ﻗﺮرت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻨﺮوﳚﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم واﻵداب ﻣﻨﺢ اﻟﺴﲑ أﻧﺪرو ج .وﻳﻠﺰ

Sir Andrew J. Wiles

ﻣﻦ

ﺟﺎﻣﻌﺔ أوﻛﺴﻔﻮرد ﺟﺎﺋﺰة أﺑﻞ ﻟﻌﺎم ٢٠١٦
"ﻹﺛﺒﺎﺗﻪ اﻟﺮاﺋﻊ ﳌﱪﻫﻨﺔ ﻓﲑﻣﺎ  Fermatاﻷﺧﲑة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﺪﺳﻴﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻋﻦ
اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻹﻫﻠﻴﻠﺠﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،وﻓﺘﺢ ﺣﻘﺒﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻋﺪاد".
�ﺘﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻋﺪاد ،وﻫﻲ ﻓﺮع ﻗﺪﱘ وراﺋﻊ ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺮ�ﺿﻴﺎت ،ﺑﺪراﺳﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮ�ﺿﻴﺔ ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .وﻳﺮﺗﺒﻂ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ
ﺷﻜﻠﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ �ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺮّﻛﺐ واﳍﻨﺪﺳﺔ اﳉﱪﻳﺔ وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ .وﺗﻘﻮم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻋﺪاد ﺑﺪور ﻫﺎم ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﺎت اﻟﺘﺠﻔﲑ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت واﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﺮﻗﻤﻲ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﱪﻫﻨﺔ ﻓﲑﻣﺎ  Fermatاﻷﺧﲑة ،اﻟﱵ ﻛﺎن ﺑﻴﲑ دي ﻓﲑﻣﺎ  Pierre de Fermatأول ﻣﻦ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،ﲟﺜﺎﺑﺔ
اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻌﺎدﻟﺔ  xn + yn = znﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺣﻠﻮل ﰲ اﻷﻋﺪاد اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳌﻮﺟﺒﺔ ﻟـ  .2  nوﻗﺪ أﺛﺒﺖ ﻓﲑﻣﺎ  Fermatادﻋﺎءﻩ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  ،4 = nووﺟﺪ ﻟﻴﻮ�رد ﻳﻮﻟﺮ  Leonhard Eulerدﻟﻴﻼً ﰲ ﺣﺎﻟﺔ  ،3 = nوأﺛﺒﺘﺖ ﺻﻮﰲ ﺟﲑﻣﺎن  Sophie Germainاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗُﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺳﺲ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻼ�ﺎﺋﻴﺔ .وﻛﺸﻔﺖ دراﺳﺔ إرﻧﺴﺖ ﻛﻮﻣﺮ

Ernst Kummer

ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺪة

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻋﺪاد اﳉﱪﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻷﻋﺪاد اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮﻳﺪ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ .وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﱪﻫﺎن اﻟﻜﺎﻣﻞ
اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ أﻧﺪرو وﻳﻠﺰ

Andrew Wiles

ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺧﺮى ﰲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷﻋﺪاد ،أي اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻹﻫﻠﻴﻠﺠﻴﺔ واﻷﺷﻜﺎل

اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ،واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳉﺎﻟﻮﻳﺴﻲ.
ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ ،ﳘﺎ اﺠﻤﻟﺎﻻن اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺎن ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪو ّال اﻹﻫﻠﻴﻠﺠﻴﺔ اﻟﱵ
ﻌﺮف اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻹﻫﻠﻴﻠﺠﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻜﻌﻴﺒﻴﺔ ﰲ ّ
ﺗُ ّ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﻌﻠﻮي ﻣﻦ
وﺿﻌﻬﺎ ﻧﻴﻠﺰ ﻫﻨﺮﻳﻚ آﺑﻞ  .Niels Henrik Abelواﻷﺷﻜﻞ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻫﻲ دو ّال ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ّ

اﳌﺴﺘﻮي اﳌﻌ ّﻘﺪ ،وﺗﺘﺤﻠﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺷﻜﺎل ﺗﻌﺮف �ﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻹﻫﻠﻴﻠﺠﻴﺔ .وﻳﻜﻮن اﳌﻨﺤﲎ اﻹﻫﻠﻴﻠﺠﻲ
ﳕﻄﻴﺎً إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ .وﺗ ّﺪﻋﻲ اﳊﺪﺳﻴﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﱵ اﻗﱰﺣﻬﺎ ﻏﻮرو

