
 
「人生に役立つ物理学」 

 
 
       体の健康物理、経済の健康物理、精神の健康物理、ほか 
 
              人生３健康物理学 
 
人間健康第一：（体の健康物理）運動で不治の病が次々治り奇跡が起きた。ポリープまで縮

小・消滅した。理由は簡単である。 
 
第二に金儲け：（経済の健康物理）食足りて礼節を知る。お金も大切だ。お金が欲しければ

ヒット商品を開発せよ。また、株の動きを見抜いて大勝負せよ。１/３反発係数理論で所得

倍増、３倍増、すぐ増える。 
 
第三に健全な精神：（心の健康物理）超科学、超常現象、へんな宗教をへたに信じたり興味

を持つな。ひっかかる。事実が解明されて、種明かしされるまで待て。 
 
生活の知恵：その他、九死に一生を得る秘訣、生活、趣味に生かせる知識、等々、人生に

役立つテーマを３１項目記述する。 
 
 
（講義・講演・実験場所）： 
静大工学部（浜松）、静大教養部（静岡）、静大夜間部、工業短大、静岡女子短大（現・県

立大）、国立浜松病院付属看護学校、国際工学院専門学校、ヤマハ研修所、日本設計株式会

社、 
 
（講義内容）： 
基礎物理、電気物理、医療物理、看護物理、工業物理、分光物理、偏光物理、応用物理、

人生に役立つ物理、 
 
 

                中桶悟光著 
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はじめに： 
私は静大や付属の工業短大で物理や物理実験を教えてきた。また、静岡女子短大、現、

静岡県立大学の英文、国文、食物栄養科の学生に教養物理を、看護学科の学生に医学・

看護に役立つ物理を教えてきた。国際工学院や国立病院付属看護学校の専門学校でも同

様に工業物理や看護物理を教えてきた。また、ヤマハや日本設計株式会社の企業でも、

社員教育のための研修所で工業に役立つ物理を教えてきた。 
物理を得意とする学生も見られたが、物理を苦手とする学生も少なからず見られた。

原因はいろいろあるが、物理の教科書には理論式・公式や現実離れした物理モデルに終

始しているきらいがある。そこで、物理に興味を持たせるため、一般の物理教科書には

書かれていない人生に密着した面白い題材を探すことにした。 
 宇宙、地球、人体はむろん、株や結婚ですら興味ある物理の題材が溢れていることに

気がついいた。物理は物の動き（位置、速度、等）を調べ、更に、その動きが変化する

原因である力の動きを調べ、現在、過去、未来の因果関係を調べる学問である。因果関

係が分かれば過去が分かり、また未来も予言できる。すると預言者にもなれる。全てが

予言できれば全知全能の神になれる。実際、神に祭り上げられた人も多く見られる。 
 物理以外の学問、化学、医学、等も元を正だせば全ての基本は物理である。我々は生

活する上で物理に埋もれて生活している。朝起きて家を出て職場に着く時間が分かれば

未来が予知、予言できる訳なので立派に物理を理解していることが分かる。従って、我々

は既に多くの物理を身に付けていることが分かる。 
 ここでは、物理を力学、電気、光、熱、等に分類して考えるほかに、生きること全て

が物理であることを実感していただくため、水泳の物理、登山の物理、遊園地の物理、

結婚の物理、ガンの物理、健康の物理、発明の物理、株の物理、等、テーマ毎の分類で

物理を考えることにした。 
従って、この本は物理が全く分からないと言う一般の人にも物理が簡単に理解できる

ことを教えるものである。物理が苦手と言う人は公式が分からないと言う人が多い。そ

こで、物理が苦手と言う人には理論を示す公式を飛ばして進めるよう考慮した。 
 何故、この本が物理の本かと、逆に疑問を持たれる部分もあるかもしれない。場所、

動き、時間、圧力、温度、等を知ること自体が物理であり、因果関係を知り、対策を考

えることが物理なので、一般の人は既に多くの物理を身に付けていることを認識してい

ただきたい。正に、物理は人生、生活、そのものであることが分かる筈です。 
 更に、物理を学び、物理に慣れ、物理を応用すれば、人間が健康になり、企業家にも

なれ、裕福になり、物理が如何に我々の人生にいろいろと役立つものであるかを実感で

きる内容になるよう努めた。2000 年１月 13 日、記す。 
 
 



1 部：物理の理論 

１：物理の基礎の基礎 
キーワード：基礎、位置、時間、動き、力、因果関係、予言、予知、全知全能の神 
１：物理基礎：物があれば、物が動けば、人、地球、宇宙、全てが物理の世界である。 
１） 物理とは物の位置、速度、加速度を調べ物の動きを調べる学問である。ところで、

物を加速させるには力が必要である。力により、この世は様々な動きをし、力によ

り動きを変えることができるので、物理は別名、力学と言う。熱力学、電気力学、

波動力学、量子力学、等々。 
２） 物理がもっとも簡単で基礎的な学問である理由：物の位置や速度・動きは全ての基

礎で誰でも知っている。既に身に付けているからだ。ただし、現代物理は忍者、幽

霊、お化けであり、壁を通り抜け（トンネル効果）、壁を乗り越え（超流動）、２つ

の穴を同時に通過する（分身の術、不確定性原理、粒子の波動性による干渉）、等

の現象もある。 
３） 物理が最高に重要な学問である理由：物の位置、動きが分かれば、自然界の因果関

係が分かり、必要な全ての情報が分かるから。 
４） 因果関係が分かれば、現在・過去・未来の関係も分かり、未来の予言も可能となる。

予言が可能なら、予言者や全知全能の神にもなれる。 
５） 全ての情報が分かれば、必要な発明、応用が可能である。産業革命も可能である。 
６） カオスの世界：因果関係の破綻、予測困難な事象：初期条件のわずかな違いが大き

な結果の違いを与え、初期条件が分かっても未来を予測することが困難になる。 
７） 因果関係の物理：原因と結果は、多くの場合比例する。原因を除くと結果はなくな

る。 
例１：立ちくらみ：急に立つから目がくらむ、すぐに座りこみ、ゆっくり立ち上が

れば完治する。原因を取り除けばよい。 
例２：しもやけ：冷えて血液循環が悪くなっているためにおきる。すぐに、しもや

けを火にあぶれば、すぐに治る。原因を取り除けばよい。 
例３：寒さによるカゼ：すぐに体を温めれば治る。原因を取り除けばよい。 
例４：肩こり：肩に力が入り血液循環が悪くなっているためにおきる。すぐに、ド

ライヤーか何かで暖めれば治る。原因を取り除けばよい。 
以下の理論は省略します。ご希望の方は、ご連絡下さい。 
 
次に、２部のテーマ別物理を解説します。人気ナンバー１は、６：健康物理です。

人気ナンバー２は、１１：趣味の物理、や１２：株の物理です。ご高覧下さい。 



2 部：テーマ別物理 
１－１：結婚の物理： 

早く結婚するには１．精神的、肉体的に魅力をつける。２．結婚相手に巡り合える

よう、相手の居る場所に動く。活発に行動する。結婚温度を上げる。３．結婚相手

の範囲を広げる。４．相手が見つからない人は第三者（結婚紹介所、友人の紹介、

ネルトン、合コン、触媒）の助けをかりる。５．結婚相手に出会うまで粘る。生き

長がらえる。決して諦めない。以上の５条件が必要である。 
公式  Ｐ＝ＣＮＶＴ＝１   Ｃ：魅力や外部条件で決まる定数 
               Ｎ：交際範囲 
               Ｖ：交際のため活発に動く、熱くなる 
               Ｔ：結婚できるまで生きる、粘る時間 

   パーティーで近づくとか、サークルに入り交際のため熱くなると有効、結婚温度

を上げる。魅力の薄い人、諦めの早い人、早死にする人、箱入りで動かない人、そ

れらの人たちの結婚は難しい。 
 

１－２：ガンの物理： 
発ガン物質（ウィルス、強い日光、放射線、等）が正常細胞の遺伝子に衝突する

と、異常細胞が異常に増えるガン細胞になる。その割合は次式で与えられる。１は

確率が１００パーセントであることを示し、見事、事が成立することを意味する。 
公式 Ｐ＝ＣＮＶＴ＝１   

ここに、Ｐ：確率、Ｃ：定数、Ｎ：発ガン物質の密度、Ｖ：発ガン物質の

正常細胞に衝突する速度、Ｔ：発ガン物質と正常細胞が接触時間 
従って、ガンにならないためには、発ガン物質の数、密度を下げる。運悪く、発ガ

ン物質が体内に入ってきても早く追い出せばよい。接触時間を短くする。長くつき

あわない。発ガン物質の速度を落とす。即ち、温度を下げて動きを止める。熱いも

のを食べない。ガン予防１２ケ条を守る。 
 
有り得ない話だが、ガンになりたい時は、大量の発ガン物質と長時間接触し、発ガ

ン物質の温度、動きを上げる。 
発ガン物質とは、タバコの煙に含まれるニトロソアミン、ガソリンや石油、排気ガ

スに含まれるベンツピレン、細胞の中に入り込み遺伝子を傷つけるウィルス、遺伝

子を破壊する透過力の強い紫外線、放射線、Ｘ線、ガンマ線、他である。 
ガンにならないための対策：最初から発ガン物質のある場所に近づかない。体内に



入れない。体内に入ってきても早く追い出す。運悪くガンになっても、初期の場合

は運動し血流を促進し、白血球、等で攻撃して退治すればよい。切除できる場所で

あれば切除する。ガン細胞に集まり、かつ、レーザー光を吸収する物質を開発して

ガン細胞に送り、ガン細胞をレーザー光で破壊する。 
 

２：登山の物理： 
１）脚力：登山をするには登り道、下り道で体と荷物を運ぶ脚力が必要である。 
従って、週１回程度の登山をするのが望ましい。もし、筋肉痛が起きれば大変喜ば

