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徳と才能の関係

才

才能を構成する徳

能

万（人・年）
38,686

釈迦の悟り
リンカーンの政治力

6,886

坂本龍馬の政治力

3,492

松下幸之助の経営力

3,277

アインシュタインの物理理解力

4,963

モーツァルトの作曲力

978

美空ひばりの歌唱力

388

５代目三遊亭円楽の落語力

487

大山倍達の空手（極真会館）

486

大山康晴 15 世名人の将棋

334

※敬称は省略しています。
※生前の才能を構成する徳の量を記載しています。
（霊界でさらに才能を高められています）
徳（磁気単極子エネルギー）は人生の原型を構成するエネルギーです。
（徳は存在の原型（輝の会教義）ご参照)
徳（磁気単極子エネルギー）は才能をつくるエネルギーでもあります。
人の才能は、徳で構成されているのです。 天才と呼ばれる人々に共通する特徴は、その才
能を構成する徳の量が極めて多いことです。
一覧表に、才能とその才能を構成する徳の量を記載しました。
釈迦（輝の会守護神）の宗教的な悟りの才能は、３８６８６万（人・年）の徳で構成され
ています。
稀代の宗教家は、莫大な功徳の賜物として宗教的才能を授かっていたのです。
松下幸之助氏の経営の才能は、３２７７万（人・年）の徳で構成されています。
経営の神様と呼ばれた氏の能力は、莫大な徳で構成されていたのです。
極真空手の創始者、大山倍達氏の空手の才能は、４８６万(人・年）の徳で構成されていま
す。
天才空手家は、莫大な功徳によりその才能を開花させたのです。
一覧表を見ると、才能を構成する徳の量が、社会に与えた影響度で変わることが分かりま
す。
影響の大きい働きをしている人の方が、徳の量が多くなっているのです。
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その理由は因果律です。与える者は与えられます。
上表の方々は、人々を育てることにも熱心でした。自分の才能を、大勢の人々に広め続け
たのです。これは大きな功徳になります。
ある知識を人に教えれば、その知識は広まります。その分だけ、教えた人には徳が提供さ
れます。
大勢の人に教えると、それだけ多くの徳を受けることができるのです。
この徳は、教えた分野の理解度の向上という形で、教えた人に還元されます。
これは、徳（磁気単極子エネルギー）が教えた分野の才能を構成することを意味します。
教えると、教えた人の才能を構成する徳（磁気単極子エネルギー）が増加するのです。
その結果、才能がより向上します。
一覧表の方々は大勢の人を育てることにより、その才能がレベルアップを続けていたので
す。
だからこそ、高度な能力を発揮し続けることができたのです。
より広範囲な人々に影響を与えると、それだけ多くの徳が還元されます。その結果、才能
がより高度になります。
比較的狭い範囲の人々に影響を与えた場合、広範囲に影響を与えた人ほど徳が還元されま
せん。
この差が、表の「才能を構成する徳」の量の差を意味します。
ある一分野を極めるより、釈迦のようにより大勢の人々に影響を与える方が、還元される
徳が多くなるのです。
才能は肉体消滅後も継続します。指導神霊は、生前に獲得した才能を使って、大勢の人々
を導いています。才能は永遠の価値なのです。
日本人の積徳量は 1989 年～2011 年の 22 年間、マイナスでした。
（天皇家による日本の繁栄

ご参照）

「失われた 20 年」という言葉をよく耳にします。これは日本人の積徳量がマイナスだっ
た期間を意味しています。(正確には、「失われた 22 年」になります）
徳を失うことは、本来獲得できるはずの才能が獲得できないことを意味します。これが日
本のあらゆる分野で起こっていたのです。
その結果、あらゆる分野（産業や文化等）で、日本人は本来発揮できる力を十分に発揮で
きていなかったことになります。これが国際競争力・経済力の低下等の原因だったのです。
積徳量をプラスにすれば、あらゆる分野の才能が向上し、日本の競争力も力強さを取り戻
すことができます。
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才能分布図
才能分布図を作成しました。
これは、才能を構成する徳（磁気単極子エネルギー）
を個人別に合計した値の分布を示しています。

才能合計

人数（人）

万（人・年）
30000～

0

25000～

231

対象者は１５歳～８０歳の日本人です。

20000～

31,679

（滝沢（輝の会会長）は値が極端に大きいため、

15000～

20,700

分布図及び以下の説明において対象外にしています）

14000～

18,400

個人の全才能の分布図になります。

13000～

27,100

平均値は５７８６万（人・年）です。（2013.3.25 時点）

12000～

34,200

３億（人・年）を超える人は１人もいません。

11000～

49,300

２．５億（人・年）以上の人は、２３１人です。

10000～

68,300

9000～

93,800

8000～

148,000

7000～

1,380,000

6500～

12,020,000

6000～

22,370,000

5500～

39,560,000

5000～

19,280,000

4500～

4,560,000

4000～

1,560,000

3000～

857,000

2000～

133,000

1000～

24,600

～1000

6,100

これは、平均値の５倍程度の才能を持つ人が、ごく稀
に存在することを意味しています。
才能のうち最も大きい割合を占めているのは、各種
知識です。
１人平均で２７６８万（人・年）の才能になります。
（全才能の４７%になります）
現在は知識が重要視される社会です。子供の時から義務
教育で知識を保有することが要求されます。
これが才能に反映された結果、才能の半分ほどを知識が
占めているのです。
スポーツを行う能力も、才能の中で大きな割合を占めて
います。
平均で５８８万（人・年）の才能となっています。

日本語を使うことは当たり前だと感じている方が多いかもしれませんが、これも才能です。
平均で１８１万（人・年）の才能になります。
記憶力も重要な才能です。平均で１２８万（人・年）の才能になっています。
従来、人の全才能を数値化することは不可能でした。
しかし、上記の説明でお分かり頂ける通り、人の才能を数値化して管理することは可能で
す。
これは、人の才能を高度化することが、容易になったことを意味します。

