
「ABC予想」とは，おおざっぱにいえば，正の整数の足し算と掛け算に関する問題である。2012年，京都大学数理解析研究所の望月新一
教授が，このABC予想の証明を示す論文を発表した。この論文は「宇宙際タイヒミューラー理論（ IUT理論）」と題されており，500ペー
ジをこえるものだった。宇宙際タイヒミューラー理論とは「タイヒミューラー空間論」とよばれる理論を「宇宙際で考えた理論」という意
味だ。宇宙際の “宇宙”とは，通常の宇宙とはことなり，数学であつかう領域を指しており，“際”は「またがる」といった意味だ。

ABC予想は，上のように正の整数a，b，cについての予想であることから，この名でよばれている。r
ラディカル

a d（x）は関数であり，xを
素因数分解したあとに，重複した数（累

るい

乗
じょう

部分）を除いた積のことだ。
　たとえばa＝4（＝22），b＝9（＝32），c＝13の場合，rad（abc）＝rad（22×32×13）＝2×3×13＝78である。
　なおεは整数とは限らないので（1）の右辺の累乗部分も整数とは限らない。整数ではない場合の累乗，たとえば，2の　乗（0.5
乗）は  2である。2の　 乗はm  2（2のm乗根。m乗すると2になる数）であり，2の　 乗は（m  2）nだ（mとnは正の整数）。有理
数であれば，　 の形（分数）で必ずあらわせるので，整数でない累乗は，この方法で計算できる。
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数学史上の超
ちょう

難問といわれる問
題には「◯◯予想」と名前の

つくものが多い。これは，その問題
が，「こういうことがいえるのでは
ないか」という「予想」であること
を意味している。そして，その問題
の解答として求められているのは，
その予想が正しいこと，もしくはま
ちがっていることを証明することだ。
　「ABC予想」は，1985年にフラン
ス，パリ第6大学のジョゼフ・オス
ターリ（1954～）とスイス，バーゼル
大学のデイヴィッド・マッサー（1948

～）という二人の数学者が提唱した

予想」を解決にみちびく突
とっ

破
ぱ

口
こう

にな
る可能性もあるため，望月教授の証
明は大きな注目を集めている。

ABC予想とは，正の整数の
和と積に関する予想

　そもそもABC予想とは，いったい
どのような予想なのだろうか。30年
もの間，だれにもとけなかった超難
問なのだから，さぞかし特

とく

殊
しゅ

で，私
たちには問題文すらまったく理解で
きないのではないかと思うかもしれ
ない。
　しかし，ABC予想とは，おおざっ
ぱにいえば，私たちが小学校で習う
もっとも基

き

礎
そ

的な，正の整数の足し
算と掛

か

け算に関する問題だ。足し算
と掛け算は，それぞれ独立した計算
のように思えるが，実は「足し算に
よって掛け算が制限される場合があ
る」ことをABC予想はのべているの
である。これが何を意味するかにつ
いては，順を追って説明していこう。

数学の超難問である。
　これまで約30年間にわたり，世
界中の数学者がこの問題の証明にい
どんできたものの，未解決のまま
だった。この状

じょう

況
きょう

を一変させたのが，
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析
せき
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新
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いち

教授だ。望月教授は，
2012年8月，自分自身のホームペー
ジに，「宇宙際タイヒミューラー理
論（ IUT理論）」と題された，500ペー
ジをこえる論文を掲

けい

載
さい

した。この論
文には，ABC予想の証明が記述され
ており，数学界はにわかに色めき
立った。

ABC予想は，その名前からイメージ
されるシンプルさとは裏腹に，数学
の奥

おく

深さをかいまみることができる
問題なのである。
　ABC予想を下に示した。まずは読
んでみよう。
　見慣れない記号が出てくるが，む
ずかしい話ではないので安心してほ
しい。一つ一つ見ていこう。
　まず，たがいに素な正の整数a，b，
cを考える。「たがいに素」とは，1
以外に共通の約数をもたないという
ことだ。この三つの正の整数の間に
は，a＋b＝cという関係がなりたっ
ているものとする。たとえば，a＝4，
b＝9とすると，c＝4＋9＝13とな
る。そして，三つの正の整数を掛け
算した数であるabcの値を求める。
次に，このabcを「素因数分解」す
る。素因数分解とは，正の整数を素
数の積の形であらわすことだ。「素
数」とは，1とその数自身以外に約
数をもたない正の整数のことである。

　しかし，ここに大きな問題が立ち
はだかった。「このIUT理論は望月
教授がすべて一から構築した独自の
理論でした。そのため，非常に難解
で，その証明が正しいのかまちがっ
ているのかを判断するのがむずかし
く，今なお結論が出ていないのです」
と東洋大学の小