しい。痛みが引いた時、2 倍の脚力がついている。最初１０分の山しか登れなくて

も倍々ゲームで脚力がつき、３ケ月もすれば５時間の山が登れるようになる。する

と、富士山、南アルプス、北アルプス、等、日本の高い山の全てが登れるようにな

ります。 
２）低圧、低温、低酸素：高度が上がると気圧が下がり、温度も下がり、酸素も少

なくなる。地球上の空気層の厚みは平均で８ｋｍである。４ｋｍ登れば気圧は半分、

酸素も半分と考えてよい。ただし、薄い空気は上空１００ｋｍ近くまである。 
３）高山病：高山病は２ｋｍ以上の山で起きるとされている。しかし、実際は体調

や個人差が大きい。富士山では高山病にかかる人が多い。しかし、３０００ｍ前後

の北や南アルプスでは高山病にかかる人は少ない。世界一高いエベレストでは誰で

も高山病にかかり命の危険がある。対策は登山速度を落とし、休養をとることだ。

富士登山では山頂近くで１泊するのがよい。エベレストでは最終キャンプで１週間、

体を高地に慣らす必要がある。 
４）フェーン現象：山に登ると気圧が下がり、地上から吹き上げてくる風は膨張す

る。すると空気のエネルギー密度は下がり温度が下がる。温度が下がると空気中に

含まれる水蒸気は水滴となり、雨や霧となる。そのため、山の上では温度が下がり

雨や霧が多くなる。気体の膨張は物理では断熱膨張と呼ぶ。断熱膨張による温度低

下はクーラーや冷蔵庫に応用されている。従って、山は自然のクーラーであり自然

の冷蔵庫である。また、山は雨や霧を生む母である。雨や霧が出来ると残りの空気

は乾燥空気となる。この乾燥空気が反対側の地上に降りて高温圧縮空気となる。こ

れをフェーン現象と呼ぶ。フェーン現象のため、あちこちで山火事が多発すること

がある。 
５）対策：登山には次の対策が必要である。登山を繰り返して脚力をつける。低温

対策の防寒具が必要だ。雨対策も必要、霧対策として道に迷わない知識が必要、低

酸素対策として体調、休養に気をつける。また、遭難対策も必要だ。道に迷うと、

元に戻る勇気も必要だ。ケガ対策も必要、熊等に襲われたときの用心も必要、雷対

策も必要、大きなものに近づかない、平地では自分に雷が落ちるのでひれ伏す。冬



は、当然、雪対策も必要、アイゼンは必要だ。そのように、登山は危険が多いので

対策、注意も万全に整える必要がある。 
 

３：潜水の物理： 
キーワード：水圧、潜水病、耳抜き、肺破裂、窒素酔い、酸素不足、吸い込み、 
１） 静止流体：流れの無い流体のこと。流体とは水や空気を意味し流れることがで

きる。圧力は深さで決まり、深さに比例する。流体の比重と重力加速度にも比

例する。圧力は単位面積に働く力であるが、単位体積あたりのエネルギーと考

えられる。 
  公式： Ｐ＝Ｐ＋ρｇｈ    ここに、Ｐ：圧力、ρ：比重、 
                 ｇ：重力加速度、ｈ：深さ 
２） 潜水病：水中深く潜ると水圧が高くなり、肺の大きさは圧縮される。高圧のた

