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Prelude

A危er　 I　received　 my　 PhD.　 in　the　 field　 of　musicology,　 I　enthusiasti-

callysetupon七he　 task　 of　findmg　 employment　 m　 any　 university　 or

黙灘 愚 露講翻 鑑螺鰻
unable　 tr)　find　 acadelnic　 employlnent.

Bei【1g　 a　religious　 person,　 I　kept　 ask血gHeavenwhatIw旦sgomgto

do　With　 my　 academic　 title,　when　 one　 day　 I　heard　 a　clear.pmgr　 voice

欝騰灘騰鰯罵懸灘灘灘藩喜
another　 inner　 voice,　 I　started　 upon　 the　 road　 of　number　 theory

research,　 which　 surprisingly　 fblt血deed　 like　 deja　 vu,　 and　 the　 work

itse猛was　 like　wea血g　 an　 old　baseball　 glove.

m蠕 躍鵠 溜蠕n濫㌘溜蠕b織 蠕霊
鵬 耀t嵩畿 、翻 器 蕊票:蠕溜
盟鑑 鵠 蠕,鴇「蠕 識』譜鷺艦霊 膿
summer　 of　2004　 that　 I　had　 found　 several　 clusters　 that　 would　 help　 me

pu競蠕 蹴 織 繍 蠕 五
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admit,　 somewhat　 rough　 clusters　 that　 especially　 are　 related　 to

Unification　 Thought,　 which　 are　 offered　 within　 the　 scope　 of　this

conference　 keeping　 an　eye　 on　the　 time　 constraintS　 of　our　 meeting　 here

in　Sophia.

　 My　 upcoming　 book　 will　 delve　 much　 deeper　 intO　 what　 I　believe　 are

not　 only　 fbrgotten　 or　overlooked　 aspects　 of　mathematics　 but　 will　 also

be　 a　first　 attempt　 to　evaluate　 Rev.　 Sun　 Myung　 Moon's　 Unification

Thought　 and　 Div社1e　 P血ciple血Ught　 of　number七heory.　 If　there　 is　a

God,　 which　 I　personally　 believe　 is　easily　 demonstrable　 by　 the　 study　 of

the　 numbers　 active　 in　just　 our　 solar　 system,　 then　 the　 study　 of

numbers　 should　 excite　 people　 of　all　ages　 tO　see　the　 majesty　 of　God.

Numbers　 have　 no　 intelligence　 of　their　 o㎜,　 make　 no　 decisions　 on

their　 own,　 are　 by　 themselves　 invisible,　 but　 when　 you　 study　 them,

there　 is　only　 thng　 you　 can　 say　 about　 them:　 they　 belong　 to　the　 realm

of　absolute　 values,　 a　theme　 Rev.　 Moon　 reiterates　 in　almost　 every

speech　 he　 gives,　 and　 which　 has　 also　 been　 the　 theme　 of　many

conferences　 his　organization　 has　 conducted.

　 It　is　my　 strong　 desire　 to　help　 bridge　 the　 gap　 between　 science　 alld

religion.　 I　beheve　 that　 the　 study　 of　numbers　 will　prove　 to　be　help制in

this　respect.　 What　 we　 have　 tO　strive　 for　is　a　VictOry　 for　bOth　 sides,　 not

of　one　 over　 the　 other,　 if　we　 are　 tO　stay　 true　 tO　Einstein's　 dictum　 that

without　 these　 two　 in　harmony　 we　 remain　 blind　 and　 lame.

Introduction

Wゐoeuerω α応 オ0αnderstαnd洗e8e1加mericα17　 connectionsωi〃

understαnd　 themαnd　 be　fiZZedωithα ωe.　GocLαrrαnged　 　theωortd

simply.　 He　 certainly　 did　 not　 intend　 that　 c・mprehension　 ・f　HisωorLd

ωould　 be　restricted　 to　egite　gro"ps　 in　uniuersities.　 lt　w(rs　 hummnktnd

乏tself,　which　 tooh　 the　 infin乏te　 plurαttty　 of　the　 c・smOSαnd　 creαtedαn

tnsurrrtountαbLe　 compLexity　 of　form"Lffs.　 But　 tvhoeverωants　 to　emerge

fronx　 the　 Cffpttvtty　 of　conte}nporary　 hnoωtedge,　 irrespective　 　of　the

reαrs・n,ωitt　 hαve　 t・　beαrthe　 c・nsequences.2

　 Recent　 writings　 by　 the　 German　 chemist,　 mathematician　 and

physicist,　 Dr　 Peter　 Phchta,　 whose　 words　 have　 been　 quoted　 above,　 the

British　 brothers　 Robin　 and　 Richard　 Heath,　 and　 the　 Canadian　 John

Martineau　 3,　are　 saying　 that　 at　 the　 basis　 of　this　 universe　 isa

numerical　 structure　 now　 largely　 ignored　 by　 the　 scientific　 community,

who　 are　 busily　 stud)元ng　 the　 galaxies　 and　 smallest　 atomic　 particles

with　 the　 most　 advanced　 technical　 machines　 and　 computers.　 As

Martineau　 so　eloquently　 says　 in　the　 Introduction　 to　his　 must-read　 A
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Little　 Book　 of　Coincidence:　 "Meanwhile,　 our　 closest　 planetary

neighbors　 are　makhg　 the　 most　 exquisite　 pattems　 around　 us,　inξpace

and　 in　time,　 and　 no　 scientist　 has　 yet　 explained　 why　 Is　it　all　Just　 a

coineidence　 or　do　the　 patterns　 perhaps　 explam　 the　 scientists._"　 4　The

five-fold　 lotus　 flower　 pattern　 that　 Venus　 makes　 around　 the　 Earth

every　 eight　 years　 is　revealed　 above.　 5

　 Can　 there　 possibly　 be　 an　 origin　 to　the　 numerical　 structure　 of　our

miverse?　 Let's　 just　 analyze　 a　few　 numbers.　 Take,　 for　example,　 the

sidereal　 pehod　 of　the　 Moonl　 27.32　 days　 (the　 in免 ㎜ation　 below　 has

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ers　 Heath,　 Martineaubeen　largely　culled　from　Whtings　of　the　broth

and　 Plichta):

1.　To　 make　 one　 fUll　 orbit　 aro皿d　 the　 Earth,　 the　 Moon　 takes　 27・32

days.　 This　 is七he　 sidereal　 month,　 and　 reahgns　 the　 Moon　 in　relation

　 to　the　 stars.　 The　 synodic　 month,　 i.e.,　the　 period　 of　fUll　Moon　 tO　fUll　　

Moon　 is　around　 29.54　 days,　 and　 our　 Juhan　 calendar　 is　based　 and

a(ljusted,inaratherawkwardway,onthis30-daypracticalperiod.

　 Also,　 Saturn　 takes　 around　 10,747　 days　 to　go　 around　 the　 sun.

Divided　 by　 Earth　 Y∋ars　 counted血days,　 the　 result　 is:　10,747　 ÷

365.25=29.42,whichis99.8%accurateto29.53.

2.　Robin　 Heath　 repeats　 the　 proposition,　 made　 by　 several　 others,　 of　a

　 calendar　 year　 based　 on　 13　 months　 of　28　 days,　 and　 makes　 every　

year　 a　leap　 year　 (olle　 could　 make　 New　 Year's　 Day　 a　special　 day　

whose　 count　 is　outside　 the　 28x　 13　=　364　 days),　 and　 adds　 an　 extra

　　day　 every　 4　years・
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3.　The　 reciprocal　 value　 of　this　 lunar　 sidereal　 period　 of　27.32　 =

0.000366...6

4.　It　takes　 366　 Practical　 Days　 for　the　 Moon　 and　 Earth　 to　go　 aro皿d

　 the　 Sun.

5.　The　 ratio　 of　the　 size　 of　the　 Earth　 to　the　 size　 of　the　 Moon　 is

approximately11:3,and11÷3=3.66_while3÷11=0.2727_

　 very　 simiIar　 numbers　 to　2732.　 And　 3660.

6.　The　 Moon　 controls　 the　 movement　 of　water　 around　 the　 Earth,　 ebb

　 and　 flow.　 When　 water　 is　set　 as　 the　 standard　 fbr　 measuring

　 temperature,　 Absolute　 Zero,　 the　 temperature　 at　 which　 all

　 molecular　 movement　 comes　 tO　an　 absolute　 halt,　 is　-273.2℃.

7.　All　 medieal　 students　 are　 required　 to　memorize　 that　 a　pregnancy

　 (read:　 life　developing　 in　water)　 is　calculated　 on　 the　 basis　 of　a　10-

sidereal　 month　 period　 of　273　 days　 fセom　 conception　 tO　birth.　 Any

medical　 book　 or　gynecologist　 Will　 tell　you七hat　 a　pregnancy　 is　10

　 sidereal　 months,　 not　 9　0rdinary　 (or　 synodic)　 months,　 as　 is　the

　 popular　 notion,　 even　 though　 the　 result　 is　almost　 the　 same.

8.　A　woman's　 menstrual　 cycle　 is　27.32　 days,　 or　28　practical　 days.

9.　The　 expansion　 and　 contraction　 of　gasses　 has　 been　 calculated　 to

　 1/273.2　 0f　its　previous　 volume　 when　 its　temperature　 is　either

　 raised　 or　lowered　 by　l　degree　 Centigrade!
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川 一?!ニ1　 1　×　10x9×8　 =　7,　920miles　 =　diameter　 of　earth



i

342　 Session　 ll

10.　 As　 is　shown　 in　the　 figUre　 on　the　 left,　when　 the　 Moon　 is　placed　 on

top　 of　the　 Earth,　 and　 a　circle　 is　drawn　 fセom　 the　 center　 of　the

　 　 Earth　 through　 the　 center　 of　the　 Moon,　 the　 perimeter　 of　the　 square

　 　 around　 the　 Earth　 and　 this　 circle　 are　 one　 and　 the　 same!　 It　also

　 　 reveals　 how　 the　 Moon　 and　 the　 Earth　 have　 resolved　 the　 puzzle　 of

thesqua血g　 of　the　 circle　 (or　the　 circling　 of　the　 square).

11.　 When　 we　 consider　 then　 the　 ratio　 of　the　 difference　 between　 a

square　 and　 a　circle　 it　is　(4一 π)÷ π=　 0.2732..　 (And　 vice　 versa　 is

3.65..).

12.　 Moreover,　 whenIreciprocate　 the　 value　 ofπand　 mUltiply　 it　by　 4,

　　 the　 value　 is　1.2732,.

13.　 'lhe　 average　 rotation　 period　 of　a　s皿spot　 is　27.32　 days.

14.　 The　 acceleration　 ratio　 of　the　 Moon　 in　its　path　 around　 the　 Earth　 is

　 　 measured　 is　O.273　 x　cm!s2.　 In　fact,　the　 acceleration　 of　the　 Earth

　 　 and　 the　 Moon　 behave　 reciprocally　 as　 the　 squares　 of　the　 radii　 of

　 　 the　 orbits　 of　the　Earth　 and　 the　 Moon.

15.　 The　 Earth:　 Moon　 (11:3)　 proportion　 is　also　 invoked　 by　 our　 two

plane七ary　 neighbors,　 Venus　 and　 Mars.　 The　 closest:　 farthest

　　 distance　 ratio　 that　 each　 experiences　 of　the　 other　 is,　3:11　 (99.9%),

　 which　 is,　as　we　 saw　 between　 Mooll　 and　 Earth,　 2727..　 and　 3666..　 .

16.　 Richard　 Heath　 discovered　 that　 in　25　 Jupiter　 Synodic　 periods　 of

　　 398.88　 days　 (=　9972　 days),　 there　 are　 27.321　 Practical　 Earth　 years.

　 　 The　 same　 length　 of　time　 can　 be　 expressed　 as　the　 product　 of　two

　 　 diffE}rent　 numbers:　 25　 x　398.88　 days　 =　27.321　 x　365　 days　 =　9972

days.　 T{〕　top　 it　off,　there　 are　 365　 1unar　 orbi七al　 periods　 wit1血this

　　 period　 of　25　Jupiter　 synods,　 to　an　 accuracy　 of　99.996%.

