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数学なんか最低と思ってた

わたし、数学には、恐怖を感じてました。
忘れもしない、中学一年の時、数学の豆テストがあっ
たんだけど、椅子に座ったまま、テスト用紙を呆然とな
がめていただけだったのを覚えてる。まるで、それが中
国語かなんかで書いてあるような―テスト用紙に何も
書いていないのといっしょだった。まったく頭が働かな
かった。
どれも意味不明で、お腹のあたりは気持ち悪くなるし、
顔から、血がすーっと引いてくのがわかる感じだった。
そのテストのために、すごいいっしょうけんめい勉強し
たのに、全然駄目だった。―紙の上に書いてあるのが数
学の問題らしいことが、なんとなくわかる程度だった。
終わりの鐘がなっても、わたしのテスト用紙は白紙状
態で、できることなら椅子の中にでも消えてしまいたかっ
た。もう、とにかく、自分がそこに存在してるってこと
がいたたまれなかった。
もし誰かがわたしに、「 10年後にあなたは、数学専攻
で学士号をもらい大学から卒業するでしょう。」とでも
言ったら、わたしはたぶんその人に、「どこか具合が悪
いんじゃないの？ 病院で検査でもしてもらったら？」と
言ってたこと、間違いなし。
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でも、現実には、検査の必要はなかったようで、実際、
わたしは、中学二年から数学が大好きになって、高校生
時代を通して、いろいろな数学の考え方や、やり方に対
して、自分なりの工夫をほどこしながら、それを自分の
ことばで完全に理解して使いこなせるようにする素敵な
方法を、山ほど見つけることができるようになったので
した―その素晴らしいやり方の秘密をこの本で、あなた
にも教えちゃおうというわけ！
これに続く本の中で、あなたはわたしの冒険物語、つ
まり、数学に恐怖を感じている学生と、自信満々の女優
と、その中間のすべてのわたしの物語を読むことになる
でしょう。その中でも一番わかってほしいことは、いか
に頭をはっきりさせるかが、あなたの人生のすべての場
面において、自分を素敵だと感じられる境地までもって
行ける最短の近道なんだということです。
あっ、忘れてた―もちろん、あなたの次の数学のテス
トで、抜群にいい点をとるお手伝いもします。
そして、数学は、最低なんかじゃない！
ちょっと、考えを整理してみましょうか。にきびは、
最低でしょう。意地悪な人たちも、最低。あなたの彼氏
が他の女の子にキスしたことが、わかったとしたら？ そ
んなのは、まったくもう、最低というしかない。宿題の
山、約束破り、車のへこみ傷、離婚、不安、こういうこ
とは、最低、最低、最低、最低、最低間違いなし。
でもね、数学は実際の話、いいことなんだ。いくつか
の例をあげてみましょうか。数学は自信をつけてくれる、
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あなたを詐欺にひっかかることから守ってくれる、クッ
キーのレシピを必要に応じて上手に調整することができ
るようにしてくれる、スポーツの得点を理解させてくれ
る、パーティや休暇の計画を立てたり予算を組んだりで
きるようにさせてくれる、セール品が実際にはどれだけ
値引きされているのかわからせてくれる、そしておこづ
かいの使い方にも役立つ。数学は、たとえどんな人に会
うときでもあなたは頭がいいんだと感じさせてくれるし、
割りのいい仕事につける手伝いもしてくれるし、もっと
論理的に考える手伝いもしてくれるのです。
なんといっても、数学を学ぶこと自体が、あなたの頭
脳の切れ味をよくしてくれるし、実際、すべての分野に
おいて、あなたをより賢くしてくれるのです。知能という
のは、現実のものだし、継続するものだし、誰もあなたか
らその知能を取り去ることはできないのです。絶対に。
ほら、わたしの例を見てみて。あなたの知性からくる
自信は、何ものでも置き換えることができない―きれい
だってことでもないし、有名だってことや他の「表面的
な」どんなものとも交換することができないでしょう？
わたしが中学生だったとき、わたしは誰もがそうであ
るように、自信がなかった。そのとき、わたしがテレビシ
リーズ（素晴らしき日々）に出演してたってことなんか、
なんの役にも立たなかった。誤解しないでね― 演技す
ることは、好きだった。でもすぐに、数百万人の前で演
技し、たくさんの注目を浴びたとしても、それは、わた
しが本当はどういう人間なのかということとは、まった
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く関係ないんだということは、理解できた。毎日、道を
歩いていると、たくさんの人がわたしのところに寄って
きては、サインを頼んだり、どんなに自分たちがわたし
の演じている役柄の性格が気に入っているかを話してく
れた。ああ、何てことなの？
こんなことが二、三年続いたあと、わたしが疑問に思
いはじめたのは、「もし、わたしがテレビに出演していな
かったら、それでも、みんなはわたしのこと気に入って
くれてたかしら？」ということでした。だんだんに、誰
かがどんなにわたしの役柄が気に入っているかというこ
とをわたしに話すたびに、わたしは、口では「ありがと
う。」と言ったけど、心の中に空虚さを感じるようになり
ました。わたしは、自分自身の価値のようなものを疑い
はじめたのでした。
高校のときの友達で、きれいな、長い、生まれつきの
赤い髪をした女の子がいたんだけど、長い間、彼女が行
く所ではどこでも、みんなが彼女にどんなに彼女の長い
赤い髪を愛しているかを話し続けた。友達も、家族も、
見知らぬ人も、誰でもそう言ったのでした。ついに、彼
女が 17歳になったある日のこと、彼女は、髪を短く切っ
たうえになんと―真っ黒に髪を染めて学校に現れたので
した。
彼女が言うには、彼女はみんなが彼女の髪をほめるこ
とに飽き飽きして、人々は、彼女の髪ではなく、「彼女自
身」の中の何が好きなのか知る必要があったのだと。彼
女は、わたしが、人々がわたしのテレビに出演している
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ことについて話したときに感じていた虚しさと同じもの
を感じていたのでした。彼女は、何か内側にある確かな
ものの価値をみつける必要があった。もちろん、彼女は
頭がよかったし、おもしろくて、なかなか味のある性格
だったの―ただ彼女は、自分でそれを見つけ出す必要が
あった。そして、心配しなくてもいいわよ、彼女の赤い
髪は、徐々に伸びて元に戻ったから！
知っておくべきことはね、本当に大切なこと、わたし
たちの知性とか、人格とかっていうのは、自分自身で変
えていくことができるってこと。人気があって、魅力的
だってことに焦点を絞るのも楽しいけど、あなたの知性と
有能な部分を発展させることも、大事なことなのです。
あなたの頭をもっと切れるようにし、知性を発達させ
るもっともよい方法の一つは、数学を勉強すること。そ
れは、他のことではなかなか達成できない方法であなた
の心に挑戦し、それを強くするのです。そうね、ちょう
どジムにいくようなものかな？―ただし、筋肉のためで
はなく頭脳のためのジムだけど！
わたしは、演技することを 4年間休んで、大学で数学
を専攻したの。そしてそれは、今まででわたしがした選
択の中でも、最高のものの一つだった。その後、演技に
は復帰したけど、もう同じではない、知性を磨いたこと
から来る新しい感性の自信を伴ったわたしが生まれたの
でした。
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よく訊かれる質問：この本の使い方

