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第１章 積徳による開運の原理 
 
人の命と徳の関係 

 
（表１：人の命と徳の関係） 

項 目 徳の量 
(人・年) 

内 容 

人の生命維持 
（生涯分） 

2742 兆 人の生命を一生涯維持するために必要な徳（平均）。 
（生命エネルギーを増幅した結果） 

人の生命維持 1 年分 
（18 歳前後） 

42.19 兆 18 歳前後の人の生命を１年間維持するために必要な

徳。（生命エネルギーを増幅した結果） 
身体構成エネルギー 4816 万 身体の原型を構成する徳。 

日本人男性平均。女性は 4592 万。 
才能 5786 万 才能を構成する徳。日本人の全才能の平均。 
日本人の業念消去 7705 万 日本人の平均業念蓄積量（１人分）消去に必要な徳。 

この業念が各種病気の原因となっています。 
 

（表１～表３）は徳のはたらきを数値化したものです。 
 

 人の生命を１年間維持するために必要な徳は、４２．１９兆（人・年）です。 
 
 人の生命を維持する生命エネルギーは、天（創造神）から１年間で１（人・年）提供され

ます。（１８才前後の人の平均） 
この生命エネルギーは、創造神の宇宙大の意識により増幅されます。 
４２兆（人・年）まで増幅されます。４２兆倍されるのです。 
この４２兆は、細胞の数を意味します。 
生命エネルギーが細胞数倍され、人の身体活動が維持されるのです。 
 
人は平均して、生涯で６５（人・年）の生命エネルギーを与えられます。 
これは上記の増幅を考慮すると、２７４２兆（人・年）になります。 
これが、人の生涯の生命維持に必要な徳になります。 
 
尚、輝の会では長寿サービスで年間４２兆（人・年）の生命維持に必要な徳を会員に無償

提供しています。 
 
身体構成エネルギーは、人の身体の原型情報を構成する徳です。 

 男性平均で４８１６万（人・年）、女性平均で４５９２万（人・年）になります。 
 
 将来イメージは、人の未来（将来）を構成する徳です。 
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 将来イメージが構成されると、人生が安定します。 
未来をイメージしながら生活できるので、ぶれない人生を送ることができます。 

 
 才能は天（創造神）から与えられています。 

才能は徳で構成されているのです。 
 日本人の全才能合計は、平均で５７８６万（人・年）です。 
 優秀な人ほど、全才能合計も大きくなります。 
 積徳を行うと、才能として使用することができます。 
すると、才能が高くなるため、より高度な仕事を行うことが可能となります。 

 
歪んだ想念行為は発信者に蓄積されます。これが業念です。 

 日本人に蓄積されている業念は平均で７７０５万（人・年）です。 
 これはがん患者の平均業念蓄積量 の４分の１程になります。 
業念は病気の原因となるのです。 
尚、業念の主な原因は、哺乳類の肉食です。 

 

 

お金と徳の関係 
 

（表２：お金と徳の関係） 

項 目 徳の量 
(人・年) 

内 容 

10 万円受領 7780 新規受領の場合。保有により消費する徳は対象外。 
保有する場合に消費する徳は下記ご参照。 

10 万円を 10 年保有 708 
10 万円を 20 年保有 2960 
10 万円を 30 年保有 13300 
10 万円を 40 年保有 4870 

お金の長期保有は莫大な失徳行為です。 
失徳量は保有期間が長くなると急増します。 
（保有期間の指数関数になります） 
10 万円の 30 年保有による失徳量は、10 万円の新規

受領による失徳量より多くなります。お金の新規受

領より、30 年保有の方が価値が大きいのです。 
※金額と徳の関係は、2015 年 1 月時点。 

  （お金の価値は時間と共に変化します）  
 
お金や、社会的に評価の高い資格等を獲得すると、その評価に相当するだけの徳(磁界エネ

ルギー)を失います。  
１０万円を受領すると、7780（人・年）の徳を失います。 
この１０万円を１０年間保有すると、708（人・年）の徳を失います。 
お金の保有により失う徳の量は、保有期間に比例しません。 
保有期間が長くなるほど、失う徳の量は急増します。 
お金の保有により失う徳の量は、保有期間の指数関数になります。 
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（詳細は フラクタル経済理論第１巻の フラクタルによる動的貨幣総額算出 
Ｙ（ｔ）算出シミュレーション ご参照) 

 
１０万円の３０年保有で失う徳の量は 13300（人・年）です。 
これは１０万円の新規受領で失う 7780（人・年）を上回ります。 
これはお金をもらうより、３０年間保有する方が価値が大きいことを意味します。 

 
（2015.1.29 午後 6 時 数値更新） 

 
社会的評価と徳の関係 
 

（表３：社会的評価と徳の関係） 

項 目 徳の量 
兆（人・年) 

内 容 

五輪金メダル 1.76 
五輪銀メダル 0.96 
司法試験合格 0.26 
内閣総理大臣 3.47 
衆議院議員当選 0.51 
参議院議員当選 0.41 

獲得、合格、当選等により消費する徳の量です。 
魅力（人気）、才能により消費する徳は含まれて

いません。  

 
オリンピックで金メダルを獲得すると、1.76 兆（人・年）の徳を消費します。 
徳の蓄積量が 1.76（人・年）未満の選手が金メダルを獲得する場合、不足分は家

の徳などで補われます。  
実際には、更に徳の多い選手が金メダルを獲得する可能性が高いのです。ですから、1.76

（人・年）の徳を選手が保有していないと、金メダルを獲得するのは困難ということになり

ます。 
表に記載されている 1.76 兆（人・年）は、メダル取得によりに失う徳の量です。オリンピ

ックに出場するためには様々な大会で優秀な成績を収める必要があります。その成績を獲得

するためにも徳が必要です。両方合わせると、表よりもかなり多くの徳が必要ということに

なります。 
 
社会的な価値を獲得すると、その価値に匹敵するだけの徳を必ず失います。ですから、社

会的な価値の獲得を目標にする場合、その価値に見合うだけの徳を保有する必要があります。

そうしないと、価値を得るのは困難なのです。  
 
徳の量（積徳量）を増やすと、お金を受領したり様々な社会的価値を受けて徳を消費して

も、積徳量はマイナスになりません。これは、徳を積み増すことによりお金や社会的な価値

を得る可能性が高くなることを意味しています。  
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以上の説明で、積徳量を増やすことにより、開運（寿命が延びる、お金や社会的価値を得

る機会が増える等）を実現できることを、ご理解頂けると思います。 
 

（2015.1.29 午後 6 時 数値更新） 

 
 
人の命はお金では買えない 
 
（表１）の（人の命を司る徳）と（表２）の（お金と徳の関係）を比較すると、１の方が

圧倒的に数字が大きくなっています。 
 これはお金より命の方がはるかに価値が大きいことを意味しています。 
 
 人は生命を創造できません。これは、人の労働価値が人の命の価値に及ばないことを意味

します。（創造神（輝の神（輝の会本尊）を含む）は生命エネルギーを創造できます） 
 
 人の生命維持（生涯分）で必要な徳は 2742 兆〔人・年〕です。（表１） 
 これを金額換算します。 
 １０万円受領で 7780（人・年）になるので、これを使用します。（表２） 
 
 2742 ÷7780 ＝0.352 

 
2742 は兆単位、7780（人・年）は１０万円に相当することを勘案すると、 
人の生命維持（生涯分）の価値は（3.8 ×10 の 16 乗）円となります。 
これは日本の国家予算（１年間）の 100 倍以上になります。 
人の一生涯の命を金額換算すると、国家予算の 100 倍以上となるのです。 

 
 これは、人の命はお金で買うことができないことを意味します。 
 
 輝の会では会員に無料で長寿サービスを提供しています。 
 長寿サービスは、生命維持用の徳（年間４２兆（人・年））を提供するサービスです。 
 輝の会会員は莫大な徳の無償提供を受けることが出来るのです。 
 

（2015.1.29 午後 6 時 数値更新）   
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徳は磁界エネルギー 
 
徳は人の活動エネルギーのことです。オーラとも呼ばれています。 
科学的には、磁気単極子エネルギー（単磁荷エネルギー）のことです。 
オーラは磁力線の組合せで生成できます。（オーラ発生装置（教義）ご参照） 
徳はオーラであり、磁力線の組合せで生成されるため、磁界エネルギーと呼びます。 
（輝の会が命名しました） 

 
徳（磁界エネルギー）は創造神から常時供給されています。 
徳（磁界エネルギー）の単位は（人・年）です。 
これは天から供給される生命エネルギー（生命維持に使われる徳）の量が も多い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（増幅前）を１とする単位で

す。 
 
創造神は宇宙大の意識により生命エネルギーを増幅します。 
増幅により、生命エネルギーは４２兆倍されます。 

  その結果、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は４２兆

（人・年）となります。 
 
 
開運方法 
 
開運をお申込頂いた方に徳をお分けします。 
お申込者の徳を増やします。この徳がお申込者を開運へと導きます。 全ての人には指導神

霊がいます。 
常に私たちを正しい方向へ導いて下さっているのです。 
徳の量（積徳量）が増えると指導神霊の霊位が向上します。 
よりオーラの輝きが強く、力の強い神霊の導きを受けることができるのです。 
その結果、お申込者のオーラが輝きを増し、尊敬を集めることが可能になります。 
様々な社会的評価を獲得し、成功する可能性も高くなります。 

 
輝の神（輝の会本尊）は創造神界の神霊（創造神）です。 
開運申込者は輝の神の守護を受けることにより、運気が改善します。 
輝の神は指導神霊（天界の神霊）より高位の神霊です。 
輝の神は指導神霊を指導する立場なのです。 
ですから、輝の神（創造神）の導きにより、さらに運気を強化することが可能なのです。 

 
開運方法を整理すると、以下の内容になります。 

 
１．徳の提供による開運対象者の積徳量増加 
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２．開運対象者の指導神霊の霊位向上による運気増大 
（オーラ強化による魅力向上、能力向上等） 

３．創造神のオーラによる開運 
 
輝の会の開運とは、このように極めて理論的、合理的な内容なのです。 

 
 
積徳量分布図 
 
積徳量別の人数分布図を作成しました。（積徳量分布図（世界全体）（教義）） 
積徳量とは、消費せずに蓄積されている徳（磁界エネルギー）のことです。 

 
積徳量が多いほど、より幸せや成功に満ちた人生を送ることができるのです。 

 
 
開運は受験対策に 適 
 

2014 年の大学入学者の平均積徳量は次の通りです。（大学入学時点の積徳量） 
 
東京大学 １５８億 （人・年） 
慶応大学  ９７億 （人・年） 

 
2011 年の司法試験合格者の平均積徳量は、１１８億（人・年）です。  
 
積徳量分布図（教義）を見ると、東大入学者や司法試験合格者は、積徳量がかなり多い人々

であることが分かります。 
このように、積徳量の多い人ほど高い学歴・経歴を獲得することができるのです。 
この学歴・経歴は徳が形になった結果です。（徳の消費で実現しました）。 
徳は活動エネルギーですから、徳の多い人ほど頭脳の活動量も多くなります。 
また、徳は才能を構成するエネルギーです。（開運による才能の開花 ご参照） 
積徳量が増えれば増えるほど、学力を高めることが可能になります。 
その結果、難関大学や国家試験等に合格できるのです。 
 
積徳による開運は、各種試験の受験対策として極めて有効です。 
尚、滝沢輝（輝の会会長）は東京大学を卒業しました。(1989 年) 
 

（2015.1.29 午後 6 時 数値更新） 
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病気の症状改善・健康維持 
 
徳（磁界エネルギー）の不足が、病気の根本的な原因です。 
（磁界エネルギー不足が病気の根本原因（教義）ご参照） 
積徳量がマイナスになると肉体が弱くなり、ケガ・病気にかかりやすくなります。  
 
輝の会からの磁界エネルギー提供方法は、以前は開運のみでしたが、新たな提供方法とし

て磁界エネルギー治療法を開始しました。 
 
磁界エネルギー治療法により積徳量をプラスにすると、病気の症状を改善し、健康な生活

を維持できるようになります。 
（磁界エネルギー治療（教義）ご参照） 

 
 
統合失調症の症状改善 
 
統合失調症の幻覚・幻聴等の症状は、業念（誤った想念・行為）の消去過程として発生 

します。徳（磁界エネルギー）は調和のエネルギーなので、業を消去します。 
開運で徳を増やすと業が減少するため、症状は改善します。  
 
統合失調症が直りにくい理由は、業念の量が極めて多いためです。 
業念の消去に時間がかかるため、長期間症状が続くのです。 

 
輝の会の磁界エネルギー治療法では、他の宗教よりも、はるかに多くの磁界エネルギーを

提供します。その結果、短期間で症状を大幅に改善することが可能なのです。 
（他者・環境へ与える影響は自分自身に記録される、磁界エネルギーによる病気治療（教

義）ご参照） 
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積徳量と指導神霊霊位の関係 
 
全ての人は指導神霊に導かれています。 
個人の積徳量（磁界エネルギー蓄積量）と、指導神霊の霊位の関係を表にまとめました。 
表中の「天界」は、指導神霊の世界（霊界）を意味します。 
天界は３７段階で構成されています。（大きい数字が高い霊位を意味します） 
天界の神霊として有名な大日如来や阿弥陀如来は、天界の２段目に位置しています。 
（天界については 霊位分布図（教義）ご参照） 

 
個人の中心的な指導神霊の霊位は、積徳量と社会的な立場等で概ね決まります 
社会的に大きな影響を与える人ほど、より格の高い指導神霊に導いて頂ける可能性が高く

なります。 
 

指導神霊霊位 積徳量 
(人・年) 霊位 段階 

457,000 37 
29,000 36 

1,690 35 
406 34 
313 33 
224 32 
157 31 

98 30 
58 29 

  29 28 
17 

天界 

27 
 
積徳量が９８(人・年）を超えると、指導神霊の霊位は天界３０段目となります。 
ということは、指導神霊の霊位が天界３０段目を越えている人は、世界全体でも数百人し

かいないことになります。 
人のオーラや能力は、指導神霊のオーラや能力で概ね決まります。指導神霊は常に指導対

象者と一体化しているためです。 
指導神霊の霊位が天界３０段目になると、対象者の雰囲気・オーラが天界３０段目の神霊

のオーラになります。普通の人には無い魅力的な雰囲気を、この人は放射し続けることにな

ります。 
 
テレビ CM に頻繁に登場する女性タレントの指導神霊の霊位が、天界３０段目前後となっ

ています。これらのタレントに人気がある理由は、積徳量が多く、霊位の高い指導神霊が導

いているためです。その神霊のオーラがこれらのタレントのオーラになっているのです。 

表は社会的影響力が極めて大きい場合の積徳量

と指導神霊霊位の関係になります。 
（表の内容が該当しない場合もありますが、極め

て稀なケースです）  
一般の学生や新入社員の場合、もしくは退職等によ

り社会的影響力が小さい場合には、この表よりも霊

位の低い指導神霊になるケースが多くなります。 
 

積徳量分布図（世界全体）(教義)には、積徳量別

の人数分布を記載しています。 
この分布図によると、積徳量が９８（人・年）を

超えている人は、世界全体で数百人しかいないこと

が分かります。 
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音楽にも曲を支える指導神霊が存在します。（音楽と霊位の関係（教義）ご参照） 
曲を支える神霊の霊位が天界３１段目以上になると、ほぼ確実にヒット曲になります。 
このように、指導神霊のオーラは音楽に魅力を与え、タレントの魅力の源泉にもなってい