め酸素や窒素が大量に血液中に溶ける。血液中に溶けていた窒素は口から徐々

に出る。肺破裂：問題は水中で高圧の空気を吸い、そのまま浮上すると肺が膨

張して破裂する。空気を吐きながら浮上すればよい。我慢すると危険だ。潜水

病：また、潜水して急浮上すると血液中に溶けていた窒素が元の気泡に戻り血

流を阻害する。血管や心臓の中が泡だらけになり、血流を阻害して、ひどい時

は即死する。対策は、一度潜り直して、ゆっくり浮上すればよい。潜れない時

は高圧タンクに入り徐々に圧を下げればよい。鼓膜圧迫：水圧で鼓膜が圧迫さ

れて、ひどい時は鼓膜破裂をおこす。対策は唾を飲むとか、口の内部から圧を

送り耳抜きをするとよい。窒素酔い：潜水し圧が上がると大量の窒素が血液中

に溶ける。すると、脳が麻痺し、潜水者は酔っぱらってマスクを外す、等で水

死する危険がある。対策はタンクに空気を入れるのを止め、酸素とヘリューム

を入れる。ヘリュームを入れると潜水者の声はドナルド・ダックの声になる。

酸素不足による失神：水中で酸素不足になる。我慢すると酸素不足で失神し危

険だ。 
２：運動流体：速度Ｖで運動している流体は、単位体積あたり運動エネルギー

１/２ρＶ２ を持ち、エネルギー保存則より、圧力（静圧、側圧）が、その分だ

け減少する。高さをｈとすると、次のエネルギー保存則が成立する。 
Ｐ＝ｐ＋１/２ρＶ２＋ρｇｈ＝全エネルギー＝一定      

ここに、ｐ：静圧、ρ：密度、ｇ：重力加速度、ｈ：深さ 
吸い込み：水流がある所では圧が下がるので、近づくと吸い込まれてしまい、

危険である。近寄ってはならない。ボートが高速で走るとき、近づくと危険だ。 
（ニュース）川底で大きな魚を捕まえた男が、川岸で待っている恋人に早く見せ

てやろうと急浮上した。すると、急に苦しみ、死亡した。コメント：急浮上で



潜水病にかかり死亡したと推測される。 
 

４：写真の物理： 
キーワード：適正露出、焦点深度、スピード感、色感、鮮明度、特殊効果、 
１） 写真を撮る３条件：写真を写すにはフィルムに適正露出の光を当てれ

ばよい。これおを、適正露出とか適正露光と言う。まず、レンズの絞りを決

める。大きく開ければ多くの光が入るので、光を入れる時間は短くてよい。

即ち、シャッター速度は速くする。レンズを絞ると、逆に、シャッター速度

は遅くなる。その他、フィルム感度を上げれば少ない光で写真が取れるので

レンズを絞れる、また、シャッター速度を早くできる。以上、レンズ絞り、

シャッター速度、フィルム感度を決めれば写真がとれる。 
２） 焦点深度：ピント合わせ：レンズ絞りを大きくすれば大量の光が入り、

明るい映像が見える。しかし、ある郷里のところしかピントが合わないので

焦点深度が浅くなる。その方が良いときもあればまずいときもある。選択す

ればよい。レンズ絞りを段々深くすれば、やがてピンホール・カメラになり、

どこの距離にも焦点が合い、綺麗な写真がとれる。この焦点深度を優先的に

するには絞り優先で写真をとる。 
３） スピード感：写真感度とレンズ絞りを決めれば、自動露出をカメラが

決めてくれるので何の心配もない。しかし、シャッター速度を早くすると、

高速で動いている物体をはっきり写すことができる。逆に、バルブでシャッ

ター開放にして長時間露出にすると、暗い風景や夜空の星を写すことができ

る。これらの効果を引き出すには、シャッター速度優先で写真をとる必要が

ある。 
４） 大判カメラ、中版カメラ、解像度：フィルム面積に比例して解像度が

上がる。2 倍解像度を上げれば、見違える程きれいな写真が撮れる。解像度

はレンズの性能でも決まるので良いレンズを使いたい。 
５） フィルム・メーカーの違い、色感：同じ写真を撮影しても、フィルム・

メーカーが異なると、まるで色の異なる写真がとれることがある。赤、みど

り、青、等の色が垢抜けて綺麗な写真がとれることもあれば、色の悪さにが

っかりすることもある。好みのフィルムを選択する必要もある。 
６） 物理法則、特殊効果：露光量と写真の色の強さ、白黒の強さは、はじ

めは比例する。しかし、露光量がある程度をこえると、写真濃度は飽和し、

やがて、反転する。直線部分では絞りを半分にしてもシャッター速度を 2 倍

にすれば同じ濃度の写真がとれる。これを相反の定理と呼ぶ。フィルムに超

強度の光を与えると写真濃度は反転し、薄くなったり別の色になる。特殊効



果を出すのに適している。しかし、写真は露光を少なくしても多くしても失

敗する。要注意だ。 
７） コントラスト：同じ写真をとるにしても、何処の部分に対してって適

正露出をとればよいか迷うこともある。極端に明暗のある場合の写真をとる

ときに判断に迷う。いろいろな露光でとり結果を比較する必要もある。 
８） フィルター：色フィルター。ミラージュ、ソフト、スクリーン、等、

の特殊効果フィルターあり。偏光フィルターあり。それぞれのフィルターを

用いると趣の異なる写真がとれる。要は必要におおじて選択することだ。 
９） レンズ：標準レンズ、魚眼レンズ、望遠レンズ、ズーム・レンズ、広

角レンズ、マクロ・レンズ、等がある。用途におおじ選択する必要がある。 
 

５：青空、朝焼け・夕焼けの物理： 
キーワード：青空、レイリー散乱、夕日と夕焼け、偏光、電子振動、ミツバチ、

ミツバチ・ダンス。白い空、空の汚れ 
１） 青い光の散乱：太陽は赤い色、みどりの色、青い色、等を出す。太陽

光が空に当たり、赤、緑、青の光を散乱すれば空は白く見える。しかし、空

は青い。青い光だけを強く散乱するせいだ。何故、空は青い光だけ強く散乱

するのであろうか。不思議だ。正解は、空気分子に太陽光が当たると、空気

分子の電子が光の電場の振動に従って振動し、同じ振動波を散乱する。電子

は軽いので青い光の早い振動には共鳴し、青い光を周りに散乱する。しかし、

赤い光の遅い振動には、あまり共鳴しない、そのため、赤い光は散乱しない。

そのため、空は青く見える。この青い光の散乱を世界で始めて研究したのが

イギリスのレイリー卿だ。そのため、空が青いのはレイリー散乱と呼ばれて

いる。空気中にチリやホコリ、雨粒、等、空気分子より大きな粒子が混在す

ると、空気は太陽光の赤、みどり、も散乱するので、空は白く見える。 
２） 青空偏光：青空からくる光の偏光を調べてみると、青空がきれに澄み

切って居る時、太陽から９０度の位置からくる光は偏光していることが分か

る。空が白く濁っているときは、青空偏光は弱いかゼロであることも分かる。

このことは、青空偏光は純粋な空気、正確に言うと空気分子による散乱であ

ることが分かる。同様に、レイリー散乱と呼ばれている。 
３） 白い空：では空が白くなるのは如何なる時であろうか。空気中のチリ、

ホコリ、水滴、等の大きな粒子は赤、みどり、青、全ての光を散乱し、その

ため空の色は白い。光も偏光していない。ミー散乱と呼ばれ、レイリー散乱

と異なることを示す。 
４） 朝焼け、夕焼けの赤い空：空が青い理由と同じである。空がきれいで



あると、太陽光の中の青い光は空気層で次々散乱されて無くなる。青い光の

抜け殻ともいえる赤い光だけが空に届き、雲や霧、等に反射し、空は赤く見

え、美しい風景を見せてくれる。雨上がりや大気汚染や公害の無いきれいな

空の場合、朝焼けやきれいな夕焼けが見られる。空がきれいな証拠でもある。

きれいな朝焼け、夕焼けが見えない空は汚れているせいである。 
５） 偏光レンズで実験：きれいな空が見えるとき、太陽から 90 度方向を

ねらい、偏光レンズを回転させて空を見てみよう。驚くほど、明暗の差が観

測される。青空偏光が強い証拠である。偏光レンズを回転させて、その明暗

から偏光度を数値観測することができる。 
６） 最高に美しい青空：最高にきれいな青空を撮影するには、きれいな空

が見えるとき、太陽から９０度方向をねらい、偏光フィルターで青空偏光を

カットすると、コントラストのアップした美しい青空を撮ることができる。 
７） 円偏光フィルター：偏光フィルターには普通の偏光フィルターのほか

に、円偏光フィルターなるものが市販されている。それらの違いは何であろ

うか。円偏光フィルターには裏面に光の位相が変わる膜がコーティングされ

ている。光は電波であり、時々刻々、位相が変化している。もし、一眼レフ

のカメラに偏光フィルターを付けると、偏光がミラーで反射するときに消え

る可能性もある。すると露出が大幅に狂い困ることになる。それを解決する

ために、偏光フィルターに４分の１波長の位相変化を起こさせる膜を張れば、

偏光は、次々、位相を代え、偏光方向は回転して円偏光となり、平均で自然

光と同じになるので、カメラの露出を狂わせる心配はなくなる。このため、

一眼レフ・カメラには円偏光フィルターを付けるのが望ましい。 
８） ミツバチ：青空の偏光は場所、場所で異なる。曇天のときには青空偏

光はゼロである。ミツバチは偏光メガネをかけているので、青空の偏光が見

える。その偏光分布からミツバチは時刻、場所を知るナビゲーションの能力

を持つ。エサが見つかれば、ミツバチ・ダンスで仲間に獲物のありかを知ら

せて生活している。曇天の時はナビゲーションができないので遠方に出かけ

ることができない。休養日である。 
 
 
 
 
 
 
 
 



６：健康物理、運動物理： 
キーワード：運動療法、熱ポンプ作用、重症心臓病、通風、ポリープ、奇跡の回復、 
 

1 部：病気の大群の襲来： 
 50 歳を過ぎ、長年の心臓不整脈がひどくなった。ある日の夜中の３時、心臓

が発作を起こして激しくケイレンした。急いでワイフを起こして預金通帳や保険

証書を渡し、死んだ後のことを頼む。が、なんとか生き延び、翌日から 24 時間

心電図計を体に巻きつけ病院通いをはじめた。いくら病院通いをしても、いくら

薬を飲んでも、病気が治ることはなかった。ある時、足の親指の関節が痛み始め

た。病院に行くと、案の定、通風であった。さっそく医学書を読み漁る。通風は

一度、発作を起こすと一生治らないそうである。発作の間隔が短くなると死にい

たる。薬を飲んで１０日くらいで痛みが和らいだ。だが、１ケ月後、また通風の

激痛に襲われた。今度は歩くこともできない激痛で熱も出て苦しい。先は短そう

である。長年おいしいものをタラフク食べ、あびるほど飲んだツケがやってきた。 
 カラオケをやっていた時、突然、声がしわがれ喉が痛くなった。やれやれ池田

首相みたいに咽頭ガンにかかったか、仕方が無いと思った。近所の耳鼻科で、咽

頭ガンにかかったみたいで、診て下さいと、冗談半分で言ってみた。すると医者

の顔が険しくなり、「これは普通ではありません。大至急医大で精密検査をして

下さい」とのことであった。その後、医大、東京のガン・センター、等、１０人

の医者の診断をあおいだ。国立ガン・センターの医者は自身たっぷりに言う。「こ

れはガンで薬では絶対に治りません。焼くか切るしかありません」と。やがて声

帯ものども食道も切り取られるという。もう喋ることもできない。生きた心地が

しない。ついに手術を決意し、医大のガン病棟に入院した。病変部を切除する手

術を受けた。自分の声とも永遠にお別れである。ガン病棟は正に生き地獄である。

喉を切除され、その穴からタンを吸引され、痛みで全身をケイレンさせる人、舌

をレーザーで焼かれ食事ができない人、顔や頭に線を刻まれ放射線を当てられる

人、神の手を借りて助けてあげたい。ガン病棟から無事生還できた。その後、声

帯の筋肉ができたのか、不思議にも自分の声が帰ってきた。突然、肩が痛くなり

腕が上がらなくなった。５０肩である。病院に通いハリ治療を受ける。肩がしび

れるだけで、まるで治らない。背骨が痛くなった。ギックリ腰である。腰を鍛え

なければと、背中の屈伸運動をする。頑張ると腰は更に悪化した。いても立って

も居られない。座っても苦しい。大腸ポリープもある。胆嚢ポリープもある。万

事休す。 
2 部：スポーツ・クラブ通いを決意： 
激しい医者通いをしても病気は一向に良くならない。姉がしつこく犬の散歩や運



動をすすめる。55 歳でスポーツ・クラブに通う決意をした。いろいろ調べてエ

スポに入会した。入会して最初にジムに通されストレッツチ体操、等、親切に教

えていただいた。ジムでいろいろな器具で汗を流した後、プールに向かう。55
歳で初めてまともに泳ぐ。２５ｍ泳ぐと心臓が止まりそうになる。５分、１０分

休んでは２５ｍ泳いだ。クロールも平泳ぎもバタフライもまるで泳げない。水泳

の選手のマネごとをしてみる。３ケ月過ぎて、少しずつ泳げるようになった。プ

ール・サイドにサウナがあるなんて夢みたいだ。汗が滝のように流れた。その新

陳代謝が素晴らしい。プールには水中エアロビであるアクアサイズがある。老若

男女、誰でも参加できる。アクアサイズは水の抵抗を利用した魅力的な運動であ

る。少々恥ずかしいがアクアサイズに参加すれば横着者の自分でも運動ができる

と思い、一大決心をして参加した。初めは色々な動きに当惑しながらも健康のた

めに頑張った。参加した所、雰囲気の良さに魅せられ、それからはアクアサイズ

に皆出席を目指して頑張った。 
 水泳とアクアサイズを始めて３ケ月経過した頃、重症の心臓不整脈が良くなっ

たことに気がついた。30 年ぶりに心臓が正常に動いている。正に奇跡だ。血管

がきれいになり血行が良くなったみたいだ。通風で１日１７００カロリーに食事

制限するようドクター・ストップがかかった。１７００カロリーではお腹がすい

て運動もできない。内緒で腹一杯食べた。その分、水泳でカロリーを落とさない

と通風の激痛に襲われる。今日も頑張る。その後、腹一杯食べても通風の発作は

おきない。５０肩で上がらなくなった腕もバタフライのまねごとをしていたら

段々上がるようになった。ギッツクリ腰も知らず知らずのうちに良くなった。ガ

ンの再発も今のところない。軌跡は続く。大腸ポリープは完全に消滅し、胆嚢ポ

リープも５ｍｍから毎年１ｍｍ縮小して行った。ポリープまで縮小・消滅すると

は考えてもいなかった。正に水泳のおかげ、アクアサイズのおかげで、次々、病

魔が去って行った。成人病は全て治り、激しい医者通いもピタリと止まった。水

泳とアクアサイズに感謝、感謝である。今や水泳とアクアサイズは頼みの綱、命

綱である。人々に日々、活力を与える、このような素晴らしい世界があることを、

今まで知らなかった。私の命は水泳とアクアサイズの運動療法、サウナの温熱療

法に救われ新しい人生が始まった。運動のおかげでゼイ肉や脂肪がとれ、筋肉が

つき、ジョギングも楽々できるようになった。今では、毎週、否、毎日、南アル

プスの北岳、塩見岳、聖岳、等を日帰り登山、ピストン登山が楽にできるように

なった。登山者たちは驚き、必ず私の年を聞かれる。40 歳を過ぎた人、健康に

不安のある人、運動不足の人、ストレスに悩んでいる人、寿命を１０年延ばした

い人、寝たきり老人になりたくない人、定年を迎えた人、若い人も未病を防ぐた

め、スポーツ・クラブをおすすめいたします。 
3 部：運動慮方と温熱療法の健康物理学： 



 運動すると筋肉の緊張と開放が繰り返され、隣接する血管の圧迫と開放が繰り

返される。血管の収縮で古い血が送り出され、膨張で新しい血が流れ込み、血流

が促進される。これを筋ポンプ作用とか静脈ポンプ作用と呼ぶ。これは石油ポン

プと同じ原理である。また、サウナ、等で体を温熱すると血管が膨張し新しい血

が送り込まれる。室温か冷水で体温を下げると血管が収縮し、古い血が送り出さ

れる。その繰り返しで血流が促進される。これを温熱ポンプ作用と呼ぶ。温熱の

みでも、冷却のみでも、反作用が働くので血流促進の効果がある。その他、精神

的にもストレス解消の利点があるため、運動すると健康に非常に役立つ。 
 

７：水泳の物理： 
キーワード：推進力、抵抗力、フォロースルー、力学法則、イメージ、流線型、 
基本原理：早く泳ぐにはニュートンの法則より、次の３条件が必要である。 