質問：どんなタイプの数学がこの本には出てくるの？
この本は、小学校から中学校で習う数学の考え方のう
ち、経験的に生徒にわかりにくいテーマ―分数、変化
率、割合（比）、パーセントなどに的を絞っています。も
し、これらの考え方を完全に理解していないと、それら
は、高校でも―もっと先になっても、のろいをかけられ
ているみたいにあなたのところに何度でも戻ってきて、
あなたを悩ませることでしょう。だから、わたしはそれ
らを一度に、しかも全部きれいに片付けてしまうことを
提案します！
あなたは、この本の中で、手書きの問題があるのに気
づくでしょう…そうです。これはまさにわたしの自筆な
んです。もちろん、わたしの四年生の時のウィリアム先
生は、わたしの手書きがとても素晴らしいとは、けっし
て思わなかったことはわかっているけど、ときどき、手
書きを見たほうがわかりやすくなるってことは、あるで
しょう？（それに、ウィリアム先生も、わたしの手書き
があのころから比べて上達したと賛成してくれると信じ
ます。）
それから、それぞれの節の終わりに、わたしがあまり
たくさんの練習問題を載せていないってことにも気づく
でしょう。それは主に、わたしがあなたにできるだけた
くさんの工夫とコツを教えたかったこと―それと、た
ぶんあなたは、もうたくさん！と思える以上の練習問題
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を、学校の数学の教科書から探せるだろうと思ったから
なのです。しかも、この本の中にでてくる問題には、答
えがついています―本の後ろのほうに―。そして、こ
うすれば、「でも、彼女はどうやってこんな答えをだした
んだろう？」って、悩まなくてもいいでしょう。そんな
ふうに悩むときの気持ちっていやじゃない？ そんなあな
たのために、解答も載せました。
質問：この本は、はじめから終わりまで読まないとい
けないのでしょうか？
そんなことはありません。実際、この本のさまざまな
使い方をあげてみると、今晩しなきゃいけない宿題とか、
あしたのテストに必要な考え方を説明している章に、直
接、スキップしてもいいのです。あなたが、いつもうま
くできない数学の考え方があったら、そこにまっすぐス
キップして、今後のために、それらをすっきり解決して
しまいましょう。あるいは、実際にこの本をはじめから
終わりまで読んでもいいのです。そして、あとで、あな
たが宿題で必要になったら、それぞれの章に設けてある
``この章のおさらい''を、手っ取り早い復習として参考に
するために戻ってきてもいいのです。
質問：この本は、数学だけでなくもっと他のことも書
いてあるようだけど―どんなことが書いてあるのでし
ょう？
わたしが教える数学に加えて、たくさんのおまけをつ
けました。たとえば、ちょうど、あなたやわたしのよう
な女の子からの ``みんなの意見''―彼女たちの体験に基