ﺷﻴﻤﻮرا  Goro Shimuraوﻳﻮ�ﻛﺎ �ﻧﻴﺎﻣﺎ  Yutaka Taniyamaوأﻧﺪرﻳﻪ وﻳﻞ  André Weilﰲ اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت واﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
ﻣﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﺤﲎ ﳕﻄﻲ.
اﳌﺎﺿﻲ أن ﻛﻞ ﻣﻨﺤﲎ إﻫﻠﻴﻠﺠﻲ ّ
ﰲ ﻋﺎم  ،١٩٨٤رﺑﻂ ﻏﲑﻫﺎرد ﻓﺮاي

Gerhard Frey

اﳌﻨﺤﲎ اﻹﻫﻠﻴﻠﺠﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺜﺎﺑﺖ �ي ﻣﺜﺎل ﻣﻌﺎﻛﺲ اﻓﱰاﺿﻲ ﳌﱪﻫﻨﺔ ﻓﲑﻣﺎ

اﳌﺴﺘﻮي اﳌﻌ ّﻘﺪ ،وﺗﺘﺤﻠﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺷﻜﺎل ﺗﻌﺮف �ﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻹﻫﻠﻴﻠﺠﻴﺔ .وﻳﻜﻮن اﳌﻨﺤﲎ اﻹﻫﻠﻴﻠﺠﻲ
ﳕﻄﻴﺎً إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻪ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺤﻨﻴﺎت اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ .وﺗ ّﺪﻋﻲ اﳊﺪﺳﻴﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﻟﱵ اﻗﱰﺣﻬﺎ ﻏﻮرو
ﺷﻴﻤﻮرا  Goro Shimuraوﻳﻮ�ﻛﺎ �ﻧﻴﺎﻣﺎ  Yutaka Taniyamaوأﻧﺪرﻳﻪ وﻳﻞ  André Weilﰲ اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت واﻟﺴﺘﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
ﻣﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻋﺪاد ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﺤﲎ ﳕﻄﻲ.
اﳌﺎﺿﻲ أن ﻛﻞ ﻣﻨﺤﲎ إﻫﻠﻴﻠﺠﻲ ّ
ﰲ ﻋﺎم  ،١٩٨٤رﺑﻂ ﻏﲑﻫﺎرد ﻓﺮاي

Gerhard Frey

اﳌﻨﺤﲎ اﻹﻫﻠﻴﻠﺠﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺜﺎﺑﺖ �ي ﻣﺜﺎل ﻣﻌﺎﻛﺲ اﻓﱰاﺿﻲ ﳌﱪﻫﻨﺔ ﻓﲑﻣﺎ

 Fermatاﻷﺧﲑة ،وﺳﺎورﻩ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻚ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺪم ﻛﻮن اﳌﻨﺤﲎ اﻹﻫﻠﻴﺠﻲ ﳕﻄﻴﺎً .وﻗﺪ ﺑﺮﻫﻦ ﻛﻴﻨﻴﺚ رﻳﺒﺖ

Kenneth

 Ribetﻋﺪم ﳕﻄﻴﺔ ﻓﺮاي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪﺳﻴﺔ إﺑﺴﻴﻠﻮن ﳉﺎن -ﺑﻴﲑ ﺳﲑ ﰲ ﻋﺎم  .١٩٨٦و�ﻟﺘﺎ� ،ﻓﺈن اﻟﱪﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺳﻴﺔ ﺷﻴﻤﻮرا-
�ﻧﻴﺎﻣﺎ  -وﻳﻞ
Fermat

Shimura-Taniyama-Weil

اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺤﻨﻴﺎت اﻹﻫﻠﻴﻠﺠﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت ﻣﱪﻫﻨﺔ ﻓﲑﻣﺎ

اﻷﺧﲑة .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ اﻋﺘﻘﺎد واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق �ن اﳊﺪﺳﻴﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ اﳌﻨﺎل ﲤﺎﻣﺎً،

ﺣﺪث ﺗﻘﺪم ﻣﺬﻫﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ أدﺧﻞ أﻧﺪرو وﻳﻠﺰ  ،Andrew Wilesﰲ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﱵ ﻧُﺸﺮت ﰲ ﻋﺎم  ١٩٩٥وﺣﻘﻘﺖ اﺧﱰاﻗﺎ ،أﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ
رﻓﻊ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ وأﺛﺒﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﳊﺪﺳﻴﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺗﻘﻨﻴﺔ رﻓﻊ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﳋﺎص ﺑﻮﻳﻠﺰ

Wiles

�ﻟﺘﻤﺎﺛﻼت اﳉﺎﻟﻮﻳﺴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎط ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﳏﺪدة ﰲ ﺑﻨﻴﺔ زﻣﺮة آﺑﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﲎ

