
素数と素粒子脈動仮説   Terubumi Honjou 

   A prime number and elementary particle pulsation 

principle hypothesis.  (Fusion of a prime number and the physics.) 
 

The author announced the elementary particle pulsation hypothesis in the Physical Society of 

Japan of 1980. 

To date, I study an elementary particle pulsation hypothesis. 

The author contributed the article that let a prime number and physics fuse. youtube (December, 

2012). 

This page is the gravity in the elementary particle pulsation hypothesis and an article about the 

electromagnetic force. 

 

 

The chart below is the article that I announced in YOUTUBE of the animation site. 
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The unification of gravity and electromagnetism. 

[1]... to the goal of modern physics and the Super grand unified theory hypothesis. 

[2]. elementary pulsation principle announced in 1980, with the physical society of Japan. 

[3]... article published in 1980, has been kept on the cinii National Institute of Informatics, Japan 

physical society. 

[4]... on the Internet Encyclopaedia Wikipedia articles. 

[5]... an illustrated guide to the nuclear forces, gravity, electromagnetic force. 

[6]... unity based on elementary pulsation principle forces, gravity, electromagnetic force. 

[7]. structure of pulsating principle model for finite nuclei. 

[8]. it front and back of the same photon-photon and quantum gravity. 

 

 

 
 



 

    

 

 



 

 

 

 



 

  

   

 

[1]... to the goal of modern physics and the Super grand unified theory hypothesis. 

Nuclear force and the electromagnetic force is unified now, but unfinished is the unified theory and 

gravity and unity. Superstring theory has been studied as the most likely candidate, but still a distant 

and completed. 

Completed by Einstein's gravity theory, general relativity is clarify the world and universe of the 

solved the microscopic world of elementary particles quantum mechanics. In theoretical physics, the 

ultimate goal is the unification of both oil and water as 馴染 mazu radical, remains unfinished today 

also has been challenged. 

Elementary pulsation principle opens its doors. 

 

[2]. elementary pulsation principle announced in 1980, with the physical society of Japan. 

In the hypothetical elementary particle oscillation principle 

Elementary particles and self energy emission and shrinkage repeatedly Super fast and spontaneous 

symmetry breaking from the symmetry of the vacuum space, self weight of ever-changing and 

varying energy community. Vacuum space is filled with energy, energy acts repulsive force together 

to have symmetry. Energy air vacuum, a vacuum space has energy air energy density to conserved 

quantities and symmetries. Increase in energy density from the vacuum level symmetry to positive or 

negative, to raise the mass and distortion of the space. Subatomic particle by repeated breaking of 

symmetries between positive and negative due to pulsation repeats Super fast conversion of particle 

and wave. Absorbed energy of equivalent particle pulsating mass extinction process, total mass of 



the particles is converted to energy released into the field, along with then by its reaction mass 

generation process and containing the information, again formed the mass of equivalent particle. 

 

[3]... article published in 1980, has been kept on the cinii National Institute of Informatics, Japan 

physical society. 

 

In the Japan physical society in 1980, I announced that my article. 

 

[4]... on the Internet Encyclopaedia Wikipedia articles. 

Illustrations presented in the hypothesis to 1680 年 10 月 announced at the physical society of 

Japan of Fukushima University, published in the journal of the grand unified theory of elementary 

particle pulsating principles. Photographer is pulsating himself. Image capture scanners chart created 

in Excel by shooting. 

 



 

[5]... an illustrated guide to the nuclear forces, gravity, electromagnetic force. 

 

 

 

 

 

[6]... unity based on elementary pulsation principle forces, gravity, electromagnetic force. 

 

Nuclear forces.               Gravity.            Electromagnetic force. 

 
 



 

 

[ Nuclear forces. ]  

In a symmetry based on elementary pulsation and nuclear forces, formed the nucleons of each 

negative space (empty scarce space) is in contact with each other, back to the State of the symmetry 

of space forces. Corresponds to the empty scarce space corresponds to the water bubble and crush 

the two bubbles under water pressure to the symmetry restoration force, integrated pressure. 

Interaction forces caused by contact, and in the near-field force. 

 

[Gravity. ] 

A photon emitted particles, gravity is based on elementary pulsation air scarce space and the other 

subatomic particles emitted photon empty scarce space in contact with each other, trying to return to 

symmetry and space forces in the attraction. Interaction forces between the photons is transmitted 

to each particle by elementary particles based on elementary pulsation and photon emission and 

absorption processes. Empty scarce space of the photon with quantum space distortion and, in 

quantum gravity, relativistic quantum gravity theory to guide. 

* Prophecy: mediated quantum gravity is a photon and the photon empty scarce space gravitational 

quantum. 