１） 筋力をつけて推進力を増やす。２）体を流線型にして抵抗力を減らす。 
３）体重を減らし身を軽くする。すると、加速し早く泳げる。 

３条件を更に、詳細に分析すると 
条件１：推進力を増やすには、手足や体を使い、水を出来るだけ多く、出来るだけ早

く後ろに押しやり推進力を増す。手と腕で後ろから見た断面積を大きくして推

進力を増やす。鉄アレイ、等を利用して手足の筋力を増やす。テコの原理を利

用して力の入れやすい姿勢をとる。そのためには、水を後ろに押す力点の手首

あたりを支点の肩に近づける。即ち、腕を９０度あたり曲げる。粘り強い力を

与える。即ち、腕を伸ばし、水を思いきり後ろに押しやりフォロースルーを充

分とる。水を押しやる距離を大きくする。腕の長い人は有利だ。物理用語で言

うと、力と力を加える時間の積で定義される力積を大きくする。足で水を後ろ

に蹴飛ばしたり、上下、左右に滑らかに、かつ、早くバタつかせて大量の水を

高速で後ろに噴射する。すると、大きな推進力が生まれる。ウチワを扇ぐと空

気が吹き飛ぶ原理を連想して足や手を滑らかに早くあおる。水を後ろに押しや

る断面積を大きくする。水ダコができると有利に働く。 
条件２：水の抵抗を減らすには：水の抵抗を減らすため、体をスリムにし流線型にす

る。水泳の選手は練習で自然と流線型の体型になる。そこまで頑張る。泳ぐ

時の姿勢も流線型にする。バタバタ体を上下、左右にブレさせると水の抵抗

が増え、スピードが極端に落ちる。不自然でぎこちない動きをすると、水し

ぶき、泡、渦ができ、エネルギーを奪われ、泳ぐスピードが落ちる。 
条件３：身を軽くするには：体を早く動かすには体重を減らし身軽にする。即ち、 

筋肉をつけ、脂肪、ゼイ肉を落とす。 
理解すべき物理法則：ニュートンの法則、力積と運動量やスピード・アップの法則、テ



コの原理、流体物理、運動量保存則、作用反作用の法則、パスカルの法則、

アルキメデスの原理、ボイルの法則。 
 

８：血圧の物理： 
キーワード：ベルヌーイの定理、高血圧、低血圧、脳卒中、立ちくらみ、失神、 
１部：人間は血液が全身に栄養分を供給することにより生きていける。その血液

を送るのが心臓である。従って、心臓は全身に血液を充分送り出す圧力をもつ必

要がある。ところが、過ぎたるは何とやら、その圧力は高すぎても低すぎてもい

けない。適正な圧力は普通最高が１２０ｍｍＨｇで最低が８０ｍｍＨｇである。

その差は４０ｍｍである。重要な心臓の圧力が適正かいなか常に監視する必要が

ある。圧力計を心臓に入れればよいが、それでは心臓に傷がつき生命が危ない。

そこで物理学者がベルヌーイの定理に目をつけ、心臓の圧力を腕の動脈の圧力か

ら測定しようと目を付けた。最初に着目した物理学者が天才である。彼が発明し

た圧力計が全世界で利用されている。ところで、心臓は血液を送り出すポンプで

あるから、その圧力は１秒間に１回の割合で強弱を繰り返している。即ち、強の

ときが最高血圧で弱のときが最低血圧で、２つの圧力を考えないといけない。 
１） ベルヌーイの定理：Ｐ＝Ｐ０＋１/２ρＶ２＋ρｇＨ、要するに、圧力は液体

の流速Ｖと高さＨにも関係することを示している。ここに、Ｐ：圧力、ρ：

液体の比重、ｇ：重力加速度。 
２） 血圧測定の条件：そこで、心臓の圧力と腕の動脈の圧力が等しくなる条件を

考えます。条件１：心臓と腕の高さを同じにする。条件２：腕の動脈の流れ

を止める、即ち、Ｖをゼロにする。すると、Ｐ＝Ｐ０となります。この場合

に限り、心臓の圧力と腕の動脈の圧力が等しくなり、腕の圧力計を見れば心

臓の圧力が分かる仕組みです。最高血圧：腕に圧力を加える袋をマンシェッ

トと言う。圧を加えて血流が止まったことを腕につけたマイクで確認する。

血流が止まった時のマンシェッツトの圧力を水銀圧力計で測れば心臓の最

高圧力が分かる。マンシェットの圧を下げていくと血流がおきマイクで確認

できる。やがて血流が流れっぱなしになり、血流音のパルス音は消えマイク

で確認できる。そのときの圧力が最低圧力である。 
２部：さて、心臓の最高圧と最低圧が測れることが分かった。その最高圧も最低

圧も、人間、運動状態や精神状態で１日中、変化している。従って、毎日、正常

状態の圧、運動している状態の圧、ストレスを受けているときの圧を知らなけれ

ばならない。その結果、高血圧：普通最高血圧が１４０ｍｍを過ぎると高血圧と

言われる。血圧が高いと全身に充分な血液・栄養が送られるので元気がでる。顔

は赤ら顔でエネルギーが有り余る。つい、浮気をしたり、余計にはしゃいだり、



時には暴走して悪いこともすることがある。理性で補う必要がある。血圧が高す

ぎると、血管が破れて、命を失う危険がでてくる。危険だ。低血圧：血圧が低い

と全身に送られる血液が少ないので、顔は青く朝起きが苦手だ。しかし、のらり

くらり、無理をしないので長生きをすることも多い。低すぎると、立ちくらみが

おきる。ひどいときは失神して命を落とすこともある。特に、海岸の断崖絶壁や

山のガレ場で立ちくらみを起こすと危険だ。立ちくらみを起こさないコツを知っ

ておく必要がある。 
 

９：ヨット、ウィンド・サーフィンの物理： 
キーワード：ベルヌーイの定理、風を孕む帆、センターボードの抵抗力、テコの原理 

１） 静止流体：水とか空気の流体が静止したもの：圧力は深さで決まり、

深さに比例する。流体の比重と重力加速度にも比例する。しかし、定数なの

で深さだけ考えればよい。圧力は単位面積に働く力であるが、単位体積に含

まれるエネルギーでもある。水深ｈにおける圧力ｐは次式で与えられる。 
公式：  Ｐ＝Ｐ０＋ρｇｈ   

ここに、ｐ：圧力、ρ：比重、ｈ：深さ、ｇ：重力加速度 
２） 運動流体：速度ｖで動いている物体は単位体積あたり運動エネルギー

１２ρｖ２を持ち、エネルギー保存則より圧力が、その分、減少する。 
公式：Ｐ＝ｐ＋１/２ｖ２＋ρｇｈ＝全エネルギー＝一定 

ここに、ｐ：静圧、圧力、１/２ρｖ２：動圧、ρ：比重、ｇ：重力加速度 
３） ヨット、ウィンド・サーフィンの物理（推進力、方向転換、停止）：ヨ

ットが進む条件：帆が風を孕み、上から見ると飛行に翼の形になる。風圧差：

風を孕んだ側を通過する風の速度は速く圧力は下がる。風を孕んだ側の風の

速度は遅く圧力は高い。そのため、風を孕んだ側から帆の膨らんだ方向に風

圧が働き、ヨットは圧力差を得て、推進力を得て、ヨットはすすむ。 
横滑り：進行方向に直角な力は船を横滑りさせる。センターボードの大きな

抵抗力で相殺させる。ヨットやウィンド・サーフィンが風に逆らって進む秘

密はセンターボードの大きな抵抗力にある。風上に前進できる理由：ヨッツ

トは風上に４５度以内の角度では風上に進めない。４５度のジグザグ行進で

風上に進むことができる。方向転換：ヨットには舵があるので舵で方向転換

できる。しかし、ウィンド・サーフィンには舵がない。方向転換するには、

テコの原理を利用して、マストを前に倒すと、風力の重心が風上に移り、船

は風下に向きを変える。マストを後ろに倒すと、風力の重心が後ろに移り、

船は風上に向きを変える。ヨットを止めるには：ヨットにブレーキはない。

ヨットをとめるには、風を受ける帆を風向きと平行にする。すると、帆は風



を孕むことなく、バタバタ、バタついて風を逃す。船は推進力を失い停止す

る。 
（理解すべき物理法則）：静圧、動圧、側圧、エネルギー保存則、テコの原

理、等。 
 

１０：遊園地の物理： 
キーワード：力学、自由落下、重力加速度、円運動、遠心力、振動、復元力、 

遊園地に行くと様々な遊具がある。力学を学ぶ材料が溢れている。 
１） フリー・フォール、自由落下、これは遊具を自由落下させて無重力を

味わうことができる。１秒間に９．８ｍ、約１０ｍ速度が増す。これを

地球の重力加速度ｇと言う。２秒間で２０ｍ、３秒間で３０ｍの地球の

引力に引かれて、あっという間にスピードが増し、高速で落下する。無

重力なのに、ぐんぐん高速で落ちるのはおかしい気もする。理由は地球

の引力があるからだ。逆に、重力があるのに、我々は静止できる。これ

は椅子や床が重力を打ち消す逆方向の力をくれるからである。無重力に

慣れない我々は恐怖感やスリルを味わうことができる。特に、女性に人

気がある。 
２） ジェット・コースター：遊園地の花形である。これも乗り物を自由落

下させてスピードを増し、急カーブをさせて遠心力で振り落とさんとす

るもので、恐怖感とスリルを味わうことができる。実際、抱いていた自

分の子供を振り落とした事故も報告されている。遠心力は速度が大きい

ほど、カーブが急であるほど、大きくなる。恐怖感を無くすにはカーブ

で体を中心に倒し、遠心力を無くことがコツである。２輪車でカーブを

曲がるときのコツを思い出すとよい。 
３）メリーゴーランド：これは純粋に回転運動による遠心力でブランコが外

側にゆれる遊具である。速度が大きいほど、カーブが急であるほど、大

きな遠心力を味わうことができる。そうじて速度が遅くカーブが大きい

ので恐怖感が少ない。 
４）ビックリ・ハウス：これは椅子が複雑に振動するので、いろいろ変化  

する加速度を味わうことができる。振動が速いほど、加速が大きく、大

きな力が働き、人間は恐怖とスリルを味わうことができる。 
５）バンジー・ジャンプ：自由落下とゴムひもによる上下方向の大きな振幅

振動で最高に大きな恐怖感とスリルを味わうことができる。上下の大き

な振幅が要るので谷底にかかる橋や断崖絶壁の上を利用することが多

い。遊園地内で大きなクレーンでジャンプ台を持ち上げてもよい。 



６）人間ロケット：人間を大砲の筒から投げ出すので、その巨大な速度と大

きな距離で恐怖感とスリルを味わうことができる。危険も伴う。 
７）自由落下のエネルギー保存則：エネルギーは物を動かす能力である。物

を高く上げるには力が要る。その力と高さの距離の積が位置エネルギー

である。落下すると位置エネルギーが減り、速度が増す。速度の運動エ

ネルギーとの和は一定で、エネルギーは保存される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１１：趣味・生活の物理： 
キーワード：ケンケンの衝撃力、温熱療法、搾り出し分娩、ミミズ飼育、火あぶり、 
１） 兎飼育、小鳥飼育、卓球、勉強：小学生のとき兎の飼育に夢中になった。