17.　 While　 playing　 With　 my　 calculator,　 I　discovered　 that　 when　 the　 odd

　 　 numbers　 1-3-5-7-9,　 as　one　 number　 13579,　 are　 (hvided　 by　 the　 even

　 　 numbers　 2-4-6-8　 as　 one　 number,　 2468,　 four　 times,　 the　 result　 is

　 　 3660051_　 with　 a　reciprocal　 of　2732202　 (both　 results　 simplified　 to

　 　 6　figures　 With　 decimal　 points　 omitted).

TheMoon,theSunandtheSolstices

Allow　 me　 one　 more　 diversion　 into　 the　 world　 of　astronomy,　 this　 time

dealing　 solely　 with　 our　 Earth,　 Sun　 and　 Moon.　 Is　it　a　coincidence　 that

the　 Moon　 and　 the　 Sun　 from　 the　 Earth's　 point　 of　view　 are　 one　 alld　 the

same　 size?　 If　you　 didn't㎞ow　 better,　 you　 would　 think　 that　 they　 are

indeed　 the　 salne　 size　 and　 at　almost　 the　 same　 distance丘om　 Earth!

This　 is　especially　 visible　 du血gatotalsolareclipsewherebytheMoon

"covers　 up"　 the　 Sun　 in　its　entirety　 every　 19　years
.　But　 there　 are　 more
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copycat　 similarities　 between　 the　 Moon　 and　 the　Sun.

Robin　 Heath　 is　his　 delight劔(and　 may　 I　add,　 another　 must　 read!)

little　book,　 Sun,　 Moon　 and　 Earth　 has　 enlightened　 his　 readers　 with

more　 startling　 insights　 about　 the　 Moon　 and　 the　 Sun　 copying　 each

other.　 We　 all　know　 that　 the　 Sun's　 zenith　 during　 the　 sp血g　 and制

eq画ox　 is　the　 same.　 When　 one　 records　 the　 locations　 on　the　 h磁zonof

the　 settillg　 Sun　 during　 the　 equinoxes,　 and　 in　 Midsummer　 and

MidWinter,　 one　 will　 notice　 that　 the血ll　 Moon　 wi11　 set　 in　exactly　 the

same　 Equinoxal　 location,　 but　 mirrors　 the　 Sun's　 movements　 (that　 is,

1eft　and　 right　 are　 reversed　 or　mirror?i皿aged).　 It's　best　 to　illustrate

this　 with　 the　 two　 graphics　 (day　 and　 night)　 on　 the　 left丘om　 Heath's

book.

　 Robin　 Heath　 goes　 on　 to　explain　 how　 every　 9.3　 years;　 the　 Moon's

positions　 fluctuate　 between　 the　 Major　 and　 the　 Minor　 Standstills
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(bOttOm　 tWO　 figureS).

　 What　 I　am　 particularly　 interested　 in　here　 is　the　 shape　 of　this
`Wobble"

,　in　the　 fbrm　 of　a　Quadrant　 formed　 by　 two　 lines　 intersectmg

The　 Value　 of　Reciprocals,　 Sungsαng　 and　 ・Hyungsαng

　 At　 this　 point　 I　would　 Iike　 to　introduce　 a　new　 concept,　 which　 is

inspired　 by　 Unification　 Thought,　 namely　 its　teaching　 that　 all　thmgs

in　 the　 universe,　 from　 the　 small　 atom　 to　the　 large　 whale　 has　 an

intemal　 character　 (sμ ㎎sα ㎎)　 and　 an　 Extemal　 Fom　 (Hyun8sαng).

Keep　 in　 mind　 that　 these　 elements,　 like　 mind　 and　 body,　 internal

nature　 and　 extemal　 fbm1,　 have　 a　reciprocal　 relationship　 with　 each

other,　 and　 that　 this　 relationship　 is　tO　be　one　 of　unity　 and　 harmony.

One　 way　 to血troduce　 this　 concept　 of　8μ ㎎sα ㎎and1勤 α㎎8α ㎎into

number　 theory　 is　by　 looking　 at　 any　 given　 number,　 but　 especially

Primes,　 alld　 studies　 its　r㏄ipr㏄al.　 Let　 me　 illustrate.　 Take　 fbr　example

the　 number　 81,　 even　 though　 it　is　not　 ptme.　 Its　extemal　 form　 is　just

the　 value　 of　81,　 but　 its　intemal　 character　 would　 be　 its　reciprocal

relationship.　 But　 befbre　 I　can　 reveal　 that,　 we　 need　 tO丘rst　 write　 81　 as:

8VI　 Itsr㏄ipr㏄al　 value　 is　now　 exactly　 the　 "opposite"　 or　its　hlversion,

namely:Y81,whichisO.012345679012345679012345679012345679-.

we　 Will　 analyze　 this　value　 of　Y81　 in　more　 depth　 below.　 7

　 1f　one　 represents　 God,　 as　the　 First　 Being,　 then　 we　 can　 say:　 8YI　 is

the　 way　 the　 number　 relates　 tO　(おd,　 while　 Y81　 is　the　 way　 God　 relates

tO　the　 number.

81　Stable　 Chemical　 Elements

　 Whenever　 I　ask　 chemistry　 students　 how　 many　 stable　 chemical

elements　 there　 are,　 in　most　 cases　 they　 simply　 do　 not　 know,　 and

typically　 confUse　 stable　 with　 radioactive　 unstable　 and　 man-made

elements,　 Little　 attention　 is　paid　 to　it　as　chemistry　 students　 generally

do　 not　 study　 number　 theo取Well,　 to　tell　the　 truth,　 there　 are　 exactly

81　 stable　 elements,　 a　fact　 that　 is　not　 directly　 obvious　 as　 the　 last

element　 in　the　 table　 of　stable　 elements　 is　83,　Beryttium,　 and　 because

generally,　 the　 fact　 that　 elements　 43　 (Promethium)　 and　 61

(Technetium)　 do　 not　 occur　 naturally,　 is　overlooked.　 These　 two

elements　 really　 must　 be　omitted伽m　 any　 Table　 of　Stable　 Elements!　 8

1deally,　 a　Table　 of　Elements　 should　 clearly　 make　 a　difference　 betWeen

the　 stable,　 the　 unstable　 and　 the　 man-made　 elements.

It　has　 been　 the　 quest　 of　Dr　 Plichta　 t面ndamathematicalprooffbr

this　omission,　 We　 have　 no　time　 or　space　 tO　go　intO　his　elaborate丘ndings.

My　 emphasis　 at　this　point　 is　that　 81　 elementS　 remain　 (83　-　2).　Again,

we　 turn　 to　the　 reciprocal　 of　this　 number:　 1/81ニ0.012345679_A

Gauchy　 style　 calculation　 (or　a　no㎜al　 calculation　 where　 one　 continues
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tr)　divide　 accor(㎞g　 to　an　 n+1　 approach),　 reveals　 that　 this　 is　actualy

the　 calculator's　 limited　 way　 of　actually　 displaying　 this　 number:

0.0123456789(10)(11)(12)(13)-et£.t且loo(infinity).9

1h　other　 words,　 because　 the　 number　 10,　11,　and　 at　some　 point　 a琵er

much,　 much　 larger　 numbers,　 would　 not　 fit　into　 a　one-digit　 space,

a(加stments　 need　 to　made　 to　the　 digits　 preceding　 it　on　 the　 Ieft　side.

Thus1-2-34-5-6-7-8-9-10-becomes1-2-3-4-5-6-7-9-0-(0),et℃.,because

the　 10　 f()rces　 the　 pr㏄ed血g9　 to　become　 a　10,　whichIcan　 now　 only

write　 as　 a　O,　and七hen　 the　 remaining　 l　has　 to　 merge　 with　 the

preceding　 8　to　become　 a　9.

　 Thus,　 no　 matter　 how　 large　 the　 numbers　 of　the　 right　 become,　 evell　 a

trillion　 digitS　 long,　 it　will　 always　 still　wWite　 out　 as　a　steady　 repeat　 of

the　 series　 ``012345679',.　 When　 you　 reaUy　 thmk　 about　 it　deepl)5　 it　is

nothing　 short　 of　amazing.　 Yet,　 no　 matter　 how　 beauti飼and　 even
"intended"　 this　 looks

,　we　 could　 simultaneously　 say　 that　 it　is　an
"optica1且1usion"

,　because　 we㎞ow　 that　 the　 nu血bers　 in　the　 back　 just

keep　 on　 growing　 and　 growing,　 approaching　 infinity　 (see　 also　 the

Appendix　 A).

　 In　other　 words,　 and　 this　 is　the　 important　 observation　 we　 have　 to

make　 here,　 the　 number　 81,　 which　 is　the　 total　 number　 of　stable

chemical　 elements　 that　 make　 up　 this　 universe,　 also　 con七a血sthe　 key

to　 account　 fbr　 the　 total　 numbers　 of　all　these　 81　 elements　 in　the

universe.　 If　we　 consider　 that　 one　 drop　 of　water　 already　 contains　 a

bilhon　 water　 molecules,　 then　 the　 total　 number　 of　stable　 elements　 in

the　 universe　 indeed　 approach　 infinity.　 The　 nu皿ber　 81,　 therefbre,

choice　 or　m.ere　 coincidence?

The8seems　 to　have　 dropped　 out　 of　sight　 in　the　 recipr㏄al　 repeat　 of

123456790_　 a　visual　 illusion,　 but　 seemingly　 just　 the　 right　 number　 to

drop　 from　 sight,　 fbr　if　one　 takes　 the　 portion　 12345679　 as　one　 unit　 of

numbers　 and　 keeps　 addng　 it　untO　 kself,　 this　is　what　 happens:

A　few　 observations

01234567910 12+11=23,12+22=34,23+11=34etc."8"missing

024691358 13+11=24,etc."7"missing

037037037 37+33=70"6"missing(?)

049382716 16+11=27,etc."5"missing

061728395 06+11=17,etc."4"missing

074074074 07+33=40"3"missing(?)

086419753 86+11=97,etc."2"missing

098765432 76　 +　22　 =　98,　 etc.　 (note　 backward　 order)　 ``1"　missing

111111111
"0"missing

Etc,
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AnUnsolvableMystery

　 Right　 away,　 we　 are　 involved　 in　an　 unsolvable　 mystery,　 which　 I

discovered,　 but　 have　 not　 been　 able　 to　resolve.　 Look　 at　the　 following

table:

12 =1
ln　all　CaSeS,　 all　reSUItS　 are

pa|indromes!
112 ニ121

1112 =12321

11112 =1234321

111111112 =123456787654321

All　results　 be血g　 palindromes,　 we　 should　 be　 able　 to　assume　 that　 an

infinite　 number　 of　1's,　when　 multiplied　 by　 itself　should　 also　 produce　 a

礪=0.1111111....,andthusO.11111_2=palindrome.　 Nevertheless,

0.012345679_,whichnow,as1/81,accor(五ng　 to　the　 logic　 of　the　 table

above,　 has　 to　be　both　 a　palindrome　 Ilumber　 as　well　 as　an　ever　 growing

rlumber倉om　 O　to　oo.
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 How　 can　 this　be?Ihope　 that　by　 the　time　 of
wriimg　 my　 book　 I　will　have　 resolved　 this .

P血eN㎜bers

In　 any　 rnathematics　 book　 you　 will　 find　 the　 de丘nition　 of　a　Prime

Number:　 a　number　 only　 divisible　 by　 itself　and　 by　 1 .　Some　 mathemati-

clans　 even　 argue　 thatlis　 not　 Prime.　 Generall)～ 　it　is　accepted　 that2

and　 3　are　 primes,　 as　they　 follow　 the　 same　 prime　 number　 rule .　We　 will

see　 that　 these　 numbers,　 however,　 are　 exceptional　 or　very　 special

prime　 numbers　 that　 need　 to　be　 treated,　 as　Dr.　 Plichta　 so　aptly　 noted,

1ike　the　 fUse　 of　a　bomb:　 1eave　 them　 alone　 fbr　the　time　 beillg .