00all1st : 2018/6/1(6:20)

x

づいた感想や教訓に耳を傾けてみましょう。

² ``心理テスト"は、 47,172ページ、文章題にいど
む篇 169 ページにありますが、それは、あなたに
`数学恐怖症'の疑いはあるか、あなたにはどんな学
習法があっているのか、あなたは集中力に問題があ
るのか―そして、それについてどうしたらいいの
か、についてお答えします。

² ``あなたの星座は、何ですか？"が文章題にいどむ
篇 35ページにありますが、そこではあなたの星座
の数学に対するアプローチがどんなものであり、そ
れとどうつきあっていけばよいかを見つけることが
できます！

² 実際の子どもたちからテレビスターまで、この本の
いたるところに、そんな皆さんからのメッセージを
見つけることができます。

質問：この本を理解するために必要な予備知識のよう
なものには、どんなものがありますか？
この本をもっとも有効に活用しようと思ったら、掛け
算九九と割り算の計算とが両方とも完璧にこなせるのが
理想的でしょう。
もし、あなたがそうじゃなかったとしても、心配ご無
用。基本のおさらい篇のおしまいの方には、 12£ 12ま
での掛け算九九の表が載せてあります。だれでも、掛け
算九九は忘れることがあるから。なぜだか理由はわかり
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ませんが、わたしは、 7£8がどうしても覚えられなかっ
た。あるとき、試験の最中にある分数の問題で、どうし
ても 7£8が必要だったんだけど、わたし、それが 54だっ
たか、 56か、 57かどうしても思い出せなかった！ だか
ら、実際、はしっこのほうで足し算をしてみたのです。
そうです―わたしは、 8 を 7 回書いて、それを足して
いったのでした。かっこ悪かったけど、仕方なかった。
ところで、 7£ 8は、 56でした。
質問：もし、それでもうまくいかなかったらどうすれ
ばいいのでしょう？
この本の後ろのほうに、 ``数学のトラブル解決ガイド''
を載せました。これには、あなたの数学のすべてについ
て、うまくいくところ、困っているところに関するさら
につっこんだヘルプがでています。こんな悩み聞いたこ
とあるんじゃないかな？