小屋の作りが未熟で兎はよく脱走した。捕まえるため、よく走った。中学

生のとき小鳥の飼育に夢中になった。外国から輸入したばかりの珍しい鳥、

胡紋鳥とか金星鳥とかの美しい色に魅せられた。スポーツでは卓球に夢中

になった。広島県で何度か個人優勝した。日曜日になると、あちこちの女

学校から卓球のお誘いを受け、この時ばかりは女性にもてて、もてて困っ

た。高校生になると数物の勉強に夢中になった。友達に勉強を教えてやる

ことにより学力が向上して行った。旺文社の懸賞問題を解いては全国一位

になり、賞品を、たっぷり稼いだ。 
２） 犬飼育、釣り、日曜大工：就職してマイ・ホームを建てた。自分の家を建

てると犬の飼育に夢中になった。当時、日本でも珍しいヨークシャテリア

の黄金色の毛並みに魅せられた。犬は安産のお守りであるが、小型犬は難

産であった。獣医を呼ぶと子宮収縮剤を注射し、駄目だと子犬も母犬も死

ぬことが多かった。どうせ駄目なら、搾り出してやろうと思った。見事成

功した。それ以来、犬の搾り出し分娩の名手になった。 
３） 釣りは子供の頃から好きであった。浜松に来てからは浜名湖や前浜で釣り

に夢中になった。いろいろな魚の入れ食いを経験した。魚は、ある時、あ

る餌、あるポイントで群れに会うと釣れて釣れて困る。釣りの餌のミミズ

の飼育にも夢中になった。初めは土の中で飼ってもミミズはすぐに居なく

なった。不思議だ。理由は簡単であった。餌がないのだ。台所の野菜クズ

をやってみる。なんとミミズが団子になって増えていた。それ以来、我が

家の野菜クズや残飯はミミズの餌になり、市のゴミに出すことはなくなっ

た。日曜大工にも夢中になった。いつの間にか、６畳や８畳が６部屋も増

えていた。 
４） 海外旅行：約４０年前、沖縄海洋博の前、沖縄に旅行した。海の余りの

美しさに驚嘆した。透明度３０ｍ、極彩色の魚が右往左往、２ｋｇくら

いの真鯛の大群が足元にいる。興奮した。それ以来、美しい海を求めて

海外旅行に夢中になった。タイのコーラン島、フィリピンのシコゴン島

やバレシン島、インドネシアのバリ島、グアムのココス島、等々。酸素

ボンベを背負って潜るスキューバー・ダイビングにも夢中になった。水

中写真、ウィンド・サーフィンにも夢中になった。 
５） 人体の物理：静岡女子短大、国立病院付属看護学校で看護のための物理

を教えることになった。人体の物理に夢中になった。子供が重症の便秘



である。衝撃力で出してはどうか、ケンケンをやらせてみる。次の瞬間、

嘘みたいに快便にめぐまれた。ある時、頑固なシモヤケにかかった。血

管の熱膨張で治ると思い、思い切り火にあぶり１０分我慢した。次の瞬

間、痛みも痒みもとれ、シモヤケは完治した。胃炎で胃がキリキリ痛む。

強烈な指圧ですぐに治った。肩がやけにこる。アイロンで暖めるとすぐ

に治った。焚き火に当たっていると、顔がピカピカ、ピンク色になった。

火にあぶると顔の血行が良くなったみたいだ。顔色の悪い人、デート前

の人は、顔を火であぶると顔がピカピカ・ピンク色になる。推奨品だ。

ただし、やけどをしないこと。遠赤外線を顔にあてて暖めてもよい。備

長炭の炭火で顔をあぶると遠赤外線が多いので最高だ。 
６） 水泳と登山：６０歳を過ぎて健康のため水泳や登山を始めた。多くの不

治の病が奇跡的に治った。体力に自身が出た。今では毎週、毎日、北岳、

塩見岳、聖岳、等、３０００ｍ級の山を日帰り登山、ピストン登山がで

きるようになった。人間、やる気があれば何でもやれることが分かる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



１２：株の物理： 
キーワード：反発係数１/３法則、群集心理、所得倍増論、もぐらたたき、受給関係 

１） 私は長年、学生に物理や物理実験を教え、その中で、日本や外国の、どこの会

社が、どういう名称の、如何なる規格の、機械、測定器、材料、その他の製品を作

り販売しているかを知らないと、会社や研究の仕事ができないと教えてきた。 
２） 会社情報を、最も早く教えてくれるのは、株のニュースや新聞である。そこで、

時々、株の新聞を見ていた。すると、光通信が始るとか、ガンの新薬ができたとか

で将来の夢をあおりたて、ある会社の株が大暴騰したり大暴落したりするのを見た。 
３） ある時、大暴騰する株が大暴落するのをみて、また、逆に大暴落する株が大暴

騰するのをみて不思議に思い、一体いくら反発するのか計算してみた。すると、ほ

とんどの株が落ち幅の１/３反発するのを発見した。即ち、反発係数１/３法則の発

見である。 
４） 所得倍増論：では、いくら下がった株を買えば１００万円、儲かるか考えてみ

た。４００万の株が３００万下がった株を１００万で買えば、落ち幅の１/３の１０

０万すぐに上がる。すると１００万もうかる。所得がすぐに倍増する。それを３回

か４回やると、すぐに所得が１０倍に増える。そんなうまい話が本当にあるのであ

ろうか、信じがたい。早速、株のチャートを出して調べたところ、あるは、あるは、

結構あるので驚いてしまう。 
５） 三ツ星ベルトは司葉子の旦那の相沢国会議員が２億円、その他の国会議員が何

億、何１０億稼いだと騒がれた株である。４４４０円の株が９９０円に下がった。

落ち幅は４．４８１である。すぐに２倍になるはずである。結果は９９０円が２１

１０円の２．１３倍になった。他にも、４/１に下がり、その後、２倍になる株はた

くさんある。 
６） 最後に、株が理論通りに動くかデータをとり、７，８割以上の確率で成功すれ

ば、実際に株に手を出してもよい。自信のないこと、良く分からないことをやると、

人間ほとんど失敗するので注意が必要だ。必ず、自信をつけてから手を出すこと。

私は、３分の１反発法則のほか、もぐらたたきの理論、他、数多くの理論を見つけ、

実践してきた。株は上がれば儲かる。儲かれば群衆がついてくるので更に上がる。

いわゆる群集心理である。下がるときも、意味もなく群集心理で暴落する。その動

きを上手に利用すればよい。群集についていくと９６パーセントのひとが損をする

と言われている。反対をすれば９６パーセントの人が成功するはずだ。要は、ひと

の話を参考にし、あくまで自分で自信をつけることが重要です。充分なデータに基

づいて実践してください。 
７） ３分の１法則を利用すれば、１週間で所得が２倍になるので、１０００万あれ

ば１週間で１０００万稼げます。１億あれば１週間で１億稼げます。 



１３：太陽光の物理： 
キーワード：太陽照度、太陽エネルギー、直達照度と全天照度、太陽光発電、皮膚ガン 
１． 太陽光は我々が毎日恩恵を受け、地球を養ってくれる神様のような存在である。

しばし、太陽神として信仰される。しかし、意外と太陽光に関する知識を持たない。ま

ず、太陽光の明るさ１３万７千ルクスであるが、日頃、耳にすることはない。天気が悪

いと雲やホコリで太陽光は弱くなるが、直接くる直達太陽光と、別に、空からくる全天

光は意外と強い。天気予報は、晴れとか曇り、程度のはなししかない。今日の天気は何

ルクスでエネルギーは何カロリーであろうと放送して欲しいものだ。もう１つの常識と

して太陽光は毎分毎平方センチ２カロリーのエネルギーを地球に与えている。 
２．では、我が家にくる太陽光のエネルギーはいくらであろうか。計算してみる。例え

ば、我が家の敷地が８０坪とする。日照時間は１０時間とする。１日あたりのエネルギ

ーは２カロリー×８０坪×１０時間＝３２億カロリーだ。人間１日あたり、生きていく

のに２０００大カロリー要る。単純計算で１５８０人を養うことができる莫大な量のエ

ネルギーである。もし、８０坪の土地があれば、１５０人の人間を養える大社長になれ

る道理だ。 
３．電力計算：我が家の使用電力を３０アンペア×１００ボルト＝３００Ｗ、使用時間

を６時間とするとエネルギーは１万５千大カロリーだ。これは我が家にくる太陽光のエ

ネルギーの１００分の１にすぎない。いかに太陽光のエネルギーが凄いかが分かる。 
４．太陽光発電：政府の補助金もあり、シリコンや半導体でできた、太陽光発電パネル

を屋根にのせる家が増えてきた。１坪（３．３平米）あたり１ｋｗの電力が得られ、電

圧１００Ｖとして、１０アンペアの電流が取り出せる。これは太陽光エネルギーの２．

４パーセントにすぎない。電力に変換する効率が低いことがわかる。それ故、効率を上

げる研究が必要だ。 
５．太陽光スペクトル：太陽光は赤から青までの可視光と熱線との言われる赤外線と波

長が短くエネルギーの大きな紫外線からなる。強い紫外線が皮膚にあたると皮膚ガンに

なる。恵みの太陽光も要注意だ。 
６．太陽炉：太陽光をレンズで集めると約６０００度の温度を得ることができる。大半

の金属を溶かすことができる。その熱をいろいろな工業に利用できる。 
７．グラス・ファイバーによる太陽光の伝達：太陽光をレンズで集め、グラス・ファイ

バーで、例えば、地下室に暗室に太陽光を送ることができる。地下室や暗室で太陽光工

業ができる。水があれば、地下室を野菜畑や庭園、洗濯物の乾燥室にできる。日光浴も

できる。太陽光発電もできる。スケールを大きくすれば地下都市も形成できる。 
 
 
 