Generally,皿athematicians　 think　 that　 the　 Prime　 Numbers　 are

randomly　 distributed　 and　 there　 is　no　 discemible　 pattem歓)be　 found .

Sorpe　 very
.　recent　 bOokS　 on　 Primes　 are　 still　in　the　 dark　 on　 this　 point,

and　 Dr.　Plichta's　 findings　 of　an　 orderly　 structure　 have　 apparently　 not

penetrated　 the　 math　 world　 yet.　 In　 all　of　my　 number　 research,　 one

thing　 is　becoming　 clearer　 and　 clearer:　 numbers　 belong　 to　the　 realm　 of

orderliness　 and　 absolute　 values,　 and　 are　 not　 as　random　 as　 we　 may

think,　 as　we　 see　orderly　 numbers　 in　nature　 and　 in　our　 solar　 system .

　 As　 we　 shall　 see　 in　the　 table　 below,　 strictly　 speakng,　 the　 numbers　 1,

2　and　 3　may　 welI㎏phmes,　 but　 are　 also　 special　 numbers
,　which　 willb

e　explained　 in　the　 analysis　 of　Unification　 Thought .

　 It　was　 Dr.　 Peter　 Plichta　 who　 struggled　 with　 Primes　 fbr　decades

1
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bef()re　 finally　 deciphering　 what　 he　 coined　 as　 The　 Prime　 Number

Cross.　 What　 he　 noticed　 is　that　 the　primes,　 and　 leaVing　 the　 numbers　 1,

2　and　 3血itially　 alone,　 start　 off　by　 falling　 on　 either　 side　 of　a　6.　Was

this　 somethng　 that　 would　 proVide　 a　fUrther　 key?　 Let　 us　 look　 at　the

chart　 below:

　 So　 far　 we　 can　 see　 that　 the　 non-primes,　 except　 where　 they　 are

squares　 of　primes,　 have　 as　 root　 factOr　 the　 number　 5,　followed　 bya

primefactor.Forexample,95,whichis5x19.

　 So　 we　 clearly　 see　 a　pattern:　 the　 primes　 fall　on　either　 side　 of　a　6,　and

define　 the　 fbrmula　 of　where　 we　 ought　 to　be　 looking　 fbr　 primes,

namely:　 n6　 ± 　1.

Grouping

ofn6±1

Nonprimes;

orientationton6,

LehorRight

Factors　 of　the
.

non　 p「lme

一1
,0,+1 L1 一1and-1 一12 Seefootnote11

This　 row

intentionally

le貴blank

This　 is　where　 most　 mathematicians　 would　 put　1,　2　and　 3,　which　 do

not　belong　 here,　 as　 they　 do　 not　follow　 the　logic　of　this　table,　 nor　 of

the　 Prime　 Number　 Cross

5,6.7

11,72.13

17,18.19

23,24.25 R25 5x5 52 1　x　24　1ater　than　 -11

29,30.31

35,36.37 L35 5x7

41,42.43

47,48.49 R49 7x7 72 1　x　24　1ater　than　 52

53,54.55 R55

59,60.61

65,66.67 L65 5x13

71,72.73

77,78.79

83,84.85 R85 5x17

89,90.91

95,96.97 L95 5x19

101,102,103

107,708,109

113,174,115 R115 5x23

119,120,121 R121 11x11 112 3x24|aterthan52

125,126,127 L125 5x25 53

131,132,133

137,138,139

349

143,144,145 R145 5x29

149,150,151

155,156,157 L155 5x31

161,162,163

167,168,169 R169 13x13 132 2　x　24　 1ater　than　 112

173,174,175 R175 5x5x7 52x7

179,180,181

185,186,187 L185 5x37

191,192,193

197,198,199

203,204,205 R205 5x41

And　 we　 can　 safely　 say　here:　 etc.

The　 key七 〇　Plichta's　 discovery　 of　the　 Prime　 Number　 Cross
,　a

systematic　 way　 of　organizing　 all　numbers　 (not　 just　 p血1es)　 was　 that

the　 second　 instance　 of　a　squared　 phme　 (after　 finding　 25)　 was　 49
,

which　 is　exactly　 24　pointS　 removed　 ffom　 25.　If　we　 add　 24　to　49　 we　 get

73,　 then　 97,　 and　 then　 121,　 which　 is　the　 next　 prime　 squared　 as　 112 .

From　 25　to　49　it　takes　 one　 step　 up.　From　 49　to　121　 i七takes　 3　steps　 up ,

and丘om　 121　 to　169　 (132)　it　ollly　takes　 2　more　 s加ps　 up.　 Butf士om169

to　289　 (172)　 it　takes　 5　steps　 up.　 The　 next　 is　361　 0r　192,　and　 it　takes　 3

steps　 upwards　 to　get　 there.　 The　 next　 number　 is　529　 0r　232,　 and　 it

takes　 7　steps仕om　 361　 to　get　 there.　 Again,　 we　 see　 aprime　 number

pattem　 showing　 up.

The　 way　 Dr　 Plichta　 designed　 the　 P血1e　 Number　 Cross　 (PNC)　 is

according　 tO　the　 notion　 of　electron　 shells:　 at　25,　the　 numbers　 continue

by　jumping　 to　the　 next　 ``shell".　 Let　 us　 now　 right　 away　 present　 the

much-anticipated　 PNC:

　 BeforeImakeanyobservations,andbeforeyoureadon,pleasetake

a　moment　 or　two　 to　study　 this　Prime　 Number　 Cross　 on　your　 own .　The

illustration　 has　 been　 taken　 from　 Dr.　Plichta's　 website.　 12

　 Now　 that　 you　 had　 some　 time　 with　 the　 PNC　 Quadrant,　 aUow　 me　 to

make　 just　 a　few　 observations　 (many　 more　 are　possible):

轡Each　 circle　has　 a　total　 of　24　numbers.　 1、et's　keep　 this　 in　mind.

鍛From　 e.g.　the　 number　 s　it　is　possible　 tO　walk　 horizontally　 across

　 the　 center　 and　 land　 at　19.　More　 correctly　 put,　 5　-24　 =-　 19.

輪WhenIwalkvenically,thedifferencebetweenthenumbersonthe

left　half　 is　36,　and　 on　the　right　 half　 is　12.　And　 36　 +　12ニ48=2x24 .

釧he　 exact　 180° 　opposite　 of　any　 given　 number,　 that　 is,　by　 cont血u-

　 ing　 on　 astraight　 lne　 through　 the　 center,　 is　always　 adifference　 of

12,as伽m13to1,0rllto23.

」

1
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欝[[he　 prime　 number　 cross　 divides　 all　numbers　 ilto　 three　 groups:

　 　 ◇　Prime　 Numbers　 -　 8　spokes

　 　 ◇　Even　 Numbers　 -　 12　spokes

◇　Odd　 Numbers　 -　 4　spokes　 (not　 counting　 Primes;　 12血clud血g

the　 8P血1es)

With　 the　 PNC　 titled　 at　45°　,　1et's　now　 compare　 it　with　 the　 Moon

based　 sky　 pattem　 discussed　 earlier.　 The　 similarities　 are　 tOo　 stnl血g

k)　lgnore.
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The　 Four-Position　 Fou皿dation　 of

　　　　 Unification　 Thought

　 Dr.　 Plichta　 has　 provided　 no　 clue　 as　to　the　 possible　 deeper　 reason

behind　 the　 arrangement　 on　a　circle　 of　24　numbers.　 It　is　my　 contention

that　 Unification　 'lhought　 can　 shed血rther　 light　 on　this　mysteIy

　 Why　 is　the　 number　 24　 central　 tO　our　 numeric　 system?　 And　 what

五ght　 can　 Unification　 Thought　 shed　 on　 the　 special　 P血ie　 Numbers　 of

1,2and3?

　 Unification　 Thought　 asserts　 that　 there　 is　a　teleological　 purpose　 to

the　 Creation:　 God　 wanted　 to　share　 his　 love　 With　 beings　 in　"His　 own

Image"　 and　 live　 in　happiness　 and　 joy　 with　 them.　 These　 beings　 are

human　 beings,　 and　 Biblica11y　 we　 are　 called　 the　 "children',　 of　God,

turning　 God　 into　 a　Parental　 Being.　 Rev.　 Moon　 caUs　 God　 the　 Cosmic

Parent.　 One　 of　the　 most　 fUndamental　 statementS　 we　 can　 make　 about

humans　 is　that　 they　 are　 diVided　 intO　 male　 and　 female,　 and　 they　 have

the　power　 to　co℃reate　 more　 humans.

　 The　 First　 Chapter　 of　the　 Book　 of　Genesis　 in　 the　 Old　 Testament

contains　 an　 interesting　 additional　 statement:　 `Zet　 us　 make　 Man　 in

our　 Own　 Image.'　 AIld　 `咀e　 created　 us血his　 Own　 Image,　 male　 and

female　 He　 created　 them."　 UIlification　 Thought　 asserts　 that　 God,　 the

Origin,　 has　 the　 characteristics　 of　male　 and　 female,　 and　 that　 He

decided　 to　divide　 these　 characteristics　 into　 a　Male　 and　 a　Female

being.　 Simply　 said:　 God　 is　One,　 but　 humans　 are　 of　two㎞ds:　 male

and　 female.　 Through　 the　 sexual　 love　 union　 between　 a　man　 and　 a

woman,　 not　 only　 more　 offsp血g　 can　 be　 created,　 but　 also　 moreover,

their　 love　 fbr　each　 other　 can　 be　 expressed　 in　an　 act　 of　unity　 In　other

words,　 the　 union　 between　 such　 a　mall　 and　 woman,　 according　 to　the

Old　 Testament　 and　 Unification　 Thought　 has　 the　 power　 to　re-create

the　 image　 of　God,　 and　 Unification　 Thought　 asserts　 that　 God's　 Love

and　 Spnit,　 Blessings　 and　 Joy　 are　 present　 when　 such　 a　God-centered

man　 and　 woman　 unite.　 This　 places　 a　very　 high　 value　 on　 the　 sexual

expression　 of　love,　 because　 it　has　 the　 power　 to　bring　 back　 into

Oneness　 the　 Division　 created　 by　 the　 Origin.　 Biblically　 expressed,　 the

Oneness　 is　a　duplicate　 "Image　 of　God".　 Let　 us　now　 put　 this　into　 visual

fbrm:

hl　Unifica七ion　 Thought,七his　 fbur-part　 structure　 is　called　 the　 Four

Position　 Foundation,　 as　 f()ur　 parts　 fbrm　 the　 whole.　 This　 4-part

structure　 is　called　 Origin,　 Division　 &　Union.　 In　the　 figure　 on　the　 left　I

have　 given　 the　 Origin,　 God,　 the　 number　 1,　the　 Division　 numbers　 2

and　 3,　the　 Adam　 and　 Eve　 of　Creation,　 and　 the　 Union　 between　 them

and　 God　 the　number　 4　(the　 fbur　 back　 circles).
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　 Thus,　 numerically　 speaking,　 in　 th

horizontal　 union　 between　 2　and　 3　takes　 place,　 centered　 on　 1

皿mber　 4　will　automatically　 appear　 as　we11.

.　Expressed　 in　numbers:　 2　+　3　=　5,　but　 1　+　4　also　 equals　 5　(!).　The

pe虚cturdonmustthere和re　 be　expressed　 as　the　 s㎜of2+3plus1+

4=5+5ニ10.　 Keep　 in　mind　 that　 the　 number　 4　can　 never　 come　 about

without　 numbers　 1,　2,　and　 3　being　 present　 and　 participating　 in

perfect　 union.　 So,　also　 here,　 we　 see　 that　 the　 numbers12,　 and3playa

special　 role,　 as　 they　 symbolize　 the　 very　 start　 of　mankind:　 God　 (1),

Adam(2)andEve(3).