4

才能を構成する徳（磁気単極子エネルギー）を増加させると、才能は高度化します。
この方法により、人類は短期間で高度な才能を身につけることが可能になったのです。

英語の才能と徳の関係
英語の才能も、徳（磁気単極子エネルギ
英語才能

ー）の量で数値化することが可能です。

内 容

万（人・年）
178 アメリカ人の平均英語力

右の表に、英語の才能を種類別に記載し

118 英検１級合格者の平均

ました。

124 TOEIC900 点取得者平均

アメリカ人の平均英語力は１７８万

75 TOEIC800 点取得者平均

（人・年）です。
英検１級合格者の平均は１１８万（人・

48 TOEIC700 点取得者平均

年）になります。（2012 年実績）

27 TOEIC600 点取得者平均

また、TOEIC９００点取得者の平均は１

76 高校英語教師平均

２４万（人・年）となっています。（2012

48 中学英語教師平均

年実績）
※ 英検、TOEIC は日本人の 2012 年実績
高校の英語教師の平均は７６万（人・年）です。
このように、数値化することにより、才能を客観的に把握することが可能です。
才能を徳（磁気単極子エネルギー）の量で把握できるということは、徳を積むことにより
才能を高度化することが可能であることを意味します。
徳を積むと、才能の原型を構築することができます。
この原型を実現するための行動を継続すると、やがて才能が開花することになるのです。
輝の会では、積徳による才能強化を受付けています。
これは、徳を提供することにより才能の原型をつくるサービスのことです。
お申込をお待ちしております。
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学力と徳の関係
学生の学力と徳（磁気単極子エネルギー）の関係
をまとめました。
ここでの学力とは、学校で学ぶ知識・理解及びそ

学力

学 年

万（人・年）

の応用力等のことです。

174 高校３年生 （普通科）
123 中学校３年生

小学６年生の学力は７１万（人・年）の徳で構成
されています。

71 小学校６年生
35 小学校３年生

小学生は１学年で１２万（人・年）ほど学力が向上していることになります。
中学３年生は１２３万（人・年）の学力です。
中学の３年間で５２万（人・年）程、学力が向上したことになります。
高校受験があるため、小学生に比べて学力の向上が速いのです。
高校３年生は１７４万（人・年）の学力です。
高校３年間で５１万（人・年）程、学力が向上しています。
尚、日本人の平均日本語力は１８１万（人・年）です。（15～80 歳平均）
この値と学力を比較すると、高校３年生の学力が低いと思われるかもしれません。
日本人は学校に行かなくても日本語を話せます。
日常会話やテレビ・新聞・インターネット等で日本語を学ぶ割合が高いため、学校で教わ
る日本語は、日本人の日本語能力の一部に過ぎないのです。
学校で教わる日本語能力は、高校３年生で３４万（人・年）です。
１７４万（人・年）の学力中、３４万（人・年）が国語力なのです。
以上の説明で、学力の向上には徳（磁気単極子エネルギー）の蓄積が必要であることが分
かります。
学力の向上は、学力を構成する徳の蓄積で実現します。
ですから、効果的な学力向上を実現するためは、学力向上のために使用する徳の量を増や
す必要があります。
学生の積徳量が増えれば増えるほど、学力向上のために使用できる徳の量が増えます。
その結果、学力向上を短期間で実現することが可能なのです。
よって、積徳が学力向上に必須であることをご理解頂けると思います。
輝の会では、積徳による才能強化を受付けています。
本サービスにより、対象者の積徳量を増やすことができます。
その結果、学力を短期間で大幅に向上させることが可能です。
受験合格にも極めて有効です
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才能を司る創造神
歩くこと（二足歩行）は才能です。
人以外の動物は二足歩行を行いません。これは、人以外の動物に創造力が無いためです。
このように、才能とは創造力のことなのです。
創造力を司るのは、創造神界の神霊（創造神）です。
創造神が、全ての才能の原型を司っているのです。
人の才能は、全て創造神界に原型があります。才能は創造神のみが構築可能です。
人類を育てているのは、創造神なのです。
創造神は人を育てる際に、必要な能力を人類に提供しています。
これが才能の起源なのです。
天から供給される徳（磁気単極子エネルギー）には、生命エネルギー（生命維持に使われ
る徳）や、才能を司る徳があります。どちらも天（創造神界）から提供されています。
生命エネルギーの供給量は１８歳前後の人で１年につき１（人・年）程度です。
一方、才能を構成する徳（磁気単極子エネルギー）は、日本人１人平均５７８６万（人・
年）になります。（2013.3.25 時点）
これは、才能を構成する徳の使用量が、生命エネルギーよりもはるかに多いことを意味し
ます。
生命エネルギーが動力源とすれば、才能は動力を使う枠組みに相当します。
例えば、ガソリンが生命エネルギー、自動車が才能に相当するのです。
私たちが何に対して多くの徳を消費するかご存知ですか。
私たちは才能に対して、最も多くの徳を消費しています。
人の価値の源泉は、その創造力にあります。
才能とは、創造力のことです。その源泉は創造神です。
人は創造力を発揮するために生まれてくるのです。
ですから、創造力（才能）に使う徳が最も多くなるのです。
輝の神（輝の会本尊）は創造神です。ですから、才能を創造することが可能です。
積徳による才能強化は、輝の神の才能創造能力によるサービスです。
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人の全ての才能は創造神から提供される
すべての人の意識は、全体意識につながっています。
（意識の多重階層構造

