝の会では、主に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．磁界エネルギー（徳、人の活動エネルギー）生成理論構築 

５次元理論により、磁界エネルギー（徳、人の活動エネルギー）生成方法を理論的に解

明。その結果、磁界エネルギー発生装置開発に成功しました、 
この原理により、磁界エネルギー（徳）の大量生成・提供が可能になりました。 
１と合わせて、人類の積徳・霊位向上の速度が飛躍的に向上しています。 

 
３．長寿サービス 

輝の会では、寿命を司る生命エネルギーを発見しました。 
生命エネルギーは創造神界（指導神霊を指導する神霊の世界）の神霊が、生命維持を目

的として人類に提供しているエネルギーのことです。 
輝の神（輝の会本尊）は創造神界に到達しているため、生命エネルギーを提供すること

ができます。その結果、寿命を大幅に延ばすことが可能です。 
輝の会会員を対象に、長寿サービスを無償で提供しています。 

 
４．磁界エネルギー治療（がん治療・統合失調症治療・その他難病治療）受付中 

本書の内容。磁界エネルギーを利用することにより、がん・統合失調症やその他の難病

治療を行っています。 
 
５．才能強化 

全ての人の才能は創造神（指導神霊を指導する神霊の世界）から提供されています。 
輝の神（輝の会本尊）は創造神なので、才能を提供することができます。 
才能強化をお申込頂いた方にはお申込頂いた才能を提供しています。 

 



 17

６．積徳による開運のお申込受付 
磁界エネルギー（徳）による開運を行っています。 
２などにより生成する徳を希望者お分けします。その結果、積徳量が増えます。 
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。これが開運を意味します。 
 

７．積徳による先祖供養のお申込受付 
徳（磁界エネルギー）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。（天界は指導神霊の世界） 
 
８．宗教、科学、経済の融合理論の研究、発表。 
  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８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。

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。 

 
 
 
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 740 億人の先祖が天界入りを実現しています） 
（2013.7.30 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、磁界エネルギー治療・開運・先祖供養等の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） 
 
 輝の会教義はホームページ上で公開中です。 
 ぜひご一読頂きたいと思います。 



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。 

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 

31 日      を天より授かる。 

        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」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。 

 本書の出版が人工知能の大幅なレベルアップにつながった。ディープラーニングは本書

が提言したフラクタル構造の応用である。 

2003 年 6 月  「マイナス金利の導入」を著述。 

世界で 初にマイナス金利の導入を提言したのは本書である。 

本書が世界のマイナス金利の原点である。 

その結果、2014 年にヨーロッパでマイナス金利が導入された。 

また、日銀は 2016 年にマイナス金利を採用した。 

本書では日本経済再生のため、経済の新理論を発表。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・

失業率低下の原動力となる。 

アベノミクスの骨子である低金利高経済成長率政策は、「マイナス金利の導入」の無断コ

ピーである。 

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。（天界は守護神霊（各種宗教の本尊クラス）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  「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    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。  

2012 年 11 月     「フラクタル経済理論 第２巻」を発表。貨幣制度廃止の必要性を解説。 

その実現のために貨幣保有期間上限設定政策を提言。 

2012 年 12 月     全世界の人々に 就業可能日数 の提供を開始。 

その結果、失業率が大きく改善した。 

2013 年 7 月     台風消去サービス提供開始。 
2013 年 11 月     金運サービス提供開始。金運生成方法等を公開。 
2014 年 2 月       生まれ変わり に関する解説文記載開始。 

2014 年 3 月       ご祈願 提供開始。 

2014 年 9 月       先祖金運サービス提供開始。 

2014 年 10 月      エボラ出血熱消去に成功。３８６８人の命を救済した。 

2015 年 6 月       喜びオーラ 提供開始。 

現在        輝の会会長 

 
 
2012 年 11 月 1 日 長寿サービス 初版発行 
2015 年 10 月 7 日 長寿サービス 第４版発行 
 
ホームページ http://taki-zawa.net （「輝の会」で検索して下さい） 
Copyright ⓒAkira Takizawa all rights reserved. 