　 Ihave　 no　 time　 tO　elaborate　 fUrther　 upon　 tO　the　 numbers　 in　the　 grey

areas,　 as　they　 deal　 with　 interrelationships,　 but　 one　 could　 build　 an

entire　 theology　 based　 on　 those　 numbers,

[Ehese　 4　numbers　 should　 be　looked　 at　in　a　variety　 of　ways:　 The　 first

three　 members　 of　the　 group,　 God,　 Man　 and　 Wbman,　 or　 1,2and　 3,

have　 the　 ability　 to　create　 new　 hfb.　The　 only　 numbers　 in　mathematics

that　 deliver　 identical　 results　 when　 added　 and　 multiplied　 together　 are

indeed　 these　 numbers　 1,2and　 3,　as　 1+2+3=　 6,　and　 lx2x3(also

expressible　 as　3!)　13　=　6　as　we11.

　 This,　 then,　 brings　 us　 back　 to　defUsing　 the　 bomb　 we　 talked　 about

earlier.　 The　 numbers　 1,　2　and　 3　can　 thus　 be　 called　 special　 Prime

Numbers,　 and　 I　Iike　 to　call　 them　 the　 Ur-Primes.　 Again,　 Unification

Thought　 places　 the　 highest　 value　 of　this　 human　 fbur　 position

ih　 the　 Ideal　 Sense,　 the皿ion

between　 a　Tme　 Man　 and　 a　True

Woman,　 where　 God's　 Love

dwells　 in　 this　 Union,　 brings

about　 a　new　 product,　 namely

this　 very　 Union　 itSelf.　 The　 New

Testament　 talks　 aboutaman

and　 a　woman　 becoming　 "one

flesh."　 This　 c`flesh"　 is　a　new

product,　 their　 Union　 (and　 has

the　 possibility　 of　 creating

offspring　 as　 well).　 Rev.　 Moon

often　 says　 that　 the　 union　 of　a
'lkUeMananda[E

rueWomanis

the　 Substantial　 Manifestation　 of

the　 Insubstantial,　 Invisible　 (k)d.

The　 Vbrtical　 God　 becomes,　 as　 it

were,　 and　 is　 expressed　 as　 a

Horizontal　 (k)d.

　 　 e　Ideal　 Sense,　 when　 the

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ,the
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伽ndation,　 and　 fUrthermore　 asserts　 that　 Man　 is　a　microcosmos　 of　the

macr㏄osmos,　 and七hus,　 as　the　 unity　 between　 1,　2,　and　 3,　creates　 the

number　 6,　it　may　 not　 be　 surprising　 that　 the　 Bibhcal　 book　 of　Genesis

talks　 abOut　 the　 SiX　 Days　 of　Creation　 and　 the　 One　 Day　 of　Rest.　 May

we　 find　 here　 a　reason　 for　God　 selecting　 not　 tO　create　 element　 61?　 It's　a

just　 a　thought.　 Again,七hestartoftherestofmankindisfromthefirst

three　 positions,　 and　 thus　 three　 numbers:　 God,　 First　 Man　 and　 First

Wbman.

　 That　 the　 number　 six　 plays　 a　special　 role　 in　 the　 Creation　 is

especially　 revealed　 by　 the　 world　 of　ms㏄ts.　 InsectS　 are　basically　 made

outofsugars,andsugarsaremadef士om　 carbOn,　 which　 is　element　 6.　A

carbOn　 atOm　 contains　 6　protons,　 6　neutrons,　 and　 6　electrons,　 2　in　the

first　energy　 level　 (shell)　 and　 4血the　 second　 (she11).　 All　insectS　 have　 siX

legs,　 and　 most　 have　 hexagonally　 shaped　 eyes,　 while　 bees　 make

hexagonally　 shaped　 hives.　 Moreover,　 molecule　 C60　 has　 60　 carbon

atoms　 and　 has　 a　perfect　 shape,　 Iike　 a　traditional　 soccer　 ball,

consisting　 of　12　pentagons　 and　 20　 hexagons,　 arranged　 symmetricaUy

血asphericalshapewith120sym皿etry　 operations!

　 When　 the　 fourth　 number　 is　mUltiplied　 by　 this　 6　we　 attained　 from　 1

+2+3and/orlx2x3,　 we　 have　 24,　 the　 mathematical　 4!　The

expression　 4!　Simply　 means　 l　x　2　x　3　x　4.　The　 numbers　 6,　4,　alld　 24

form　 the　 foundation　 for　uncove血g　 the　 secret　 of　the　 Prime　 Numbers,

as　discovered　 by　 Dr.　 Peter　 Plichta,　 and　 we　 saw　 what　 I　beheve　 is　the

root　 meaning　 of七he　 number　 10.

Let　 us　 now　 tum　 our　 attention　 to　what　 in　Un迂ication　 Thought　 is

called　 the　 Triple　 Objective　 Purposes,　 which　 deals　 fUrther　 with　 the

numbers　 3　and　 4.

The　 Thriple　 Objective　 Purposes

　 AIIow　 me　 to　demonstrate　 the　 [[lriple　Objective　 Purposes　 of　the　 Fou.r

Position　 Fo皿dationbythediagrambelow.

　 As　 we　 can　 see,　 each　 position　 of　the　 Four　 Position　 Foundation　 has

the　 possibility　 to　relate　 to　three　 dU」fferent　 o句ects:　 God　 is　able　 to　relate

to　Man,　 WOman　 and　 their　 Unity/Child,　 etc.　This　 makes　 fbr　a　total　 of

12　 different　 types　 of　relationships.　 Keep　 in　mmd,　 however,　 that　 the

count　 of　12　is　not　 complete,　 as　this　number　 12　0nly　 analyzes　 the　 Four

Position　 Fo皿dation伽m　 the　 point　 of　view　 of　an　 initiating　 Su句ect,

and　 leaves　 out　 the　 desired　 response　 from　 the　 O切ect,　 which　 will

double　 the　 12　 relationships　 to　 24　 relationships　 to　make　 them
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 complete.　 We　 could　 say,　as　on　the　 case　 of　the

2+3and1+4bothma㎞ しg5　and　 toge七her

ma㎞g10,　 that　 we　 are　 dea1血g　 here　 with　 12

　　 　　 (mitiatives)　 +　12　(responses)　 =　24.　 Of　course,

　 　 aIly　 of　these　 positions　 can　 relate　 to　 more

　　 　　 　 than　 one　 object　 at　olle　thlle,　but　 this　 does　 not

change　 the　 basic　 24・based丘amework　 of廿 五s

mode1.A丘erall,血what　 is　colloquially　 called

　　 　　 "give-alld-take"　 action　 (I　say　 colloquially,

　　 　　 because　 the　 eXPression　 is　really　 incorrect,　 as

　 　 it　iS　giVing-to　 and　 receiving-from),　 there　 is

always　 a　response　 to　an　 action.　 Even　 s丑ence

or　no　 response　 is　a　fbrm　 of　response　 affecting七heinitia血gsU句ect.

The　 12　 +　12　also　 restates　 Unification　 Thought's　 emphasiS　 on　 the　 dual

natu[re　 of　rea五ty.　 We　 can　 thus　 say　 that　 Plichta's　 Plime　 Number　 Cross

hasarighthalfandalefthalf,aswellasatophalfandabottomhal£,

effecbively　 diViding　 it　intO　 f()ur　quadrantS.

　 Thus,　 note　 that　 each　 of　the　 4　SubjectS　 now　 "possesses"　 not　 3,　but　 6

arrows　 (not　 Mumstrated　 in　the　 f　ggure　 above)　 with　 a　total　 of　6　x　4　=　24

arrows.　 F舳ennore,　 the　 number　 4　and　 3　bOth　 play　 an　important　 role

here.　 Four　 positions,　 With　 each　 3　0bjects　 to　relate　 to.　In　 U1通cation

Thought　 these　 are　 called　 the　 Triple　 O句ective　 Purposes.　 Any

correlation　 here　 of　why　 element　 43　 is　missilg?　 Note　 that　 4　+　3　=　7,

just　 as　the　 missing　 Element　 61　 consists　 of　6　+　1　=　7.　 Also,　 with　 Dr.

Plichta,　 we　 can　 ponder　 over　 the　 numbers　 3　and　 4　in　the　 f{)rmula　 34

wllich　 is　81,　 a　number　 we　 have　 already　 analyzed　 as　being　 the　 key

numbertoaUcons㏄ut討enumbershlitsrecipr㏄al.14

Keep　 in　mind　 that,　 according　 to　Un誼cationThought,the丘rst　 two

humanbe血gs,　 with　 God　 as　their　 centeI～ 　a　triangle　 represent血gthe

number　 6,　are　 the　 start　 ofaf㎞ 迅y,　clan,　 tribe,　 soCiety,　 na胡on　 and

world.　 Thus,　 the　 eXpansion　 intO　 an　 infmite　 number　 of　people　 created

丘om七he血st　 couple,　 starts　 from　 the　 first　humans,　 and　 the　 number

Y81　 is　thus　 related　 tO七his　 as　well.

Befbreclosj直g　 this　paragraph,　 1et　us　take　 a　closer　 look　 at　our　 hands.

■　We　 have五ve丘ngers　 one　 ach　 hand;　 atotal　 of　 10,　 and　 we

　 discovered　 the　 decimal　 system　 already　 in　 the　 Four　 Positioll

　 　Foundation.

②Actually,　 we　 have　 fbur　 fingers　 With七hree　 bones　 in　each　 hand;

　 　that's　 12　bones　 per　hand,　 and　 24　total.

■　The　 three　 portions　 in　each丘nger　 can　 represent　 the　 'lhriple

O句ective　 Purposes　 and　 the　 Three　 Stages　 of　Growth,　 and　 such
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　 thillgs　 as　tnciple　diVisions　 in　nature　 (like　s61id,　hquid,　 and　 gas).

●　The　 thumb　 has　 two　 secdons,　 which　 can　 represent　 God　 and　 His

　 dual　 characteristics,　 one　 thumb　 representing　 Sung-Sang　 and

　 Hyung-Sang,　 the　other　 male　 and　 female.

●　The　 two　 thumbs　 have　 a　total　 of4　 bones.

A　coincidence?

皿rree　 Generations

　 Rev.　 Moon　 talks　 condnuously　 about　 the　 Three　 Levels　 of　Heart:　 tihe

verヒical　 love　 betveen　 (嗣and　 humans,　 the　 co可ugal　 love　 between　 a

manandawoman,and七he　 love　 of　childrell　 fbr　their　 parents.

However,inU晒cation　 Thought,　 these　 levels　 of　love　 are　Ilot　limited

to　one　 generation,　 but　 find　 its　most　 complete　 expression　 in　three

generations.　 In　other　 words,　 God's　 de曲e　 is　not　 onlyfヒ)r　 True　 Ch皿dren

辻1　the　 First　 'liue　 Couple　 (i.e.,　True　 Parents),　 but　 also　 wants　 to　see　 his

True　 Grandch丑dren,　 Rev.　 Moon　 also　 emphasiZes　 that　 even　 betWeeh　 a

husband　 and　 Wife,　 these　 three　 leve嬉of　 love　 and　 heart　 should　 already

exist:　 a　man　 is　both　 husband,　 brother　 and　 son　 tO　his　Wife,　 and　 his　w迂b

is　mother,　 spouse　 and　 daughter　 to　 her　 husband.　 Accordillg　 to

Unification　 Thought,　 the　 ideal　 family　 is　an　 extended　 family:

grandparenbS,　 parentS　 and　 (grand)　 chil(hen　 shoul砒 ㎜one皿it.　 h

many　 cultures　 this　is　stin　tradition,　 but　 in　the　 westem　 world血shas

largely　 eroded,　 as】 ㎜y　 grandparents　 now　 live　in　special　 old　peoples'

homes,　 where　 they　 no　 longer　 live　 with　 family　 but　 With　 same　 age

pee「s・

Let　 us　 look　 at　this丘om　 a　numerical　 perspective.　 Allow　 me　 to

represent　 the　 Four　 Position　 Foulldations丘omthispersp㏄tive　 in七he

f()lowing　 table:

Grandpare

ntal　Level

(3rows)

→ 1 Observations:　 The　 veけical

growth　 of　each　 column　 is　+3.