るのです。 
尚、指導神霊が天界３６段目以上の曲が存在しない理由は、積徳量が不足しているためで

す。 
天界３６段目の指導神霊に導いて頂くためには、２９０００（人・年）の積徳量が必要で

す。しかし、該当者がいなかったため、天界３６段目以上の曲が存在しなかったのです。 
 
現在では輝の会の開運により、２９０００（人・年）を超える積徳量の人が現れています。

これらの方々指導神霊霊位は天界３６段目以上です。 
これらの方々が作曲に関われば、指導神霊が曲を支えるため、天界３６段目以上の曲が誕

生することになります。 
積徳を行うと、曲のレベル（神霊の響き）が高くなるのです。 
積徳量を増やすと、指導神霊がより霊位の高い方に交代されます。 
そして、その指導神霊のオーラや能力が、自分自身の能力やオーラになるのです。 
積徳量を増やすと、指導神霊の霊位向上という形で、様々なメリットを享受することが可

能なのです。 
 
逆に、積徳量が減少すると、指導神霊が霊位の低い方に交代されます。 
すると、対象者のオーラが弱くなり、能力も低下することになります。 
人気のあったタレントが時間の経過と共に人気がなくなるのは、積徳量の減少により指導

神霊の霊位が低下するためです。 
 
このような人気低下を防止し、人気を維持するためには、積徳が必要です。 
積徳量が減少しなければ、指導神霊の霊位が変わらないため、常に霊位の高い神霊のオー

ラや能力を自分自身のオーラ、能力として発揮し続けることができるのです。 
 
 

**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 
本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
「第４章 積徳量を見る方法を変更」ご参照。
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霊位の高い指導神霊のメリット 
 

順位 チーム 指導神霊 
霊位（監督） 

１ 中日 29 
２ 巨人 28 
３ ヤクルト 27 
４ 阪神 27 
５ 広島 26 
６ DeNA 25 

 
 

 
表でお分かり頂ける通り、チームの順位と監督の指導神霊霊位が完全に一致しています。

霊位の高いチームが上位に位置しているのです。 
指導神霊は指導対象者と一体になります。 
ですから、指導神霊の霊位が指導対象者の序列に影響を与えるのです。 
チームの責任者は監督なので、監督の指導神霊の霊位がチームの順位に反映されるのです。  
監督の指導神霊は、監督の積徳量により、頻繁に入替わります。積徳量が増えれば、より

霊位の高い指導神霊の指導を受けることが可能なのです。 
すると、神霊の霊位の変更分だけチームの順位も入替わることになります。 
このように、個人やその個人を中心とする組織の序列は、その個人の指導神霊の霊位で決

まる場合がほとんどなのです。 
 
指導神霊の霊位は、積徳量で決まります。 
徳を積み増せば、指導神霊の霊位が上がり、社会的な序列が向上します。 

 
このように、社会的な序列を向上させるためにも、積徳を行い、霊位の高い指導神霊に導

いて頂く必要があるのです。 
 
 
指導神霊の交代による開運 
 
積徳量が増えると、指導神霊が霊位の高い方に交代します。 
指導神霊は天界の神霊です。天界の上位には創造神界があります。 
輝の神（輝の会本尊）の霊位は創造神界です。創造神は天界神霊を指導する立場にありま

す。 
よって、天界神霊の働きや、個人の指導神霊の霊位等を全て把握することが可能です。 
開運により対象者の積徳量が増えた場合に、指導神霊の交代有無を正確に把握することが

 
天界（指導神霊の世界。完全に調和した世界）では、

序列は霊位順となります。本来の秩序は、霊位の高い神

霊が上位に位置することなのです。 
私たちの世界は、霊界（天界以上の世界）の映しとし

て成立しています。ですから、正しい序列は、霊位順に

なります。霊位の高い人が、上位に位置することになる

のです。  
プロ野球セリーグの順位と、監督の指導神霊霊位の一

覧表を右に記載しました。（2012.6.20 時点） 
（指導神霊霊位は天界の段階を意味します） 
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可能なのです。 
このように、開運お申込者に対して徳の提供と、指導神霊の交代を正確に把握することが

可能です。これが、お申込者を確実な開運へと導く原動力なのです。 
 
 
開運による恋愛成就  
 
開運により恋愛を成就させることが可能です。その原理について説明します。 

 
恋愛とは何なのでしょうか。 
恋愛中の男女は、心の中で互いにつながっています。 
男女が心の中で一緒に過ごすことが、恋愛なのです。 

 
心は未来を形成します。男女が心の中でつながると、この状態が時間の経過と共に形の世

界に現れてきます。 
その結果、この２人は付き合うようになります。カップルの成立です。 
恋愛はまず心から始まります。心がつながった結果、カップルが成立するのです。 

 
逆に、恋愛していた男女が別れると、心が互いに分離します。 
付き合っていた人と別れると、心の中が空虚になります。これは一緒に過ごしていた人が

心の中から出て行ったために感じるのです。 
 
以上の説明から、恋愛関係を成就させるためには、まず 初に心の中でつながりを持つ必

要があることが分かります。 
心の中で好きな人とつながると、その人は自分に対して好意を抱いてくれるようになりま

す。 
その結果、交際を順調に進めることができるのです。 

 
では、どうすれば心の中でつながることができるのでしょうか。 

 
心の世界は徳（磁界エネルギー）で構成されています。 
ですから、心をつなげるためには、徳が必要です。 
そのためには積徳量（徳の量）をプラスにする必要があります。 
積徳量プラスの状態は、心に余力のある状態です。徳は心のエネルギーですから、心で徳

をコントロールすることが可能です。徳を使うことにより、好きな人と心のつながりを持つ

ことができるのです。 
 
では、心をつなげるためには、徳をどのように使えばよいのでしょうか。 

 
それは、相手の人に徳を提供することです。（徳を奉仕すればよいのです） 
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すると、相手の人と自分の心がつながります。 
その結果、相手の人は、自分に対して好意を抱いてくれるようになります。 
これは因果律です。与える者は与えられます。徳（心のエネルギー）を与えると、心を与

えてもらえます。これが自分に対する好意なのです。 
好きな人が自分に好意を持ってくれたということは、恋愛成就が確実になったことを意味

します。 
 
以上の説明で、積徳量を増やすことにより恋愛成就が可能であることを、ご理解頂けると

思います。恋愛とは心で始まり、心で継続させるものなのです。 
 
輝の会では、積徳による開運を受け付けています。 
お申込者には徳を提供します。 
その結果、お申込者は恋愛を成就させることが可能になります。 

 
お申込をお待ちしています。 
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開運は結婚に有利  
 
開運による恋愛成就で、恋愛成就に対する積徳の重要性を説明しました。 
積徳は結婚活動の成功のためにも極めて有効です。 

 
結婚の目的は人により異なるように見えますが、その本質は人生の調和・安定・発展です。 
人類は家族単位で生活し、子孫を残すことにより発展してきました。 
結婚は人生における調和・安定・発展の一過程なのです。 
人生の調和・安定・発展を実現するために相応しい人が、結婚相手として選ばれます。 
では、人生の調和・安定・発展を実現するためには何が必要なのでしょうか。 

 
それは、徳（磁界エネルギー）です。 
徳の多い人は、周囲の人々に安心感を与えます。徳は調和のエネルギーです。徳の多い人

がいると、環境が調和します。ですから、人々は安心するのです。 
 
徳の多い人は、周囲の人々を安心させることができるので、結婚相手として選ばれる可能

性が極めて高くなります。 
「この人となら、すばらしい人生を送ることができる。」 
と、多くの人が感じるためです。 

 
徳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 ご参照） 
徳が多い人は、多くの夢を実現させることができます。徳を使って人生の原型を作ればよ

いのです。時間の経過と共に、この夢が実現します。 
徳の多い人は非常に豊かな人なのです。可能性が極めて大きいからです。 
ですから、徳の多い人は結婚相手として選ばれやすくなります。 

 
徳の多い人には、環境が自然に整うという特徴があります。必要な人や物が自然にその人

の周囲に現れてくるのです。徳は調和のエネルギーなので、自然に環境が整います。 
これは、その人に相応しい結婚相手に恵まれやすくなることを意味します。 

 
徳の多い人の方が、結婚相手として選ばれる可能性が極めて高くなることを、以上の説明

でご理解頂けると思います。 
 
積徳による開運で、結婚活動を有利に行うことができます。 
お申込をお待ちしています。 

 
 
開運による安定した結婚生活の実現 
 
結婚生活と積徳量には極めて密接な関係があります。ここでは結婚における徳の重要性に
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ついて説明します。 
 
結婚すると、夫婦は内面意識でつながります。内面（心の中）でお互いが支え合うように

なるのです。 
この際、相手を支えるために使用するのが、徳（磁界エネルギー）です。徳のエネルギー

で夫婦は互いに支えあっているのです。 
互いに相手に自身の徳（磁界エネルギー）を提供することにより、夫婦は心の中で支えあ

っています。この時、夫婦共に積徳量はプラスになっています。 
（徳に余力がある状態が、積徳量プラスの状態です） 

 
このように、夫婦の調和は、互いの積徳量がプラスの場合に実現します。 

 
夫婦の一方の積徳量がマイナスになると、内面の支え合いに変化が生じます。 
積徳量がマイナスの状態は、徳（磁界エネルギー（活動エネルギー））がマイナスの状態で

す。この状態では徳を他者に提供することはできません。逆に、徳の不足を補うため、他者

から徳を受けることが必要になります。 
その結果、夫婦は支え合うことができなくなります。積徳量プラスの人（夫もしくは妻）

が、積徳量マイナスの人（妻もしくは夫）に一方的に徳を提供することになります。 
この状態が持続すると、支えている人（夫もしくは妻）は、相手（妻もしくは夫）と一緒

にいるだけで負担を感じるようになります。重く感じるのです。夫婦で一緒にいるより、一

人の方が楽だと感じるようになります。 
その理由は、徳を一方的に提供し続けるためです。徳（磁界エネルギー）は活動エネルギ

ーです。活動エネルギーを一方的に提供し続けるのは、エネルギーを吸い取られ続けること

を意味します。ですから、夫婦でいると精神的・肉体的に辛くなるのです。その結果、 
「何のためにこの人と一緒にいるのだろう」 
と感じるようになります。 
そして、一人の方がよいとの結論に到達するのです。 

 
離婚には様々な要因がありますが、 大の要因は積徳量がマイナスになることなのです。 
夫婦の積徳量が共にプラスで離婚するケースは、ほとんどありません。 
積徳量がプラスだと、相手に徳を与えることができます。相手は徳を得ることができるた

め、一緒にいるだけで楽しく感じます。 
逆に、積徳量がマイナスになると、相手から徳を奪うようになります。徳を奪われる側は

一緒にいるだけで苦痛を感じるのです。 
 
夫婦の一方の積徳量がマイナスになるだけでも、離婚の危険は高くなります。夫婦両者の

積徳量がマイナスになると、さらに離婚の危険は高くなります。 
離婚ケース全体の約３分の１では、夫か妻のどちらか１人の積徳量がマイナスです。 
離婚ケース全体の約３分の２では、夫婦２名の積徳量が共にマイナスです。 
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離婚の危機を回避し、常に調和した結婚生活を持続するためには、積徳が重要です。 
積徳による開運では、お申込者に徳を提供します。積徳量が増えることにより、結婚生活が

安定します。 
 
幸せな結婚生活を続けるためにも、ぜひ開運をお申込頂きたいと思います。 

 
（注）・・積徳量マイナスは、積徳量が０で業念が蓄積された状態。 

 

 

開運による魅力アップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人は誰かに魅力を感じる時、必ずその魅力的な人から徳を受けています。 
魅力を感じることと、徳を受領することは、同じことなのです。 
徳は人の活動エネルギーです。徳をもらうと、活動力がアップします。 
徳を与えてくれる人は、自分を生かしてくれる人なのです。人は、自分を生かしてくれる

人に魅力を感じるのです。 
 
開運をお申込頂いた方には徳を提供します。 
徳は魅力の源泉です。 
開運ではお申込者に魅力を提供しているのです。 

 
魅力的な人になるためにも、ぜひ開運をお申込頂きたいと思います。 

 
 

徳 

尊敬 
素敵 
魅力的 
美人 
ハンサム 

開運により魅力がアップします。 
その理由について解説します。 
 
魅力とは人の心を引きつける力です。 
（広辞苑） 
魅力を高めるためには、人の心を引きつけ

る力を高めればよいのです。 
では、人の心を引きつけるための力とは何

なのでしょうか。 
 
それは、徳（磁界エネルギー）です。 
徳は心のエネルギーです。徳により、人の

心を動かすことができるのです。 
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徳（開運）と魅力の関係 
 

 
魅力の種類 

消費する 
徳の量 

（人・年） 

 
説 明 

(a) １人を１分間、自分

に集中させる。 
0.0000147 自分の魅力で、ある１人の人を１分間、自分以外

が目に入らない状態にする時に失う徳の量です。 
(b) １万人を１時間、自

分に集中させる。 
8.82 自分の魅力で、１万人の人を１時間、自分以外が

目に入らない状態にする時に失う徳の量です。 
 
魅力と徳の関係を表形式で記載しました。 
魅力は徳を消費することにより得ることができます。 １人を１分間、自分に集中させる際

に失う徳の量は、0.0000147（人・年）になります。(a) 
１万人を１時間、自分に集中させる際に失う徳の量は、8.82（人・年）になります。(b) 
（0.0000147×10000×60 = 8.82） 

 
10 万円を受領する際に失う徳の量は、0.0072（人・年）です。 
（開運と徳の消費量の関係 ご参照） 
この数値から、(a)の魅力で失う徳は、200 円の受領で失う徳の量とほぼ一致することが分

かります。 
（0.0000147÷0.0072×100000 = 204.167） 

 
これは、(a)の魅力と、200 円の労働がほぼ同等の価値であることを意味しています。 
このように、魅力は莫大な徳の消費の対価として与えられているのです。 

 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
「第４章 積徳量を見る方法を変更」ご参照。 

 
 