１４：彩雲、虹、日ガサの物理 
キーワード：虹色の彩雲、高積雲、回折現象、ブラッグの条件式、虹、日ガサ、外カサ 
 
ある夏、家族を連れて諏訪湖や白樺湖にドライブした。ニッコウキスゲが見頃との話

を聞き、霧ケ峰に向かった。信州の美しい景色に見とれた。雄大な高原には一面に可憐

で黄色いニッコウキスゲが咲き乱れ、ワレモコウやアザミも顔を出していた。ふと、上

空を見上げると虹色に輝く雲があるのに気がついた。太陽に向かう方向なので、上空で

虹ができ、それを反射しているのかと思った。さっそく、カメラを出して記念撮影を試

みた。まわりに居る人たちは、まるで気がつかない。近くに居る人に教えてあげた。素

晴らしくきれいな雲が見えますよ、と。 
 あれこれ騒いでいると、地元の人が教えて下さった。「あれは彩雲と言い、３０年に

一度現れるのです」と。そんなに珍しいものかと感心する。写真を２、３枚撮っている

と彩雲は消えてしまった。次に彩雲が見られるのは３０年後だ。まわりの人たちは、そ

の彩雲にまるで気がつかない。３０年に一度しか見られないとは、相当厳しい条件が必

要である。彩雲のできるメカニズムに興味が湧いた。 
 大学に戻り、理化学事典で調べてみた。そこには「高積雲の縁で、雲の水滴が均一で

規則正しく分布した時に見られる回折現象である」と記されていた。考えていた水滴の

光の屈折や反射とは異なるので、がぜん話がややこしくなった。調べる価値がありそう

だ。回折現象であれば、水滴のサイズは光の波長より小さい。そのような小さい水滴が

均一で規則正しく並ぶ確率はゼロに近い。高積雲の周辺部であれ、３０年に一度現れれ

ば奇跡に近い。 
 せっかくの彩雲も、その命は桜より短く、月下美人より短い。多くのひとは１００年

生きても彩雲を見るチャンスはなさそうだ。その彩雲と遭遇できた幸運に感謝する。自

然の、おりなす摩訶不思議な現象に感動した。 
虹：空が色づく現象に、虹がある。虹は水滴による屈折で色づくことは良く知られてい

る。虹は太陽を背にして、太陽の方向と反対方向にできる。雨上がりに晴れたら、すぐ

に太陽と反対方向を覗いてみよう。美しい虹が見える筈である。虹には、副虹、過剰虹、

白虹、水平虹、等、勉強すればするほど、色々な虹があることが分かる。 
日ガサ：内ぐん：内カサ：空に多少でも霧があると、太陽がカサをかぶることがある。

次の日は天気が悪いと言われる。日カサには色が無いという人もいる。しかし、良く見

ると少し色づいている。実は、日ガサは空気中の六角形の氷の結晶が作る６０度のプリ

ズムによる屈折分散現象による色づき現象である。詳しく言うと、これは内カサである。

９０度のプリズムによる屈折分散現象による色づきは外カサで強く色づく。また、太陽

から４６度の位置にできる。内カサは太陽から２２度の位置にできる。 
 



１５：「簡単な物理、感心・感動の物理、ノーベル賞の物理、 

産業革命の物理」 

１６：「発明・新商品開発の物理」 

１７：「新聞・テレビ・ニュース・映画に見る物理学」 

１８：「歯科医院の物理」 
以上、１５から１８まで、後回し。 
 

１９：超能力、超科学、未確認物体の物理学： 
キーワード：超能力、超科学、磁石人間、スプーン曲げ、透視人間、ネッシー、水晶 
１． 事実は事実、私は何度も不思議な体験をした： 

１） 家族でＵＦＯを一日に２度も見た。広島の妹を連れて別荘地の弁天島に出か

けた。妹の話では、最近、広島でＵＦＯがしばしば現れ、そのＵＦＯを各地

で多くの人が見るそうである。夕方３時頃、家族４人で帰路についた。空は

まだ明るい。浜松市に近づいた時、オレンジ色の物体が南から北の空に向か

って飛んで行くのを見た。一瞬、花火かと思った。しかし、その速度、形、

方向を変える様子より花火ではない、飛行機でもない、ＵＦＯとしか思えな

いものだ。しばらくすると、今度は緑色の飛行物体を見た。雲に隠れたと思

った瞬間、別のところから現れ、その不連続な軌跡より、やはりＵＦＯと断

定する他なかった。 
２） 地球誕生の鮮やかなカラーの夢： 

ある時、友人が夢には色が無いとの話を始めた。それまで、カラーの夢を

見たことがなかったので反論もできず、納得するしかなかった。次の日、鮮

やかなカラーの夢を見た。真暗な空に、突然、燃えるような真赤な色をした

炎が渦を巻き、その周りを磁力線が乱舞して地球ができる夢であった。あま

りにも鮮やかなカラーの夢であり、忘れることができなかった。それからは、

しばしば、色鮮やかなカラーの夢を見るようになった。物理的には見え得な

いカラーの夢を心的刺激から、見る能力ができた。心霊光現象と呼ぶことに

する。見えない物が見えるようになるのは、一種の超能力である。 
３） ガンの証拠：巨大象のキバが２本喉に突き刺さる： 

 ある時、喉が痛くなった。声がしわがれた。国立ガン・センターの医者の



診断を仰いだ。ガンの宣告を受けた。「これはガンで薬では絶体に治りません。

切るか焼くしかありません」と。姉は半信半疑で、もし、ガンなら喉に太い

トゲがささった感じになると言う。次の日は日曜日、庭で草むしりをしてい

ると喉が痛くなった。痛みは、だんだん、ひどくなった。巨大な象のキバが

２本、喉に突き刺さった感じになった。今にも喉が潰れて窒息すると思った。

本物のガンがやってきたと思った。窒息したら、あと２、３分で死にいたる。

大至急、のどに穴をあけてもらうため、救急病院に駆け込んだ。 
４） 結論： 

 私は無宗教、無神論者である。しかし、心の奥に潜んだ思いが、現実にな

る。有り得ない事、起こりえない事が、心の奥の意識から現実になる摩訶不

思議な体験をする能力がありそうだ。人間、誰でも、現実に無いことが現実

となる超能力をもつことが想像できる。 

２０：音・楽器の物理： 
音のキーワード：音速、マッハ、波長、デシベル、フォン、可聴音、超音波 

 
１． 音とは何か：空気の振動が鼓膜を振動させると、人は音と感じる。では、１秒

間に何回、振動するのか考えてみる。人間に聞こえる最っとも低い音で２０回、最

高に高い音で２万回である。聞こえる音を可聴音と言う。可聴音は、オクターブで

いうと８オクターブである。１オクターブは更に分けて、音階を作る。その組み合

わせで音楽ができる。２０回以下の低振動、２万回以上の高振動は耳に聞こえない。

２万回以上の高振動は超音波と呼ばれている。 
２． 音の大きさ：音のエネルギーはデシベルの単位で表す。耳に聞こえる音の大き

さはフォンで表す。超音波の音がいくらエネルギーが大きくても耳には聞こえない

ので、音の大きさは０フォンである。 
３． 音速：音の速度は温度で少し変化するが、大体、３５０ｍ毎秒である。時速に

すると約１０００ｋｍで、ジェット機の速度に近い。音速を１マッハと言う。 
４． 音波の波長：音は同じ振動を繰り返している。１つの振動が出す波の長さを波

長という。音速３５０ｍ毎秒を１００ヘルツで割ると、波長は３．５ｍである。１

０００ヘルツの場合は、波長３５ｃｍとなる。いづれにしても長いことが分かる。 
音の組み合わせで、人生を幸せにする素晴らしい音楽ができる。簡単な物理とは凄いこ

とが分かる。 
楽器のキーワード：弦楽器、管楽器、打楽器、音色、咽頭ガン、正弦波、合成波、作曲 
 
１． 弦を振動させると音が出る。いろいろな音階の音が出るようにすると、楽器が

できる。それを弦楽器という。ガラス管や金属管内の空気の振動で楽器を作ると管



楽器ができる。膜をたたいて音を出すと打楽器ができる。弦楽器には、ピアノ、ギ

ター、バイオリン、等がある。管楽器には、笛、トランペット、フルート、等があ

る。打楽器には太鼓、等がある。 
２． 音色と楽器作り：振動する物体で、特有の音がでる。それを音色という。物理

的には振動する波形で音色が決まる。ピアノはピアノの音色を出すのでピアノと分

かる。では、振動する物体を変えると、別の音色が出るので、あらゆる物体を振動

させて見ると、新しい楽器を発見することができる。トライしてみよう。ただし、

音は１秒間に１０００回も１００００回も、激しい振動をするので、固い物、強い

力で引っぱる弦や膜が必要である。最高に固いダイヤモンドを振動させて超高価な

楽器を作りたいものだ。 
３． 咽頭ガン：咽頭ガンになると声帯の内部が犯されるので声帯の帯に力が入らな

い。ゆえに、声は低くなりガラガラ声になる。その音色で咽頭ガンがすぐに分かる。

声帯のポリープや風邪の時も、それぞれ特有の音色がでる。風邪もポリープも音色

ですぐに分かる。 
４． 共鳴：物は自分で振動するとき、特定の振動数で振動する。同じ振動数でゆす

ると、その物体は共鳴して、自分の振動数で振動する。別の振動数でゆすると、我、

関知せず、という知らない顔をして、振動しない。共鳴は共振ともいう。 
５． 楽器合わせ：自分の楽器でドの音を出そうとするとき、ドの音を出す基準音と

共鳴するように調節すれば、ドの音が作れる。共鳴を利用すればよいのだ。 
６． 正弦波：サイン波とも言う正弦波は最っとも単純な波形の音である。ピアノの

出す音は、ほぼ正弦波である。最っとも単純にして純粋な音ともいえる。振動数の

異なる、いろいろな音を組み合わせると、いろいろな波形の音、如何なる音も作り

だせる。 
７． エレクトーンによる合成波：電子回路でいろいろな振動数の音を作り、組み合

わせると、如何なる音も作れる。それ故、エレクトーンでピアノの音もバイオリン、

太鼓、咽頭ガン、ポリープ、風邪の音も作ることができる。 
８． 作曲：１２音階、８オクターブの音を、いろいろ組み合わせて、いろいろな音

楽を作ることができる。あらゆる組み合わせの音楽を聴いて、今までにない音楽を

探すだけで、音楽家になれる。しかし、実際は、場合の数が無限大に近いので困難

だ。作曲の勉強をしたほうが早道だ。 
 

２１：エネルギーの物理： 

キーワード： 
力学的エネルギー、熱エネルギー、光エネルギー、電気エネルギー、圧力エネルギー、

石油エネルギー、核エネルギー、原子力エネルギー、運動エネルギー、位置エネルギー 



 
１． エネルギーとは：エネルギーという言葉はよく聞く。あの人はエネルギッシュ

でよく動く、としばしば話をする。日常会話に使うエネルギーは目に見えないため、

よく分からない。物理ではエネルギーのことを仕事という。正確に言うと、物を動

かさす能力で、動かす力と動かした距離の積に比例する。公式は、簡単明瞭である。 
 公式： Ｅ＝Ｆ×Ｌ    ここに、Ｅ：エネルギー、Ｆ：力、Ｌ：動かした距離 
即ち、エネルギーの話を考えるときは、物を動かす力と動かした距離の２つだけ考えれ