 

 



Pulsating Feynman shapes (gravity action figure) 

 

 

 

[ Electromagnetic force. ] 

 

In direct interaction energy due to interactions between photons and photon emission and absorption 

from the subatomic particles and electromagnetic force based on elementary pulsation, the pulsation 

of the photon itself through emission and absorption at the photon energy and the energy of a photon 

of the other contact. Be divided into positive and negative charges and by energy in emission or 

absorption of energy. 

 

 



 

 

[7]. structure of pulsating principle model for finite nuclei. 

Center of the atomic nucleus consists in nucleus consists of protons and neutrons, corresponds to the 

pressure from the energy of the vacuum space empty scarce space pulsation of the nuclei, forming 

the nucleons and empty scarce space to form the other and treat compressive force is equivalent to 

nuclear power. In principle a gravity and similar forces, and intermittent. 

(Quantum) organization representing the nuclear principles 

The center of the atomic nucleus is configured by nucleus consists of protons and neutrons. 

Compressive force corresponds to the pressure from the vacuum space adjacent empty scarce space 

due to pulsation of the nucleons to form nucleons and empty scarce space to form the other nucleons 

and energy equals nuclear power. In principle a gravity and similar forces, and intermittent. 

* Unify nuclear forces, gravity and electromagnetic forces, the basic four-power show in the 

geometric model of the one. Currently, electromagnetic force and gravity to illustrated by the 

geometrical model of the one that anyone not achieved. Learn unified as a geometrical model of 

nature 4 types of pulsation principle model, can be shown. 

* Unified model of prediction of nuclear structure and liquid-drop model opposing drum model 

The liquid-drop model nucleon wave process, characteristics, and cereal model nuclei in particle 

stroke characteristics. Along with the core child pulsating droplet model and grain model and convert 

the ultra fast. 

 

[8] photons and quantum gravity is the front and back of the same photon. 

Unification of Einstein's dreams come true. The unification of electromagnetism and gravity over the 

last 30 years, aimed at. 

According to the distortion of the space show gravity (General Relativity), and distorts the space 

presence of the mass (energy), to form the quantum space distortion (graviton) distorts the space 

due to pulsation of particles photons. Electromagnetic force-photon Exchange interaction (quantum 

electrodynamics) and, at the same time acting also gravitational (quantum gravity). This is a 

supersymmetry to integrate with photon and graviton, gravitational and electromagnetic forces are 

unified. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

素数と素粒子脈動原理の仮説 
１９８０年。筆者は日本物理学会の福島大学年次大会にて、理論物理学の仮説として、素粒子脈動原

理を発表した。 

その後、今日まで素粒子脈動原理の検証を続けている。 

2012 年 12 月に素粒子脈動原理と素数とを融合させた記事を、動画サイトの YOUTUBE に投稿し、そ

れ以降、今日までリーマン予想の証明に挑戦している。 

今回の投稿記事は、仮説「素粒子脈動原理」における「重力と電磁気力の統一」に関する分野を紹介し

ている。 

 

下図は動画サイトの YOUTUBE に投稿した記事。 

 

 



重力と電磁気力の統一 
[1] 現代物理学の最終目標、超大統一理論への仮説 

[2] 1980 年、日本物理学会で発表した素粒子脈動原理 

[3] cinii 国立情報学研究所に保管されている1980年の日本物理学会で発表した資料。 

[4] ネット上の百科辞典 Wikipedia に掲載された記事 

[5] 核力・重力・電磁気力の図説 

[6] 素粒子脈動原理による核力・重力・電磁気力の統一 

[7] 脈動原理モデルによる原子核の構造。 

[8] 光子と重力量子は同じ光子の表と裏 

 



 
 

 



 

[1]現代物理学の最終目標、超大統一理論への仮説 

 現在、核力と電磁気力は統一されているが、この統一理論と重力との統一が未完成である。その最有

力候補として超弦理論が研究されているが、いまだ完成とは遠いレベルにある。 

アインシュタインが完成させた重力の理論、一般相対性理論は宇宙等の極大の世界を解明し、量子力学

は素粒子等の極微の世界を解明した。両者の統一は理論物理学の究極の目標であるが両者は水と油の

ごとく根本的に馴染まず、未完成のまま今日も挑戦が続けられている。 

素粒子脈動原理がその扉を開く。 

 

[2] 1980 年日本物理学会で発表した素粒子脈動原理(筆者が命名) 