ディズニーランドの魅力と徳の関係 
 
東京ディズニーランドの特徴は、何度行っても飽きないことです。 
いつ訪れても楽しむことができます。  

 
アトラクションやキャラクターの魅力がその理由ですが、それだけではありません。 
創造神（ディズニーランドの指導神）が莫大な徳（オーラ）を放射していることが、魅力

の源泉なのです。  
 
この創造神は、毎日７．９億（人・年）の徳（磁気単極子エネルギー）を用いてディズニ
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ーランドの魅力を創造しています。 
（ディズニーシーを含めると、毎日１４．８億（人・年）の徳で魅力を創造しています） 
毎年２０００万人以上の人がディズニーランド・ディズニーシーを訪れる 大の理由は、

創造神が提供する魅力にあったのです。  
このように、徳を用いて魅力を創造することができます。 
徳の量が多くなればなるほど、より影響力が大きくなります。  

 
ディズニーランドの魅力を構成する徳の量は、１年間で２８７６億（人・年）程になりま

す。（ディズニーシーを含めると、５３８６億（人・年）程です） 
入場者１人につき２～３万（人・年）程の魅力を提供していることになります。  

 
これは、超大型台風エネルギーの消去で使う徳の量に匹敵します。 
（消去実施台風一覧表（教義） ご参照） 
ディズニーランドから放射される魅力のエネルギー１年分は、超大型台風１つ分に匹敵す

るほど莫大です。 
大勢の人を動かす魅力を創造するためには、非常に多くの徳が必要なのです。 

 
開運では魅力をお申込頂くことができます。 
お申込をお待ちしております。 

 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
「第４章 積徳量を見る方法を変更」ご参照。 

 
 
ディズニーランドの魅力と自分に集中させる魅力の関係 
 

 
魅力の種類 

消費する 
徳の量 

（人・年） 

 
説 明 

(a) ディズニーランドが

１人を魅了する 
20000 ～ 

30000 
１人の人がディズニーランドを訪れて楽しむため

に提供される徳（魅力）の量です。。 
(b) １人を１分間、自分

に集中させる。 
0.0000147 自分の魅力で、ある１人の人を１分間、自分以外

が目に入らない状態にする時に失う徳の量です。 
 

(a)と(b)について解説しました。 
しかし、両者の徳の量は全く異なります。 
ここでは、これらの数値の正しさを確認します。 (a) (b) を以下の状態と想定します。  

 
(a) ディズニーランドの魅力 
１人を８時間（４８０分）魅了する。移動距離３０km  
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(b) 自分に集中させる魅力 
１人を１分間魅了する。移動距離１ｃｍ 

 
 
ディズニーランドの魅力では、相手の全身３０km 動かすと想定します。 
（自宅からディズニーランドまでの距離を３０km と想定） 
一方、自分に集中させる魅力では、相手の全身を１cm 動かすと想定します。  

 
また、ディズニーランドに８時間（４８０分）いると想定します。  

 
移動距離の比は、（３０km と１ｃｍで）３００万になります。 
時間の比は４８０になります。 
移動距離と時間の比を、(b)の徳の量に掛けます。  

 
０．００００１４７×３００万×４８０＝２１１６８（人・年）  

 
これは、(a)の値（２万～３万）です。  

 
以上の説明で、(a)と（ｂ）の徳の量は整合性がとれていることをご理解頂けると思います。 
ディズニーランドから放射される魅力、自分に集中させる魅力で使う徳の量は、共に表の

値で正しいのです。  
 
魅力とは、人を動かすエネルギーです。 
人を動かすエネルギーを受けるため、人はディズニーランドを訪れるのです。  

 
魅力で人を動かす際、移動距離が長くなり、時間が長くなると、それだけ多くの徳が必要

になります。 
それが、(a)と(b)の値が異なる理由なのです。 
また、魅力を提供する相手の人数が増えれば、それだけ多くの徳が必要になります。  

 
本ページの内容で、（人・年）の意味をより正確にご理解頂けるはずです。 
ぜひ参考にして頂きたいと思います。 

 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
「第４章 積徳量を見る方法を変更」ご参照。 

 
 
徳による魅力生成と金運生成は同じはたらき 
 
東京ディズニーランドとディズニーシーに魅力として提供される徳の量は、１年間で 

５３８６億（人・年）と説明しました。（ディズニーランドの魅力と徳の関係 ご参照）  
 
一方、オリエンタルランド（東京ディズニーランドとディズニーシーを運営する会社）の

売上高は３９５５億円です。（2012 年度）  
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１万（人・年）の徳を使うと、８７６６円の金運を生成することが可能です。（注） 
この関係から、５３８６億（人・年）の徳で金運を生成すると４７２１億円になることが

分かります。  
 
４７２１億円と３９５５億円は２割程違いますが、概ね一致しています。 
これは、魅力として提供される徳と、金運生成で使われる徳が同じはたらきをしているこ

とを意味します。 
魅力があるから、商品やサービスを購入します。経済取引が発生するので、金運が発生し

ます。  
 
ディズニーランドの魅力として提供される徳は、金運生成の徳としてもはたらきます。 
その結果、経済取引が実現します。 
チケットの売上などがこの取引に該当します。 
この経済取引額が、オリエンタルランドの売上高として計上されているのです。  

 
金運生成に比べて売上高が２割程少ない理由は、交通費等の形でお金が使われるためです。 
ディズニーランドへ遊びに行く時に使うお金の内、２割程は交通費などディズニーランド

の外で使われていると考えられます。 
これは、オリエンタルランドの売上にはなりません。 
ですから、金運生成に比べて２割ほど売上高が少ないのです。  

 
徳による魅力生成と金運生成が同じ意味だということから、金運生成方法をより正確に理

解することができます。 
金運生成方法は、徳を使って商品やサービスに魅力を付与することです。 
商品やサービスが魅力的になると、売上が伸びます。 
これは、魅力を提供した人のはたらきです。 
ですから売上が伸びた分だけ、魅力を提供した人に金運が計上されるのです。 

 
（注）・・徳と生成される金運が比例しないことを、その後の調査で確認済です。 
     金運生成に使う徳が増えると、１（人・年）の徳で生成される金運は減少します。 
 
 
一流芸能人の人気の秘密は莫大な徳 
 
一流芸能人の人気の秘密は、放射する莫大な徳にあります。 

 
２０１３年の年間 CM 露出時間で、剛力彩芽さんが１位でした。（ビデオリサーチ調べ） 
剛力さんからどれだけの徳（魅力）が放出されたと思いますか。 

 
２０１３年の１年間で剛力さんから放射された徳の量は１２８７億（人・年）です。 
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１日平均で３．５億（人・年）の徳が放射されていたことになります。 
この徳は、剛力さん本人が放射した訳ではありません。 
剛力さんを支える指導神霊（主に創造神）が剛力さんを通じて放射したのです。 

 
東京ディズニーランドから放射される徳（魅力）の量は 1 年で２８７６億（人・年）です。 
剛力さんからは東京ディズニーランドから放射される徳の４５％に匹敵するだけの徳が放

射されたことになります。 
この莫大な徳が、剛力さんの人気の源泉なのです。 
徳は人気の源泉です。徳が放射されると、人気を獲得することができます。 

 
CM は売り上げを伸ばすために放送されます。 
剛力さんから放射された１２８７億（人・年）の徳の内、８８６億（人・年）が、剛力さ

んをイメージキャラクターとして採用している企業のために放射されました。 
この徳により、売上げは７７６億円程増えることになります。 
このように、徳（魅力）が提供されると、売上げは伸びます。 

 
企業が人気芸能人をイメージキャラクターとして採用する主な理由は、その芸能人から放

射される徳にあります。 
この徳により、企業の売上げを伸ばすことができるのです。 
この徳が無いと、企業の売上げを伸ばすことができないため、CM を制作する意味が無く

なります。 
ですから、徳の放射量が減少すると、イメージキャラクターとして採用される機会は減少

します。 
指導神霊から放射される莫大な量の徳が、芸能人にとって極めて重要なのです。 

 
一流芸能人から放射される徳の量は、多い人で毎日数億（人・年）です。 
社会的に大きな影響力を与える活動を行うためには、この程度の徳が必要なのです。 

 
輝の会では、開運で徳の提供を行っています。 

 
お申込をお待ちしております。 

 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
「第４章 積徳量を見る方法を変更」ご参照。 

 
 
開運による高視聴率獲得 
 
テレビの視聴率が低迷しています。 
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視聴率の獲得は、テレビ局にとって死活問題だと思われます。 
視聴率には法則があります。ここではその法則を説明します。 

 
近高視聴率を獲得したドラマといえば「家政婦のミタ」です。（１年ほど前のドラマです） 
終回では視聴率４０%を獲得し、紅白歌合戦の年間視聴率第１位獲得を脅かしたほどで

した。 
なぜ「家政婦のミタ」の視聴率はこれほど高かったのでしょうか。 

 
実は、テレビ番組には中心となる指導神霊がいます。この神霊のオーラが番組全体を覆っ

ています。番組を見る人は、この神霊のオーラを受け続けることになります。 
番組の指導神霊の霊位が高くなると、オーラが強くなります。 
神霊のオーラは徳（磁界エネルギー）です。人の活動エネルギーです。 
指導神霊の霊位が高くなるほど、オーラが強くなるため、番組を見る人はより多くの徳（磁

界エネルギー）を受けることができます。 
視聴者はテレビ番組からエネルギーをもらっているのです。 

 
人は多くの徳（磁界エネルギー）を供給する番組により強く引き付けられる傾向がありま

す。その方が心地よく感じるためです。安心して番組を見ることができるのです。 
（徳と魅力の関係 ご参照） 
その結果、指導神霊の霊位の高い番組ほど、高い視聴率を獲得することができます。 

 
「家政婦のミタ」の指導神霊の霊位は創造神界です。 
８．８兆（人・年）ほどの霊位になります。 
一般のドラマで、創造神が指導神霊になることはほどんどありません。 
「家政婦のミタ」は指導神霊の強力なオーラで莫大な徳（磁界エネルギー）を視聴者に供

給していたのです。だから多くの人が番組に惹きつけられたのです。 
もちろん、松嶋菜々子さんを初めとする役者の方々の好演あればこそ獲得できた視聴率で

す。 
しかし、一般的な努力だけではこれほどの視聴率を獲得することは、ほぼ不可能です。 
神霊の協力があればこそ獲得できた視聴率なのです。 

 
ドラマの指導神霊は、主役の指導神霊が担当する場合が一般的です。 
（「家政婦のミタ」の指導神霊は例外になります（個人の指導神霊ではありません）） 

 
主役の指導神霊は主役の積徳量で概ね決まることになります。 
（積徳量と指導神霊霊位の関係）で説明した通り、積徳量が増えると指導神霊の霊位が向

上します。 
ドラマの主役が開運により積徳量を増やすと、指導神霊の霊位が上がります。これはドラ

マの指導神霊の霊位向上を意味します。その結果、番組のオーラが強くなり、視聴率が上が

ることになります。 
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視聴率が上がるのは、ドラマだけではありません。その他の番組でも、番組の中心人物の

指導神霊が番組の指導神霊になります。この中心人物の積徳量が開運により増えれば、番組

の指導神霊の霊位が上がり、オーラは強くなるのです。当然視聴率も高くなります。 
 
以上の説明でお分かり頂ける通り、開運により視聴率を上げることが可能なのです。 

 
輝の神（輝の会本尊）の霊位は 「家政婦のミタ」 の指導神霊霊位である ８．８兆（人・

年）をはるかに超えています。 
ですから、「家政婦のミタ」 よりも強力なオーラを放射することが可能です。 

 
輝の神は通常、ドラマの指導神霊にはなりません。 
しかし、開運お申込時にご依頼頂いた場合には、対応することも可能です。 

 
開運のお申込をお待ちしています。 
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ジャニーズの人気の秘密 
 
ジャニーズは芸能界で圧倒的な人気を誇っています。 
ここでは、ジャニーズの人気の秘密について説明したいと思います。 

 

ジャニーズの出来事 年月 
積徳量 

万（人・年） 
喜多川諦道氏、高野山真言宗米国別院等で布教  5532 
ジャニーズ事務所設立 1964.6 5294 
フォーリーブス 「オリビアの調べ」でレコードデビュー 1968.9 4680 
近藤真彦 「スニーカーぶるーす」で歌手デビュー 1980.12 3987 
SMAP 「Can't Stop!! -LOVING-」で CD デビュー 1991.9 2840 
SMAP 「青いイナズマ」リリース 1996.7 2197 
木村拓哉主演ドラマ「ビューティフルライフ」スタート 2000.1 1473 
KAT-TUN、「Real Face」で CD デビュー 2006.3 737 
記載日 2012.12 208 
 

ジャニーズに関する主な出来事と積徳量の一覧表を記載しました。 
 
ジャニーズ事務所は 1964 年にジャニー喜多川氏（以下、ジャニー氏と記載します）が創

業しました。 
ジャニー氏は社長として、現在（2012 年）も活躍を続けています。 
また、姉のメリー氏も、副社長として事務所を支えています。 

 
一覧表の積徳量は、ジャニーズ事務所の積徳量です。 
これは、ジャニー氏の家の徳が会社の徳になったものです。 
（家の徳、会社の徳については 徳の供給源の種類とはたらき ご参照） 

 
ジャニー氏の父（喜多川諦道氏）は、真言宗の僧侶としてアメリカなどで宗教活動を行っ

ていました。この時に莫大な功徳を積んでいたのです。 
この活動による功徳は 5532 万（人・年）です。 

 
日本人が天界から与えられる 1 年間の活動エネルギー（徳）は 6984 万（人・年）です。 
[ 8478（日本人活動量）- 746（天皇家徳提供量）- 748（輝の会徳提供量）=  6984 ] 
（2011 年実績。天皇家による日本の繁栄（フラクタル経済理論第２巻）を参照願います） 

 
ジャニー氏の父は布教活動を通じて莫大な徳（日本人１年分の徳の 79%に匹敵する徳）を

積んでいたのです。 
この徳が家族の徳として、ジャニー氏及びメリー氏に与えられました。 
（諦道氏がご自身の意思で与えられました。） 
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そして、ジャニーズ事務所の徳になっています。 
（ジャニー氏とメリー氏の意思で、事務所の徳になっているのです。） 
これが、一覧表に記載されている積徳量なのです。 

 
この莫大な徳が、ジャニーズの人気の秘密なのです。 
徳は魅力や才能の源泉となるエネルギーです。 
積徳量が多いほど、より魅力的になることができます。（徳と魅力の関係 ご参照） 
また、様々な才能を発揮することができるのです。（開運による才能の開花 ご参照） 
ジャニーズの徳は、所属タレントの方々に現在も流れ続けています。 
その結果、ジャニーズの方々は常に魅力や才能を発揮し続けることができるのです。 

