
☆ 素因数分解☆ 素因数分解

(1)(1)     4848   ==   22 ×× 22 ×× 22 ×× 22 ×× 33

               ==   2244 ×× 33

(2)(2) 180180   ==   22 ×× 22 ×× 33 ×× 33 ×× 55

               ==   2222 ×× 3322 ×× 55

素素数数 ⇒ ⇒１１ととそそのの数数⾃⾃⾝⾝ののほほかかにに, , 約約数数ががなないい⾃⾃然然数数をを素素数数とといいうう。。

因因数数 ⇒  ⇒ ⾃⾃然然数数ががいいくくつつかかのの⾃⾃然然数数のの積積のの形形でで表表さされれるるとときき, , そそのの１１つつ１１つつのの⾃⾃然然数数をを因因数数とといいうう。。

素素因因数数 ⇒  ⇒ 素素数数ででああるる因因数数をを素素因因数数とといいうう。。

（素因数分解）（素因数分解） ⾃⾃然然数数をを素素因因数数だだけけのの積積でで表表すすここととをを素素因因数数分分解解とといいうう。。

                                                                                                                    

  

  

  

  

  

（２乗：平⽅）（２乗：平⽅）

12961296   ==    22 ×× 22 ×× 22 ×× 22 ×× 33 ×× 33 ×× 33 ×× 33

                   ==    22
22

×× 22
22

×× 33
22

×× 33
22

                   == (( 22 ×× 22 ×× 33 ×× 33 ))
22

                   ==   363622

ああるる⾃⾃然然数数をを２２乗乗すするるとと12961296ととななっったた。。ああるる⾃⾃然然数数をを求求めめななささいい。。

ああるる⾃⾃然然数数  3636    

（約数）（約数）  200 200のの約約数数ををすすべべてて求求めめななささいい。。

    200200   ==   22 ×× 22 ×× 22 ×× 55 ×× 55  

                   ==   2233 ×× 5522 {{ 2233のの約約数数：：11  ,,   22  ,,   2222,,   2233

5522のの約約数数：：11,,   55  ,,   5522

  11 ×× 11＝＝ 11    ,,       11 ×× 55 == 55    ,,       11 ×× 5522 == 2525    ,,       22 ×× 11 == 22    ,,       22 ×× 55 == 1010    ,,     22 ×× 5522 == 5050  

  2222 ×× 11 == 44    ,,       2222 ×× 55 == 2020    ,,       2222 ×× 5522 == 100100    ,,       2233 ×× 11 == 88    ,,       2233 ×× 55 == 4040    ,,       2233 ×× 5522 == 200200  

  

〈例題〉〈例題〉

デジタル板書データ（youtube動画）デジタル板書データ（youtube動画）

『素因数分解（素数とは？）初学者⽤』『素因数分解（素数とは？）初学者⽤』

動画QRコード動画QRコード
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(1)(1) 1 1 はは素素数数ででああるる 。。

(2)(2) 7 7 のの約約数数はは 2 2 つつああるる 。。

(3)(3) ⾃⾃然然数数ををいいくくつつかかのの⾃⾃然然数数のの積積でで表表すすとときき, 1 , 1 ととそそのの数数⾃⾃⾝⾝のの積積ででししかか表表せせなないい数数をを, , 因因数数とといいうう。。

 次の下線部が正しければ○を, 誤りであれば, 正しく書き直しなさい。 次の下線部が正しければ○を, 誤りであれば, 正しく書き直しなさい。

22   次次のの問問いいにに答答ええななささいい。。

(1)(1) 次次のの整整数数ののううちち, , 素素数数ででああるるももののををすすべべてて選選びびななささいい。。

    11  ,,     33  ,,     77  ,,     66  ,,     1818  ,,     2323  ,,     3636    

(2)(2) 2020〜〜 4040  ままででのの整整数数ののううちち, , 素素数数ををすすべべてて答答ええななささいい。。

①① 6161 ②② 8686

次の数が素数であれば○, 素数でなければ×を書きなさい。次の数が素数であれば○, 素数でなければ×を書きなさい。(3)(3)

33   次次のの数数をを素素因因数数分分解解ししななささいい。。

(1)(1) 2828 (2)(2) 9696 (3)(3) 126126

(4)(4) 234234 (5)(5) 300300 (6)(6) 845845
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11 (1)(1) (2)(2) (3)(3)

  素素数数ででなないい       素素数数○○

22 (1)(1) (2)(2)

(3) ①(3) ① ②②

3  ,  7  ,  233  ,  7  ,  23 23 ,  29 ,  31 ,  3723 ,  29 ,  31 ,  37

××○○

33 (1)(1) (2)(2) (3)(3)

(4)(4)

  2222 ×× 77     2255 ×× 33       22 ×× 3322 ×× 77

  22 ×× 3322 ×× 1313

(5)(5) (6)(6)

    2222 ×× 33 ×× 5522 55 ×× 131322
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