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ウルトラ完全数

だけ平行移動したスーパー完全数

素数 のとき を だけ平行移動した狭義のスーパー完

全数という

に対して とおくと なので

によって

かくしてできた式 を を未知数と見立てて 平行移動 の

スーパー完全数の方程式と言い この解を平行移動 のスーパー完全数と呼ぶ

とおいて を加えて と組んで連立方程式と見るこ

ともできる
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だけ平行移動したウルトラ完全数

なので

を得る これを を未知数と考えこの式を だけ平行移動したウルトラ完全数の方程式

この解 を だけ平行移動したウルトラ完全数という

定義 　となる式を を未知数と考えこの式を だけ

平行移動したウルトラ完全数の方程式 この解 を だけ平行移動したウルトラ完全数

という

この式は複雑なので変数を増やして連立方程式に直す

この形の解 を平行移動 のウルトラ完全数という なら に

なりこれが高橋のウルトラ完全数の定義式である

ウルトラ完全数 型

素数 のとき とおくと

なので

とおく 素数 を心得ておく

なので とおく 素数 を心得ておく

そこで 素数 の仮定の下で得られた

を取り上げ， の仮定をすっかり忘れ この連立式を満たす を平行移動 の

ウルトラ完全数 型という

連立式を平行移動 のウルトラ完全数 型の定義式その解を平行移動 のウルト

ラ完全数 型とよぶ

区別のために前の式をウルトラ完全数 型という また高橋のウルトラ完全数とも言

う ウルトラ完全数 型をニュータイプのウルトラ完全数ともいう

このようにして得られたウルトラ完全数 型はまったくのご都合主義で得られたもの

のようであるが研究を積み重ねるとわかるように 不思議なほど有用で研究しやすい式で

ある

実際ウルトラ完全数 型において のときの解からウルトラ

三子素数が出てくる
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ウルトラ完全数 型の基本定理

次の結果はウルトラ完全数 型でのオイラーの定理の類似

定理 のときウルトラ完全数 型 である は偶数を仮定すると かつ

は素数になり は完全数になる

条件から を満たす

は偶数なので奇数 により と書ける

とおくとき とくに

これより は の約数である

を仮定する すると

は の約数なので

条件式 かつ

よって

これより

これは矛盾 よって ここで次の補題を用意する

補題 ウルトラ完全数 型の解 が べき すなわち なら は

素数

仮定より 定義から

よって つの等号が成り立ち よって は素数 も

素数 なので は素数

この補題により は素数 メルセンヌ素数 になり は

完全数になる



表 完全数

定理 のとき がすべて素数なら はニュー

タイプのウルトラ完全数になる



表 ウルトラ完全数 ニュータイプ

を代入すると

素数と仮定すると

素数と仮定すると



さらにこの逆が成り立つ

命題 素数 として

を仮定すると はともに素数

により

により

によりすべて等号が成り立ち 結果として はともに素数

ウルトラ三つ子素数とニュータイプのウルトラ完全数の関係がこのように成立した

この結果は大きな勝利とも言える 発見の端緒は 年 月 日新宿の大学病院の

地下の放射線治療室の前のベンチで得られその後都立多摩図書館で一応のまとまった結果

が得られた

このように研究を活発に行った動機は スーパー双子素数 ウルトラ三つ子素数の高橋

予想を補強することにあった

より一般に示す

のとき 解 互いに素 を持つとする

ただし

すると は奇数なので

等号成立で

素数

はウルトラ三つ子素数

がすべて素数なら はニュータイプのウルトラ完全

数になる
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ウルトラ完全数 ニュータイプ

はじめにパソコンで数表を出す

表 ウルトラ完全数 ニュータイプ



ウルトラ完全数 ニュータイプの定義式に を代入し

数表を見ると 素数 の解が多いことに気づく

とおくとき

そこで は素数と仮定すると は互いに素なので

とおきこれも素数と仮定する

ゆえに 次の結果を証明できた

定理 がどれも素数なら は ウルトラ完全数

ニュータイプの解になる

このとき をウルトラ三つ子素数という このとき はウ

ルトラ完全数 ニュータイプ になる

ここにおいて

逆定理

互いに素 と仮定する これはウルトラ完全数 ニュータイプ になる

と仮定する

を満たすとする

になり とおくとき

により 奇数なので

になるので

を で割って

によると となり

なので一般には が成り立ち よって は素

数 ここですべての不等号が等号になり は素数

により と書

けば かくして はウルトラ三つ子素数
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完全数

素数 と仮定する これがウルトラ完全数 ニュータイプ になるのはどんな

ときか

を満たすとする

は素数 の 倍とする すなわち

は互いに素とする

によって



は素数と仮定する

計算してみると

なので これにより

素数 のとき 素数 は

素数とすると は ウルトラ完全数 ニュータイプ になる

逆定理

素数と仮定する これはウルトラ完全数 ニュータイプ になると仮定する すな

わち

を満たすとする

は仮定されていて
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