The　 difference　 betvveen

combined　 numbers　 like　23,

56　 and　 89　 is　33　 The　 growth

of　the　vertical　 numbers　 like

14,47,and7-10(=80}is

also33.

2 3

Parental
Level

(3rows)

→ 4

5 6

Grandchildren

　 Level→

　 (3rows)

7

8 9

10

The　 first　Four　 Position　 Foundat]ion,　 on　 the　 (}randparental　 Leve1,　 is

created　 by七he　 numbers　 1,　2,　3　and　 4,　where　 the　vertical　 union　 creates
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1　+　4　=　5,　and　 the　 horizontal　 union　 2　+　3　=　5.　On　 the　 Parental　 Level

we　 find　 the　 vertical　 union　 of　4　+　7　=　11,　aIld　 5　+　6　=　11,　and　 on　 the

Children's　 Level　 we　 find　 the　 vertical　 numbers　 7　+　 10　=　 17　 and　 the

horizontal　 numbers　 8　+　9　=　17.　If　I　continued　 the　 figure,　 with　 more

levels,　 I　would　 find　 that　 the　 vertical　 and　 the　 horizontal　 numbers　 add

up　 to　the　 same　 total.　 It　is　interesting　 to　see　 that　 when8andgare

seen　 as　 one　 number,　 89,　 it　is　33　 more　 than　 the　 previous　 combined

numbers　 of5and60r　 56,　and　 56　 is　33　more　 than　 23.　This　 continues

to　be　so　if　the　 figure　 is　continued　 beyond　 3　generations.

　 The　 number　 that　 drew　 my　 special　 attention　 was　 the　 final　 number

at　the　 bottom　 of　the　 third　 Four　 Position　 Fo皿dation,　 namely　 the

number　 10.　 Also,　 if　all　numbers　 are　 added　 together　 we　 get　 the

folloWing:1+2+3+_10=55.Butifthenumbersarejoinedintoone:

01+23+04+56+07+89+10=190.Thisveryinteresting,because

whenIdraw3more　 fo皿dations　 below　 it,　fbr　 a　total　 of6　 1evels,　 the

last　nulnber　 is　19.
'lheinterestingtruthabOu七thenumber19is七hat1+2+3+

_+19

=　190.　 Dr.　Plichta　 writes　 very　 ext)ensively　 about　 the　 number　 19,　as　he

discovered　 that　 the　 group　 of　81　 stable　 elements　 numericaUy　 divides

血to4groups　 of1+　 19,　plus　 one　 on　top,　as　fbllows:

Element19(ontop)

日ement　 4 日ement2 日ement6 日ement　 3

19　more　 Elements 19　 more　 Elements 19　 more　 Eiements 19　more日ements

'lb　see　 the　 entire　 breakdown
,　please　 consult　 Appen(五x　 B.　Note　 that

when　 the　 number　 81　is　subtracted丘om　 100,　 the　 remainder　 is　19,　and

when81isdividedby19,theresultis4.263157894736842105263157

8947368-etc.,　 and　 the　 first　fbur　 digits　 are　 the　 same　 as　in　these　 fbur

columns　 abOve;　 also　 Y19　 ・　0.052631578947368421。.(which　 forms　 the

second　 part　 of　81/19;　 see　 above　 tn　itαtics).　One　 has　 to　read　 Dr.　Plichta's

writings　 to　more　 deeply　 appreciate　 his　 insights.　 Furthermore,　 Dr.

Plichta　 expla血s　 that　 in　the　 world　 of　life,　there　 are　 19　 1eft-oriented

an血o　 acids,　 plus　 one　 more　 right/left　 oriented　 acid,　 as　 there　 are　 no

naturally　 occurring　 right　 oriented　 acids.　 15

　 The　 number　 19　 is　a　very　 interesting　 number　 here,　 because　 apart

丘om七he　 fact　 that　 its　digits　 are　 the　 first　and　 last　of　the　 digits　 we　 use

丘)r　counting,　 hke　 the　 AII)hα(1)　 and　 Omegα(9)　 of　numbers,　 it　is　really

the　 number　 19　itself　that　 also　 contains　 a　hidden　 secret　 tO　our　 human

ancestry

Namely,thereciprocalof19=0.052631578947368421....Letus

357

take　 a　closer　 look　 at　this　result.

The丘rst　 number　 is　O5,　and　 the　 next　 one　 is　26,　0r　is　it?　WhenIlook

at　the　 reciprocal　 of　19999　 (introduced　 as　 a　way　 of　producilg　 more

zoroes　 between　 the　 individual　 numbers　 that　 make　 up　 the　 whole

number),theresultis50002500125006250312515625781289-etc.,

and　 we　 can　 more　 clearly　 Witness　 what　 is　happening　 here:　 51　=　5,　and

52　=　25,　 and　 53　=　 125,　 and　 54　=　625,　 etc.　Have　 you　 ever　 noticed　 this

befbre?　 Let　 us　 look　 at　this　 reciprocal　 once　 more,　 but　 now丘om　 the

back　 of　the　number,　 right　 before　 it　repeatS　 itSelfi

1/19999:=(firstrepeat)

500025001250062503125156257812890644532226611330566528

32641632081604080204010200510025501275063753187659382

969148457422871143557177858892944647232361618080904045

202260113005650282514125706285314265713285664283214160

70803540177008850442522126106305315265763288164408220

411020551027551377568878443922196109805490274513725686
28431421571078553927696384819240962048102405120256012

800640032001600080004000200010000_

We　 see,　 fkom　 the　 back　 tO　front,　 or　from　 right　 tO　left,　the制10wing

series:1,2,4,8,16,32,64,128,etc.,01～moreaccuratelyput:20,21,22,

23,　24,　etc.　Again,　 have　 you　 ever　 seen　 a　number　 that　 grows　 from　 left　to

right　 as　well　 as　from　 right　 to　left?　Amazing,　 isn't　it?

If　Ia皿bornf士om　 2　parents,　 4　grandparents,　 8　great-grandparents,

16-great-great-grandparents,　 etc.,　 was　 I　born　 therefbre　 from　 an

in丘nite　 number　 of　original　 parents　 thousands　 of　years　 back?　 The

answer　 to　that　 is　of　course　 "No"　 because　 humanity　 shares　 ancestors,

and　 so　the　 pool　 of　common　 ancestOrs　 narrows　 the　 fUrther　 we　 go　back

in　history.　 Somehow,　 there　 is　a　solution　 clue　 to　this　 mathematical

puzzle　 in　the　 reciprocal　 of　19,　 although　 the　 number　 does　 not　 give

away　 the　 starting　 point　 of　humanity　 from　 our　 very　 first　 ancestors.

Time　 constraints　 don't　 allow　 me　 to　delve　 deeper　 mto　 this　reciprocal.

　 The　 "growth　 factors"　 (for　 lack　 of　a　better　 term,　 as　 mathematics

currentlyhasnonamefbr血isunstudiedphenomenon)ofthenumber

19　are　 thus　 the　 number　 5　from　 LR　 and　 the　 number　 2　from　 RL,　 in　the

fbrm　 of　no,　n1,　n2,　etc.　 Thus,　 the　 number　 19　 is　somehow　 illtimately

related　 to　the　 numbers　 5　and　 2.Ihope　 to　make　 sense　 of　all　the
"growth　 nulllbers"　 Prime　 reciprocals　 are　 composed　 of

,　but　 deciphe血g

them　 is　a　bit　more　 dauntillg　 that　 I　at　 first　thought　 it　unless　 I　can

discover　 a　simple　 secret　 key.　 This　 research　 is　also　 related　 to　the　 idea

that　 prime　 numbers　 themselves　 undergo　 three　 stages　 of　growth
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befbre　 they　 ma七ure　 intO　 their　 fUll　number.

Is　it　a　coincidence　 that七he　 number　 19　 appeared　 twice　 in　my　 multi.

tiered　 Four　 Position　 Foundations?

　 Dr.　 Plichta　 who　 discovered　 that　 the　 81　 elements　 divide　 into　 fbur

groups　 of1+　 19,　 and　 that　 Amino　 Acids　 are　 divided　 into　 a1+　 19

configuration,　 would　 certainly　 not　think　 so.

　 　 The　 Number　 83　as　an　 Example　 of　12　and

Unification　 Thought,s　 T!r'iple　Objective　 Purposes

　 　 　 　 　 and　 Three　 Stages　 of　Growth

　 We　 have　 seen　 above　 that　 although　 there　 are　 81　 stable　 chemical

elements　 in　 the　 Table　 of　Elements,　 the　 last　 stable　 element　 is

Berylltum,　 or　Element　 83,　since　 ElementS　 43　 and　 61　do　not　 eXist.

　 Is　it　a　mere　 accident　 of　nature　 that　 BerOrllium,　 the　 last　 stable

element,　 has　 atomic　 number　 83?　 As　 with　 the　 number　 81,　 that

unlocked　 a　key　 to　 all　consecutive　 numbering,　 the　 number　 83　 is

capable　 of　unl㏄ ㎞g　 a　fantastic　 mystery　 as　well:

1÷83=0.01204819277108433734939759036144578313253_

We　 seeasequence　 in　the　 beginning:　 012,　 followed　 by　 O48.　 Is　therea

correlation?　 'Ihe　 numbers　 48　is　four　 times　 12,　and　 let's　see　it　with　 that

possibility　 in　mind.　 By　 enlarging　 83　 to　83333,　 its　reciprocal　 reveals

the　 12　to　48　 sequence　 a　bit　better:

1÷83333=1.2000048000192000768003072012288..Whatwe

now　 clearly　 see　 is　the　 multiplication　 table　 of　12:　 12　x　40　(=12);　 12

x4ユ(=48);12x42(=192);12x43(=768),etc.

　 Let　 us　 analyze　 this　 reciprocal　 a　bit　fUrther:　 If　we　 work　 backward

丘omユ ノ8333　 to　Y83,　 we　 witnessadecrease　 in　the　 f}equency　 of　zeros

between　 the　 12　 and　 48,　 etc.　 So,　 what　 would　 be　 the　 number　 that

reciprocates　 to　no　 zeroes　 between　 the　 numbers　 as　we　 still　have　 12048

in　Y83?　 Let's　 figure　 it　out:

1 2 4 8

1 9 2

7 6 8

3 0 7 2

1 2 4 9 9 9 9 8 7 2
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The　 actual　 total　 is　124999999....　 Which　 are　 125,　 which　 is　the

recipr㏄al　 of　8.　What　 if　we　 go　even　 fUrther?　 We　 allowed　 for　a　tWodigit

placement,　 and　 now　 we　 Will　allow　 only　 single　 digit　placementS:

1 2

4 8

1 9 2

7 6 8

3 0 7 2

1 2 2 8 8

4 9 1 5 2

1 9 6 6 0 8

7 8 6 4 3 2

1 7 28 15 42 25 25 6 11 2

　 Translated,　 this　 number　 =　19994757,　 but　 is　actuaUy　 1999999999_

if　I　had　 placed　 more　 rows　 of　numbers,　 and　 19999_　 equals　 2,　the

recipr㏄al　 of　5.　It　seems　 that　 the　 number　 83　grows,　 or　unfblds,　 into　 its

true　 reciprocal　 via　 the　 stepping　 stones　 of5　 alld　 2,　il　that　 order.Iam

currently　 still　analyzing　 this　 phenomenon,　 which　 may　 very　 well　 be

related　 to　Unification　 Thought's　 Three　 Stages　 of　Growth.

　 One　 could　 ask　 oneself　 the　 question　 whether　 these　 three　 stages　 are

an　 inversion　 process,　 since　 I　discovered　 them　 by　 so皿e　 type　 of
"squeezing　 process

."　So,　 when　 the　 number　 2　and　 5　1ed　 to　 the

reciprocal　 of　83,　 it　would　 be　 very　 {nteresting　 to　make　 a　table　 of　f()r

example　 the　 first　50　 Prime　 Numbers　 and　 see　from　 what　 "seeds"　 they

have　 ``grown"　 or　̀ `unfolded."