こ

山
やま

信
しん

也
や

教授は語る。
　とはいえ，もし，ABC予想が証明
されれば，数学の超難問とされてき
た「フェルマーの最終定理」や「ポ
アンカレ予想」の証明につづく偉

い

業
ぎょう

となる。現在も未解決で，数学史上
最も重要といわれている「リーマン

ここでは，abc＝4×9×13＝22×
32×13となる。さらに，出てきた素
数の重複した数，つまり，累

るい

乗
じょう

の部
分を除いて，それぞれ1回だけ掛け
合わせた値を計算する。このような
計算を行う関数を「rad（ラディカ
ル）」とよぶ。ここでは， rad（abc）
＝rad（22×32×13）＝2×3×13＝
78となる。
　だいぶ，下の不等式（1）の解読
ができてきた。では，最後に残った
ε（イプシロン）とは何だろう。εと
は，ここでは，「非常に小さい」とい
う意味だ。累乗が1乗をほんの少し
でもこえれば，不等式（1）がなりた
つことをあらわしている。
　a＝4，b＝9，c＝13の例の場合，
13＜78なので，c＜rad（abc）がな
りたっている。rad（abc）＜｛rad
（abc）｝1＋εなので，もちろん不等式
（1）もなりたつ。また，a，b，cがい
ずれも約数に素数の累乗をもたない
場合は，rad（abc）＝abcとなるの

ABC予想
a，b，cはたがいに素な（1以外に共通の約数をもたない）正
の整数で，a＋ b＝ cだとする。
このとき，任意の正の数ε

イプシロン

に対して，以下の不等式（1）が成
り立たない a，b，cの組は，たかだか有限個しかない。

c＜ {rad（abc）}1＋ε …（1）

数学の超難問
「ABC予想」とは？ 協力 小山信也

東洋大学理工学部生体医工学科教授

ABC予想
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ABC予想は上のような書き方も可能である。Kは前ページの（1）の不等式がなりたた
ない “例外”を除外するためのものだ。Kはεだけで決まる値であり，Kを十分に大き
くとれば，例外はすべて除外できる，つまり，例外なく（2）が成立する，ということ
になる。

a＝1024，b＝729と前後の数，および
cを比較した。a，bでは素因数分解し
たときに高い累乗が含まれるが，前後
の数やcはそうではないことがわかる。

で，c＜rad（abc）は明らかだ。
　ところが，この不等式がなりたた
ない場合がある。まず，c＞rad（abc）
となる場合を見てみよう。a，b，c

を素因数分解した式に累乗が多く含
ふく

まれている場合，累乗を除いたrad
（abc）の値は，abcよりもかなり小さ
くなってしまう。たとえばa＝1，b

＝8＝23，すなわちc＝9＝32とする
と，rad（abc）＝rad（1×23×32）＝
1×2×3＝6となり，c＞rad（abc）
となる。
　c＞rad（abc）となるa，b，cの組
みはかなりめずらしいものの，無数
に存在することがわかっている。a，
b，cの組みを（a，b，c）と書くと，（1，
8，9），（1，80，81），（1，6560，
6561），……と（1，32n－1，32n）で
あらわされる三つの整数の組みは，
nにかかわらず，必ずc＞rad（abc）
となることがすでに証明されている
のだ。
　では次に，c＞｛rad（abc）｝1＋εと
なる場合を見てみよう。まず，εを

cである左辺のほうが大きくなってしま
う可能性がある）ことを意味している
といえるのだ。
　実際にそうであるのかを，具体例
で見てみよう。a，bがそれぞれ小さ
な素因数しかもたず，かつ高い累乗
をもつ数だと仮定すると，aもbも
その前後の数とくらべてかなり特殊
な数であることがわかる。
　たとえば，a＝1024＝210，b＝729 
＝36と仮定し，それぞれの前後の数
とくらべてみよう（左ページ下の図参
照）。a，bそれぞれの前後の数には，
素因数分解したときに高い累乗が含
まれていないことがわかるだろう。
　その一方，a＋b＝c＝1024＋729
＝1753となる。1753はかなり大き
な素数である。つまりcは，高い累
乗を含まない数（ここでは，かなり大
きな素数）である。
　このように，ABC予想が主張して
いることを言葉で説明すると「素因
数分解したときに高い累乗をもつ特
殊な数どうしを足すと，その足した
数もまた，その特殊性を維持してい
ることはまれである」ということだ。
　整数には「足し算的な性質」と「掛
け算的な性質」がある。「aとbの和
がcである」は足し算的な性質であ
り，「aとbは小さな素因数しかもた
ない」は掛け算的な性質である。
ABC予想は「掛け算的な性質が，足
し算的な操

そう

作
さ

によって引きつがれる
ことはまれである」ということを意
味している。aとbの足し算の結果
であるcという整数は，aとbがもつ
掛け算的な性質をもはやもたないと
いう意味で，掛け算的な面において
制約が生じているということになる。
　足し算的な性質と掛け算的な性質
とは，一見，無関係に思える。つまり，
足し算的な操作を行った結果，掛け
算的な性質が依