 
結局、ジャニーズの人気の源泉は、宗教による莫大な功徳なのです。 

 
但し、気になる点があります。 
ジャニーズ事務所の徳が激減していることです。 
創業時は 5000 万（人・年）以上あった徳が、現在は 200 万（人・年）程まで減少してい

ます。 
年平均で 100 万（人・年）程の徳を消費しているのです。 

近は所属タレントのテレビ番組等の出演が増え、徳の消費量が増加しています。 
年平均以上の速さで徳を消費しているのです。 
このままだと、１～２年の内に、ジャニーズ事務所の積徳量がマイナスに転落する危険性

が極めて高いのです。 
積徳量がマイナスになると、企業の活動規模が縮小する可能性が高くなります。 
積徳量をマイナスにしないためには、積徳を行う必要があります。 
開運をお申込頂ければ、積徳量がマイナスになる危険を回避することが可能です。 

 
尚、ジャニーズ事務所創業以降の所属タレントの全活動量（消費した徳の量）は、8148

万（人・年）です。 
（社会的評価、魅力、才能を含む。過去 48 年間分） 
一覧表の積徳量は、この内のジャニー氏、メリー氏の提供分を意味します。 

 
輝の会の開運では、お申込者に徳を提供しています。 
8200 万（人・年）には、ジャニーズ事務所所属タレントの全活動量に匹敵するほどの莫大

な価値があります。 
開運ではそれ以上の徳を提供することも可能です。 
お申込をお待ちしています。 
 

**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 
本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更」ご参照。
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将来イメージ構成期間  
 
未来の人生は徳（磁気単極子エネルギー）で構成されています。 
徳（磁気単極子エネルギー）は天界以上の完全調和世界を構成するエネルギーです。  
天界以上の完全調和の世界で、人の未来が構成されているのです。  
この、人生の未来が構成されている期間を「将来イメージ構成期間」と命名します。  

 
将来イメージ構成期間は、個人単位で別々に構成されています。 

 
時間の経過共に、この将来イメージは実現します。  
将来イメージは現在の状態になり、過去になります。  
私たちは 「将来イメージ」 が現在になった状態の中で生活しているのです。 

 
将来イメージ構成期間は、寿命が確定している期間と考えることができます。  
将来のイメージが構成されている間は、身体で活動することが確定しているためです。 
ですから、将来イメージ構成期間が長ければ長いほど、安定した人生を送ることが可能で

す。 
 
しかし、徳が不足すると、将来イメージ構成期間が減少することがあります。  
将来イメージ構成期間を構成していた徳（磁気単極子エネルギー）を他の用途に使用する

と、その分だけ将来イメージ構成期間が短くなります。 
 
将来イメージ構成期間が無い期間は、将来が不確定な期間です。  
将来イメージ構成期間が短くなると、その分だけ確定していた将来が不確定になります。  
これは、将来が不安定になることを意味します。 
人生が不安定になってしまうのです。 

 
ですから、徳不足から将来イメージ構成期間を短くすることは、できるだけ回避する必要

があるのです。 
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開運（徳）による才能の開花 
 

才 能 
才能を構成する徳 

万（人・年） 
釈迦の悟り 38,686 
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（磁界エネルギー）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 ご参照） 
徳（磁界エネルギー）は才能をつくるエネルギーでもあります。 
人の才能も、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、3.8686 億（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。 
その理由は因果律です。与える者は与えられます。 
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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（磁界エネルギー）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（磁界エネルギー）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。 
 
尚、積徳量関連の一覧表に記載されている徳の量は、用途が決まっていない徳の量を意味

します。才能を構成する徳は含まれていません。 
（積徳量分布図、企業別積徳量一覧、国家別積徳量一覧 ご参照） 

 
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（フラクタル経済理論）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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輝の会では才能を向上させたい方々に、才能強化サービスを提供しています。 
才能強化サービスでは、輝の神〔輝の会本尊〕がお申込頂いた才能を提供致します。 

 
 
徳は存在の原型 
 
世界は２意識で構成されています。表面意識と内面意識です。 
この２意識の相互作用で世界は構成されています。 
（表面意識と内面意識の相互作用（教義）ご参照）  
世界の構造の原型は、内面意識です。 
相互作用で表面意識に原型を映し出すことにより、世界は構成されています。 
表面意識と内面意識はそれぞれ電界、磁界に該当します。 
徳（磁界エネルギー）は、内面意識のエネルギーです。内面意識は存在の原型ですから、

徳は存在の原型を構成するエネルギーなのです。 
 
徳（磁界エネルギー）が増えることは、原型を構成するエネルギーが増えることを意味し

ます。 
徳のエネルギーを使用することにより、環境の原型を構築することが可能です。その結果、

環境を自由自在に変えることが可能になるのです。 
 
積徳量が増えると、能力を向上させることが可能です。自分自身の原型（内面意識）の能

力を高めればよいのです。すると、これが表面意識に映し出されることにより、高い能力を

発揮することができます。 
 
積徳量が増えると、活動量が多くなります。これは、原型（内面意識）を構成する力が強

化されるためです。内面意識の原型で活動量を増やすと、表面意識にこれが映し出されるた

め、活動量が増えるのです。 
 
徳（磁界エネルギー）の発生源は、創造神界です。 
創造神界は存在の原型である内面意識のエネルギー（徳（磁界エネルギー））の発生源です。 
万物は創造神界から発生しているのです。 

 
輝の神（輝の会本尊）は創造神界の神霊です。万物の発生源の神霊なのです。 
ですから、開運を自由自在に行うことが可能です。 
お申込をお待ちしています。 

 
 
徳の供給源の種類とはたらき（開運による徳は人や社会を支える力）  
 
人生に影響を与える徳（磁界エネルギー）の供給源には種類があります。 
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この徳の種類について説明します。（下表ご参照） 
 

徳の供給源 
の種類 内 容 

本人の徳 本人（個人）の徳。輝の会の開運では、この徳を増やします。 

他者から本人に提供される徳 

 輝の会が 
提供する徳 輝の会は全ての人に徳を提供しています。 

家の徳 

家族の徳、先祖の徳があります。 
家族の徳・・家族を支えるために、徳の多い人が徳を家族に分け 

与える場合があります。 
先祖の徳・・先祖が子孫の繁栄を願う場合、先祖が蓄積した徳を 

子孫に与える場合があります。 

会社の徳 

会社は一体になって事業を営みます。 
社員が互いに支え合う際、徳の多い社員から少ない社員に徳が流れる場合

があります。 
これで業績を分け合うことが可能になるのです。 

国家の徳 国家は国民が一体になって社会生活を営む単位です。国家の徳は国民の徳

全体です。国家全体の徳が個人に影響を与えるのです。 
人類の徳 人類全体の徳が個人に影響を与えます。 
善意の人の徳 本人に善意のある人が、その徳で本人を支える場合があります。 

 

神霊の徳 指導神霊の徳は指導対象者に影響を与えます。また、天界入りした先祖が、

徳を子孫に提供する場合があります。 
 

徳の供給源には大別して本人の徳と、他者から本人に提供される徳の２種類があります。 
他者から提供される徳には、家の徳、会社の徳、国家の徳、人類の徳、善意の人の徳、神

霊の徳があります。（内容は表を参照願います） 
 
積徳量分布図（教義）は、本人の徳のみを対象として作成しました。 
企業別積徳量一覧（教義）は、会社の徳を対象としています。 
国家別積徳量一覧（教義）は、国家の徳を対象としています。 

 
人生はこれらの徳の影響により構成されます。 
本人の徳だけで運気が決まるわけではありません。他者から提供される徳の影響を考慮し

ないと、人の活動量と徳の関係を正しく理解することができないのです。 
積徳による開運をお申込頂くと、徳を提供致します。 
これは開運お申込者ご本人の徳になります。 
開運お申込者の徳が増えると、ご本人の意思で自由に徳を使用することが可能です。 

 
家族の徳として、ご家族を支えるために使用することができます。 
会社の徳として、会社を支えるために使用することも可能です。 
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国家や人類の徳として、国家や人類のために使用することもできます。 
善意の人の徳として、特定の人をサポートするために使用することも可能なのです。 

 
徳の使い方は、ご本人の意思で決まります。 
徳は磁界エネルギー（内面意識のエネルギー）です。 
心のエネルギーですから、ご本人の意思で自由に使い方を決めることができます。 

 
積徳による開運を行うと、お申込者の徳が増えます。これはお申込者が周囲の人々を徳の

エネルギーで自由にサポートできることを意味します。 
 
このように、開運はお申込者のみならず、周囲の人々をも幸せにします。 
お申込みをお待ちしています。 
 
 

開運は遠隔で行うのが当然 
 
積徳による開運をお申込頂くと、輝の会から徳のエネルギーをお申込者に送らせて頂きま

す。 
その際、輝の会に来て頂く必要はありません。 
徳（磁界エネルギー）は世界中のどこへでも送ることが可能です。 
お申込者がどこにおられても、確実にお申込者に届けることが可能なのです。 

 
この説明で、不安に思う方がいらっしゃるかもしれません。 
「本当に遠隔で徳を送る事ができるのだろうか？」 
「他の宗教では、本殿で開運を行っている。本殿に出かけることもなく開運ができるとは

思えない。」 等々。 
しかし、このような心配はご無用です。 

 
開運とは、人生をより幸せな方向に導くことです。これは、開運対象者に常時プラスの影

響を与えることにより実現します。常に影響を与えるためには、開運対象者がどこにいても、

プラスの影響を与え続けなければなりません。 
このように、世界中のどこにいても、つねにその人の居場所を把握し、ここに徳を提供す

ることができなければ、開運を行うことは無理なのです。 
 
輝の神（輝の会本尊、滝沢輝（開運責任者）の内面意識）は上記の内容を実施できます。 
開運対象者に常時オーラを提供し、プラスの影響を与えることができるのです。 

 
もし宗教団体の本殿でなければ開運ができないならば、本殿から出た後は開運が実現しな

いことになります。日常生活で開運によるメリットを享受することはできないはずです。 
日常生活で開運のメリットを受けることができるのは、本殿以外でも開運の影響を受けて
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いるからなのです。 
 
多くの宗教団体が本殿等で開運を行う理由は、開運の申込みを受ける宗教家と、開運を行

う神霊が別々だからです。宗教家が開運を行うことができないため、宗教団体の指導神霊が

開運を行っているのです。 
その際、開運を行う指導神霊は、宗教家から開運等の依頼を受けるためのルールを、宗教

儀式等の形で宗教家に義務付けています。 
宗教家がこの義務を履行するために、開運等の申込者に本殿等へ来ることを義務づけてい

るのです。 
このように、開運等で本殿等に出向くのは、あくまで宗教儀式なのです。 
宗教の指導神霊は、申込者が本殿に行かなくても、開運を行うことはできるのです。 

 
輝の神は創造神界の神霊です。他の宗教の指導神霊（天界の神霊）をさらに指導する立場

です。ですから、開運を行う力は、他宗教よりはるかに強力です。 
 
ぜひご安心の上、開運をお申込頂きたいと思います。 
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輝の会の活動実績 
 

 救済者数 
（億人） 

天界 
神霊数 

徳提供量 
億（人・年） 

積徳量 
億（人・年） 

輝の会 3618 461（億人） 628 35604 
キリスト教 317 0（人） 3.8 4.6 

仏教 2.88 4（人） 0.16 0.16 
神道 1.16 0（人） 0.09 0.12 
新宗教 0.28 0（人） 0.02 0.06 

 
輝の会と大宗教と呼ばれるキリスト教、仏教、神道や新宗教の活動実績を表形式でまとめ

ました。（2013.3.31 時点） 
（詳細については 輝の会の活動実績（教義）を参照願います） 
 
表からお分かり頂ける通り、徳（磁界エネルギー）提供量で輝の会が他の宗教を上回る実

績を上げています。それだけ開運効果も大きいのです。 
 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 

 
 

莫大な徳を提供できる理由 
 
輝の神（開運実施責任者：滝沢輝の内面意識） は、創造神界に到達しています。 
創造神界は人の生命を司ることができる神霊の世界です。 
創造神界はキリスト教や仏教の 高指導神霊を超える霊位です。  
・霊位についてはこちらを参照願います → 霊位と磁界エネルギー（教義） 

 
また、輝の会では、徳（磁界エネルギー）の生成方法を理論的に解明しているため、徳（磁

界エネルギー）を大量に生成することができます。 
磁界エネルギー生成方法の詳細についてはこちらを参照願います 
→ 磁界エネルギー生成方法（教義） 

 
磁界エネルギー生成で使用する４重円構造は、宇宙の基本構造です。 
全ての存在は、この構造で構成されているのです。 
４重円構造の形状にオーラを放射すると、物質の形状が安定します。 
宇宙全体も安定します。地球や人の肉体も調和します。 
その結果、地震や台風等のエネルギーを消去することが可能です。また、各種の病気の原
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因が消去されるため、病気が減少し、健康な人が増えます。その結果、長寿が実現します。 
社会全体が調和するため、他にも様々なメリットがあるのです。 

 
このように、４重円構造の形状にオーラを放射すると社会に多大な貢献ができるため、莫

大な功徳を積むことが可能です。この功徳を開運お申込者にお分けしているのです。 
 
以上の理由で、十分な徳（磁界エネルギー）をどなたにでも提供することが可能なのです。 

お申込をお待ちしています。 
 
 
神霊の徳提供能力 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
以上の説明でお分かり頂ける通り、各宗教の 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、 大で１００兆（人・年）の徳を提供しています。 
（無料サービスでは１億（人・年）の徳を提供しています） 
また、開運では２００京（人・年）迄の徳を提供しています。 

 
しかし、２００京（人・年）の徳を阿弥陀如来が提供するためには、１兆日以上の日数が

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、莫大な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。 
 

神霊名 宗教 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 10000000 以上 

仏教、神道、キリスト教の 高指導

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）

 
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・

年）です。 
阿弥陀如来は８８万（人・年）です。

（上記神霊は輝の会守護神を兼ねています） 
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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。 



 37

開運による効果（徳のはたらき） 
 

徳のはたらき 
（存在の原型） 

徳が不足した 
場合の現象 

開運（積徳） 
の効果 

No. 