² 「数学なんて、退屈で死にそう。」

² 「数学をやんなきゃいけないとなると、怖くなって
逃げだしたくなる。」

² 「数学の授業中に、こんがらがって、さっぱりわか
らなくなっちゃう。」

² 「わかったと思ったのに、数学の宿題をまちがえて
しまう。」

² 「宿題は大丈夫なのに、試験になると緊張して、何
も思い出せなくなってしまう。」
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もし思い当たることがあったら、いつでも、 215ペー
ジ、文章題にいどむ篇 223ページを開いてみてください。
こんなすべての悩みに対しての解決法が書いてあります。
さぁ、始めましょう！
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とにはじまり、 LSAT（アメリカの全国共通テスト）で満点に

近い得点をとったりと、クリスタルは、勉強だけじゃなく、

いつも何か人をわくわくさせるようなことをやってくれるの

です。なんてったって彼女は、わたしの知ってる女性の中で

はただひとり、雪の降る中、 10 cm 以上のヒールを履き、

パールのアクセサリーをつけて、教室…ハーバードの法律学

校にある教室に向かって走って行くのが日常茶飯事という女

性だから。わたしはそんなクリスタルが、大好きなのです！

ここで、協力していただいた人たちに、わたしの感謝の気

持ちを述べたいと思います。人生はまさに、チームスポーツ

と同じ！

わたしの両親、マハイラとクリスには、数学は最低だな

んて決して言わなかったこと、それから、いつも自分が好き

なことならどんなことでも、たとえ、それらがお互いにまっ
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たく関係なくてもいいから、やり続けるようにわたしを勇気

づけてくれたことに対して、感謝します。そして、わたしの

他の家族みんなに、大きな意味での家族も含めて、ありがと

うと言いたいです。おばあちゃん、おじいちゃん、クリスタ

ル、クリストファー、コナー、それから、他のみーんな―

わかってるわよね、わたしがあなたたちのこと、言ってる

のは！

わたしの素晴らしい出版社のスタッフにお礼を言います。

ローラ・ノランには、わたしにこの本を書くことを依頼して

くれたこと、それからクリエイティブ・カルチャー社の文章

の添削を手伝ってくれたみんなには、わたしの初めての著者

としての経験の間中、なんでも手をとるように教えてもらっ

たことに対して、お礼を言いたいです。それからハドソン・

ストリート・プレスと、ペンギンブックス社のクララ・フェ

ラーロ、ロレーン・ローランド、それからわたしの大好きな

才能にあふれた編集者であるダニエル・フリードマンとその

他の、この本が本屋さんに並ぶことを願ってくれたみんな

に、ありがとう。また、本の出版にあたって、デザインの面

で素晴らしい仕事をしてくれたサブリナ・ボーワーズ、アビ

ゲイル・パワーズ、スーザン・シュワルツ、マシュー・ボー

ツィ、メリッサ・ジャコビィーに、感謝します。 NK グラ

フィックス印刷社のみんな、この本の出版期限を守るため

に、時間超過勤務で働いてくれた人たち、メアリー・ペー

ジ、マーシャ・オーランダ、ウェンディ・スレイト、ダイア

ナ・ルーパ、ミッシェル・ジョーンズ、ロブ・ゲッチング、
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たちに、感謝の意を表します。そして、わたしの新しい編集