ご参照）

更に創造神、天界神霊の意識を貫い
て、個人の意識が構成されています。
このように、人は各種神霊意識の多
重階層構造で構成されています。
各種神霊意識を重ね合わせて、個人
の意識が成立しているのです。
これらの神霊の意識を自らの意識
として人は活動します。
私たちは自分自身の意識を独立し
ていると考える傾向がありますが、心
の奥底では各種神霊意識につながっ
ているのです。
個人の構成する各種神霊意識の内、才能を司るのは創造神です。
私たちの才能は全て創造神から提供されています。
私たちは創造神から提供される才能を自らの才能だと思っているのです。
ですから、
才能を向上させるためには、創造神に才能を賦与してもらう必要があるのです。
天界神霊は、才能を司ることができません。
創造神より霊位が下の天界神霊の才能は、創造神が提供しています。
天界神霊（守護神霊）の人々を救済する才能も、創造神から賦与されているのです。
阿弥陀如来や大日如来、天之御中主神が人々を救済する能力は全て、上位の創造神から賦
与されているのです。
このように、才能は創造神でなければ提供できません。
従来の宗教（仏教、神道、キリスト教など）の最高指導神霊は、天界神霊です。創造神で
はありません。（大日如来（仏教）、天之御中主神（神道）等が該当します）
ですから、これらの宗教の最高指導神霊は才能を人に賦与することができません。
これらの宗教を通じて才能を賦与される場合、これらの宗教の最高指導神霊を支える創造
神から提供されているのです。
一方、輝の会の最高指導神は輝の神（創造神）であるため、才能を賦与することができま
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す。
輝の会が才能強化サービスを提供する理由は、輝の神（輝の会本尊）の力のみで才能を賦
与することができるからです。
従来の宗教のように、宗教の最高指導神以外の創造神に頼らずに才能を提供できるため、
確実に才能を強化することができます。
これが輝の会才能強化サービスの最大の特徴なのです。

霊位と才能の関係
霊

位

段

階

才 能

人数分布

（人・年）

（日本人）

―

―

具体例（2014.4.3 時点）

全体意識

―

創造神界

―

263 京 ～

30～37

5.59 京 ～

―

16～29

66.3 兆 ～

―

15

41.0 兆 ～

―

大日如来、天之御中主神

14

25.3 兆 ～

―

阿弥陀如来

7～13

8721 億 ～

―

6

5390 億 ～

―

1～5

486 億 ～

―

霊界４

1～8

10.3 億 ～

―

霊界３

5

6.39 億 ～

―

4

3.95 億 ～

―

3

2.44 億 ～

0.07 （万人）

2

1.51 億 ～

2.15 （万人）

1

0.93 億 ～

26.7 （万人）

天

界

1 （人） 輝の神（輝の会本尊）

釈迦、イエス

上表に、霊位と才能の関係を記載しました。
霊位毎の霊界人（他界した人々や守護神霊等）の才能を（人・年）単位でまとめたもので
す。
この表からお分かり頂ける通り、霊界では才能のある人ほど高い霊位に到達します。
才能が無いと高い霊位に到達することはできません。
（上位の神霊の許可がある場合は、才能が無くても高い霊位に到達できます）
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輝の神（輝の会本尊）の才能は、１０の２１乗（人・年）を超えています。
十分な才能があるので、長寿サービスや才能強化等の各種サービスを提供することができ
るのです。
大日如来（仏教本尊）や天之御中主神（神道本尊）の才能は、共に４０兆（人・年）を超
えています。
これだけの才能があるので、大勢の信者を導くことが可能なのです。
大日如来、天之御中主神やゼウス（キリスト教本尊）は２０１２年から輝の会守護神とし
て働かれています。
その結果、才能が急速に増加しています。そして、霊位も向上しています。
輝の神の導きにより、これらの神々の才能、霊位が向上しているのです。
その結果、仏教や神道の発展速度が従来よりも速くなっています。
輝の会の働きで、仏教、神道やキリスト教の発展速度が速くなっているのです。
才能分布図に、日本人（１５～８０才）の才能分布を記載しました。
この才能分布を上表に転記しました。（上位分のみ）
すると、霊界４以上の霊界人の才能に相当する才能を保有する日本人はいないことが分か
ります。（日本人から輝の神（輝の会本尊）を除きます。以下同様。）
霊界３の３段目に相当する才能が、日本人の才能の最高レベルになります。
また、霊界３に位置する日本人は２９万人程しかいないことも分かります。
その他の人は、霊界２の霊界人の才能に相当する才能しか獲得できていないのです。
霊位分布図では、天界入りしている人は１０００万人を超えています。
これは、輝の神が人類の霊位向上を行う際、天界入りを許可しているためです。
しかし、上表でお分かり頂ける通り、才能で天界の神霊や霊界４の霊界人のレベルに到達
している人は皆無です。
才能を向上させるためには努力が必要です。
この努力が不足しているため、才能が天界の神霊や霊界４の霊界人のレベルに到達しない
のです。
先祖供養等で霊位が向上し、天界入りしたご先祖様は、すぐに天界レベルの才能を獲得し
ます。
その理由は、時間の速度に差があるためです。
ご先祖様は天界入りした後、長時間かけて才能獲得のための努力をしています。
しかし、天界と私たちの世界では時間に差があるため、瞬時に才能を獲得しているように
見えるのです。
実際には、莫大な努力により天界神霊としての才能を獲得されているのです。
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身体で活動しながら天界の守護神霊や霊界４の霊界人と同様の才能（能力）を発揮するた
めには、才能を向上させる努力が欠かせません。
その基本は積徳です。
才能は徳（磁気単極子エネルギー）で構成されています。
徳を積むと、才能が向上します。積徳を継続することにより、才能のレベルを高め続ける
ことができるのです。
お申込をお待ちしております。

才能診断方法
人は意識を動かすことにより、全ての才能を行使しています。
この意識の動かし方の全パターンが、その人の才能の全パターンです。
このパターンは、徳（磁気単極子エネルギー）で構成されています。
才能として発表している数字は、この才能を構成する徳の量です。
徳が多い人ほど、多くの才能を発揮できることになります。
輝の会の才能強化は、才能の原型となる徳を提供するサービスです。
お申込をお待ちしております。

原型と実現（２種類の才能）
才能には（原型）と（実現）の２種類存在します。
現在使える才能が（実現）です。
過去にトレーニングや経験を積んだ結果として、身についた状態の才能を（実現）と呼び
ます。
私たちが現在使用している才能は全て（実現）に分類されます。
一方、将来は使えるようになるが、現在は使うことができない才能が（原型）です。
才能強化をお申込頂くと、才能の（原型）を創造神界に構成します。
しかし、この才能をすぐに発揮することはできません。
才能の（原型）を提供した後、提供を受けた人がトレーニングや経験を積むことにより、
才能の（原型）が実現します。
才能の（原型）が（実現）になるのです。
その結果、才能を発揮することができるようになります。
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以上の説明でお分かり頂ける通り、才能強化は提供する才能の（原型）が（実現）になる
ことにより成立します。
この間、ある程度の時間が必要となります。