自分が使用 
生命を構成 肉体機能の衰え 

（病的症状等） 
肉体機能改善 1 

将来イメージ構成 将来イメージ短期化 
人生不安定化 

将来イメージ長期化 
人生安定化 

1-2 

才能を構成 才能劣化、能力低下 才能強化、能力向上 2 
人間関係を構成 人間関係悪化 人間関係改善 3 
肉体の活動エネルギー 活動量減少、不活発 活動量増加、活発 4 

 

指導神霊霊位決定 指導神霊霊位低下 指導神霊霊位向上 5 
他者が使用 

社会的評価 社会的評価低下 社会的評価向上 6  
魅力 魅力低下、人気低落 魅力向上、人気回復 7 

組織で使用 
組織を構成 組織不安定、解体 組織の安定、発展 8  
組織の活動エネルギー 組織不活発、業績悪化 組織活性化、業績向上 9 

 
開運による効果を一覧表形式でまとめました。 
開運の効果は No.1～9 に大別することができます。 
この No.別に、開運の効果をまとめました。（下記ご参照） 
 
No.1 肉体機能改善 
 

健 康 

体の原型は徳（磁界エネルギー）で構成されています。 
徳が不足すると、体が不調和な状態になります。これが病気と呼ばれる症状

です。 
徳（磁界エネルギー）の不足が、病気の根本的な原因なのです。 
（磁界エネルギー不足が病気の根本原因 ご参照） 積徳量が減少すればす

るほど、より肉体が弱くなり、ケガ・病気にかかりやすくなります。 
輝の会からの磁界エネルギー提供方法は、以前は開運のみでしたが、新たな

提供方法として磁界エネルギー治療法を開始しました。 
磁界エネルギー治療法により積徳量をプラスにすると、病気の症状を改善

し、健康な生活を維持できるようになります。 
（磁界エネルギーによるがん治療 
磁界エネルギーによる病気治療 ご参照） 

 統合失調症

の症状改善 
統合失調症の幻覚・幻聴等の症状は、業念（誤った想念・行為）の消去過程

として発生します。徳（磁界エネルギー）は調和のエネルギーなので、業を
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消去します。 
開運で徳を増やすと業が減少するため、症状は改善します。 
統合失調症が直りにくい理由は、業念の量が極めて多いためです。 
業念の消去に時間がかかるため、長期間症状が続くのです。 
消去に数万（人・年）の徳（磁界エネルギー）が必要になる場合も珍しくあ

りません。 
 
輝の会の磁界エネルギー治療法では、他の宗教よりもはるかに多くの磁界エ

ネルギーを提供します。その結果、短期間で症状を大幅に改善することが可

能なのです。 
（他者・環境へ与える影響は自分自身に記録される 
磁界エネルギーによる病気治療 ご参照） 

 

若返り 

徳（磁界エネルギー）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。 
（日本人のオーラは輝の会のオーラ ご参照） 

No.1-2 将来イメージ長期化、人生安定化 
 

人生安定化 

未来の人生は徳（磁気単極子エネルギー）で構成されています。 
この未来の人生が「将来イメージ」、未来の人生が構成されている期間が「将

来イメージ構成期間」です。 
将来イメージ構成期間は人生の大枠が確定しているため、人生が安定しま

す。 
No.2 才能強化、能力向上 
 

才能の開花 

才能は徳（磁界エネルギー）で構成されています。 
才能は個性と見なすことができます。 
歩くことも才能です。人の活動は才能を通じて行われているのです。ですか

ら、才能は豊かな人生に欠かせません。 
徳が増えると、才能を構成するエネルギーが増えるため、才能を向上させる

ことが容易になります。 
高度な才能ほど、より多くの徳で構成されています。 
釈迦の悟りは１億（人・年）を超える徳で構成されています。 
開運により徳を積み増すと、才能を容易に向上させることが可能になるので

す。 
 

頭脳明晰 

理解力も徳（磁界エネルギー）で構成されています。 
徳（磁界エネルギー）が増えると、より多くの徳を理解力構成のために使う

ことができるため、理解度の向上が速くなります。その結果、学術的な新発

見等を行うことも可能になります。 
徳が増えるほど、高度な才能を発揮することができるのです。 
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（開運は受験対策に 適 ご参照） 
No.3 人間関係改善 
 

恋愛成就 

徳（磁界エネルギー）は心をつなげるエネルギーです。 
恋愛には男女の心のつながりが必要です。恋愛とは、男女が心で互いに支え

あっている状態なのです。 
徳を相手に提供することが、心のつながりを持つための方法です。 
徳が増えると、心をつなげるエネルギーが増えるため、恋愛を成就すること

が可能になります。 
積徳による開運は、恋愛成就に 善の方法なのです。 

 

結婚に有利 

結婚は人生の安定・発展のために存在します。 
人生の安定・発展のために必要なのが、徳（磁界エネルギー）です。 
徳の多い人は、周囲の人々に安心感を与えます。徳は調和のエネルギーです。

徳の多い人がいると、環境が調和します。ですから、人々は安心するのです。 
徳の多い人は、周囲の人々を安心させることができるので、結婚相手として

選ばれる可能性が極めて高くなります。 
開運で徳を積むと、結婚活動を有利に進めることができるのです。 

 

結婚生活の

安定 

全離婚ケースの約３分の１では、夫婦どちらか一方の積徳量がマイナスで

す。 
全離婚ケースの約３分の２では、夫婦両名の積徳量がマイナスです。 
夫婦両名の積徳量がプラスの場合、離婚することはほとんどありません。 
積徳量がマイナスになると、離婚の危険性が急激に高くなります。 
安定した結婚生活を送るためには、積徳が極めて重要です。 
積徳による開運は、結婚生活の安定のために極めて効果的なのです。 

No.4 活動量増加、活発 
 活動量の増

加 
徳（磁界エネルギー）は活動の根本的なエネルギーです。 
人の（頭脳的・肉体的）活動量を規定するエネルギー量なのです。 
徳（磁界エネルギー）が増えれば、それだけ積極的な明るい人生を送ること

ができるようになります。 
 成功 成功には徳（磁界エネルギー）が欠かせません。成功すると、必ず徳が減少

します。 
逆に、徳（磁界エネルギー）が無い人はなかなか成功できません。 
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。 
 スポーツの

強化 
スポーツ選手にとっても、徳（磁界エネルギー）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（磁界エネルギ

ー）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。 
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No.5 指導神霊霊位向上 
 指導神霊に

よる人気回

復 

全ての人は指導神霊に導かれています。 
指導神霊のオーラ（雰囲気）が、指導対象者のオーラになります。 
芸能人等のオーラは、指導神霊のオーラなのです。 
開運により積徳量が増えると、指導神霊が霊位の高い方に交代します。する

と、芸能人等のオーラが、高貴で魅力的な雰囲気に変わります。その結果、

より人気者になることができます。 
逆に積徳量が減少すると、指導神霊が霊位の低い方に交代します。すると、

芸能人等のオーラが弱くなります。魅力が低下するのです。すると、人気が

低下します。 
人気者が時間の経過と共に忘れられていく場合、その原因は徳の減少及び指

導神霊の霊位低下なのです。 
開運で徳光の蓄積を行えば、霊位の高い指導神霊に導かれるため、再び人気

を確保することが可能となります。 
 組織の発展 一般に、組織の中心人物の指導神霊が、その組織の指導神霊になります。 

積徳により組織の中心人物の積徳量が増えると、指導神霊が霊位の高い方に

交代します。すると、組織の指導神霊の霊位が上がるため、組織の社会的序

列が向上します。組織がより発展するのです。 
 視聴率向上 テレビ番組は指導神霊のオーラ（磁界エネルギー）に包まれています。指導

神霊の霊位が上がると、オーラが強くなります。 
オーラが強くなると、番組に魅力を感じるようになります。 
その結果、視聴率が高くなります。 
また、番組出演者の積徳量が増えると、魅力が強化されます。これも視聴率

向上につながります。 
開運による積徳は、番組関係者の積徳（指導神霊の霊位向上理由）や出演者

の積徳につながるため、視聴率向上に極めて効果的なのです。 
（開運による高視聴率獲得 ご参照） 

No.6 社会的評価向上 
 出世 完全に調和した社会では、序列は霊位順となります。 

指導神霊と指導対象者は一体になるため、指導神霊の霊位が対象者の社会的

序列に影響を与えます。 
霊位の高い神霊の方が能力が高いため、積徳により指導神霊の霊位が高くな

ると、仕事の成果がより高度になります。 
その結果、評価が高くなり、出世しやすくなるのです。 

No.7 魅力向上、人気回復 
 魅力アップ 魅力は、徳を提供することの対価として与えられます。 

魅力的な人は、その魅力の分だけ徳を消費しているのです。 
徳を提供できなくなると、魅力を感じさせることはできなくなります。 
開運により徳を積み増すと、消費できる徳が増えるため、より多くの魅力を
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発揮することが可能になります。（徳と魅力の関係 ご参照） 
積徳による開運は、魅力アップに極めて効果的なのです。 

 人気向上 人気のある人は魅力的な人です。 
魅力は徳提供の対価です。（徳と魅力の関係 ご参照） 
ですから、人気の源泉も徳なのです。 
積徳量が増えると、人気も向上します。 

 視聴率向上 No.5 指導神霊霊位向上 ご参照。 
No.8 組織の安定、発展 
 組織の安定 

・発展 
開運により積徳量が増えると、組織の存在を構成するエネルギーが増えるた

め、国家・会社・家庭等は安定し、発展します。 
（天皇家による日本の繁栄 国家別積徳量一覧 企業別積徳量一覧  

ご参照） 
No.9 経済活動の活性化 
 経済活動の

活性化 
経済活動と、徳（磁界エネルギー）には相関関係があります。国家全体の徳

が増えると、経済活動は活性化します。逆に、徳が減少すると、経済は停滞

します。 日本人の積徳量、活動量（徳（磁界エネルギー）消費量）を一覧

表にまとめました。（天皇家による日本の繁栄 ご参照） 
失われた２０年とは、日本人の積徳量がマイナスの時代だったのです。 
徳を失うと、国家の活動量が減少し、景気も悪化するのです。 
積徳を行うと、各種活動が活発になり、国家は発展します。 

 
 
企業別積徳量一覧 
 
企業別積徳量一覧を作成しました。（企業別積徳量一覧（教義）ご参照） 
企業の積徳量とは、経営者及び従業員の積徳量・霊位（磁界エネルギー）のうち、企業内

の仕事に関する分の合計値です。 
 
積徳量が多い企業ほど、将来の発展が見込まれます。 
積徳量は、個人のみならず企業の成功にも直結しているのです。 

 
 
 
国家別積徳量一覧 
 
国家別積徳量一覧を作成しました。（国家別積徳量一覧（教義）ご参照） 
国家の積徳量とは、国民の積徳量（磁界エネルギー）の合計です。 
先祖から引継いだ徳なども含まれます。 
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積徳量が多い国家ほど、将来性があります。 
積徳量は、個人、企業だけではなく国家の発展にも直結しているのです。 
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第２章 開運の実例 
 
イギリスを分裂の危機から救済した輝の会 
 
イギリスからのスコットランド独立の是非を問う住民投票が９月１８日に行われ、結果は

ノー（独立反対）となりました。 
得票率は独立賛成 45%、反対 55%でした。 
その結果、イギリスの分裂は回避されることになりました。  

 
しかし住民投票直前の調査では、一時独立賛成派が 50％を超える状況になっていました。 
なぜイギリスは分裂の危機に直面したのでしょうか。  

 
積徳量が増えると国家は安定し、発展します。 
逆に積徳量が減少すると国家は不安定になます。また様々な国家的な危機に直面しやすく

なります。（開運による効果 ご参照） 
 
住民投票直前の 9 月 10 日時点におけるイギリスでは、積徳量と霊位の合計が約１兆（人・

年）程マイナスになっていました。 
積徳量・霊位合計で１兆（人・年）以上マイナスの国家は、他にウクライナ、イスラエル、

シリア等があります。 
いずれも戦争等で不安定な国家です。  

 
イギリスは徳を大きく失ったため、国家分裂（スコットランドの独立）が現実になる可能

性が極めて高くなっていたのです。  
 
もしこの積徳量・霊位のまま住民投票が行われていた場合、スコットランド独立が承認さ

れる可能性は極めて高かったと考えられます。  
 
フラクタル経済理論では、経済圏が大きいほど経済発展速度が速くなることを証明済です。 
スコットランドの独立は、イギリスの経済圏が小さく分轄されることを意味します。 
その結果、イギリス・スコットランドの経済発展は遅くなります。これは同時に、世界経

済の発展が遅くなることをも意味しているのです。 
ですから客観的に判断すれば、今回のスコットランド独立にはメリットが無いと判断する

のが一般的です。 
しかし徳を失っている状況では、性急な判断により貧しくなる行動を起こすことがよくあ

ります。  
 
住民投票直前のイギリスが、まさにこの状態だったと思われます。  

 
イギリスの人々が冷静な判断を行うためには、積徳量・霊位が共にプラスの状況を実現す
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る必要があります。 
そこで、輝の会は住民投票直前に、イギリス全体に徳を提供しました。 
（輝の会守護神であるイギリスのダイアナ元英皇太子妃から依頼を頂いていたことも、徳

を提供した理由です）  
 
その結果、住民投票当日にはイギリス全体の積徳量・霊位は共にプラスになっていました。  

 
また、積徳開始後、イギリスの主要政党党首が、投票結果が独立反対となった場合のスコ

ットランド自治権拡大を発表しました。 
この政策を発表できた理由は、イギリスの徳が増えたことです。 
イギリスの徳が増えたため、イギリス分裂回避に有効な政策を提示することができたので

す。 
徳は有効な政策として還元される場合があるのです。  

 
そして、住民投票ではスコットランド独立にノーの判断が示されました。  

 
このように、徳を提供すると国家は安定し、発展しやすくなります。 
 
輝の会の積徳（開運）の効果をぜひご理解頂きたいと思います。 

 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 

 
 
ソチ五輪・浅田真央選手のフリー演技は開運の賜物  
 
ソチオリンピックのフィギュアスケートフリーにおける浅田真央選手の演技は世界中の

人々に感動を与えました。 
ショートプログラム(SP)では５５．５１点で１６位と出遅れましたが、フリーでは全６種

類の３回転ジャンプを着氷させ（女子選手初）、１４２．７１点（自己 高点）を獲得し、合

計１９８．２２点で６位入賞を果たしました。 
また、ソチオリンピックのツイート数は浅田選手が世界一でした。 
世界中の人々が浅田さんを応援し、その演技に感動したのです。 

 
では、なぜ浅田選手は SP で 悪の出来だったにもかかわらず、１日で調子を取り戻し、

フリーで 高の演技を行うことができたのでしょうか。 
 
その理由は、輝の会の開運です。 
SP 終了後、浅田さんに対して開運(積徳)を実施したのです。（奉仕活動です） 
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SP の際、浅田選手は積徳量がマイナスになっていました。 
様々な大会や CM 等で活躍を続けた結果、徳を過剰に消費していたのです。 