部長、ルーク・デンプシーさんに対しては、その絶大な情熱

と、かっこいいイギリス訛りの英語で、この一連の共同作業

をいっしょにリレーのようにつきあって走ってくれたことに

対して、特別にお礼を言わせてください。

ホープ・ダイアモンドに対しては、わたしの過去 9 年間

のキャリア（だけでなく人生）を形づくるのを手伝ってくれた

ことに対して、それからシェプリー・ワイニングス PR 社

のボニー・ワイニングス、ダニエル・ダスキー、ブレンダ・

ケリーのみなさんに対して、また、セント・ジュード小児研

究病院にあるあのすてきなマスラトン（数学マラソン）・プロ

グラムに対して、ケニス・チャングとわたしの数学に対する

情熱を世界の人たちと共有する方法をみつけることに、協力

してくれていたすべてのジャーナリストに対してお礼を言い

ます。

わたしの弁護士、ジェフ・バーンシュタインに対して、

マーク・ウルフと、わたしのマネージャー、アダム・ルイス

と、アブラムス・アーティスト・エージェンシーと、 CESD

のキャシー・リツィオとパット・ブラディを含めたみんなに

対して、長年にわたるわたしのさまざまな興味の一つ一つの

段階を通してあんなにわたしを理解し、協力しつづけてくれ

たことに対して本当にありがとう！
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1 素数と素因数分解

ところで、友達と友情の
あかし

証にビーズのブレスレット
作ったことある？ わたしなんか、もう、年中してまし
た。ビーズを売ってるお店に行ってはどのビーズとどの
ビーズをいっしょに組み合わせるか、わくわくしながら
選ぶのが楽しかったなぁ。わたしは、ここのところしば
らくやってないけど、わたしの友達で手製のブレスレッ
トをインターネットのオークションにだして、おこづか
いをかせいでいる人がいます！
さぁ、一つ作ってみましょう。中ぐらいのサイズのビー
ズだと、普通、 24 個もビーズがあれば、一つのブレス
レットが作れます。さて、 16個の

しま

縞
め

瑪
のう

瑙でできたビーズ
と、 8個のヒスイでできたビーズがあったとしましょう。
このブレスレットは、きれいなものに仕上がるでしょう！
次に、どんなパターンで組み合わせるか、考える必要
がありますね。まず、ビーズを同じ数のグループに分け
てみましょうか？ そうすれば、どんなパターンが可能な
のか、わかるじゃない？
まず、 8個のヒスイは、
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4個ずつ、 2つのグループに分けるか、

2個ずつ、 4つのグループに分けるか、

1個ずつ、 8つのグループに分けるかのやり方がある。

16個の縞瑪瑙のほうは、
8個ずつ、 2つのグループに分けるか、

4個ずつ、 4つのグループに分けるか、

2個ずつ、 8つのグループに分けるか、

1個ずつ、 16のグループに分けるかのやり方がある。

これで全部で、これ以外には均等に分ける方法は、な
いってことに気づいてくれたかな？ そして、さらにそ
れぞれのグループでは、何組のビーズに分けられている
か、あるいは何個ずつの組に分けられているかを数えれ
ば、それらが約数（因数または因子）全体を表しているこ
とになります。
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この言葉の意味は？・・・約数

ある数の約数とは、その数を均等に（余り

なしで）分けることができる整数のこと。た

とえば、16の約数は、1,2,4,8,16です。3の約数

は、1と 3。その数自身と 1は、いつでもその数の約数

になってるわけです。

さぁ、わたしたちが調べた二種類のビーズのグループ
分けを参考にして、 24個のビーズを全部使った場合、ど
んなブレスレットのデザインが可能か、そのうちのいく
つかを次に見てみましょう。

ほら、 16個の縞瑪瑙を全部使おうと思うと、均等な 5
つのグループには、分けられないでしょう？（とにかく、
できるかどうか、自分で試してみて！）5つに分けよう
とすると、どうやっても足りないか、余りができてしま
うでしょう？ これは、なんでかというと、 5では 16を
割り切ることができないからなの。つまり、 5は、 16の
約数じゃないっていうことです。
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み
ん
な
の
意
見

「数学は、頭を常に活性化させてくれる。そして、頭のいい人
は、頭を鍛えていない人たちに比べてずっと多くのことを人生
で成し遂げることができる。絶対。」ジーナ（12 歳）

「賢い女の子は、自分のことをよくわかってて、自己管理がで
きてる。そういう子たちは、価値観がはっきりしてるし、道徳
心もあって、それをきちんと守ってる。そして、考えてから行
動するし、いつも何かもっと学ぼうとしている。わたしは、そ
ういう賢い女の子たちに憧れるわ。」マリマー（18 歳）