Ilhe　 Quadrant　 of　the　 Number　 lo

　 At　 the　 end　 of　20031attendedapeace　 rally　 in　Jerusalem,　 hada

totally　 unexpected　 spnitual　 experience　 in　the　 church　 of　Na七ivity　 in

Bethlehem,　 where　 I　was㎞ocked　 over　 twice　 by　 an　 unseen　 power　 and

people　 had　 to　 prevent　 me　 from　 falling　 over.　 While　 my　 entire

experience　 in　Israel　 was　 one　 of　amazement　 and　 gratitude,　 it　was　 a

quiet　 internal　 revelation　 in　my　 hotel　 room　 about　 the　 number　 10

towards　 the　 end　 of　my　 trip　 that　 excited　 me　 the　 most.　 It　provided　 an

answer　 to　an　 issueIlong　 been　 grappling　 with,　 andIwas　 able　 to

resolve　 the　 phenomenon　 of　the　 square　 root　 of　10　 and　 its　nearly

identical　 reciprocal　 in　a　manner　 very　 analogous　 tO　the　 Prime　 Number

Cross.

　 The　 square　 root　 of　ten　 is　a　most　 amazing　 number,　 namely:
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3.16227766016837933...　 What　 is　amazing　 about　 is　that　 when　 I

reciproca施it,Iget　 exactly　 the　 same　 number,　 but　 it　is　just　 one　 digit

space　 diffbrent:　 1/価 二 〇.316227766016837933_.Ikeptasking

myself　 there　 must　 be　 a　deeper　 meanmg　 to　this.　 At　 the　 heart　 of　my

analysis　 was　 a　simple,　 but　 I　believe,　 profbund　 issue:　 When　 I　square

root　 100,Iget　 an　 "easy'　 10,　but　 whenIsquare　 root　 10,Iget　 the　 "not-

so-easゾ3.16227766_　 Why　 is　that　 the　 case?　 I　am　 not　 sure　 if　other

mathematicians　 have　 studied　 this　otherwise　 obVious　 difference.

When　 I　build　 a　series　 of　``easゾ'　and　 ``not-so-easy"　 square　 roots　 of

multiples　 of　ten,　I　get　the　 f(〕low血g　 picture:

Base　 number EqualSl lts　square　 root: lts　square　 root:

100= 1 1

101= 10 3.16227766

102= 100 10

103= 1000 31.6227766

104= 10000 100

105= 100000 316.227766

106= 1000000 1000

107= 10000000 3162.27766

Observations　 of　 above　 numbersl

lt　s纈sbgica|yw愉

a10°,notwi胎a

pe巾aps　 expected　 11.

Results　 have　 an

even　 number　 of

zeroes

Results　 have　 an

odd　 number　 of

zeroes

Incrementargrowth

is　by　one　 digit　(or　x

101)

hcremental　 growth

by　one⑩t(orx

10[}

1七becom　 clear　 to　me　 that　 we　 have　 a　pattem　 caused　 by　 all　even　 odd

nu血ber　 of　zeroes.　 Now　 it　was　 t㎞e　 to　analyze　 the　 recpdcals　 of　these

above　 numbers:

Base　 number Equals: Equals: lts　square　 r∞t: lts　square　 root: lts　Reciprocal: lts　Reciρroca[

100= 1 1 1

101= 10 3.16227766 0.316227766

102= 100 10 0.1

103= 1000 31.6227766 0.0316227766

104= 10000 100 0.01

105= 100000 316.227766 0.00316227766

Let's　 take　 a　look　 at　these　 reciprocals　 in　relationship　 to　their　 orig血al

numbers:

　 Again,　 we　 see　 even　 and　 odd　 numbered　 zeroes.　 For　 example,　 the

number　 1000　 has　 an　 odd　 number　 of　zeroes　 before　 its　decimal　 point,

but　 its　reciprocal　 of　O,001　 has　 an　 even　 number　 of　zeroes　 after　 its
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OriginalNumber Reciprocal Reciprocal

1 1

10 0.1

100 0.01

1000 0,001

Etc. Odd　 number　 of　zeroes

after　the　 decimal　 poht

Even　 number　 of　zeroes

after　the　 decimal　 point

decimal　 point.　 Hkewise,　 the　 number　 100.O　 with　 an　 even　 number　 of

zeroes　 befbre　 the　 decimal　 point　 has　 its　reciprocal　 of　O.01　 that　 has　 an

odd　 number　 ef　zeroes　 after　 its　decimal　 point.　 So,　 the　 original　 number

and　 its　recipr㏄alr㏄k　 between　 even　 and　 odd;　 any　 given　 number　 With

an　even　 number　 of　zeroes　 BEFORE　 its　decimal　 po血t　 has　 a　reciprocal

withanoddnumberofzeroesAFTERitsd㏄imal　 point.

　 Another　 possible　 way　 of　looking　 at　 this　 odd-even　 difference　 is　by

imagining　 a　mirror:　 the　 number　 is　100,　 and　 its　reciprocal　 "mirro〆'　 is

O.01.　 The　 mirror　 image　 of　100　 introduced　 a　decimal　 point:　 0.01　 (in

other　 words,　 if　I　tOok　 the　decimal　 point　 aw@y,　 then　 IQ9 _becomes　 OOI　 in

the　 reciprocal　 mirror,　 but　 as　we　 all　know　 ,　10　and　 1/1　10　are　 indeed　 one

decimal　 point　 apart,　 and　 thus　 the　 mirror　 image　 of　100　 is血deed　 O.01,

StrangeaSitmaySeem.

　 We　 see　 the　 balance　 of　even　 and　 odd　 in　harmony,　 which　 according　 to

Unification　 Thought　 is　analogous　 to　the　 balance　 of　harmony　 betWeen

all　expressions　 ofyα ㎎andyin.

In　the丘nal　 analysis七hen,wecanmapoutthe"ev朗s"　 and　 "odds".

In　the　 left　figure　 below　 I　have　 made　 no　 discrimination　 betWeen　 even

and　 odd　 numbered　 zeroes,　 but　 have　 just　 mdicated　 a　crossing　 point

be七ween　 regular　 numbers　 on　 the　 left　and　 reciprocals　 on　 the　 right　 and

filled　 in　just　 two　 of　the　 fbur　 quadrants,　 Thus　 on　 the　 left　"whole"

numbers　 like　 1,　10,　 100,　 1000,　 etc.,　alld　 on　 the　 right　 of　the　 cross血g

their　 respective　 recipr㏄al　 values　 of　1,　0.1,　0.01,　 0.001,　 etc.　In　the　 right

figure　 below　 the　 left　figures　 are　 those　 with　 an　 odd　 number　 of　zeroes

befbre　 the　 decimal　 point　 and　 the　 ones　 on　 the　 right　 with　 the　 even

number　 of　zeroes　 after　 the　 decimal　 point,　 and　 I　have　 translated　 these

values　 of　10,　1000,　 and　 their　 reciprocals　 I【ltr)　their　 fbrmulaic　 fbrms:

　 In　 the　 figure　 on　 the　 left,　finally,　 I　have　 mapped　 out　 my　 entire

findings　 of　the　 number　 ten,　 which　 seems　 so　intr血sically　 simple,　 yet

tOok　 me　 several　 months　 to　figure　 out　 after　 returning　 from　 Israel.

　 The　 numbers　 of　the　 left　of　the　 decimal　 point　 are　 the　 westem　 and

northem　 quadrant　 sections　 and　 their　 reciprocals　 are七he　 ones　 with

the　 numbers　 after　 the　 decimal　 point　 and　 are　 the　 south　 and　 eastem
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Odd　 always　 unites　 with　 Even,　 and　 the　 O

an　 Even　 (Union　 or　Child)　 result.

　 I　have　 given　 a　title　this　Quadrant　 of　the　 Number　 lo:　Qlo・

quadrant　 s㏄tions.

　 Important　 Note:　 Although　 I

have　 not　 done　 it　here,　 I　woUld　 like

to　stress　 that　 the　 same　 should

and　 could　 be　 done　 f()r　the　 square

roots　 of　all　these　 numbers　 in　the

quadrant　 on　 the　 left,　and　 their

recipr㏄als,　 i.e.　dea1血g　 with　 the

number3.16227766-etc...

In　 the　 Four　 Position　 Fou皿da-

tion,　 we　 also　 have　 two　 evens　 and

two(舳wor㎞gha㎜oniously

together:　 God-Odd,　 Man-Even,

Woman-Odd,　 Union-Even,　 and

　　　 riginal　 Odd　 (Gk)d)　 produces

QIo　 and　 the　 Number　 81

　 We　 saw　 that　 the　 square　 root　 of　10=3.162277660..　 And　 that　 the

neXt　 number　 that　 looks　 like　 this　 has　 to　be　 the　 square　 root　 of　either

1000　 0r　O.1.　We　 also　 saw　 that　 the　 reciprocal　 of　the　 square　 root　 of　ten

differs　 only　 by　 one　 decimal　 point　 from　 that　 square　 root,　 as

O.316227722660..

　 When　 the　 square　 roots　 of　O.1,　 10　 and　 1000　 are　 added　 together,　 we

have,　 respectively:

0.316227766

3.16227766

31　.6227766,　 and　 added　 together　 they　 are:

35,1012820..ニm
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Naturally,　 fi　+　im　 +価666=111,and1112=12321.Similarly,

but　 with　 one　 decimal　 point　 difference,　 the　 above　 m2　 will　produce

蓋1騙pch「emindsus°fthes'ng'ed'9itd'ffe「encebetWeen?1°

IfIadd/了+価+緬+1000000+100000000+etc.,the

result　 will　 be　 a　fbrever　 growmg　 strmg　 of　1's:　111111111111111111...,

and　 we㎞ow　 aheady　 that　 ifIraise　 this施the　 p)wer　 of　two,　 I　wil　 get

apalindromel1112=12321,1111112=12345654321,etc.Not

surprisingly,　 the　 reciproeal　 of　this　 ever-growing　 number　 is　related　 to

81.　Let　 us　reveal　 theser㏄ipr㏄alsinatable:

EqualS: lts　reciprocal　 (decimal　 point　 omitted):

12 1 ?　(left　blank　 for　now)

112 121 826446281

1112 12321 81162243

11112 1234321 81016202430

111112 123454321 81001620024300

1111112 12345654321 81000162000243000

Etc, Obsenlations:　 We　 are　 dealing　 here　 with

asehesoflx81,2x81,3x81,etc.

　 Based　 on　 the　 results　 in　the　 rows　 below　 12,　we　 can　 probably　 figure

out　 the　 answer　 to　the　 question　 mark　 placed　 on　 that　 row.　 The　 result

right　 below　 is　82644628,.,　 which　 is　just　 an　 overlapping　 of　the　 same　 81,

162,　 243　 series,　 but　 still　placed　 tWo　 digitS　 apart:

8 1

1 6 2

2 4 3

Total　 be「ow　 : 3 2 4

8 2 6 4 4 6 Etc.

　 Let's　 move　 to　one　 decimal　 point　 apartness,　 and　 resolve　 the　 row

above　 with　 the　question　 mark:

　 Translated,　 this　 is　999999999999...,　 which,　 1ike　 if　we　 placed　 the

decimal　 point　 in　front　 of　the　 number,　 as　in　O.99999_,　 would　 become

1.00000_

　 Dtmg　 a　different　 type　 of　research,　 I　happened　 to　stumble　 upon　 the

搬 鵠1蠕 蠕 蠕 驚。浩識 鵠:t。臨 鵠

　ll
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8 1

1 6 2

2 4 3

3 2 4

4 0 5

4 8 6

5 6 7

6 4 8

7 2 9

8 1 0

8 9 1

9 7 2

9 9 9 9 8 18 18 18 18 18 19 9

28.4604989...,　 a　totally　 different　 number!

oing　with　 an　odd　number　 of　zeroes:　 1ノ厄 而+1ノ 願+1ノ

　 +　V　 810000000　 +　etc.　=　after　 a　few　 more　 calculations　 =

3162277657.006101_　 ActUally,　 the　 more　 I　do　 this,　 the　 closer　 I　get　 to

the　 real　 n㎜ber　 that　 the　 square　 root　 of　 10　(3.16227766.)　 proVides!I

was　 very　 surprised　 and　 happy　 tO　see　this,　and　 this　paragraph　 about　 it

cannot　 do　justice　 to　my　 amazement!　 Dr.　 Plichta　 would　 definitely　 see

this　 as　 another　 proof　 that　 the　 decimal　 system　 is　not　 a　human

invention,　 but　 he　 himself　 did　 not　 discover　 this　 particular　 relationship

betWeen　 the　number　 81　and　 the　number　 10.