楽しみながら才能を実現する才能強化
才能強化をお申込頂いた方には、才能の（原型）を提供します。
才能の（原型）を提供された方は、その才能を実現させるための活動を行いたくなります。
才能を実現させるための活動が楽しくなるのです。
その結果、趣味を楽しむように、才能を実現させるための活動を行うようになります。
趣味ですから、この活動が楽しくて仕方ない程になります。
このようにして、才能を実現させる活動を楽しみながら継続させ続けた結果として、才能
が実現します。
才能の（原型）が（実現）になるのです。
これが、才能強化をお申込頂いた方が、その才能を実現させるプロセスです。
才能強化をお申込頂くと、楽しみながらその才能を実現させることができます。
才能強化は、お申込者の人生に楽しさを提供するサービスなのです。

歩くことも才能強化
赤ん坊がハイハイや歩く練習をするのは、二足歩行の才能（原型）を天から提供されてい
るためです。
歩く練習をつらいと感じる赤ん坊はいません。
むしろ楽しみながら歩く練習をしています。
このように才能（原型）を実現することは楽しみ、喜びなのです。
才能強化で提供された才能を実現することは喜びであり、苦しみは一切感じません。
楽しみながら才能を実現するのが才能強化の最大のメリットなのです。

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。
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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。
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。
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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

創造神界

創造可能な要素
４重円構造

回転可能な角度
全角度

２重円構造、
同心円構造
（原子、原子核、電子）
天 界

180°未満

同心円構造
（電子）

霊界４以下

一部の同心円構造

90°未満

（一部の電子）
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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才能強化お申込者の声
才能強化お申込者から頂いた感想を紹介させて頂きます。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
現在、才能強化をおこなっていただいたインターネットビジネスが楽しくてしょうがなく、
寝るのも惜しむくらい熱心に取り組んでいます。
才能強化の効果はすごいものだなあと感心しております。（2014.5.15）

神霊の徳提供能力
仏教、神道、キリスト教の最高指導

神霊名

宗教

神霊が１日で提供できる徳の量を表
に記載しました。（2013.10.9 時点）
最も多くの徳を提供できるのはキ
リスト教のゼウスで、６８８万（人・

徳提供能力
万（人・年）

阿弥陀如来

浄土宗等

88

大日如来

密教

127

天之御中主神

神道

112

ゼウス

キリスト教

688

輝の神

輝の会

年）です。
阿弥陀如来は８８万（人・年）です。

10000000

以上

（上記神霊は輝の会守護神を兼ねています）

以上の説明でお分かり頂ける通り、各宗教の最高指導神霊が１日で提供できる徳の量は、
数十～数百万（人・年）なのです。
一方、輝の神（輝の会本尊）が１日で提供できる徳の量は、数千億（人・年）を超えてい
ます。
輝の神の徳提供力は、表中のその他神霊の徳提供力を 1 万倍以上上回っているのです。
磁界エネルギー治療では、最大で１０億（人・年）の徳を提供しています。
（無料サービスでは１００万（人・年）の徳を提供しています）
また、開運では１０億（人・年）迄の徳を提供しています。
しかし、１０億（人・年）の徳を阿弥陀如来が提供するためには、１０００日以上の日数
が必要です。
このように、輝の神が１回の各種サービスのお申込で提供する徳を表中のその他神霊が提
供するためには、数百日以上の時間が必要なのです。
以上の説明で、輝の会の各種サービスで提供する徳の量が、他宗教と比べて圧倒的に多い
ことをご理解頂けると思います。
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莫大な徳による極めて効果的なサービスを、低価格で提供することが、輝の会の各種サー
ビス（開運、磁界エネルギー治療等）の特徴です。
お申込をお待ちしております。
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才能強化実施方法
才能強化のメリットや実現方法を以下に記載しました。
ぜひご一読頂きたいと思います。
１．強化する才能の特定・非特定
（１）お申込時に、才能の種類を特定することができます。
特定しなくても結構です。
（２）実現できる才能は、提供する徳で実現可能な範囲の才能となります。
高度な才能ほど、必要となる徳の量は増加します。
高度な才能を希望される場合、才能強化を複数回お申込頂きますよう、
お願い致します。
（３）人の才能に限界はありません。
積徳及び努力を継続すれば、才能は高度化し続けます。
しかし、高度な能力ほど必要な努力は多くなります。
２．才能の原型の創造
（１）輝の神（創造神）が徳（磁気単極子エネルギー）を作ります。
（２）この徳により、お申込者の才能の原型を創造します。
（３）お申込時に才能の種類を特定頂いた場合には、その才能の原型を創造します。
① 才能のレベルが高くなります。努力量が同じでも、発揮できる能力が
高くなります。
② 短期間で才能を高度化することが可能です。
③ このように、才能のレベルアップを短期間で実現できることが、才能強化
の最大のメリットなのです。
（４）才能の種類を特定頂かない場合は、対象者が必要とする才能の原型を、必要に応じ
て創造します。
① 必要なときに必要なアイデアや知恵が浮かぶようになります。
また、ここ一番という時に十分な力（高度な能力）を発揮できるように
なります。
そのために使用するのが、徳により創造する才能（の原型）なのです。
② 結局、才能強化の対象となる方が、ご自身で才能の種類を決めることになりま
す。
（５）才能強化の対象となる方や社会に対し、マイナスの影響を与える能力を強化するこ
とはできません。プラスの影響を与える能力のみ強化可能です。
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３．才能の実現方法・メリット
（１）才能の原型を創造すると、能力向上がスピーディーになります。
短期間で高度な才能を実現できることが、輝の会才能強化のメリットなのです。
（２）才能は徳により原型を創造するだけでは実現しません。
才能を発揮するためには、努力が必要です。
才能発揮につながる行為を、毎日継続することが理想的です。
毎日行うことが無理な場合、できるだけ多くの日数行うように心掛けて下さい。
才能発揮には努力を継続することが重要なのです。
（３）輝の会の才能強化のメリットは、努力が楽しく感じられることです。
才能の原型を創造すると、この才能は実現することが当然になります。
その結果、才能を実現する努力が楽しくなります。
ですから、努力継続が容易なのです。
その結果、高度な才能を実現できます。
（４）才能の原型が無い人（輝の会の才能強化をお申込頂いていない方）の場合、努力す
ることがあまり楽しく感じられません。
楽しくないため、継続が困難になります。
継続をやめると、才能を実現できません。
このように、才能の原型の無い人が才能を実現することは、極めて困難なのです。
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才能強化のお申込方法
１．お申込金額
お申込金額と提供する徳（磁気単極子エネルギー）の関係は以下になります。
（人・年） は徳（磁気単極子エネルギー）

