アルティン予想

The Artin conjecture

素数分の1(1/p) を計算すると、1/2と1/5以外は全部割り切れず、循環節が現れる。
1/3=0.3333333・・・
1/7 = 0.142857142857・・・

（循環節：142758の長さ6）

1/17 = ０.588235294117647・・（循環節：0588235294117647の長さ16）
1/pを10進法で小数展開したときの循環節の長さがp - 1となる特別な素数を10を原始根とする
素数という。10を原始根とする素数，例えば，7，17，19，23，29，47，59，61，97 . . . . の
密度について，エミール・アルティンは、以下のように予想した。
π 10 (x) = C x / (log x)

ただし，pを素数として，Cは、

C = Π (1 - 1 / p (p - 1) ) = 0.37395・・・（アルティンの定数）
この予想が正しいとすれば，このような素数は無限個存在し、素数全体のうち約3/8を占める。
残念ながら、まだ証明はされていない。
ζ(ｓ)の零点がs = -2，-4，・・・，-2nと、s = 1/2 + t i の線上にあるというリーマン予想が正し
いと仮定すると、アルティン予想の成り立つことが証明できる。循環小数でない小数は、円周
率や2の平方根のような無理数である。有理数は循環小数に表示でき、逆に、循環小数に表示
できる実数は有理数に限る。

素数の逆数
2 と 5（一般には、基数の約数たる素数）以外の素数 p の逆数の循環節の長さは、p -1 の約数
である。有限小数の循環節の長さを1とするなら、2 と 5（基数の約数たる素数）もこの条件を
満たす。このことは、1⁄p の循環節の長さが k であることと、10k ≡ 1 (mod p) が同値であるこ
とから、初等的な群論より導かれる。これがちょうど p - q となるような素数 p は、小さな順
より（2 を別にすると）
7, 17, 19, 23, 29, 47, 59, 61, 97, …
である。このような p に対する 1 ⁄ p の循環節は、ダイヤル数となる。例えば、1⁄7 の循環節
142857 や、1⁄17 の循環節 0588235294117647 はダイヤル数である。
素数を、逆数の循環節の長さが奇数のものと偶数のものに分けると、2⁄3 が偶数、1⁄3 が奇数で
ある（より厳密な表現では、N 以下の素数について数え上げた場合の N → ∞ への極限がその比
率となる）。

一般の有理数
自然数 n の逆数の循環節の長さは、n の最大の素因数を p とすると、たかだか p - 1 桁である。
有理数を整数倍しても、その循環節の長さが増すことはない。つまり、有理数 m⁄n（約分不
要）の逆数の循環節の長さは、n の最大の素因数を p とすると、たかだか p - 1 桁である。

エミール・アルティン
1898年、オーストリアのウィーン生まれ。ライプツィヒ大学卒業後、ハンブルク大学教授に就
任。1937年に渡米し、ノートル・ダム大学、インディアナ大学、スタンフォード大学等で教鞭
を執った後、1946年プリンストン大学教授。1958年に帰国し1962年没。代数的整数論をはじ
め各分野で業績を上げ、死後S. ラング、J.テイト編纂による全集が刊行されている。

エミールは、ケンブリッジ大学で長年にわたって教え天文学者になった若い隣人アーサー·ベア
との生涯の友となった。天文学は、二人の少年の共有の関心事だった。彼らはそれぞれの望遠
鏡を持っていた。彼らはまた、彼らの家の間で短波の電信無線局を設置した。アーサーは興奮
してエミールにおそらく超新星と思っていた天体を見つけたと報告した。エミールは簡潔な返
事 “ANDROMEDANEBEL “(アンドロメダ星雲)と返信した。

Emil Artin, (born March 3, 1898, Vienna, Austria—died Dec. 20, 1962, Hamburg, W.Ger.),
Austro-German mathematician who made fundamental contributions to class field theory,
notably the general law of reciprocity.
In Reichenberg, Emil formed a lifelong friendship with a young neighbor, Arthur Baer, who
became an astronomer, teaching for many years at Cambridge University. Astronomy was an
interest the two boys shared already at this time. They each had telescopes. They also rigged a
telegraph between their houses, over which once Baer excitedly reported to his friend an
astronomical discovery he thought he had made—perhaps a supernova, he thought—and told
Emil where in the sky to look. Emil tapped back the terse reply “A-N-D-R-O-M-E-D-A N-E-B-EL.” (Andromeda nebula)
After one year at the University of Göttingen, Artin joined the staff of the University of Hamburg
in 1923. He emigrated to the United States in 1937, where he taught at Notre Dame University
(1937–38), Indiana University, Bloomington (1938–46), and Princeton University (1946–58). In
1958 he returned to the University of Hamburg.
Artin’s early work centred on the analytical and arithmetic theory of quadratic number fields. He
made major advances in abstract algebra in 1926 and the following year used the theory of
formal-real fields to solve the Hilbert problem of definite functions. In 1927 he also made notable
contributions in hypercomplex numbers, primarily the expansion of the theory of associative ring
algebras. In 1944 he discovered rings with minimum conditions for right ideals, now known as
Artin rings. He presented a new foundation for and extended the arithmetic of semi-simple
algebras over the rational number field.
His theory of braids, set forth in 1925, was a major contribution to the study of nodes in threedimensional space. Artin’s books include Geometric Algebra (1957) and, with John T. Tate,
Class Field Theory (1961). Most of his technical papers are found in The Collected Papers of
Emil Artin (1965).
Richard Ewen Borcherds, (born Nov. 29, 1959, Cape Town, S.Af.), British mathematician who
won the Fields Medal in 1998 for his work in algebra.
Borcherds studied undergraduate mathematics at the University of Cambridge and went on to
finish his doctorate there in 1983. Afterward he held teaching and research positions at
Cambridge and at the University of California at Berkeley.
Borcherds received the Fields Medal at the International Congress of Mathematicians in Berlin
in 1998 for his work on vertex algebras and Kac-Moody Lie algebras, which he used to prove
the so-called Moonshine conjectures. The Moonshine conjectures asserted a mysterious
connection between certain families of modular functions and the representation theory of the
largest sporadic simple group (the “Monster”). Borcherds’s work also drew on superstring theory
and had profound implications for conformal field theory.