On　the　other　hand,　 1ノ/-971+1ノ緬+1/810000+1/81000000+

etc.addupto...99999999999999.99999999999999_...,whichwe

㎞ow　 is　the　 same　 as　10000...(decimal　 point　 placement　 ignored,　 as　well

asunkno㎜).

　 Again,　 we　 are　 reminded　 of　the　 significance　 of　the　 quadrant　 of　the

number　 10,　as　 we　 have　 resolved　 the　 issue　 of　the　 one-deeimal　 point

difference.　 The　 number　 81　 and　 810,　 and　 fbr　that　 matter　 567　 and　 5670

all　fall　in　this　 category　 of　one-decimal　 point　 difference.

By　 this　method,　 I　also　stumbled　 upon　 the　 Fibonacci　 series.　 16
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Odd　 and　 Even　 Infinity?

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 abOut　 this　bef()re,　but　allow　 me　 to　em　 hasize　 itWe　a】ready　talked

here　 once　more.　 If　I　start　with価+vfi666+100000+10000000+

etc.=351364216-etc.x9=316227766-etC.=a,anda2=1000000000....

(11血 ㎡teA)

But汀+価+嚇+1000000+etc.=111111111111x9=

10000000000_...(InfiniteB)

Accord血gto　 the　 logic　 we　 have　 seen　 so　far,　these　 two　 totatsαre　 one

decimαl　 pointαPαrt,　 and　 yet　 they　 are　 also　 tnfinite.　 We　 can　 only

conclude　 that　 infinity　 is　not　 one,　 but　 is　divided　 into　 two　 types　 of

in丘nity　 whose　 total　 numbers　 are　 just　 one　 decimal　 point　 apart,　 no

matter　 how　 odd　 this　 may　 seem　 to　our　 limited　 minds.　 However,　 it

co五1cides　 with　 Unification　 Thought,　 which　 asserts　 that　 God　 has　 dual

characteristics,　 and　 this　 one-decimal　 point　 difference　 belongs　 to　the

realm　 of　these　 dual　 type　 characteristics.

SummingUpMyPreliminaryFindings

We　 have　 seen　 a　few　 new　 number　 theory　 concepts:

1.　The　 Prime　 Numbers　 1,　2　and　 3　are　 special　 numbers　 and　 accord血g

to　Un迅cation　 Thought,　 are　related　 to　the　 position　 of　God,　 True　 Man

　 and　 True　 Wbman,　 who　 are　tO　form　 the　very　 start　 of　the　human　 race.

　 By　 forming　 the　 number　 6,　they　 form　 the　 basis　 for　the　 entire　 Prime

　 Number　 System,　 as　the　fbundation　 fbr　all　numbers.

2.　Dr.　 Plichta's　 Prime　 Number　 Cross　 is　also　 related　 to　Unification

Thought's　 Four　 Position　 Foundation　 and　 the　 Triple　 O句ective

Purposes,　 which　 is　based　 on　 the　 number　 12,　and　 as　seen仕om　 both

　 a　subjective　 and　 an　 objective　 position,　 with　 the　 numbers　 12　and　 2　x

　 12　・　24,　which　 is　also　 the　 mathematical　 formula　 of　4!　(・　1　x　2　x　3　x

4).

3.　My　 initial　 findings　 point　 in　the　 direction　 that　 Uni丘catioll　 Thought's

theory　 of　the　3　stages　 of　growth　 are　 co㎡ ㎜edbyn㎜bertheory.

4.　The　 Quadrant　 mirror　 of　the　 number　 lo,　Qlo　 as　 I　ca皿it,　 based　 oIl

the　 single　 digit　 dif正'erence　 between　 the　 square　 root　 of　10　 and　 its

　 reciprocal　 as　 well　 as　 on　 the　 regular　 number　 and　 its　reciproca1

　 (which　 can　 also　 be　 seen　 as　a　mirror),　 seems　 to　confirm　 Unification

　 Thought's　 theory　 of　the　 dual　 nature　 of　Creation,　 as　 evidenced　 in

‖
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such　 things　 as　malelfemale,　 yin-yang,　 +み,odd/even,　 etc.

5,　My　 findmgs　 point　 to　the　 dual　 nature　 of　the　 concept　 of　infinity　 m

numbers,　 two　 h血litiesWithonedecimalpointdifference.

6.　Unification　 Thought's　 theory　 of　the　 Four　 position　 Foundation　 can

　 explail　 the　 decimal　 system　 with　 the　 Ur-Four　 Position　 Foundation

　 of　God　 and　 True　 Parents,　 but'also　 with　 the　 three　 levels　 of　Four

　 Position　 Foundations,　 namely　 of　Grandparents,　 Parents　 and

　 Grandchildren,　 and　 with　 three　 levels　 of　heart　 and　 love.

7.　Analysis　 of　the　 recipr㏄als　 of　Primes　 seems　 to　con五rmUni五cation

Thought's　 theory　 of　limited/temporal　 extemal　 fbrm　 and　 in五nite-

etema施temal　 character　 (e.g.　1/7　=　0.142857...),　 called　 respectively

正lyungsαng　 alld　8α ㎎sα ㎎.

8.　The　 reciprocals　 of　all　primes　 point　 to　a　consecutive　 numbering

series　 (multiplication　 tables)　 from　 left　to　right,　 as　well　 as仕om　 right

　 to　left.　Until　 Plichta,　 this　 phenomenon　 has　 not　 been　 studied.　 It

　 remains,　 until　 now,　 a　fbrgotten　 dimension　 of　mathematics.　 My　 book

wil　 deal　 with　 this　 extensivel)乙

9.　(Not　 covered　 in　this　papeちbut　 noteworthy　 nevedheless:　 my　 initial

research　 indicates　 that　 numbers　 behave　 in　 a　spiral　 fashion,　 v町

　 much　 like　DNA　 strands,　 etc.)

10.　The　 numbers　 10,　 1.O　 and　 81　 and　 8.1　 are　 intimately　 related,

　 especially　 when　 analyzing　 their　 square　 roots.　 The　 number　 81

　 holds　 the　 key　 to　all　consecutive　 numbers,　 which　 is　based　 on　 a

　 decimal　 system.　 Keep　 in　mind　 as　well　 that　 the　 total　 number　 of

　 stable　 chemical　 elements　 is　just　 81.

11.　The　 number　 81　 contains　 an　 as　yet　unsolvable　 mystery　 of　lmearity

　 versuspalindromeorcircularity.

12.　Chemical　 elements　 43　and　 61　are　 missing,　 making　 element　 83　the

　 lastelement,aPrimenumberwiththenumber12initsreciprocal

　 series.　 The　 Four　 Position　 Foundation　 of　Unification　 Thought　 is

based　 on　4　numbers,　 3　1evels,　 and　 12　0句ects　 to　relate　 to　in　tota1.

Preliminary　 Final　 Observations:

　 The　 three　 figures　 below　 on　 the　 left　we　 have　 already　 discussed:　 1)

The　 quadrant　 of　the　 celestial　 movements　 of　the　 Moon　 (as　 a　copycat

Sun)asseen仕om　 the　 Ea曲,　 followed　 by　 2)　Plichta's　 Prime　 Number

Cross,　 and　 3)　my　 Quadrant　 of　the　 Number　 lo,　or　Qlo.

The丘gure　 on　 the　 right　 is　Rev.　 Moon's　 design　 fbr　 his　 worldwide

movement.　 Its　 fbur　 arms　 symbolize　 the　 fbur　 Seasons,　 the　 Four

directions　 (East,　 West,　 North　 and　 South),　 and　 the　 Four　 Position

367

Foundation.　 Its　 total　 of　12　 arms　 symbolize　 the　 Triple　 O句ective

Purpose,　 the　 12　 Gates　 of　Heaven,　 and　 there　 is　both　 a　square　 and　 a

circle,　 and　 the　 arrows　 on　 the　 divided　 circle　 symbolize　 the　 give　 and

take　 action　 betWeen　 masculmity　 and　 femminity,　 subject　 and　 o切ect,

mind　 and　 body,　 plus　 and　 mmus,　 etc.　We　 can　 appreciate　 how　 back血

the　 1950s,　 well　 before　 these　 three　 other　 figures　 were　 discovered,　 Rev.

Moon　 must　 have　 had　 some　 extraordinary　 insight　 about　 the　 nature　 of

this　 universe　 in　order　 to　come　 up　 with　 such　 a　startling　 near　 identical

五gure!

Moonrises　 as　drawn

by　Robin　 Heath
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Prime　 Number

Cross　 of　Dr,　Peter

Piichta

Quadrant　 of　the

Number　 10　as

drawrl　 by　Dr.　Adri

deGroot

Unification

Movement　 symbol

as　drawn　 by　 Rev.

Sun　 Myung　 Moon

　 It　is　my　 hope　 and　 Wish　 that　 more　 and　 more　 scholars　 will　 take　 an

objective　 look　 at　Unification　 Thought.　 Although　 I　cannot　 deny　 that

many　 personal　 experiences　 have　 helped　 me　 tremendously　 on　 this

mathematical　 joumey,　 yet　 when　 you　 study　 the　 lives　 of　many　 great

thinkers　 and　 discoverers　 and　 inventors,　 as　wel　 as　 great　 composers

and　 others　 artists,　 you　 come　 to　the　 conclusion　 that,　 in　most　 cases,　 they

did　 not　 feel　 they　 were　 going　 about　 it　"alone."Icertainly　 have　 felt

gUided　 in　 this　 pr()ject　 as　well　 on　 many　 occasions,　 f()r　which　 I　am

gratefUl.　 Dr.　Plichta's　 (充(1's　Secret　 Formulαis　 fUll　of　anecdotes　 of　this

nature　 as　well　 and　 makes　 his　book　 read　 like　a　detective　 novel..　 In　the

Bibliography　 below　 I　have　 highlighted　 the　 bookS　 I　highly　 recommend

for　fUrther　 elucidation　 With　 an　 asterisk.

　 I　credit　 the　 incredible　 freshness　 of　Unification　 Thought　 with

providing　 the　 fUel　 fbr　many　 new　 insights,　 and　 I　have　 a　hunch,　 fbr

many　 more　 surprises　 to　come!
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ApPendiXA:ThePuzzleoftheReciprocaloftheNumber81

Visual　 appearance　 of　the　Reciprocal　 of　the

Number810.Ol2345679012345679_

ActUal　 groWth　 of　the　 numbet:　 0123456789-10-1　 1-

12-13-14-15-16-17-18-19-etc.

According　 to　the　 method　 of　 1う112,1112,etc.,allre-

sults　 are　 palindromes,　 and　 thus,　 111_(infinite)_111

to　the　 power　 of　2　must　 also　 be　 a　palindrome,　 but　 is

also　 the　 square　 root　 of　 l/8　1,　which　 points　 to　a　pro-

gression丘om　 O　to　infinity.

5

The　 reciproca「 　value　 placed

on　a　circle,　going　 around　 just

once　 on　the　left　circle,　but

going　 around　 forever　on　the

right　cirde.　 Piease　 note　 that

the　placement　 of　the　O　at　the

top　is　totaliy　random;　 as　it

doesn't　 matter,　 Once　 l　place

a　tritlion　repetitions　 of

Of2345679　 0n　this　circle,　it

is　going　 to　be　hard　 to　see

where　 e.g.　1　0r　5,　0r　g　would

be.
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Appendix]臣 ●

|

Notes
Dr.　 Peter　 Plichta,s Numeric　 Breakdown of　 the　 81

1 Stable ChemicalElements 1)咀)釦lly　 apPreciate　 the　 points　 made　 in　this　 papeちtheuseofan

1 at　 least　 10-digit　 calculator,　 preferably　 a　scientific　 one ,　is

The　 nuniber血fkont　 of　the　 name　 of　each　 element　 is　the　 elements reco㎜ended(郎ap㎞gt即enotneed翻).

ownnumber
.