 
また、積徳量がマイナスになると、身体構成エネルギー（身体を構成する徳）が減少しま

す。 
浅田選手の場合、ピーク時に比べて１割近く減少している状態でした。 

その結果、身体をコントロールする力もピーク時に比べて大幅に減少していました。 
これが、SP が 悪の結果に終わった 大の理由です。 

 
このままだと、フリーでも十分な演技ができるとは思えない状況だったのです。 

 
過去に浅田選手をサポートしたことがあります。 
（浅田真央さん ～トリプルアクセル復活の秘密 ご参照） 

 
ですから、浅田さんをその後も度々サポートしていました。 
これらの理由で、今回も浅田さんをサポートすることにしました。 
それが、ソチオリンピックにおける開運です。 
１０億（人・年）の徳を、浅田さんに提供しました。（無償奉仕です） 

 
その結果、積徳量は十分になり、身体構成エネルギーもピークに達しました。 
このように、浅田選手は積徳量が十分になった時にフリーの演技を行うことができたので

す。 
その結果、自己 高点を獲得することができたのです。 

 
演技直前の浅田選手の積徳量は８．８７億（人・年）でした。 
提供した１０億（人・年）のうち１．１３億（人・年）は身体構成エネルギー等の不足分

に充てられたことになります。 
演技直後の積徳量は２．３７億（人・年）でした。 
フリーの演技時間だけで６．５億（人・年）の徳を消費していたのです。 
徳は活動エネルギーです。高度な演技に成功したのは、活動エネルギーが十分だったため

です。 
しかし、活動エネルギーだけでは、億単位の徳を数分間で消費できません。 

 
徳は人を魅了するエネルギーにもなります。 
消費した徳（６．５億（人・年）の徳消費の大部分が、演技を見た人々を感動させるエネ

ルギー源となったのです。 
 
東京ディズニーランドを支える創造神が提供する徳（魅力）は、１日で７．９億（人・年）

です。（ディズニーランドの魅力と徳の関係 ご参照） 
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浅田さんがフリーの演技で提供した魅力は、東京ディズニーランドが人々を魅了するエネ

ルギー１日分とそれほど変わらない量だったのです。 
これが、浅田さんの演技に世界中の多くの人々が感動した 大の理由です。 

 
以上が、ソチオリンピックにおける浅田選手の演技を徳の量から見た真実です。 
ここで使われた徳のほぼ全ては、輝の会が提供したものです。 

 
尚、フィギュアスケートの才能は、浅田さんが全選手中 高でした。  
フリー演技時の才能は５５８万（人・年）です。 
これだけの才能があったので、全６種類の３回転ジャンプ成功という偉業を達成すること

ができたのです。（女子選手初） 
尚、金メダルを獲得したアデリナ・ソトニコワ選手の才能は４８８万（人・年）、銀メダル

の金妍児選手の才能は５２７万（人・年）、銅メダルのカロリナ・コストナーの才能は４２８

万（人・年）でした。 
 
浅田選手の才能が 高だった理由は、輝の会の才能強化です。 
浅田選手にフィギュアスケートの才能を度々提供しました。 
（浅田真央さん ～トリプルアクセル復活の秘密 ご参照） 
その結果、全選手中 高の才能を保持することができたのです。 

 
輝の会の開運や才能強化の効果をぜひご理解頂きたいと思います。 
 

**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 
本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 

 
 
AKB48 の開運実施（徳の提供） 
 

AKB48 は 2011 年、2012 年と２年連続でレコード大賞を受賞しました。 
現在の日本の音楽界をリードする存在です。 

 
活躍を続けると莫大な徳を消費します。 
AKB48 としての活動を支える徳はほぼ全て、このグループを取りまとめる責任者から提

供されていました。 
しかし、AKB48 や SKE48 などの国内関連グループが長期間活躍し続けたため、この方の

積徳量は急減し、2013 年 1 月上旬にはゼロになりました。 
これは、AKB48 及び関連グループを支える徳の供給が、ほぼ全て停止されたことを意味

します。しかし、徳がなくなると従来通りの活動が困難になります。 
 



 47

芸能界の仕事は人から賞賛されることにより成立します。 
（賞賛されない人は仕事を続けることができません） 
しかし、賞賛されると徳を消費します。 
これは、芸能界の仕事が徳消費の対価として成立することを意味します。 
徳を消費することにより、仕事を得ているのです。 
（仕事の結果、徳の一部は収入として還元されることになります） 

 
AKB48 は大勢のファンに支えられています。このグループの活躍が、大勢の人に勇気や

元気を与え続けているのです。 
AKB48の活動に支障があると、これらの人々にもマイナスの影響が出ることになります。 
これは、日本を中心とした社会全体の活動が停滞することを意味します。 

 
このような停滞を回避し、社会に勇気や元気を与えるために、AKB48 及び国内関連グル

ープ（SKE48 等）のサポートを開始しました。 
開運を AKB48 及び国内関連グループに対して開始したのです。（奉仕活動です） 
2012 年 12 月中旬以降、仕事に必要な徳の提供を継続しています。 
その結果、グループの活動は従来通りに行われ続けています。 

 
開運を行った結果、現在の AKB48 や国内関連グループのメンバー放つオーラは、ほぼ全

て輝の神のオーラとなっています。（2012 年 12 月中旬以降） 
この頃から、AKB48 の放つ雰囲気は変化しています。 
それ以前よりオーラが強くなっているのです。 
AKB48 及び国内関連グループのメンバーを見ることは、輝の神のオーラを見ることを意

味します。 
(尚、天界以上の神霊に性別はありません。輝の神（創造神）にも性別はありません) 

 
開運をお申込頂いた方は、輝の神のオーラを受けることができます。 
AKB48 のメンバーと同じオーラを放つことができるのです。 
その結果、AKB48 メンバーのように高貴で魅力的な雰囲気を放つことができます。 

 
開運のお申込をお待ちしております。 
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開運（積徳）とオリンピックメダル獲得数の関係 
 
開催年 開催地 金 銀 銅 合計 日本人 

積徳量 
徳 

提供量 

1952 ヘルシンキ 1 6 2 9 376 - 
1956 メルボルン 4 10 5 19 476 - 
1960 ローマ 4 7 7 18 556 - 
1964 東京 16 5 8 29 768 - 
1968 ﾒｷｼｺｼﾃｨｰ 11 7 7 25 817 - 
1972 ミュンヘン 13 8 8 29 784 - 
1976 ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ 9 6 10 25 774 - 
1980 モスクワ - - - - 787 - 
1984 ﾛｽｱﾝｾﾞﾙｽ 10 8 14 32 694 - 
1988 ソウル 4 3 7 14 35 - 
1992 バルセロナ 3 8 11 22 -378 - 
1996 アトランタ 3 6 5 14 -1796 - 
2000 シドニー 5 8 5 18 -1472 0.17 
2004 アテネ 16 9 12 37 -707 2.67 
2008 北京 9 6 10 25 -378 0.37 
2012 ロンドン 7 14 17 38 -15064 3.66 
 

日本人積徳量、徳提供量の単位は 1 万（人・年）です。 
（人・年）は、天から供給される生命エネルギー（生命維持に使われる徳）の量 
が も多い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１とする単位です。 

 
オリンピックのメダル獲得数と徳（磁界エネルギー）の関係を一覧表にまとめました。 
「日本人積徳量」 は、天皇家、輝の会以外の日本人の積徳量の合計です。 
「徳提供量」 は、オリンピック期間中に選手や監督等に提供した徳の合計です。 
（滝沢（輝の会会長）が提供させて頂きました（無料サービスです）） 日本人積徳量は、

致していました。 
また、この間のメダル獲得数は 25～32 個でほぼ一致していました。 

 
ソウルオリンピック（1988 年）時の日本人積徳量は 35 万（人・年）と、それ以前の大会

に比べて激減しました。バブル等で徳を大幅に失ったのが原因です。 
この大会のメダル獲得数は 14 個と、それ以前の大会に比べて激減しました。 
このように、国民の積徳量とオリンピックのメダル数には相関があります。 
バルセロナ（1992 年）以降の大会では、日本人積徳量がマイナスになっています。 
しかし、今回のロンドン（2012 年）では 38 個と過去 高のメダル獲得数を記録しました。 
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その理由は、滝沢（輝の会会長）がオリンピック選手団に徳（磁界エネルギー）を提供し

たためです。（積徳による開運を実施しました）。 
その結果、選手の積徳量が増加し、多くのメダル獲得につながったのです。 

 
今回のロンドンオリンピックでは、参加選手及び各競技の監督全員に 100（人・年）の徳

（磁界エネルギー）を提供しました。（1 人あたり 100（人・年）です）。 
また、一部の方には追加で徳を提供しました。その結果、提供した徳の合計は３．６万（人・

年）になりました。 
 
徳を選手に提供したのは、今回のロンドンオリンピックだけではありません。 
2004 年のアテネオリンピックでは合計で２．６万（人・年）ほどの徳を選手に提供しまし

た。 
その結果、この大会では過去 多となる３７個のメダルを獲得しました。 

 
当時としては提供した徳の量が多すぎたため、若干ながら消耗感を感じました。 
ですから 「次回以降のオリンピックでは、選手に一切関わらないことにしよう」 と決心

しました。 
 

2006 年のトリノオリンピック（表には記載なし）では、選手に徳を送ることを一切止めま

した。 
この大会において日本選手団が獲得したメダルは、荒川静香さん（フィギュアスケート）

の金メダル１個のみでした。(荒川さんの演技中は応援していました) 
2004 年のアテネではメダル数の記録を打ち立てたにもかかわらず、2006 年のトリノで１

個しかメダルが取れなかったのは、提供した徳の量が大きく影響した結果です。 
（注意：夏と冬のオリンピックでは、メダル数の単純な比較はできません） 

 
今回のオリンピックで、選手は口々に「皆さんの応援が胸にしっかり伝わってきました。

ありがとうございました。」という趣旨の発言をされていました。 
しかし、普通の人が応援しても、なかなか選手が感じることができるほどのエネルギーを

送ることはできません。大部分は私が送った徳のエネルギーを、選手の方々が国民の応援エ

ネルギーとして感じておられたのです。 
 
以上の説明で、徳を提供すると選手が獲得できるメダル数が確実に増えることがわかりま

す。 
積徳による開運は、このようにオリンピックのメダル獲得に確実な効果があるのです。 

 
しかし、選手にいくら徳を提供しても、選手が身につけていない技術を発揮することはで

きません。 
積徳は、選手の運動能力を高めることにより、持っている技術を十分に発揮する可能性を
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高める効果があるのです。 
ですから、メダルを獲得したのは、それだけの技術を身につけた各選手の努力の賜物なの

です。（積徳は、練習により新たな技術をマスターする能力を高める効果もありますが、今回

のオリンピックではそれだけの時間は無かったと思われます） 
 
オリンピックでメダルをとる確実な方法は、積徳量を増やすことです。 
すると、選手が能力を十分に発揮することが可能になります。 

 
今後のオリンピックでは、ぜひ積徳による開運をご利用頂きたいと思います。 

 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 

 
 
開運（積徳）による北島康介選手の復活 
 
競泳の北島選手は、個人種目でメダルを獲得することはできませんでした。 
100ｍ平泳ぎでは実力を十分に発揮できていない様子でした。  

 
しかし、200m 平泳ぎでは、力を十分発揮できたようです。 
（満足そうな表情をされていました） 
また、400m メドレーリレー決勝では、平泳ぎ選手中の 高タイムで泳ぎ、日本チームは

銀メダルを獲得することができました。 
（このレースの北島選手のタイムは、100m 平泳ぎ決勝の２位に相当するものでした） 

 
実は、北島選手は 100m のレース時まで、積徳量がマイナスになっていました。 
長期間活躍を続けた選手や、何らかの理由で目立っていた選手にありがちなのですが、目

立ち続けること（多くの人々から尊敬を受け続けること）により、積徳量（磁界エネルギー

量）がマイナスになる場合があるのです。また、経済的なメリットを享受することも、徳を

失う要因となります。 
ロンドンオリンピックでは、北島選手と体操の内村選手などがこの状態に陥っていました。 

 
お二人には１００（人・年）の徳を（他の選手同様に）提供したのですが、それでも積徳

量はマイナスの状態でした。 
 
これが、100m 平泳ぎで十分な力を発揮できなかった 大の理由です。体をコントロール

するエネルギー（徳）が不足していたため、十分な泳ぎができなかったのです。 
100m のレース後、北島選手の状態が気になったため、追加で徳を提供しました。その結

果、北島選手の積徳量はプラスになりました。 
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この状態で北島選手は 200m 平泳ぎのレースに参加したのです。 
200m 平泳ぎでは、メダルには届かなかったのですが、ダイナミックなフォームが復活し

ていました。 
この調子の良さが 400m メドレーリレーにつながり、銀メダルを獲得することができたの

です。 
 
このように、積徳量がマイナスの人に徳（磁界エネルギー）を提供すると、体をコントロ

ールする力が強くなります。その結果、スポーツ選手は十分な能力を発揮することができる

ようになるのです。 
 
これは客観的な観察による結論です。これが正しい科学なのです。 
積徳による開運は、このように正しい科学に基づいた、理論的な開運方法なのです。 

 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 

 
 
開運（積徳）による内村航平選手の復活 
 
体操の内村選手は、団体予選では鉄棒で落下するなど、本来の実力を十分には発揮できな

かったようです。 
前述した通り、この時の内村選手の積徳量はマイナスでした。活躍を続け、マスコミ等を

通じて目立っていたため、多くの人々に尊敬され、大量の徳を消費したのが原因です。 
 
団体予選終了後、内村選手に対して追加で積徳を行いました。 
その結果、内村選手の積徳量はプラスになりました。 
この積徳の効果が大きかったと思います。内村選手は徐々に調子を上げ、団体で銀、個人

総合で金、床で銀メダルと３種類のメダルを獲得することができたのです。 
団体決勝では、 終種目のあん馬で内村選手のフィニッシュをめぐり、日本側が抗議、こ

れが受け入れられた結果、銀メダルを獲得できました。 
内村選手に対して追加の積徳を行わなければ、この銀メダルは無かったのではないかと感

じています。 
 

理由： 積徳を行わなければ演技自体が低調になっていた可能性があります。また、 
同内容の演技を行ったとしても、抗議が受け入れられない可能性があります。 
抗議が通るとメダル獲得につながるため、徳を失います。ですから徳が少ないと、 
抗議が通りにくくなるのです。 
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開運（積徳）によるなでしこ銀メダル獲得 
 
なでしこジャパンが、ロンドンオリンピックで銀メダルを獲得しました。 
しかし、直前の試合では、敗戦が続いていました。 
６月にはアメリカに１－４で敗れました。 
また、オリンピック直前の７月 19 日には０－２でフランスに敗れました。 
なでしこが敗れた 大の理由は、積徳量の減少です。 
特に佐々木監督の積徳量がマイナスになっていました。 