お申込金額（円）

の単位です。

一般価格

提供する徳の量

会員価格

（人・年）

これは天から供給される徳が最も多い

1,000

700

100 万

１８歳前後の人が、１年間に供給を受け

3,000

2,100

500 万

る平均的な生命エネルギー（増幅前）の量

10,000

7,000

2000 万

を１とする単位です。

30,000

21,000

1億

100,000

70,000

5億

日本の標準的な労働者（パート、アルバ

300,000

210,000

20 億

イトは除く）１人が１年間で生み出す労働

900,000

630,000

100 億

価値を徳の量に換算すると、７３．６万
（人・年）程になります。
３万円のお申込で提供する１億（人・年）は、日本人の全才能平均値５７８６万（人・年）
の約２倍に相当します。
莫大な才能をわずか３万円で獲得することができるのです。
２．支払い方法
銀行振込となります。お申込者名で振込んで下さい。
振込み手数料は、お申込者ご負担となります。
３．振込銀行
三菱東京 UFJ 銀行
（口座番号等の情報は、お申込後に送付させて頂くメールに記載します）
４．お申込み登録方法（輝の会会員以外の方）
ユーザー登録画面でユーザー登録を行って下さい。（ユーザー登録は無料です）
ユーザー登録後、ログイン画面からログインして下さい。ログイン後、左メニューから
「才能強化」 の下の 「お申込画面」 をクリックすると、
「才能強化 － お申込画面」

が表示されます。

必要事項を入力の上、才能強化を申し込んで下さい。
お申込・入金を確認次第、才能強化に着手致します。
才能強化には１～２日の日数が必要です。
才能強化が完了次第、申込者宛に連絡メールを送付致します。
（ご入金後、２営業日以内に連絡メールを送付いたします）
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才能強化お申込後、1 ヶ月経っても費用が振込まれない場合、お申込は
キャンセルされたものとします。
５．お申込み方法（輝の会会員）
会員専用画面にログイン後、左メニューから
「才能強化」 の下の 「お申込画面」 をクリックすると、
「才能強化 － お申込画面」

が表示されます。

以下の手続きは（輝の会会員以外の方）の場合と同じになります。
６．才能の特定・非特定方法
強化する才能は、特定・非特定のどちらでも可能です。
特定する場合は、 希望される才能の内容を「才能強化お申込画面」の連絡事項欄に
入力して下さい。
特定しない場合は、入力不要です。
７．お申込者と才能強化対象者が異なる場合
お申込者と才能強化対象者が異なる場合にも、才能強化を申し込むことができます。
この場合、 才能強化対象者の情報を 才能強化お申込画面の連絡事項欄に入力
して下さい。
（住所（お申込者と異なる場合のみ）、氏名、ふりがな、生年月日、性別、
お申込者との関係）
８．領収証
領収証は発行しておりません。お振込後に送付する電子メールにて代替願います。
９．才能強化対象者が存在しない場合
才能強化対象者が存在しない場合、才能強化結果について一切責任を負いません。
１０．個人情報保護について
SSL（暗号化技術）にて、登録情報を完全に保護致します。ご安心ください。
１１．お申込
お申込はこちらから
ユーザー登録画面 https://taki-zawa.net/kaiin/nyuukai.php
ログイン

https://taki-zawa.net/kaiin/login.php
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才能強化により飛躍した錦織圭選手
テニスの錦織圭選手の 2014 年の活躍は見事でした。
全米オープンで準優勝し、ツアーファイナルでもベスト４に入りました。
現在の世界ランクは５位です。
しかし、2013 年末の世界ランクは 17 位でした。
また、2012 年の世界ランクは 19 位でした。
ここから、錦織選手の世界ランクが 2014 年に急上昇したことがわかります。
錦織選手が急に強くなった理由は何なのでしょうか。
世界ランク上位選手のテニスの才能、金運、先祖金運の一覧表を作成しました。
この内容から錦織選手が強くなった理由を解説します。
テニスの
順位

選手名

才能
万（人・年）

金運
（億円）

先祖

金運

金運

合計

（億円）

（億円）

1 ノバック ジョコビッチ

764

38

477

515

2 ロジャー フェデラー

764

36

268

304

3 ラファエル ナダル

757

23

328

351

4 スタン ワウリンカ

726

25

117

142

5 錦織 圭

768

26

78

104

6 アンディ マレー

692

18

75

93

7 トマシュ ベルディヒ

676

17

127

144

8 ミロシュ ラオニッチ

668

18

147

165

9 マリン チリッチ

653

21

88

109

10 ダビド フェレール

643

23

128

151

20 ファビオ フォグニーニ

596

14

57

71

30 ルーカス ロソル

578

7

47

54

40 ベンヤミン ベッカー

567

5

35

41

<才能に関する解説>
一覧表の才能から、ランキング上位の選手ほど才能が高いことが分かります。
輝の会が提唱する才能により、テニスの世界ランキングを正確に解説することができるので
す。
この事実からも、才能の重要性をご認識頂きたいと思います。
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錦織選手に対して、輝の会守護神（創造神）がテニスの才能を提供しました。
実現した才能は 168 万（人・年）です。
提供したのは 2014 年 3 月以降です。