きっともう学校で、約数や素数のことは教わったと思
うけど、ちょっとここで、復習しておきましょう。なぜ
かというと、約数や素数の背後にある考え方が、この本の
あとからでてくるテーマにとても役立つからなのです。

素数…そしておサルさんたち

ビーズの数によっては、どうがんばっても均等に分け
られない数があることに、気づいたかな？ 小さい数で
いうと、 2,3,5,7 なんかがそうだけど。こういう数
は、 1と自分自身しか約数として持たない。もっと大き
な数でもそういうのがあるのです。 53 とか、 101 もそ
の仲間です。 101が均等には分けられないというのは、
すぐには信じがたいかもしれないけど、これは、本当な
のです！
わたしの中では、こういう数は、他の数に比べて、「進



00all1st : 2018/6/1(6:20)

1 素数と素因数分解 5

化」が足りないと思うことにしている。こういう数は、
なんていうか、あんまり発達していない、わかるかな、
わたしの言いたいことが。こういう数は、複雑じゃない。
「原始的」と言おうか、おサルさんのように（おサルさん
は、原始的動物の一種）。そして、だからこそ、こういう
素朴な数を素数というようになったのね、きっと。
そうなのです。素数は、おサルさんととても似てるの
です。まぁ、しばらくわたしの言うことを信じてついて
きてください。オーケー？

この言葉の意味は？・・・素数と素因数

素数は、1とそれ自身以外には約数を持た

ない数のこと。言い換えれば、どんな他の整

数でも、均等には分けられない数のこと。小さい順か

ら、2,3,5,7,11,13,17,19,23,29なんかが

素数だけど、もっともっとたくさんあります（一番大き

い素数っていうのは、存在しないんだって知ってまし

たか？ そうなのです、というのは、あなたがこれは一

番大きい素数だと思ったとしても、それがどんなに大

きな数だろうと、必ず、それよりも大きな素数をわた

しが作り出せるという事実があるからなのです）。

この本で扱っているよりも、もっと理論的な数学を

するうえで便利だという理由で、1 は、素数の仲間と

は考えないことになっています。どうってことはない、
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定義（そう決めた）みたいなものです。

ある数の素因数というのは、それが素数で、しかも

その数を均等に分けるものだってことが、わかりまし

たか。たとえば、3 は素数でしかも 12 の約数だから、

12の素因数ということが言えるけど、4は、12の約数

だけど素数ではない（4 は、2 で割り切れる）ので、12

の素因数ではないわけです。

因数分解

ある数を因数分解するとは、その約数を探すことといっ
しょ。とっても単純じゃないですか？ だから、大切なの
は、「どうやってある数を均等に割る数を探すか」ってこ
とです。たとえば、 6 の約数は、 1,2,3,6 となる。
なぜかというとこれらの数が 6を均等に分けることがで
きるものだからです。

何人のゲストに、何本ずつ口紅を配るか？

ハリウッドの催しでゲストに配られるお土産の中身は、と
きどきすごいのがある。一つのお土産袋の中に、複数の超一
流メークアップセットが、入っていたりする。
さぁ、あなたがあるイベントのお土産袋の中身を決める責
任を負わされていて、余分の口紅が 18 本あり、あなたの好
きにどの袋に入れてもいいという場面だったとしましょう。
たとえばあなたは、18 の因数分解で、18 = 9£ 2 のようにも
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できます（二つのお土産袋に 9 本ずつ、または、九つの袋に
2 本ずつ割り当てる）。
あるいは、18 = 6 £ 3 を使う（三つの袋に 6 本ずつ、ある
いは、六つの袋に 3 本ずつ入れる）。
もちろん 1 本ずつ、18 個の袋に入れることもできるし、18
本全部を一つの袋に入れて自分の家に持ち帰ることもできま
す。この場合は、18 = 1£ 18 という 18 の因数分解をつかっ
たことになります。
ブレスレットの例でも見たように、ここでも因数分解は、
どうやっていろいろなものを均等に分けるかということに話
が行き着くわけです。