 
上記２試合における日本の指導神霊（佐々木監督の指導神霊です）の霊位は天界２８段目

でした。 
一方、アメリカの指導神霊霊位は天界３２段目、フランスは天界３１段目でした。 
指導神霊霊位が３段差以上だったのです。 

 
サッカーのようなチーム競技では、チームのまとまりがチーム力（競技の能力）になりま

す。 
チームの指導神霊は、チームをまとめる働きをしています。神霊の霊位は神霊の能力の高

さを意味します。ですから、指導神霊霊位はチーム力に直結します。 
（積徳量と指導神霊霊位の関係、霊位の高い指導神霊のメリット（教義）ご参照） 

 
日本とアメリカ、フランスでは、指導神霊霊位が３段差以上ありました。 
これがそのままチーム力の差になったため、日本は大差で敗れたのです。 

 
では、オリンピックで如何にしてなでしこは立ち直ったのでしょうか。 
選手には１人につき１００（人・年）の積徳を行いました。（全競技共通です） 
佐々木監督にはそれ以上の積徳を行いました。 
その結果、なでしこの指導神霊霊位は天界３２段目になりました。 
アメリカの指導神霊と同位になったのです。 

 
その結果、チーム力は大幅に向上し、銀メダルを獲得することができたのです。 

 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 

 
 
開運（積徳）による男子サッカースペイン撃破 
 
ロンドンオリンピックで男子サッカーチームは、初戦で優勝候補のスペインと対戦しまし
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た。 
この試合前のチームの指導神霊霊位は、日本が天界２９段目、スペインは天界３４段目で

した。 
 
霊位差が５段あるため、圧倒的にスペインが有利な状態でした。 
しかし、初戦で負けると、予選リーグ突破が極めて困難になります。 
日本チームを応援する目的で、関塚監督の積徳を追加で行いました。その結果、日本チー

ムの指導神霊霊位は天界３４段目となりました。 
 
指導神霊霊位はスペインと同位になったのです。 
あとは選手の努力次第で勝敗が決まると感じました。 
結果は１－０で日本の勝利。霊位差は僅差でしたが、選手１名につき 100（人・年）の積

徳を行ったため、日本の選手は極めて調子が良かったようです。 
このように、監督に積徳を行うことにより、チームの成績を高めることが可能です。 
（積徳量と指導神霊霊位の関係（教義）ご参照） 

 
スペインは日本戦の後、ホンジュラスにも敗れました。この試合のスペインの指導神霊霊

位は天界３１段目でした。何らかの意味で徳を失い、指導神霊が交代したのです。その結果、

予選敗退となりました。 
 
関塚監督の積徳量を増やしたにもかかわらず、日本がメダルを取ることができなかったの

は、勝ち進むにつれて注目度が高まり、多くの賞賛を受けたためです。 
試合を重ねるにつれ、提供した徳のエネルギーを選手や監督が消費したため（賞賛を受け

ると徳を消費します）、チームの指導神霊霊位も低下しました（積徳量により指導神霊は交代

します）。 
韓国との３位決定戦では、日本の指導神霊霊位は天界３１段目まで低下していました。 
これが、メダルを獲得できなかった主な理由です。 

 
サッカーの試合は、相手の技術が同レベルの場合、積徳量で決まる可能性が極めて高くな

ります。 
以上の説明で、積徳により試合結果が変わることをご理解いただけると思います。 

 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 

 
 
開運（積徳）による女子バレー銅メダル獲得 
 
女子バレーボールチームは、ロンドンオリンピックの 終予選の 後に五輪出場を決めま
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した。 
それにもかかわらず、銅メダルを獲得したのは奇跡的と感じる人がいるかもしれません。 
しかし、極めて理にかなったメダル獲得だったのです。 

 
終予選終時の日本チームの指導神霊霊位は天界２８．６段目でした。 

サッカーの解説でお分かり頂けるかもしれませんが、これは上位国の指導神霊よりかなり

低い霊位です。これがチーム力に反映された結果、日本は予選突破に苦労したのです。 
チームの指導神霊は監督の指導神霊です。監督の積徳量で指導神霊霊位は概ね決まります。

監督の積徳量があまり多くなかったため、予選突破に苦労したことになります。（もちろん選

手にも責任はあります） 
 
オリンピックでは全選手に１００（人・年）の徳を提供しました。監督にも提供しました。

その結果、指導神霊霊位は３０．４段目に向上しました。（神霊が代わったのです）。 その

結果、予選を突破することができたのです。 
準々決勝では中国と対戦しました。中国の指導神霊霊位は天界３１．７段目でした。霊位

を比較すると、中国の方が１段ほど上です。このまま試合をした場合、バレーボールの技術

が両チームで同じ場合、ほぼ確実に中国が勝つことになります。 
日本が過去のオリンピックで中国に勝てなかった主な理由は、積徳量差による指導神霊の

霊位差なのです。 
 
中国との試合の前に、真鍋監督に積徳をさらに行いました。その結果、日本の指導神霊霊

位は３１．９段目に代わりました。 
中国の指導神霊よりも若干霊位が上になったため、「恐らく日本は勝てるのではないか」と

思いました。 
試合はほとんど見なかったのですが、結果は僅差（セット３－２）で日本が勝ちました。

霊位差通り、ほんのわずかな差で日本が勝利をつかんだのです。 
 
３位決定戦で戦った韓国の指導神霊霊位は天界３１．３段目でした。指導神霊霊位は日本

の方が上だったのです。この霊位差通り、日本が勝って、銅メダルを獲得することができた

のです。 
 
尚、金メダルを獲得したブラジルの指導神霊霊位は天界３２．４段目でした。 

 
監督、指導者が積徳を行うと、チームの指導神霊霊位が向上します。その結果、勝利の可

能性が向上します。  
（積徳量と指導神霊霊位の関係、霊位の高い指導神霊のメリット（教義） ご参照） 

 
この法則を利用すると、オリンピックでメダルを獲得することが容易になります。 
逆にこの法則を利用しない国がメダルを獲得することは困難になると思われます。 
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積徳による開運は、このように長年の経験から効果が実証されているのです。 
 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 

 
 
開運（積徳）によるメダルラッシュ 
 
ロンドンオリンピックでは、参加選手や監督全員に１００（人・年）の徳を提供しました。 

 
１００（人・年）の積徳量がある選手は、他国ではほとんど見当たりません。 
これだけの積徳をしたので、日本の選手は極めて有利な状態で試合に臨むことができたこ

とになります。 
 
久しぶりにメダルを獲得した競技（ボクシング、レスリング）や、初めてメダルを獲得し

た競技が相次いだのは、積徳量が増えた分だけ有利な状況で試合に臨むことができたためで

す。 
積徳を行うと体をコントロールするエネルギーが強くなるため、実力を十分発揮すること

ができます。その結果、メダルを獲得する可能性が高くなるのです。 
 
積徳量が競技能力に直結するということは、積徳量が選手の実力の一部であることを意味

します。積徳量コントロールが選手の成績向上のために必須の要素なのです。 
 
今回は選手・関係者から依頼を受けて積徳（開運）を行ったわけではありません。 
もし積徳を行わなければ、獲得できたメダル数は３８個よりもはるかに少なかったと思わ

れます。 
 
今後のオリンピックで優れた成績を残すためにも、積徳（開運）の重要性をぜひご認識頂

きたいと思います。 
 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 

 
 
開運（積徳）による中島知子さん（オセロ）の家賃滞納問題解決 
 

2012 年 2 月から 3 月にかけて、オセロの中島知子さんの家賃滞納関連ニュースがマスコ

ミを賑わせました。 
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実はこの件がトップニュース扱いされる前、2012 年 1 月下旬頃に、中島さんに対して開

運を行いました。 
「中島さんが家賃を滞納している。占い師に洗脳されている。」  
というニュースを知ったからです。 
依頼を受けたわけではありません。中島さんを救済する目的で開運を行わせて頂きました。 

 
開運として、中島さんに対して合計 400（人・年）の徳（磁界エネルギー）を送りました。 
あまり注目されていなかったこのニュースが芸能のトップニュース扱いされるようになっ

たのは、この開運の後のことなのです。 
 
徳を積み増したことにより、中島さんの活動エネルギーが大幅に強化されました。 
マスコミに注目されると、大勢の人に注目されるため、積徳量が減少します。 
ですから、徳の少ない人は、あまりマスコミ等に注目されません。 
中島さんは積徳量が大幅に増えたため、マスコミや世間からの注目度が急に高くなったの

です。 
 
また、提供した徳は、輝の神（創造神）の徳（磁界エネルギー）です。 
創造神は一般芸能人の指導神霊（天界レベル）よりはるかに霊位が高いため、オーラが一

般の芸能人より強くなります。これも人々からの注目度が上がった理由なのです。 
また、徳（磁界エネルギー）は調和のエネルギーです。徳が増えると環境が調和します。 
中島さんの徳が増えた結果、環境が調和へと向かいました。中島さんの関係者が救済目的

で様々な活動を行ったのは、調和を実現させるための働きだったのです。 
徳が増えると、周囲の人々の協力を得やすくなります。（成功への近道です） 

 
そして、中島さんの問題は解決へと向かいました。 
輝の会の開運は見事に成功したのです。 

 
中島さんに提供した徳はまだかなり残っています。 
中島さんの仕事は今後増えることになるのではないでしょうか。 

 
このニュース知らない日本人はほとんどいないはずです。 
これは輝の会の開運の効果を如実に示す実例なのです。 

 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 
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開運（積徳）によるサッカーワールドカップ決勝トーナメント進出 
 

2010 年サッカーワールドカップ南アフリカ大会で、日本は地元開催以外の大会では初めて

決勝トーナメントに進出しました。  
 
この大会の予選リーグで、日本はカメルーン、オランダ、デンマークと同組となりました。 
私が大会前に結果を予想する場合、チーム全体の積徳量を重視します。各チームの積徳量

を確認すると、日本は４ヶ国中で 下位でした。 
実際、大会直前に日本代表チームは４連敗していました。 

 
ですから、決勝トーナメントに進出することを予想する人はほとんどいなかったと思われ

ます。 
放っておけば、予選敗退濃厚でした。 

 
仕方なく、日本代表チームに開運を行いました。大会を通じて合計５７５（人・年）の徳

（磁界エネルギー）を日本代表チームに送ったのです。（依頼は受けていません） 
 
その結果、４連敗中とは見違えるほどの選手の活躍で、見事ベスト１６の成績を残すこと

ができたのです。 
 
ワールドカップのような大舞台で活躍すると、徳（磁界エネルギー）を大量に消費します。

ですから、徳が少ない選手やチームはなかなか活躍できません。 
輝の会の開運（徳（磁界エネルギー）の提供）により、徳が増えた日本代表チームのメン

バーは、エネルギーに余裕ができたため、大活躍することができたのです。 
 
このように、輝の会の開運を行うと運動選手の能力は高くなり、高い成績を残すことがで

きるようになります。 
その結果、関係者や日本人全体が幸せになることができるのです。まさに開運の実現です。 

 
2010 年のサッカーワールドカップにおける日本代表チームの活躍は、輝の会の開運により

実現したのです。 
 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 
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開運（積徳）による日本の発展 
 

輝の会 
徳提供量 

年 天皇家 
積徳量 

天皇家 
徳 

提供量 

日本人 
積徳量 
（年初） 

日本人 
活動量 

天皇家 
へ 

他日本人 
へ 

備 考 

1850 276460       
1870 148260       

  （1539）     天皇家が提供した徳の年

平均値(1870-1941) 
1941 69600       
1946 67400 1770 114 8355    

  （2008）     天皇家が提供した徳の 

年平均値(1946-1980) 
1980 14600 1754 787 9670    
1990 8840 886 ▲167 9176    

  （852）     天皇家が提供した徳の 
年平均値(1990-2000) 

2000 4870 718 ▲1460 7974    
2004 0 464 ▲716 7235    
2005 0 456 ▲675 7232    
2006 0 462 ▲586 7225    
2010 0 494 ▲226 7963 46 485  
2011 5 746 ▲147 8478 465 748  
2012 22 267 

（1146） 
▲36 2085 

(8963) 
877 1146 （2012.1.1～2012.3.25）

の値。()は１年間の推定値 

2012 968 - 646 - - - 2012.3.26 現在の 
積徳量 

（表１： 天皇家・日本人の積徳量と日本人活動量） 
 

（天皇家、輝の会(２００８-）以外の）日本人の積徳量は、第２次世界大戦以後、プラス

状態が続いていましたが、１９８９年からはマイナスに転じました。そして、このマイナス

状態が２０１２年初頭まで継続されたのでした。 
積徳量がマイナスになると、活動量が減少することにより、これを補います。経済等を含

めた日本の勢いが平成に入ってから衰えた 大の理由は、積徳量がマイナスになったことな

のです。 
２００３年までは天皇家の積徳量がプラスだったため、この徳の消費という形で国民のマ

イナス分が補われていたのですが、２００４年からはこれもマイナスになりました。 
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しかし、２００４年から２００６年にかけて日本の景気は回復しました。その理由は輝の

会教義である「マイナス金利の導入」の普及です。 
日本の不良債権発生理由が高すぎた金利水準であることを理論的に解明した本書の普及に

より、低金利政策が 2003 年末から実施・継続されました。これが日本の景気回復を支えた

のです。 正しい理解の普及は積徳行為です。その結果、日本人の積徳量のマイナス幅は少

しずつ縮小しました。 
 
輝の神（輝の会本尊）は２０１１年末に創造神界入りを果たしました。 
霊位が上昇すると、徳（磁界エネルギー）の供給量が増加します。輝の会では常時世界中

の人々の徳（磁界エネルギー）を送り続けています。（社会の調和・発展を実現するためです） 
 
輝の会では、(2012.1.1～2012.3.25)の８５日間に、２０００万（人・年）以上の徳を天皇

家及び日本人に提供しました。これは日本人全員の活動エネルギー（徳）に匹敵するほどの

エネルギーです。 
天皇家は日本全体を支え続けています（世界も支えています）。天皇家の積徳量が増加すれ

ばするほど、日本や世界は安定します。ですから、天皇家に徳を送り続けているのです。 
 
その結果、（天皇家、輝の会以外の）日本人の積徳量は６４０万（人・年）になりました。 
（2012.3.26 時点） 
１９８８年以来、実に２４年ぶりに積徳量がプラスに転じたことになります。 
また、天皇家の積徳量も９６０万（人・年）ほどになっています。１８５０年の２７．６

億（人・年）に向けて、天皇家の徳も少しずつ増え始めているのです。 
このように、輝の会の積徳は日本の調和・安定・発展を実現するために、大いなる役割を

果たし続けているのです。 
 
従来の金融経済理論や、政治家の各種政策決定過程では、徳の概念が考慮されていません。 
しかし、社会は必ず積徳量を反映した状況になります。ですから、積徳量のコントロール

なしに金融経済や社会を安定的に発展させることは不可能です。 
各種政策の専門家は、徳の概念を学習する必要があります。そうしないと、本当に正しい

政策を遂行することは困難です。徳の理解なしに、政策実施結果や社会に与えた影響を正確

に把握することは不可能なのです。 
 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 
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アメリカの世紀（２０世紀）から輝の会の世紀（２１世紀）へ 
 