輝の会守護神（天界以上の神霊）は 2400 億人を超えています。
その内、2000.人以上の方は創造神として活動しています。
神霊の世界では、輝の会が最大の宗教なのです。
輝の会の創造神は、人に才能を提供することが可能です。
この能力で、錦織選手に才能を提供したのです。
錦織選手の世界ランクは、3 月以降に急上昇しました。（3 月は 21 位でした）
これは、輝の会が提供した才能により、実力が大幅に向上した結果なのです。
錦織選手の現在の才能は 768 万（人・年）です。
世界ランク１位のジョコビッチ選手を若干上回り、既に世界のトップです。
しかし、3 月以前の錦織選手のテニスの才能は 600 万（人・年）程でした。
これは、現在 20 位の選手の才能とほぼ一致しています。
また、この時の錦織選手のランクは 21 位でした。
ここから、才能と世界ランクには極めて強い相関があることを確認することができます。
輝の会守護神が提供した才能を錦織選手が実現させるにつれて、テニスの実力が向上し、世
界ランクが上昇し続けました。
これが、今年の錦織選手の実情なのです。
以上の説明でお分かり頂ける通り、輝の会の提供する才能は、選手の実力を大幅に向上させ
ることができます。
その効果をぜひご理解頂きたいと思います。

<金運に関する解説>
一覧表の金運合計から、上位の選手ほど金運が大きくなる傾向があることが分かります。
上位３選手（ジョコビッチ、フェデラー、ナダル）の金運合計は３００億円以上で、他の選
手よりはるかに多い状態です。
この３選手の成績が他の選手を圧倒している理由は、この大きな金運です。
金運が大きいので、天からテニスの才能が十分に提供されているのです。
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テニスではランキング上位の選手ほど収入が多くなります。
ですから、ランキングを上げるためにはより大きな金運が必要となるのです。
尚、錦織選手の金運は２６億円、先祖金運は７８億円で、合計金運は１０４億円になります。
この金運合計は、上位１０選手中の９位です。
上位選手の中では見劣りのする金額です。
上位３選手と錦織選手の 2013 年までの才能の差は、この金運差が反映された結果と考える
ことができます。
以上の説明で、錦織選手が 2014 年に獲得したテニスの才能が金運の大きさによるものでは
なく、輝の会守護神から提供されたものであることをご理解頂けると思います。
金運の大きな選手に高度な才能が提供される理由は、試合に勝って賞金を獲得することによ
り、金運を実現させるためです。
これは、才能にかかわらず、金運の大きい選手ほど試合に勝つ可能性が高くなる傾向がある
ことを意味します。
才能では錦織選手が１位であるにもかかわらず、先日のツアーファイナルでジョコビッチ選
手が錦織選手に勝った理由は、金運でジョコビッチ選手が錦織選手を上回っていたためと考
えることができます。
実際の世界ランクや勝敗は、才能だけではなく、金運も含めて決まると考える必要があるの
です。
金運の重要性もご理解頂きたいと思います。

25

浅田真央さん

～トリプルアクセル復活の秘密

2013 年 2 月 9 日、フィギュアスケート四大陸選手権で、浅田真央さんはトリプルアクセ
ル（３回転半ジャンプ）を成功させました。（２季ぶりです）。
2012-2013 シーズンでそれまでに４勝していた浅田さんですが、トリプルアクセルはなか
なか成功しないため、封印していました。
浅田さんが突然トリプルアクセルに成功した理由は何だと思いますか。
実は、１月上旬と四大陸選手権直前に、浅田さんに対してスケートの才能強化を実施まし
た。
２回共１００万（人・年）の才能を提供しました。
（奉仕活動です。影響力の大きい人をサポートすることにより社会全体を発展させること
が目的です。その他にも、輝の会は全ての人に徳を常時送り続けています。）
その結果、浅田さんはスケートの才能が大幅に向上し、トリプルアクセルに成功すること
ができたのです。
浅田さんはバンクーバー五輪において、女子選手としてオリンピック史上初めてトリプル
アクセルに成功し、脚光を浴びました。 この時の浅田さんのスケートの才能は４３７万（人・
年）程でした。
2012 年 12 月の全日本フィギアスケート選手権（優勝）時点では、スケートの才能は４０
５万程でした。 バンクーバー五輪の時より３０万（人・年）以上才能が低下していたのです。
これが、トリプルアクセルを成功できなかった最大の理由なのです。
また、浅田さんはバンクーバー五輪時点では１９歳でした。
身体構成エネルギーは（一般的には）１８歳前後で最大になります。
体力的なピークでこの五輪に参加することができたのです。
2013 年時点では、身体構成エネルギーがバンクーバー五輪時点より低下しています。 これ
も、トリプルアクセル成功を困難にしていた主な理由なのです。
2 月の四大陸選手権における浅田さんのスケートの才能は、４８４万（人・年）でした。 バ
ンクーバー五輪時の才能を上回っていたのです。
その結果として、トリプルアクセルに成功できたのです。
尚、提供した２００万（人・年）の多くは、身体構成エネルギーになりました。 スケート
の才能を発揮するためには、身体構成エネルギーを増やし、体力を強化する必要があったた
めです。
以上が、浅田さんがトリプルアクセルに成功した理由です。
尚、浅田さんご本人の努力が才能発揮のために必須であったことはご理解頂けると思いま
す。
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輝の神（創造神）が提供する才能強化の徳、及び才能を発揮するための努力が重なる時、
奇跡と呼べる程高度な才能さえ発揮することができるのです。