ばよい。タクシーでは、何人の人を何ｋｍ運んだとか、ダンプでいうと砂利を何杯、何

ｋｍ運んだとかを言えばよい。単位はカロリーとかジュールとか言うが、あまり気にす

ることはない。 
２． エネルギー変換：エネルギーは物を動かす力であり、かつ、距離である。では、

何故、熱とか光とか風とか石油、原子がエネルギーになるのであろうか。簡単明瞭

なエネルギーが実に多種多彩で、光エネルギーが熱エネルギーに化けたり、電気エ

ネルギーに化けたり、次から次へと変身するので話がややこしくなる。全て、物を

動かす力と距離に換算して考えればよい。換算すれば複雑怪奇なエネルギーは、上

述の公式１つでよい。例えば、電気も熱も光も全て力になり、物を動かす能力をも

つ。その関係を数式で正確に表すのが物理である。定量的と言う。 
３． 結論：結局、エネルギーはいろいろ姿を変える変幻自在のカメレオンみたいな

存在であるが、単に物を動かす源であることが分かる。 

２２：衝撃力の物理： 
キーワード：衝撃力、金槌、流産、アキレス腱断裂、むち打ち症、耳の水だし、 
 衝撃力は物が急に速度を止める時に働く大きな力である。公式を記してみると、 
Ｆ＝ｍｄＶ／ｄｔ、となる。ここに、Ｆ：力、ｍ：物の質量、ｄＶ：速度の変化分、 
ｄｔ：速度変化の起きる時間。瞬間的に速度変化が起きると、速度変化の起きる時間：

ｄｔが小さいので、衝撃力Ｆは非常に大きいものになる。また、速度変化が大きいほど、

衝撃力は大きい。 
１． 衝撃力：１ｋｇの金槌を置けば１ｋｇの力しか出せない。スピードを付けて叩

けば、その速度変化に比例し、その間の時間に反比例して、大きな力、例えば、１

０ｋｇの力でも１００ｋｇの力でも出せる。その大きな力を衝撃力、または単に撃

力と呼ぶ。衝撃力を利用すれば釘打ちも楽にできる。非力な人も、衝撃力を利用す

れば力持ちになれる。 
２． むち打ち症：車が衝突すると、車は止まる。しかし、首についている頭は、そ

のまま飛んで行く。首の筋肉は伸び、伸びすぎると筋肉が元に戻らないので、むち

打ち症になる。 
３． 胴体切断：日航機が山に衝突した。飛行機は物凄いスピードで衝突し、機体は



止まる。その時の衝撃力は巨大で、飛行機が止まっても乗客は猛スピードで飛んで

いく。その勢いで安全ベルトに固定されている人間の胴体は切断されたと言われて

いる。 
４． 重症便秘：ケンケンをすると体は急に止まる。しかし、便は、そのままの速度

で飛んでいく。便秘を快便にする瞬間治療法が可能となる。 
５． 安産と流産：妊婦が運悪く２階から滑り落ちると、体は急に止まる。しかし、

胎児は、そのまま飛んで行くので流産してしまう。要注意だ。軽いケンケンで安産

するのも可能だ。 
６． アキレス腱断裂：人間飛び跳ねると体に衝撃が走る。その際、アキレス腱に大

きな衝撃力が働く。その衝撃力に耐えられないとアキレス腱は断裂する。 
７． 耳の水出し：耳に水が入ると、耳を下に向けケンケンをすると、耳の水は衝撃

力で飛んでいく。耳の水出しができる。われわれは常識として、その物理を身に付

けている。その他にも、衝撃力は、さまざまな形で利用されている。 
８．  

２３：「因果関係の物理」： 
キーワード：因果関係、原因、結果、予知、即座に原因除去、不治の病の奇跡 
物理は物の位置や動き（速度、加速度）を調べて、現在、過去、未来の因果関係を

学び、人生に役立てる学問である。物の位置や動きは、日常の生活の中で知ってい

るので、我々は物理の世界に、どっぷりつかって生きていることが分かる。 
つづく 
 

２４：「雷の物理」： 
キーワード：落雷、避雷、死亡原因、雷対策、避雷針、対内電流、沿面電流、シールド

夏、気温が上がり空気が勢いよく上昇すると空気の摩擦電気が起きる。強風が吹き荒れ

たり天気が荒れて空気が激しく動いても摩擦電気が起きる。摩擦電気がたまるとプラス

電気とマイナス電気の間に大きな電圧が発生して雷が起きる。電圧は数億ボルトにもな

る。電流は数１００万アンペアも流れる。ただし通電時間は短い。 
１：落雷：電気は尖ったところに集まる習性を持っているので、尖った所に落ちる。グ

ランドでも同様に頭に落ちる。よく新聞には帽子のバッジに落雷して死亡した、との記

事を見る。あたかも帽子のバッジのせいで雷が落ちた印象を与えるが、実はバッジには

関係ない。 
２：実験：バッジを付けた人形とバッジを付けない同じ高さの人形に落雷させた所、４

対６の確率でバッジを付けない人形の方に落雷が多かった。予想外だ。 
３：死亡原因：雷が頭に落ちると体内に電流が流れる。体内電流で心臓マヒを起こし死



亡する。 
４：雷対策：逃げるが勝ちである。雷は高い所、尖った所に落ちるので、グランド・ゴ

ルフ場・広場に居る時は頭に落ちる。見を伏せるべきである。身長の高い人に落ちる。

高い木に落雷するので近くに寄らないことだ。身につけた金属は外すべきか、否、逆で

ある。体に金属を多く付けていると、雷は金属から金属へと流れるので体を守ってくれ

る。 
５：避雷針：雷は高い所、尖った所に落ちるので、建物を落雷から守るには、避雷針を

建物より高い所に置くとよい。人間も金属の杖を持つとよい。 
６：常識のウソ：新聞を見ると、体に金属を付けていると、雷がその金属に落ちて死ぬ

ように書かれている。常識のウソだ。金属をたくさん身につけていれば、雷は金属から

金属に移動して地球に抜けるので命が助かる。 
７：重要知識：落雷に会った時、体に金属をたくさん付ければ付けるほど安全である。

ただし、逃げるが勝ちであることは言うまでもない。要は近寄らないことだ。以上の知

識を持っていれば九死に一生を得ることもあり、人生に役立つ。 
８：驚きの事実：北アルプスで２５名のパーティーが落雷に会い半数の１３名が命を落

とした。数年後、落雷で死亡した人と助かった人の違いを綿密に調べた人が居られた。

死亡した人が身に付けていた金属は少なく、命が助かった人が身に付けていた金属は多

かつたとのデータが発表された。驚きだ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



付録： 

１：「青空偏光虹との運命的な出会い」： 
６０歳を過ぎて登山を開始した。ある日の夕方、車の窓から外の風景を眺めた。きれいな

写真を撮ろうとカメラに偏光フィルターをつけたところ、車の窓の外の景色が虹色に輝く

ので驚いた。その日から、謎の青空偏光虹の研究を開始した。そのときの写真を見ると、

２０００年８月３日の日付がプリントされていた。その日から、理論研究に３年、観測研

究に４年、今年で５年目を迎えた。写真の日付から青空偏光の研究は８年目を迎えたこと

が分かる。青空偏光を連続１年測定すると、季節変化が明らかになった。２，３年、連続

測定をすると、大気汚染・地球温暖化の影響が観測にかかった。予想もしない研究の急展

開に自分自身驚いている。 
 

２：「彩雲との遭遇」： 
ある夏、家族を連れて諏訪湖や白樺湖をドライブした。ニッコウキスゲが見ごろとの話

を聞き、霧ケ峰に向かった。雄大な高原には一面、可憐で黄色いニッコウキスゲが咲き乱

れワレモコウやアザミも顔を出していた。ふと、南アルプスの上空を見ると虹色に輝く雲

が見えた。太陽に向かう方向なので、上空で虹ができ、それを反射しているのかと思った。

早速、カメラで記念撮影を試みた。あれこれ騒いでいると、地元の人が教えてくれた、あ

れは彩雲と言い、３０年に一度現れるのです、と。そんなに珍しいものかと感心する。写

真を、２、３枚撮っていると彩雲は消えてしまった。 
 ３０年に一度しか現れないとは、相当厳しい条件が必要みたいだ。一体、何だろうか。

彩雲のできるメカニズムの解明に興味が湧いてきた。大学に戻り、彩雲について調べてみ

た。理科学辞典によると、高積雲のふちで雲の水蒸気が均一で規則正しく分布したときに

見られる回折現象である、と記されていた。考えていた水滴による光の屈折現象による色

づき現象ではないので、がぜん話がややこしくなった。回折現象であれば光の波長より小

さな水滴が規則正しく並ばなければならない。そのような条件ができる確率はゼロに近い。

高積雲の周辺にしろ、３０年に一度見られれば奇跡に等しい。せっかくの彩雲も、その命

は桜より短く、月下美人より短い。多くの人達は１００年生きても１０００年生きても彩

雲を見るチャンスはなさそうだ。その彩雲に遭遇できた幸運に感謝したい。 
 
「彩雲伝説」： 

何か良いことの起きる印、めでたいことが起きる印である彩雲、３０年に一度、霧ケ峰

の上空に現れては消える彩雲、その彩雲に奇跡的に遭遇できた。彩雲には古い歴史があり、

かずかずの伝説がある。 



１． 彩雲はめでたいことの印であるため、昔から、慶雲、瑞雲、紫雲、景雲、５色雲、

等と呼ばれてきた。 
２． 古代、大和の朝廷は大極殿の西の楼の上にも５色の雲が現れた。これを吉兆とし

て、年号を大宝から慶雲に改められた。７６７－７７０年にも、神護景雲の年号がつ

けられた。 
３． 万葉集には「わだつみの豊旗雲に入り日さし、今宵の月夜さやけかりこそ」と、

彩雲の歌が詠まれた。 
４． 江戸時代には、伝通院の上空で白い雲がにわかに色づき、彩雲となり、２刻（約

１時間）も続いたと言われている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



３：「奇跡を呼ぶ９つの心臓理論」 
キーワード：奇跡の健康法、９つの心臓理論、新鮮血、突然死、異常細胞、正常細胞 
１：第一の心臓：加圧と減圧の繰り返しによる心臓ポンプ：心臓は膨張で新鮮血を貯え