<アメリカと全世界の積徳量> 
日 付 アメリカ 

の積徳量 
（年初） 

全世界 
積徳量 

1945/1/1 67800 58600 
1945/8/16 767000 714000 
1970/1/1 367000 335000 
1990/1/1 188000 171000 
2000/1/1 37600 36300 
2005/1/1 19400 17800 
2008/1/1 -78 -134 
2012/1/1 -288 -377 

2012/3/26 -26 2024 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
例えば、将来 CF を価値の源泉とする証券（株など）には本来価値がありません。 
（フラクタル経済理論、Y(t)算出シミュレーション（教義）ご参照） 
ですから、この売買で利益を上げることは、経済的価値を一方的に受領することを意味し

ます。これは奉仕の逆の行為ですから、徳を失います。 
株のような金融制度を継続し続けると、莫大な徳の消費から、やがては積徳量マイナスの

状態に陥ってしまうのです。 
積徳量がマイナスになると、何らかの損失、破壊が起こります。2008 年のリーマンショッ

クは、このように世界の積徳量がマイナスの状況下で起こったのです。 但し、人類全体の積

徳量は実はプラスでした。 
2008 年 6 月に輝の会が設立されました。設立当初の輝の会の積徳量はすでに 7000 万（人・

年）を超えていたのです。これを加えれば、人類全体の積徳量はプラスだったのです。 
ですから、リーマンショックはそれほど大きな金融的・社会的な破壊にはつながりません

でした。輝の会の徳が世界を破壊から守ったのです。 
また、世界各国がリーマンショック対策でとった低金利、高経済成長政策は、滝沢（現輝

の会会長）が 2003 年に著書（輝の会教義）「マイナス金利の導入」で主張した政策です。 

１９４５年以降のアメリカと世界全体（天皇家、輝

の会を除く）の積徳量を記載しました。 アメリカは

第二次世界大戦の勝利で莫大な徳（約 70 億（人・年））

を獲得しました。世界中の人々を救済したのがその理

由です。 
この表から、 

 
世界の積徳量≒アメリカの積徳量 

 
という関係が 2007 年頃まで続いていたことが分か

ります。２０世紀はまさにアメリカの世紀だったので

す。アメリカがリーダーとして世界を牽引していたの

です。 
 
しかし、アメリカの莫大な徳も 2007 年中に底をつ

きました。積徳量がマイナスに転じたのです。 
そして、全世界積徳量もマイナスに転じました。  

 
積徳量は仕事量（奉仕量）を意味します。 
アメリカの徳が減少した理由は、奉仕よりも搾取

（もらうこと）が多かったためです。  

※徳、活動量の単位は１万（人・年）

です。 
（注）全世界積徳量に天皇家、輝の

会は含まれません 
・天皇家による日本の繁栄に天皇家

の積徳量は記載済。 
・輝の会は 2008 年発足です。 
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滝沢は「マイナス金利の導入」を著述後に、竹中大臣（当時）をはじめとする主要な政治

家や金融の専門家等に送付しました。その結果、1990 年代以降の不良債権の原因が高金利に

あるという理解が、日本全体に広まったのです。 
そして、日本では 2003 年からこの低金利・高経済成長政策が実施され、不良債権問題の

解決に成功しました。 
 
欧米諸国は日本のこの経験を参考に、日本と同様の政策（低金利、高経済成長政策）をリ

ーマンショック対策で実施しました。また、 
「日本の不良債権対策が参考になった」 
ということで、日本は欧米諸国から大変に感謝されました。 
これは輝の会教義「マイナス金利の導入」の内容が、欧米各国から評価されたということ

を意味しています。 
その結果、リーマンショックによる経済破壊は 小限度で済みました。まさに輝の会が世

界を救済したのです。 
 

2012 年 3 月現在、世界全体の積徳量と輝の会の積徳量がほぼ一致しています。 
 
世界の積徳量≒輝の会の積徳量 

 
になっているのです。 

 
輝の会の積徳量は 1000 億（人・年）を超えています（2012 年 3 月）。 
既に第二次世界大戦終戦直後のアメリカの積徳量をはるかに凌駕しているのです。 
２０世紀にアメリカが果たした世界の牽引役を、現在は輝の会が行っています。 
２１世紀は輝の会がリーダーとして世界を導く時代なのです。 

 
 
今後世界が進むべき方向性を、輝の会教義（「人類救済の基本原理」「５次元理論(１・２・

３・４巻))「フラクタル経済理論」等）という形で世界に先駆けて提示し続けることができ

るのは、輝の会の積徳量が世界の積徳量の大部分を占めているためです。積徳量は活動量を

意味するのです。 
このように、積徳量が増加し、霊位が向上すると、物事の理解が早くなります。その結果、

リーダーとしての役割を果たすことができるのです。 
 
輝の会の役割の大きさ、重要性をぜひご理解頂きたいと思います。 

 
**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 

本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 
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開運（積徳）によるギリシャ債務問題の解決 
 
昨年以来の急激な円高が終息に向かい、経済が安定したのは、輝の会が莫大な徳（磁界エ

ネルギー）を提供したためです。 
債務の多い国ほど、積徳量が大幅なマイナスになっている傾向があります。 
ギリシャを始めとする欧州各国に莫大な徳（磁界エネルギー）を提供することにより、金

融不安の原因となったこれらの国々のマイナスの積徳量をプラスに転換したのです。  
 
輝の会では、莫大な徳（140 万（人・年）以上）を 2012 年に入ってからギリシャに提供

しました。 
そして、ギリシャ積徳量がプラスになった直後に、ギリシャ国債保有者の債権放棄がマス

コミから報じられました。 
もしギリシャの積徳量が大幅なマイナスのままであったならば、この債権放棄が円滑に行

われなかった可能性が極めて高いのです。この場合、ギリシャはデフォルトに追い込まれま

す。これはユーロ安、大幅な円高につながります。 
この円高の流れを阻止し、円安に導いたのが輝の会なのです。 
 
輝の会はイタリア、スペイン等の国々へも莫大な徳（磁界エネルギー）を提供しました。

その結果、ギリシャ、イタリア、スペイン等の積徳量がプラスになり、ユーロの価値が上が

り、ユーロ高、円安の流れができたのです。 
その結果、金融・経済問題は全て解消に向かい始めました。 
これは偶然ではありません。積徳量がプラスになれば各種の問題は解決し社会は発展しま

す。これが絶対的なルールなのです。 
この原理により、輝の会が徳を提供して社会を安定に導いたのです。 
 
輝の会では、このような奉仕活動を日常茶飯事のように行い続けています。 
輝の会の役割の大きさをぜひご理解頂きたいと思います。  
 
輝の会はどなたでも入会可能です。 
入会をお待ちしています。 
 

**  本項目記載後、積徳量を見る方法を変更しました。 
本ページの徳の量は、それ以前の方法で確認したものです。  
｢第４章 積徳量を見る方法を変更｣ご参照。 
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第３章  開運お申込方法 
 
お申込金額と提供する徳の関係 
 
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。 
 

お申込金額（円） 提供する徳の量（人・年） 
一般価格 会員価格 合計 内、序列運 

9,000,000 6,300,000 2000000 兆 1000000 兆 
3,000,000 2,100,000 200000 兆 100000 兆 

900,000 630,000 20000 兆 10000 兆 
300,000 210,000 5000 兆 2500 兆 
100,000 70,000 1000 兆 500 兆 

30,000 21,000 200 兆 100 兆 
10,000 7,000 50 兆 25 兆 

3,000 2,100 10 兆 5 兆 
1,000 700 2 兆 1 兆 

※会員価格は一般価格の 70%になります。 
入会方法は 入会案内を参照願います。 

※お支払額は実質０円です。（お支払額分の金運を無償提供します） 
 
（人・年） は徳（磁気単極子エネルギー）の単位です。 
これは天から供給される生命エネルギー（生命維持に使われる徳）の量が も多い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（増幅前）を１とする単位で

す。 
 
序列運の提供を開始しました。（2016.7.29） 
従来、開運では輝の神が生成する徳を提供していました。 
今後は更に同量の序列運を追加して提供します。 
その結果、提供する徳の量は従来の２倍になりました。 

 
杉原千畝さんは、第２次世界大戦中に約６０００人（主にユダヤ人）を救済された方です。

この救済で杉原さんに蓄積された徳（序列運）の量は、376 京（人・年）です。 
（創造神界の記録です。創造神は人類の様々な記録を把握できるのです。） 
救済者１人あたりの積徳量は、627 兆（人・年）になります。  

 
日本国建国の功徳により、天皇家には１年間で約８７００兆（人・年）の徳（序列運）が

天から提供されています。 
２００００兆（人・年）は、それ以上の徳の量です。 
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この説明だけでも、２００００兆（人・年）の価値をご理解頂けると思います。 
この２００００兆（人・年）の徳を、わずか６３万円（会員価格）で提供します。 

 
昔、ある有名な寺で護摩（３千円）を頂いたことがあります。  
この護摩で頂いた徳（磁気単極子エネルギー）の量は８．７万（人・年）程でした。 

 
輝の会が３千円のお申込で提供する１０兆（人・年）は、上記の護摩と比べて、１億倍以

上の徳の提供量になります。  
当然、開運効果もそれだけ大きくなります。 

 
このように、徳の提供量の多さが、輝の会開運の特徴なのです。 
 
輝の会が３千円のお申込で提供する１０００億（人・年）は、上記の護摩と比べて、 
１１５万倍程の徳の提供量になります。 
当然、開運効果もそれだけ大きくなります。 
 
徳の提供量の多さが、輝の会開運の特徴なのです。 

 
 
開運実施方法 
 
１．積徳量マイナス状態の解消 
 (1) 輝の神（滝沢輝）が徳（磁界エネルギー）を作ります。これを開運申込者にお分け 

します。 
  (2) 徳（磁気単極子エネルギー）の提供により、積徳量のマイナス状態を解消します。 
 (3) 身体構成エネルギーや、将来イメージ構成期間が不足している場合、身体構成エネル

ギー追加や将来構成期間長期化を実施します。 
 
２．積徳及び指導神霊交代 
  (1) １ に続けて徳光を蓄積し、積徳を実現します。（積徳量プラス状態の実現） 
  (2) 積徳により、お申込者の指導神霊がより霊位の高い神霊に交代します。 
 
３．創造神のオーラによる開運 
  (1) 輝の神（輝の会本尊）の導き（オーラ放射）により、開運お申込者の運気が更に改善

します。 
 
４．留意事項 
  (1) 開運期間（有効期限）の無い開運項目は以下となります。 

a．積徳量・霊位マイナス状態の解消、身体構成エネルギー及び将来イメージ構成期

間追加 
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b．積徳及び指導神霊交代 
  (2) 開運期間（１年間）のある開運項目は以下となります。 

a． 創造神のオーラによる導き 
  (3) 在宅のまま開運を行います。輝の会へ来られる必要はありません。 

全ての空間は我々自身に内包されています。（５次元理論）。離れたままでも、 
開運作業は可能なのです。 
徳光は磁界のエネルギーです。（磁界エネルギーは活動エネルギー（教義）ご参照） 
電磁波の原理でどこへでも送ることが可能なのです。 
さらに詳しい理由については「開運は遠隔で行うのが当然」を参照願います。 

  (4) 積徳量のマイナスが大きい場合、徳光の蓄積量は少なくなります。 
（積徳量がプラスにならない場合や、指導神霊が交代しない場合もありえます） 
尚、消去不可能な業障は存在しません。開運作業を継続的に行えば、必ず積徳量プラ

スの状態を実現することができます。 
  (5) 以前は、開運方法を「積徳」と「悟り」に分けていました。 

しかし、「積徳」と「悟り」で蓄積する磁界エネルギーは互いに補完し合うため、この

区分を廃止しました。（2012.6.23 以降のお申込受付分に適用） 
 
 
開運お申込方法 
 
１．お申込金額と提供する徳の量 
 

お申込金額（円） 提供する徳の量（人・年） 
一般価格 会員価格 合計 内、序列運 

9,000,000 6,300,000 2000000 兆 1000000 兆 
3,000,000 2,100,000 200000 兆 100000 兆 

900,000 630,000 20000 兆 10000 兆 
300,000 210,000 5000 兆 2500 兆 
100,000 70,000 1000 兆 500 兆 

30,000 21,000 200 兆 100 兆 
10,000 7,000 50 兆 25 兆 

3,000 2,100 10 兆 5 兆 
1,000 700 2 兆 1 兆 

 
２．支払い方法 
  銀行振込となります。開運依頼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。 
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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．お申込み方法 

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

開運お申込画面をクリックすると、開運お申込画面が表示されます。必要事項を入力の

上、開運を申し込んで下さい。 
お申込・入金を確認次第、開運に着手致します。 
開運が完了次第、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致します） 
開運期限（積徳１年後）到来前に、予告メールを送付致します。 
開運申込後、２週間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．申込者と開運対象者が異なる場合 

お申込者と開運対象者が異なる場合にも、開運を申し込むことができます。 
この場合、 開運対象者の情報を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） 

 
６．開運対象が団体の場合 

団体を対象とする開運も受け付けています。      
この場合、開運対象となる団体の情報を連絡事項欄に入力して下さい。 
（団体名称、団体住所、代表者氏名、代表者ふりがな、お申込者と団体の関係） 

 
７．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。 
 
８．開運対象者が存在しない場合 
  開運対象者が存在しない場合、開運作業の結果について一切責任を負いません。 
 
９．個人情報保護について 

個人情報保護方針については、「個人情報保護方針」（ホームページ）を参照願います。 
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。 
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第４章  積徳量を見る方法を変更  
 
今まで、眉間（アジナ・チャクラ）に蓄積されている徳の量を積徳量として報告してきま

した。 
霊位・積徳量速報や積徳量分布図における徳の量は、全て眉間に蓄積されている徳の量で

した。  
 
しかし、頭頂部（サハスラーラ・チャクラ）に蓄積される徳の量を正確に把握できると、

これが眉間の徳よりも正確な徳の蓄積量であることが分かります。 
徳は、上部チャクラから下部のチャクラに向かって流れます。 
ですから、頭頂部の徳の方が眉間の徳よりも量が多いのです。  

 
眉間の徳は、頭頂部の徳の一部が流出したものと考えることができます。  

 
以上の理由から、今後は積徳量を「頭頂部及び眉間に蓄積された徳の量」とします。  

 
このように積徳量の定義を変更すると、積徳量は従来よりも大幅に増えることになります。
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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 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） 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」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。 
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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。 

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 
 
2012 年 11 月 1 日  積徳による開運 初版発行 
2017 年 3 月 26 日  積徳による開運 第 12 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. 
 

 