香川真司さん

～ハットトリック達成（イングランドプレミアリーグアジア人初）

マンチェスターユナイテッドの香川真司選手は、３月２日のイングランドプレミアリーグ
のノリッジ戦で、アジア人初となるハットトリック（３ゴール）を達成しました。
昨年ドイツのドルトムントから移籍後、９月までに２点を記録しました。
しかし、１０月にひざを痛めて２ヶ月ほど試合に出られな状況等が続いたため、その後は
点を取ることができませんでした。
なぜ香川選手はこの状況でハットトリックを達成できたのでしょうか。
実は、昨年１２月末に、香川選手のサッカーの才能強化を行いました。（奉仕活動です）
２５０万（人・年）の才能を香川選手に提供したのです。
その結果、サッカーの才能が向上し、大量点を狙えるレベルに到達していたのです。
ですから、ハットトリックはごく当たり前の結果だったのです。
昨年１０月、けがをする直前の香川選手のサッカーの才能は、３３８万（人・年）でした。
その後、才能強化によりサッカーの才能は向上し、ハットトリック時には３９６万（人・
年）に到達していました。
超一流選手の仲間入りをしていたのです。
ですから、何点とっても不思議ではなかったのです。
尚、同じマンチェスターユナイテッドのルーニー選手（イングランド代表）のサッカーの
才能は３９７万（人・年）
、ファンペルシー選手（オランダ代表）のサッカーの才能は４０７
万（人・年）ですから、香川選手はこれらの選手とほぼ同レベルに到達した状態だったので
す。
しかし、香川選手のサッカーの才能は完全には実現していません。
まだ強化の途上なのです。
プレミアリーグ最終戦の香川選手のサッカーの才能は、４０７万（人・年）に到達してい
ました。
才能強化が全て実現すれば、さらに高いレベルに到達できます。
しかし、徳を過剰に消費すると、才能が減少する場合があります。
（徳の不足を才能の徳で補うためです）
徳の過剰消費を回避し、サッカーに専念すれば、さらに高いレベルのサッカー選手になる
ことができるのです。
香川選手のさらなるご活躍を期待したいと思います。
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ザックジャパンの「個」の力の強調は、才能強化の賜物

日本代表
選手名

ブラジル代表
才 能

選手名

１

２

１

２

本田圭佑

358

378

20

391

フッキ

387

391

4

香川真司（注）

338

424

86

439

ネイマール

424

434

10

清武弘嗣

318

345

27

356

オスカル

381

387

6

遠藤保仁

338

358

20

369

パウリーニョ

378

386

8

長谷部誠

318

352

34

366

チアゴシウヴァ

382

390

8

長友佑都

368

391

23

402

ダヴィジルイス

384

390

6

内田篤人

322

358

36

372

ジエゴアウヴェス

386

-

-

今野泰幸

288

328

40

337

カカ

378

-

-

吉田麻也

297

338

41

348

ラミレス

382

-

-

川島永嗣

297

328

31

341

レアンドロカスタン

384

-

-

中村憲剛

328

-

-

357

アドリアーノコレイア

377

-

-

岡崎慎司

-

368

-

381

フレッジ

-

390

-

グスタボ

-

391

-

マルセロ

-

398

-

ダニエウ・アウベス

-

389

-

ジュリオ・セザール

-

357

-

386

391

5

325

平均

差

361

３

才能

36

372

平均

差

※ １は親善試合（2012.10.16）におけるサッカーの才能。
※ ２はコンフェデ杯（2013.6.16）におけるサッカーの才能。
※ 差は、２と１の差。才能の向上程度を意味する。
※ ３は現在（2013.7.17 時点）のサッカーの才能。
※ １、２では先発メンバーの才能のみを記載した。
※ 数字の単位は万（人・年）
(注) 香川選手は１では調子が悪かったようです。２ヶ月前にマン U 公式戦で初得点した
頃は３６８万（人・年）の才能でした。徳が不足していたため、才能が減少したので
す。直後の試合で怪我をしたのは、徳不足で調子が悪かったためだと思われます。
サッカー日本代表チームの本田選手は、ブラジルワールドカップ(W 杯)出場決定後の記者
会見（2013 年 6 月 5 日）で、「個」の力の重要性を力説しました。
W 杯で優勝するために何が必要かと問われた際、
「個」の力（個人のサッカーの技量)だと
回答したのです。
この日以降、日本代表チームは監督を含めて「個」の重要性を唱えるようになりました。
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しかし、前回の W 杯まで「個」の重要性を強調した選手は記憶にありません。
なぜ急に「個」の重要性が注目されたのでしょうか。
輝の会の「才能強化」がその答えです。
2012 年 10 月 16 日に行われた、日本対ブラジルの親善試合は、０－４で日本の完敗でし
た。
珍しく大敗したので、原因究明が必要だと考え、いろいろな確認を行いました。
この試合迄は、監督の積徳量や指導神霊霊位、チーム全体の積徳量などでチームの状態を
判断していました。
しかし、この要素だとこれほどの大差がつくとは思えなかったためです。
すると、大変なことに気づきました。
サッカーの技量が日本とブラジルで全く異なっていたのです。
先発メンバー１１名のサッカーの才能は表のようになります。
才能の平均値は、日本代表の３２５万（人・年）に対し、ブラジル代表は３８６万（人・
年）です。
日本代表よりブラジル代表の方がはるかにサッカーの才能が高かったのです。サッカーの
才能が日本代表中で最高だったのは、３６８万（人・年）の長友選手です。
しかし、ブラジル代表（先発メンバー）の最も才能が低い選手を下回っています。
これでは試合に勝てるはずがありません。
日本代表がブラジル代表に勝てないのは、個人のサッカーの技量に大きな差があるためな
のです。
ですから、日本代表がブラジル代表に勝つためには、日本代表選手がサッカーの才能を高
め、才能の差を無くせばよいのです。（逆転すれば尚可）
この後、早速日本代表選手の才能強化を開始しました。
２０１２年中に、１１００万（人・年）のサッカーの才能を日本代表選手に提供したので
す。
選手１人当たり３９万（人・年）の才能を提供したことになります。
また、２０１３年５月末と６月上旬にも、日本代表チームのメンバーにサッカーの才能を
提供しました。
才能を提供された人には、才能を実現する未来が構築されます。
その結果、この人は才能を開花させるための努力を始めます。
常日頃から努力することを心がけるようになります。努力が楽しくなるからです。
日本代表チームのメンバーに才能強化を行った結果、各選手は才能を高める努力を続けて
いたはずです。
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才能強化を行った理由は、個人別のサッカーの技量が強豪国より低かったためです。
サッカーの才能（技量）を高めないと、ワールドカップで勝つことは極めて困難です。
滝沢のこの考えが、各選手に伝わっていたようです。
それが「個の力」という発言になったのです。
コンフェデレーションズカップでは、ブラジル、イタリア、メキシコ相手に３連敗を喫し
ました。
その理由は、サッカーの才能が不十分だったためです。
６月に行われたコンフェデレーションズカップにおける日本代表チームの各選手の才能は、
表２でお分かり頂ける通り、ブラジルとの親善試合の時と比べて大幅に向上しました。
しかも、才能の向上幅がブラジルの選手よりもはるかに大きくなっています。
（表の 差ご参照）
ブラジル代表選手で最も才能が伸びたのはネイマール選手です。１０万（人・年）向上し
ました。
一方、日本代表選手では香川選手が８６万（人・年）向上しました。
（香川選手については、個別に才能強化を実施しました。
香川真司さん