2)　Dr　 Peter　 Plichta,　 Go(蕗8ecreZ1飛)rηzμZα
,p.175.

Note　 that 100一 81=19and that 81/19=4.263_ 3)　See　bibliography

日ement　 19 Potassium
4)　John　 Martineau,んL顔eBooゐ(ゾ α)iπc㎡ence

,p.1.

日ement　 4　Bery川um Element　 2 Helium 日ement　 6　Carbon 日ement3Lithium

5)　Vbnus　 is　our　 closest　 neighboちkiss血g　 us　 evely　 584　 days　 as　it

passes　 between　 us　and　 the　 Sun.　 Martineau　 writes:　 `電achtimeoneof

80xygen =4x2 10　Neon =2x5 9Fluo而ne =3x3 1Hydrogen

12Magnesium =4x3 14　Silicon =2x7 15Phosphoms =3x5 5　Boron

these　 kisses　 occurs,　 the　 S皿,、 危nus,　 and　 the　 Earth　 lhle　 up　 twか 五危hs

of　a　circle　 farther　 around　 the　 starry　 zodiac　 c丘cle　 -　so　a　pentagram　 of

COrりUnCtiOnS　 iSdrawn.　 Seenfセom　 Earth　 the　 Sun　 moves　 around　 the16　Sulfur =4x4 18A瑠on =2x9 21　Scandium =3x7 7　Nitrogen

20Calcium =4x5 22　Titanium =2x11 25Manganese =5x5 11　Sodium
zodiac　 while恥nus　 whirls　 around　 the　 S皿,　 (hawing　 an　 astonishing

24　Chromium =4x6 261ron =2x13 27　Coba|t =3x9 13Alumhum

28　Nickel =4x7 30　Zinc =2x15 33Arsenic =3x11 17　Chlorine
1

pattern　 over　 exactly　 eight　 years　 (99.9%)　 or　 13　 Venusian　 years

(99.9%).　 Small　 loops　 are　 made　 when　 Venus　 in　 her　 dazzling　 kiss

seems　 brie且y　 to　reverse　 direction　 against　 the　 background　 stars .

32　Germanium =4x8 34　Selenium =2x17 35　Bromine =5x7 23　Vanadium Notice　 the　 Fibonacci　 numbers　 we　 have　 just　 met
,　5,　8　and　 13.　 The

36Kツpton =4x9 38　Strontium =2x19 39Y廿rium =3x13 29　Copper periods　 of　Earth　 and　 Venus　 are　 thus　 also　 closely　 related　 to　Phi

40　Zirconium =4x10 42　Molybdenum =2x21 45　Rhodium =3x15 31　Gallium (99.6%)(p.24).

44Ruthenium =4x11 46Palladium =2x23 49　|ndium =7x7 37Rubidium
6)　Two　 dots　 mean　 the　 numbers　 that丘)llow　 are　 not　 a　repeat　 of　the

48　Cadmium =4x12 50　Tin =2x25 51Antimony =3x17 41　Niobium
previous　 numbers.　 Three　 dots　 means　 that　 the　 numbers　 repeat

themselves　 as　in　e.g,　 V7　 =　0.142857_

52丁ellurium =4x13 54　Xenon =2x27 55　Cesium =5x11 47　Silver
7)　A　 Korean　 book　 with　 a　translated　 title　of　"Secrets　 of　Cheon　 bu

56　Barium =4x14 58　Cerium =2x29 57　Lanthanum =3x19 53　{odine keyong田[eavenly　 Code　 Tbachmgs,　 or　sometimes　 translated　 as　"The

60　Neodymium ニ4x15 62　Samahum =2×31 63　Europium =3x21 59　Praseodymium Bible　 given　 by　 Heaven'1　 and　 the　 Culture　 of　Petdu-San　 [White且ead

. 64　Gadolinium =4x16 66　Dysprosium =2x33 65Terbium =5x13 67　Holmium Mountain　 region]　 published　 in　Korea　 in　 1989,　 ISBN　 Number　 89一

68Eπ)ium =4x17 70Y廿elbium =2×35 69Thulium =3x23 71　Lutetium
357-0130-0　 04150,　 and　 composed　 of　81　 Chinese　 letters　 is　an　 early

text　 that　 already　 talks　 about　 the　 sigr曲canceofthenumber81 .
72　Hafn山m =4x18 74Tungsten =2x37 75Rhenium =3x25 73　Tanta|um

760smium =4x19 78Platinum =2x39 77　1ridium =7x11 79Gold 　 8)　 It　is　perhaps　 precisely　 because　 they　 can　 be　 artificially

synthesized,　 that　 they　 are　 mcluded　 m　 the　 Table,　 b㏄ause　 the　 Table

80　Mercu呼 =4x20 82Lead =2x41 81　Thallium =3x27 83　Bismuth
generally　 mixes　 radioactive　 and　 man-made　 elements　 anyway

See　 Pli(}hta,　 DαsPrtmzαhLhreuz,　 Bαnd　 II:　Dcts　 Unendliche,　 Teil　I,　P.

19,and(敦)d!苫Secret　 F()rmulα,p.33,p.132-136.

Nevertheless,　 these　 artificially　 generated　 elements　 43　 and　 61　 are　 not

stable,　 do　 not　 have　 isotopes　 (all　stable　 elements　 otherwise　 posses

them),　 have　 a　relatively　 very　 short　 life-span,　 and　 are　 radioactive .

Hence,　 they　 should　 be　excluded　 from　 the　 first　81　stable　 elementS　 up

to　Beryllium.

9)1/81islike100/81=1,1eftover19(2x9+1),fbllowedby190/81

ニ2,leftover　 is　19　+　9ニ28(3x9+1);280/81=3
,1eftoverrnustbe4x

9+1=37,etc.

　 10)　On　 an　interesting　 side　note:　Keep　 in　mind　 that　 12345679　 has

the　 factOrs　 37　 and　 333667;　 again　 the　 last7seems　 as　if　"on　 purpose"

li

i!

1:1

1
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because　 333667　 +　333667　 =　produces　 this　table:

0333667 37 3367(in

between　 37

and333667)

Obs研vatぬns:

0667334 74 6734 h　the　first　◎01umn　 note　 how　 the　two　 digits　67　1ump　 to　68,　69,

70,　etc.　each　 third　time,　And　 you　 can　 easily　 discover　 similar

behavior　 from　 the　middle　 digits　like　33,　turning　 to　34　 three

places　 down,　 etc.　The　 best　 way　 to　see　 the　 beauty　 of　this

phenomenon　 is　to　add　 the　 number　 333667　 unto　 itself
repeatedly　 and　 watch　 the　digits　anywhere　 in　the　number　 and

see　 what　 you　get　each　 third　addition.　The　 same　 holds　 true,　on

a　smaller　 scale,　fro　the　columns　 of　the　number　 37　and　 3367.

1001001 111 10101

1334668 148 1346B

1668335 185 16835

2002002 222 20202

2335669 259 23569

Etc. Etc. Etc.

　 Numeric　 logic　 would　 "dictate"　 that　 333667　 should　 be　 333666,　 and

37　 be　 36,　 and　 3367　 be　 3366,　 but　 this　 +1　 variation　 makes　 all　the

dif迂brence,asitdoesin123456789+1・=123456790.Likewise,1/7=

0.142857...　 and　 not　 142856.　 Agai1,　 this　 number　 added　 unto　 itself

producesthefbllowingseries:285714,428571,571428,714285,

857142,　 999999,　 1142856　 (one　 can　 add　 the　 first　l　to　the　 last　6,　as　e.g.

also　in　a　later　 apPeal血96999993,etc.).

　 11)　lf　we　 were　 to　go　iltO　 negative　 territOry　 even　 more　 than　 -1,　we

get　 the　 fbllowing　 series,　 based　 on　 I16±1:　 (all　numbers　 negative,

omitted　 here　 as　I　am　 using　 hyphens　 to　separate　 them:)　 5-6-7;　 11-12-

13,17-18-19,etc.Thus,even血negative　 space,　 the　 prime　 numbers

remain　 of　the　 same　 value,　 because　 they　 hinge　 around　 the　 central

po血tof　 -1,　0,　+1.　 Again,　 our　 findmgs　 here　 reiterate　 that　 1,　2,　and3

are　special　 numbers.

12)　httpVlww.plichta.de〆deutsch/d _a_raum_㎜d_zeit.php

　 13)　 Thus　 7!　=1x2x3x4x5x6x7=　 5040,　 which　 is　also　 the

radius　 of　the　Earth　 +　the　Moon　 in　miles.

　 14)　Note　 thatasquare　 has　 our　 sides,　 but　 when　 tumed　 intOacube

now　 has　 6　sides,　 and　 12　 edges,　 with　 24　 possible　 directiolls　 on　 each

edge!　 Also,　 a　hexagon　 can　 be　seen　 as　a　cube　 tumed　 sideways.

15)　Peter　 Plichta,　 GoゐSecre舌 夙)rmulα,passim

　 16)　 While　 playing　 with　 my　 calculator　 (a　wonderful　 way　 to

accidenta-11y　 discover　 interest血gth立1gs!),　 I　perfbn皿ed　 the　 fbnow廿19

1/9,　divided　 fUrther　 by　 99,　then　 by　 999,　 then　 by　9999,　 etc.　The　 result

wasO.01123595505617977528089887640449438202247191...,which

is　1/89,　 and　 which　 is　the　 Fibonacci　 series　 in　disguise.　 Although　 this
`Fibonacci　 reciproca1"　 is　apparently　 a丘equently　 rediscovered　 fact

,　I

amnotsureifothersarriveditinthesamewayIdid!
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1.　lntroduction

　 Ih　any　 given　 age　 the　 understanding　 of　matter　 and　 material　 beings

underpins　 the　 thought　 of　that　 age.　 This　 is　because　 our　 ftmdamental

categories　 fbr　understand血g　 existence　 de亘ve丘omourviewofmatter

OntOlogy　 has　 theref()re　 been　 an　 important　 branch　 of　philosophy
,　and

even　 in　Unification　 Thought　 ontological　 concepts　 are　 the　 fbundation

fbr　the　 whole　 structure.　 HistodcaUy　 the　 investigation　 of　matter　 was

canied　 forward　 through　 the　 construction　 of　philosophical　 models ,　and

fbr　 centuries　 the　 philosophy　 of　matter　 origillating　 with　 Plato　 and

AristOtlewasthedom血antview.

　 Christian　 theologians　 have　 been　 influenced　 by　 this　 philosophical
tradition,　 and　 mco叩orated　 some　 parts　 of　the　 philosophical　 models　 of

matter血to　 their　 d㏄trines　 on　 God　 and　 Creation.　 Physics　 subsequent-

lybecamethemheritOrofthisquestandhasmadehugeadvancesin

our　 understanding　 of　matter.　 [[lhe　key　 additional　 technique　 of　physics

was　 the　 eXperimental　 comparison　 of　the　 conceptual　 model　 with　 the

observed　 universe.　 Ih　physics　 the皿odern　 cu㎞ation　 of　this　 quest　 to

understand　 matter　 is　fbund血two　 theories
,　the　 standard　 model　 of

modem　 particle　 physics,　 and　 Einstein's　 theory　 of　general　 relatiVity .

　 This　 work　 is　primarily　 concerned　 with　 the　 standard　 mode1,

because,　 fbr　the　 last　thirty　 years　 or　so,　the　 standard　 model　 of　particle

physics　 has　 reigned　 supreme　 ill　answering　 the　 question　 of　what

matter　 is　made　 of　 The　 standard　 Inodel　 describes　 the　 fUndamental

particles　 and　 interactions　 of　all　physical　 matter.　 Though　 it　is　a　very

powe血1　 model　 it　is　not　 yet　 a　complete　 theoly　 of　matter　 since　 it　does