  ［ 素粒子脈動原理の仮説 ］ 

素粒子とは自己ネルギーの発散と収縮により、真空空間の対称性からの自発的破れを超高速で繰り返し、

自己質量の度合いを刻々と変化させているエネルギー集合体である。真空空間はエネルギーに満たされ、

エネルギーは互いに反発力を作用させて対称性を保持している。エネルギー大気は真空そのものであっ

て、真空空間はエネルギー大気のエネルギー密度を保存量とする対称性を有する。真空レベルからのエ

ネルギー密度の増減が、正または負への対称性の破れであり、空間の歪みとなって質量を発生させる。素

粒子は脈動に伴って正と負との対称性の破れを交互に繰り返すことにより、粒子と波の変換を超高速で繰

り返している。素粒子脈動の質量消滅行程において、素粒子の全質量がエネルギーに変換されて場に放

出されると共に、続いて、その反作用によって質量発生行程となり、場の情報を含む等量のエネルギーが

吸収され、再び等量の質量が形成されて粒子となる。 

 

[3] cinii 国立情報学研究所に保管されている 

1980 年の日本物理学会で発表した私の資料。 

 

    

 



[4] ネット上の百科辞典 Wikipedia に掲載された記事 

 

 1980 年 10 月に福島大学の日本物理学会にて発表し、学会誌に掲載された大統一理論への仮説「素

粒子脈動原理」の中で示した解説図。 撮影者は 脈動 本人。 撮影者がエクセルで作成した図をスキ

ャナーで取り込んで作成した画像。 

 

 

 

[5] 核力・重力・電磁気力統一の図説 

 



 

[6] 素粒子脈動原理による核力・重力・電磁気力の統一   

(超大統一理論)    

核力               重力                電磁気力

 

 

［核力］ 

核力とは、素粒子脈動に基づき、各々の核子が形成させた対称性の破れの負領域（空乏空間）が相互に

接触した際に、対称性の状態に復帰させようとする空間の作用力である。空乏空間は水中の気泡に対応

し、対称性への復帰作用力は、水圧による２個の気泡を押しつぶそうとする一体化圧力に対応する。接触

によって生じる作用力であり、近距離作用力である。 

［重力］ 

重力とは、素粒子脈動に基づき、素粒子が放出した光子の空乏空間と、他の素粒子が放出した光子の空

乏空間とが相互に接触した際に、対称性に復帰させようとする空間の作用力であり、引力となる。光子相

互間の作用力は、素粒子脈動に基づく素粒子との光子放出・吸収行程を介して各素粒子に伝達される。

光子の空乏空間とは空間の歪みの量子であり、重力量子であって、相対論的量子重力理論を導く。  

＊予言：重力の媒介量子は光子であり、光子の空乏空間が重力量子である。 

 

 



 

脈動ファインマン図形(重力作用図)  

   
 

 

［電磁気力］ 

電磁気力とは、素粒子脈動に基づき、素粒子から放出・吸収される光子と光子との相互作用であり、光

子自身の脈動によって、場に放出・吸収される光子のエネルギーと他の光子のエネルギーとの接触による

エネルギー相互の直接作用である。放出中のエネルギーか吸収中のエネルギーかによって正の電荷と負

の電荷とに分かれる。 

 

     

 

 



 

[7] 脈動原理モデルによる原子核の構造。 

原子の中心の原子核は陽子と中性子から成る核子で構成され、その核子の脈動により、核子が形成する

空乏空間と他の核子が形成する空乏空間とが接した際の真空空間のエネルギーからの水圧に相当する

圧縮力が核力に相当する。原理的には重力と類似の作用力であり、断続的である。 

（量子）核力原理を現す機構 

原子の中心にある原子核は陽子と中性子から成る核子によって構成されている。その核子の脈動に伴っ

て、核子が形成する空乏空間と他の核子が形成する空乏空間とが接した際の真空空間のエネルギーか

らの水圧に相当する圧縮力が核力に相当する。原理的には重力と類似の作用力であり、断続的である。 

＊ 核力・重力・電磁気力を統一し、基本的 4力を１つの幾何学的モデルで現す。 現在、電磁気力と重

力とを一つの幾何学的モデルによって図説することは誰も成し得ていない。 脈動原理モデルは幾何学

的モデルの機構として自然界の四種類の力を統一的に説明し、図示することができる。 

＊ 原子核構造の予測、相反する液滴模型と鼓模型の統一模型 

 液滴模型は核子が波行程に現れる特性であり、穀模型は核子が粒子行程にて現れる特性である。核

子脈動に伴って液滴模型と穀模型とが超高速で変換している。 

 

[8] 光子と重力量子は同じ光子の表と裏 

アインシュタインの統一の夢を実現。晩年の３０年をかけて目指した重力と電磁気力の統一。 

質量（エネルギー）の存在が空間を歪め、空間の歪みが重力を現す（一般相対性理論）に従い、光子は素

粒子脈動により空間を歪め、空間の歪みの量子（重力子）を形成する。光子交換により電磁気力が作用

（量子電磁力学）すると共に、同時に重力（量子重力力学）も作用する。これは重力子と光子とを統合す

る超対称性であり、重力と電磁気力が統一される。 

 



 

 

 

 



 