～ハットトリック達成（輝の会教義 ご参照）

次いで、吉田麻也選手が４１万（人・年）才能を向上させています。
このように才能が大幅に向上したのは、輝の会が実施した才能強化が実を結んだためです。
才能強化は、滝沢が実施してから、実現するまで時間がかかります。
才能強化を実施すると、未来の状態（原型才能）として才能が構成されます。
これが時間の経過と共に、現在の才能（実現才能）になります。
コンフェデレーションズカップでは、２０１２年に実施した才能強化は実現していました
が、５・６月に実施した才能強化はほとんど実現していない状態でした。
その結果、日本代表チームのサッカー才能の平均値はブラジルに対してだけではなく、イ
タリア、メキシコに対しても下回っていました。
そして、３連敗という結果になったのです。
サッカーの才能（個人の技量）が他チームより劣っているわけですから、敗戦は実力通り
と考えることができます。
選手層の厚さでも、日本はブラジルに劣っています。
ブラジルとの２試合で、日本代表の先発メンバーは１０名が同じ選手でしたが、ブラジル
は５人入れ替わっています。しかも、ブラジルの各選手は才能がほぼ同レベルです。
ブラジル代表には日本代表選手より上手な選手が大勢いるということです。
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主力選手が怪我をしても戦力を維持するためには、選手層を厚くする必要があります。
また、チームの将来のためには、若手を育成することも必要です。
このように選手層を厚くし、チーム内の競争が激しくなると、チームのレベルが上がり、
日本がブラジルに勝つ可能性が高くなります。
日本代表チーム各選手の現在の才能を表３に記載しました。
１ヶ月ほどで才能が更に向上していることが分かります。
５月～６月に実施した才能強化によるサッカーの才能が実現し始めていることを、ご理解
頂けると思います。
才能強化を行うと、時間の経過と共に努力が積み重ねられ、やがてその才能は開花します。
日本代表各選手は才能開花の途上にあるのです。
更に才能を向上させた姿を、来年のブラジルワールドカップで見せて頂きたいと思います。

１８０°開脚成功
才能強化を自在に行うことができるようになってから、滝沢（輝の会会長）は様々な才能
にトライしています。
最近は１８０°開脚に成功しました。
２０１２年４月から１８０°開脚を目標に柔軟体操を開始しました。
当時は、９０度開脚した状態で背筋を伸ばすと、ひざが浮いてしまう状態でした。

写真は、柔軟体操開始から１年１０ヶ月経過した２０１４年２月に撮影しました。
１８０°開脚に成功しています。
前後の１８０°開脚にも成功しました。（右前、左前両方）
４０代後半になってから柔軟体操を開始し、１８０°開脚に成功した人はほとんどいない
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のではないでしょうか。
この年齢で１８０°開脚を行うことは、かなり難度の高いことなのです。
しかし、才能強化を行うと、容易に実現できます。
滝沢の開脚の才能は１６６万（人・年）になります。
このように、才能強化を行うと、トレーニングを楽しみながら確実に目標とする才能を発
揮できるようになります。
皆様もぜひ才能強化をお試し頂きたいと思います。

32

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」「霊位上昇速度を最大にする方法」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。
「霊位上昇速度を最大にする方法」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、霊位向上を最高の速度で行い続けています。
これはそのまま会員自身の積徳、霊位向上を最高速度で実現することになるのです。
２．磁気単極子エネルギー（徳、人の活動エネルギー）生成理論構築
５次元理論により、磁気単極子エネルギー（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、磁気単極子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、磁気単極子エネルギー（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．金運サービス
金運は、お金もしくは同等の価値を受領できる運気のことです。
金運は創造神が管理しているため、必ず実現します。
輝の会では磁気単極子エネルギーを使うことにより金運を生成する方法を発見しました。
金運サービスは、お申込者に金運を提供するサービスです。
４．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。
５．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。
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６．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。
７．ご祈願のお申込受付
ご祈願を受け付けています。
お申込種類：学力向上、合格成就、就職成就、良縁成就、恋愛成就、人気獲得、
魅力獲得、勝利運、交通安全、旅行安全、夫婦円満、家内安全、事業繁栄、
企業繁栄、国家繁栄、御礼、その他
８．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。
９．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）
10．台風消去サービス
輝の会では、台風消去サービスを提供しています。
台 風 消 去 サ ー ビ ス の概 略 は以 下 の通 りとなります。
a. 台 風 消 去 サービスをお申 込 頂 いた方 に徳 （磁 気 単 極 子 エネルギー）を提 供
します。
b. この徳 の用 途 は台 風 消 去 に限 定 されます。
c. お申 込 以 降 に発 生 した台 風 、もしくは発 生 中 の台 風 に対 し、この徳 を用 いて
台 風 消 去 を実 施 します。
お申 込 者 の徳 による台 風 消 去 は滝 沢 （輝 の会 会 長 ）が行 います。
d．風 消 去 サービスにお申 込 頂 いた方 には、「台 風 消 去 を行 った」という実 績 が
記 録 されます。台 風 消 去 は莫 大 な積 徳 行 為 となるのです。
11. 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。
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１の活動が 11 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 2168 億人の先祖が天界入りを実現しています）
（2014.3.30 時点）
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、各種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。
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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）

1994 年度

入行

「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
31 日

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。
世界で最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

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

～その２」を著述。日本物理学会等へ送付。

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
2012 年 7 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。

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。

2016 年 7 月

序列運 提供開始。

2017 年 2 月

序列運診断 提供開始。

現在

輝の会会長
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2013 年 12 月 18 日

才能強化

初版発行

2017 年 3 月 8 日

才能強化

第 6 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.
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