い

然
ぜん

として残っている

大きくとってε＝1とし，｛rad
（abc）｝2を考えてみる。すると，c＜
｛rad（abc）｝2に対する例外は，1個
もみつからなくなる（ただし，ほん
とうに例外がないかはわかっていな
い）。では，累乗の数を2からどん
どん下げていくとどうなるだろうか。
結論をいえば，“有限個の例外”だ
けがみつかるようになる。これらか
らみちびかれた予想が，ABC予想な
のである。

「和」が「積」を 
制限している

　では，このABC予想が真に意味
することとはいったいどのような
ことなのだろうか。実はABC予想
は下のような別の書き方もできる。
このことから読み解いていくこと
にしよう。
　下の不等式（2）のKは，前ページ
の不等式（1）における“有限個の例
外”を吸収する役割をになっている。
つまり，不等式（2）では，Kを十分

か，それとも消
しょう

滅
めつ

してしまうかにつ
いて，とくに決まりはないかのよう
に思える。だが，実際には，このよ
うにかくされた制約が存在すると考
えられるのである。

フェルマーの最終定理を
解決にみちびいた「楕円
曲線」とABC予想の証明

　整数をあつかう数学の分野は，
「整数論」や「数論」とよばれる。中
でも，ABC予想のように，整数の和
と積の関係に関する研究は古くから
行われてきた。その代表例が，フェ
ルマーの最終定理だ。数学者ピエー
ル・ド・フェルマー（1601～ 1665）
の予想から約360年経った1994年に
イギリスの数学者アンドリュー・ワ
イルズ（1953～）が証明に成功した。
　「望月教授も，ワイルズがフェル
マーの最終定理を証明したときと同
様に，『楕

だ

円
えん

曲線』を使いました。
その上で独自のIUT理論を構築する
ことで，ABC予想を証明したのです」
と小山教授は説明する。
　ワイルズがフェルマーの最終定理
を証明できたのは，「楕円曲線」と
「保型形式」という現代数学の道具
を手に入れたからだった。ちなみに，

に大きくとることによって，有限個
の例外はすべて，このK倍の範

はん

囲
い

内
におさまってしまうのだ。ここで，
Kの下限（最小値）はεによって決ま
る。εが大きければ，Kが小さくて
も不等式（2）の右辺はある程度大
きくなるので，不等式（2）は容易に
なりたつが，εが0に近いときは，
不等式（2）をなりたたせるためにK
を大きくしなければならない。一

いっ

般
ぱん

に，Kの下限は，εが小さいほど大
きくなる。
　ここでふたたび注目したいのが，
a＋b＝cという関係性だ。不等式
（1）（不等式（2）も同じ）の左辺cはa

とbの和，右辺はa，b，c という三
つの数を素因数分解し，累乗を除い
た積だ。つまり，三つの数 a，b，c

の素因数たちを1回ずつ掛けたもの
である。よって，不等式（1）は，「a，
bが小さな素因数しかもたない場合，
その分，cが大きな素因数をもたな
くてはならない（そうでなければ，a，b，
cの素因数を1回ずつ掛けた右辺よりも，

楕円曲線とは，xの3次式であるy2

＝x（x－an）（x＋bn）の形の方程式
であたえられる曲線のことをいう。
　楕円曲線や保型形式は，「数論幾

き

何
か

学
がく

」とよばれる分野に属するもの
だ。数論幾何学は，整数に関する問
題を，幾何学的な手法を使って解決
しようというものである。ある方程
式があれば，それにもとづき，曲線
をえがくことができる。方程式とは
変数（値が変化する数。数論幾何学で
は，変数は整数の値をとる）どうしの
関係性をあらわしたものであり，曲
線は幾何学そのものだ。そして，方
程式の解を求めることは，曲線上に
ある特定の点の座標を求めることに
ほかならない。ワイルズも同様の方
法で，フェルマーの最終定理を証明
したのである。
　望月教授のIUT理論でも，楕円曲
線が重要な役割を果たしている。今
後，IUT理論が正しいと確認されれ
ば，リーマン予想をはじめ，現在未
解決となっているいくつかの数学の
難問に大きな進展があると期待され
る。今後の進展を見守りたい。 a

（執筆：山田久美）
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a，b，cはたがいに素な正の整数で，a＋ b＝ c

だとする。
このとき，任意の正の数εに対して，ある正の
定数 Kが存在して，以下の不等式が成立する。

c＜ K・{rad（abc）}1＋ε …（2）

727＝ 727
728＝ 23× 7×13
729＝ 36

730＝ 2× 5× 73
731＝ 17× 43

1022＝ 2× 7× 73
1023＝ 3×11× 31
1024＝ 210

1025＝ 52× 41
1026＝ 2× 33×19

729＋1024＝ 1753（素数）

ワイルズがフェルマー
の最終定理の証明に
使った「楕円曲線」は，
y2＝x（x－α）（x－β）
の形の方程式であたえ
られる。xy平面上であ
らわすと，左のような
曲線になる（左は，α
＝1，β＝2の場合）。
いわゆる楕円とはこと
なる曲線であることに
注意したい。

楕円曲線
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