収縮で新鮮血を送りだす。残念ながら、体の隅々まで新鮮血を送ることができない。 
２：第二の心臓：足の裏のツボ心臓：足の裏のツボを刺激すると体に新鮮血を送りを促

進できる。 
３：第三の心臓：筋ポンプ、静脈ポンプ：運動したり、たたき・指圧・マッサージで筋

肉に力を加えると血管は収縮し古い血を送りだす。次に血管がリラックスで膨張すると

新鮮血が送り込まれる。その繰り返しで血行が促進され心臓の補助の役割を果たす。 
４：第四の心臓：熱ポンプ：サウナ風呂・遠赤外線、等で熱を加えると血管は膨張して

新鮮血が送り込まれる。次に、水風呂や雪の上にころがって体を冷やすと血管は収縮し

て古い血が送りだされる。その繰り返しで血行が促進され心臓の役割を果たす。 
５：第五の心臓：吸引ポンプ：運動や熱ポンプだけでは、毛細血管に充分血液が送られ

ない場合がある。その場合はエステで行われる加圧・吸引で毛細血管の血行を促進でき、

心臓の役目を補助できる。 
６：第六の心臓：食物・薬液ポンプ：レモンやオレンジ・ジュース、青魚で血液をサラ

サラにしたり、ビタミンＥで血管を広げて血行を促進できる。心臓の役目を果たす。 
７：第七の心臓：心霊ポンプ：人間その気になれば心で体に緊張・リラックスを与える

ことができる。無我・無私・無念無想・催眠療法・ヨガ・気功・宗教でリラックスする

と血行が促進され、心臓の役割を果たす。奇跡的に奇病・難病が治ることも稀ではない。 
８：第八の心臓：重力ポンプ：血液は重力でも動く。うっ血した手足を上に上げると血

液が心臓に戻る。逆立ちも血行促進に役立つ。 
９：第九の心臓：電磁ポンプ：電気を帯びた血液中のイオンは磁石による電磁力で動く。

小さな磁石を体に付けておくと血行が促進され心臓の役割を果たす。 
以上：全身に新鮮血を送るには心臓だけでは不十分である。9 つの心臓ポンプ・補助ポ

ンプを活用すれば飛躍的に健康体を持つことができる。 
（ニュース）：飛行機に長時間座っているだけで突然死した。（エコノミー症候群） 
（ニュース）：机に向かって長時間勉強していた若者が突然死した。 
（ニュース）：５ｍｍまで成長した胆嚢ポリープが５年運動したら消滅した。 
（ニュース）：ガンと言われたミノモンタが運動で糖尿病が回復したそうだ。 
（ニュース）：３０年来の重度心臓不整脈が運動で突然完治した。 
（ニュース）：歯周病でグラグラの歯が運動で突然完治した。 
 
 
 



４：「私の超能力」 
 
 

５：「快便コンテスト世界一」： 
排便の話は他人にするようなものではない。しかし、人間健康第一、食べること、寝る

こと、出すことは毎日生活する上で大切な３条件である。出すことは大切なことであり、

あえて話をさせていただきたい。若くて美しい女性も、赤ん坊を生むやいなや、毎日、赤

ん坊のウンチの話に夢中になる。ウンチは健康のバロメーターであり、非常に大切な問題

だからである。 
以前、私は便秘や下痢で苦しみ、便秘でイボ痔を切除された。また、便秘や下痢で大腸ポ

リープができ、手術を強くすすめられた。５５歳で健康のため運動を始めた。スポーツ・

クラブに通い、水泳やランニングを始めた。やがて、３０年ぶりに重症の心臓不整脈が治

り、４０年ぶりに重度の歯槽膿漏が突然治った。医者でも治せない不治の病が次々と治り

非常に驚いた。風が吹かなくても激痛で苦しむ通風も治った。また、大腸ポリープや胆嚢

ポリープも次々と消える、奇跡また奇跡にビックリ仰天した。 
奇跡は、まだ、続いた。長年続いた便秘がスーパー快便に変身していった。排便時間は約

１秒、排便に使うティシュは全く必要のない、野生動物顔負けのスーパー快便である。ガ

スもない。臭いもない。排便コンテストがあれば世界一間違いなしである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



６：「中桶悟光語録」： 
１部：人間健康第一：体の健康物理 
１． 重症便秘、ケンケンで快便に、衝撃力が効果的 
２． 重症のシモヤケ、火にあぶればすぐ治る、ただし、やけどに注意 
３． 一番風呂は危険、ミネラル豊富な内臓風呂に入れ、 
４． 運動と摂生で全細胞に新鮮血を送れ、不治の病が治り、奇跡、奇跡、また、奇跡 
５． 高圧ルーム、低圧ルーム、富士山ルームでトレーニングせよ、超人になれる 
６． 不治の病の歯槽膿漏、運動で新鮮血を送ればすぐ治る 
７． 不治の病の重症心臓不整脈、運動して新鮮血を送ればすぐ治る 
８． 大腸ポリープ、胆嚢ポリープいくら出来ても、すぐ切るな、運動すればすぐ治る 
９． 不治の病の糖尿病、運動で新鮮血を送ればすぐ治る 
10：不治の病の通風はスポーツ・クラブへ通えばすぐ治る 
11：低血圧、青びょうたんで朝起きに弱く横着者、無理をしないから長生きする 
12：高血圧、赤ら顔で活動的、エネルギッシュで時として暴走する、要注意人物だ 
13：簡単物理でヒット商品、圧力治療器、温度治療器、低周波治療器、高周波も 
14：世界の名医は新鮮血、静脈ポンプで血行促進、石油ポンプをイメージせよ 
15：血行促進は温熱ポンプで、サウナに入り水風呂に入れ。ホット＆コールドだ。 
16：下痢や便秘で苦しむ人、運動すれば野生動物顔負けの快便に 
２部：金儲け：経済物理：経済の健康物理： 
１：金儲け、低圧ルーム、高圧ルーム、富士山ルームを作ってスポーツ・クラブへ 
２：簡単物理でヒット商品を開発せよ、吸盤手袋天井散歩器、ベルヌーイ空中 

散歩器を遊園地やアスレチック・クラブへ売れ、 
３：株の３分の１反発法則で勝負せよ、すぐに所得が倍増する 
４：植物に音楽を聞かせよ、音圧マッツサージで急成長、金儲けに好都合 
５：食品加工は高圧でやれ、あっという間に商品完成、金儲けは効率的 
６：風が山を越えすると乾燥空気に大変身、フェーン現象と呼ぶ、フェーン現象 

乾燥機、フェーン現象暖房機、金儲けにすぐ役に立つ 
３部：健全な精神：心の健康物理： 
１：超科学、超常現象、すぐに信じるな、種明かしすむまで待て、へんに興味を 

持つと危険きわまりない 
２：人間誰でも超能力者、洗脳、すり込み、思い込み、修行で天の声も悪魔の声 

聞こえてくる、へんな思想に近づくな、魂も財産も根こそぎ失ってしまう 
３：雑音電波も足並み揃えば巨大な力を出す、火の玉、ユーホー、プラズマ、等 

超常現象引き起こす 
 



４部：九死に一生を得る秘訣： 
１． 金属に雷落ちて大危険、金属をたくさん体につけると九死に一生、命拾いする 
２． 立ちくらみ、すぐにしゃがんで危険さけよ、ぐづぐづすると失神してあの世行き 
３． 潜水し、急いで浮上すると潜水病、即死することもまれではない 
４． 高い山、急いで登ると高山病、急いであの世に行くではない 
５． 間違っても空気を血管に入れるな、即死する、高圧ルームに入れば命拾い 
６． 釣り人よ、油断大敵、高波が一日１回襲い掛かることもある、さざ波も勢ぞろい

すると殺人波 
７． 外国で起きた津波に油断大敵、数時間で襲い掛かってくる 
５部：趣味・生活・人生に生かせる知識： 
１：デートの前に顔を火であぶれ、顔はスベスベ・ピンク色、ただし、やけどを 

してはならない 
２：非力の人は衝撃力で力持ち 
３：非力の人はテコの原理で力持ち 
４：包丁、小刀、ナイフ、斜めに切れば力倍増 
５：結婚願望、結婚温度をあげて相手を選びすぎるな、諦めるな、自力で駄目な 

触媒・友人・仲人に頼め 
６：中腰で物をもつと腰痛に、テコの原理が真犯人 
６部：その他の物理： 
１． ノーベル賞、元をただせば簡単物理 
２． 青空も偏光レンズで赤、黄色、青に輝く、ミツバチは青空偏光物理の天才だ 
３． 皮膚呼吸は高速酸素が飛んで火に入る夏の虫 
４． 血圧計、ベルヌーイの定理で超ヒット商品 
５． 強烈真空キッスするではない、出血多量でキッス・マーク、軽い圧力キッスは血

行促進 
６． 環境ホルモンで精子減少、遠心分離機で濃縮するしかない 
７． 触媒は分子と分子をくっつける名仲人だ、うまくいかなきゃ、触媒に頼め 
８． 宇宙、地球動かす法律は超簡単なニュートンの式、決して逆らうことはできない 
９． レーザー光、なんぱされた光が勢ぞろい、ノーベル賞いただきだ。 
 
 
 
 
 
 
 



あとがき： 
物理が苦手と言う人や日頃、物理に縁がない人に、まず、我々は物理の世界に埋もれて

生活していることを認識していただきたい。また、知らず知らずの間に、既に、物理の

知識を身に付けていることを認識していただきたい。更に、人生の多くを物理的に考え

れば、健康になれ、仕事に恵まれ、経済力に恵まれ、スポーツ、レジャーに役立ち、人

生の多くに役立ち幸せになれることを実感していただきたい。そのために、テーマ別物

理を考えました。 
 物理が苦手と言う人に、延々と物理の話をするのは趣旨を外れるので、全てのテーマ

を１ページ以内に書くように努めた。テーマ毎に、更に詳しく知りたい方は、それぞれ

のテーマに関する専門書を読んでいただければ良い。細かいことは無理だとしても、重

要事項は、その１ページ以内に最大限書き尽くすように配慮した。 
 今後、物理が苦手と言う人や、日頃、物理に縁がない人の意見を聞きながら、書き直

すつもりでいます。皆様のご意見をお寄せ下さいますよう、お願い申し上げます。 
 また、テーマの数を更に増やし、皆様と共に人生をより豊かにして行きたいと思いま

す。テーマに関する点についても、ご意見を賜りますよう、お願い申し上げます。 
２０００年２月１３日、記す 
 
 
 