ある数を因数分解するには、いくつかの方法がありま
す。もしあなたが、ある数の約数を全部知りたいときは、
その数を割り切る数を全部書き出す、長いリストを作っ
てもいいですね。たとえば、 16を素因数分解したいとき
は、 1,2,4,8,16 のように書き出せる。なぜかって
いうと、それらが 16を均等に割り切るすべての数を表し
ているから。あるいは、 18 を因数分解したいときは、
1,2,3,6,9,18と書き出せます。なぜかというと、
ここに書き出した数が、 18を均等に割り切るすべての約
数をカバーしているからです。

約数の木

ここでわたしが紹介したいのは、個人的に「約数の木」
と呼んでいる、因数分解や素因数分解をするときに大変
有効な方法です。
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おサルさんたちが、木の枝の一
番低いところでブラブラするよう
に、素数も因数分解の木の一番下
にぶらさがっているのです。（と
ころで、お猿さんのことは、「わ
たしを信じて」って言ったこと覚
えていますか？ここまでくると、
わたしを信じててよかったと思い
ませんか？）たとえば、 30という数を因数分解したいと
しましょう。
30から 2本の小さな枝を出して自分に、「どんな二つ
の数を掛けると、 30 になるかな？」と、問いかけてみ
て。ああ、 15と 2がある。
そうしたら、その二つの新しい数に対して同じ質問を
してみよう。 15に対しては、 3と 5の積に分けられま
す。でも、 2は、 1とそれ自身しか分けようがないから、
2は素数に違いない。その通り、おサルさんといっしょ。
さておサルさんは、丸で囲むようにすると、後でわかり
やすいです。
では、 3と 5はどうかな？ どちらも素数だから、丸で
囲みましょう。

さぁ、これで 30の素因数分解が、その素因数 2,3,5
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とできた。一丁あがり！

ここがポイント！　ある数に対して、あなた

がどんな風にその数を分解していったとして

も、いつも、まったく同じ素因数に落ち着きます。（もちろ

ん、途中で計算間違いをしなければの話だけど！）

さぁもう一度、 30を今度は違う約数から出発して、素
因数分解してみましょう。
まず、はじめに前と同じように、「どんな二つの数の掛
け算が、答え 30になるかな？」と、自分に問いかけるこ
とから始めましょう。
さて今回は、「 5と 6を掛けると 30になる！」と答え
たとしましょう。 5は素数なので、もう、丸をつけても
いいでしょう。じゃ、 6はどうかな？ これは、 2と 3に
分けられるでしょう。

丸で囲まれた数は、どれも素数なので、これでできあ
がり！ そして、 30の素因数として、以前にやったとき
と同じ 2,3,5 を得ることができました。（これって、
なんとなく安心でしょう。どう分解の木を始めても、間
違えない限り、いつも同じ素因数に行き着くんだってい
うことを知ってるだけでも、気分がいいものです。）
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ときどき、「ある数を素因数の積で表しなさい」という
問題があると思うけど、これは、素因数分解と呼ばれる
ものです。

この言葉の意味は？・・・素因数分解

素因数分解は、ある数をその素因数の積と

して書き表したものです。たとえば 30 の素

因数分解は、30 = 2£3£5（普通、素因数は、小さいほ

うから大きいほうの順に書きます）となる。特に断らな

い限り、素因数分解と言えば、すべて素数に分解され、

それらの積は、もとの数に等しくなければならない。

ここがポイント！ 30 の素数でない約数は、

いくつかの素数を掛け合わせることによって

得られることに注意しよう。そうやって得られた約数は、

素因数ではないが、約数にはなっている。たとえば、2 £

3で 6が得られるが、これは 30の約数である。あるいは、

3£5として 15が得られるが、これも 30の約数である。ま

た、2£ 5から 10が得られるが、これも 30のもう一つの

約数である。これらのどの数でも、30を均等に分けること

ができるでしょう？ ということは、これらは、約数だとい

うことを意味しています。