إﻫﻠﻴﻠﺠﻲ .وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻮﻩ ﻟﺒﺎري ﻣﺎزور  Barry Mazurﻟﻠﺘﻤﻴﺜﻼت اﳉﺎﻟﻮﻳﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ ،ﺣﺪد وﻳﻠﺰ  Wilesﻣﻌﻴﺎراً رﻗﻤﻴﺎً ﻳﻜﻔﻞ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ رﻓﻊ ﳕﻄﻴﺔ ﻧﻘﺎط ﻣﻦ ﻧﻮع  pﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻧﻘﺎط ﻣﻦ ﻧﻮع ﻗﻮة  ،pﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن  pﻋﺪدا أوﻟﻴﺎ ﻣﻔﺮدا .ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت أن اﳌﻨﺤﲎ اﻹﻫﻠﻴﻠﺠﻲ ﳕﻄﻲ .وﰎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺮﻗﻤﻲ ﰲ اﳊﺎﻟﺔ ﺷﺒﻪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ �ﺳﺘﻌﻤﺎل ورﻗﺔ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ
وﺿﻌﺖ �ﻻﺷﱰا� ﻣﻊ رﻳﺘﺸﺎرد �ﻳﻠﻮر  .Richard Taylorﺗﺸﲑ ﻣﱪﻫﻨﺎت روﺑﺮت ﻻﻧﻐﻼﻧﺪز

Robert Langlands

وﺟﲑوﻟﺪ �ﻧﻴﻞ

 Jerrold Tunnellإﱃ أن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳉﺎﻟﻮﻳﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻧﻘﺎط ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﳕﻄﻴﺎً .وﺑﺘﺒﺪﻳﻞ �رع
ﻣﻦ ﻋﺪد أوﱄ إﱃ آﺧﺮ ،أﺛﺒﺖ وﻳﻠﺰ  Wilesأﻧﻪ ﰲ اﳊﺎﻻت اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳉﺎﻟﻮﻳﺴﻲ اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﻧﻘﺎط ﻣﻦ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ
ﳕﻄﻴﺎً .وﻗﺪ أﺳﻬﻢ ذﻟﻚ ﰲ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺑﺮﻫﺎﻧﻪ ﻟﻠﺤﺪﺳﻴﺔ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ،و�ﻟﺘﺎﱄ أﻳﻀﺎ ﳌﱪﻫﻨﺔ ﻓﲑﻣﺎ  Fermatاﻷﺧﲑة.
ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ وﻳﻠﺰ ﺣﺎﲰﺔ �ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﱪﻫﺎن ﰲ ﻋﺎم  ٢٠٠١ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺤﺪﺳﻴﺔ اﻹﻫﻠﻴﻠﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف ﺑﺮوﻳﻞ

Christophe Breuil

وﺑﺮ�ن ﻛﻮﻧﺮاد

Brian Conrad

وﻓﺮﻳﺪ داﳝﻮﻧﺪ

 Diamondورﻳﺘﺸﺎرد �ﻳﻠﻮر . Richard Taylorوﻣﺆﺧﺮاً ،ﰲ ﻋﺎم  ،٢٠١٥أﺛﺒﺖ ﻧﻮﻧﻮ ﻓﺮﻳﺘﺎس  Nuno Freitasو�و ﻟﻮ ﻫﻮﻧﻎ

Fred
Bao
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出している。
正則性の問題は、時には厳密な証明のために、また時には
解についての貴重な定性的洞察をもたらすゆえに、偏微分
方程式の研究において日常的な懸案である。ナッシュが
デ・ジョルジと時を同じくして、係数に関する正則性の仮
定なしに一般次元での線形楕円型方程式の解に関する最初
のヘルダー評価を証明したのは、この分野において画期的
なことであった。何にも増して、これは解析的楕円型積分
汎関数の最小化関数の解析性についてのヒルベルトの第十
九問題に対する解答へとつながったのである。ナッシュの
証明の数年後、ニーレンバーグはアグモン及びダグリスと
ともに、Lp データを持つ線形楕円型方程式の解の幾つかの
革新的な正則性の評価を確立した。これは古典的なシャウ
ダーの理論を拡張し、このようなデータの可積分条件があ
る状況への応用に極めて有用である。これらの業績は現代
の正則性理論の基礎となり、以来、この理論は、非常に粗
くなめらかでない状況においても解析、幾何学及び確率に
応用されて、目覚しい発展を遂げてきた。
対称性も非線形微分方程式の解に関して、その定性研究と
数値計算の簡略化の両方に、不可欠な情報を提供している。
この分野における最も素晴らしい成果の一つは、ニーレン
バーグがガイダス及びニーと協力して成し遂げた。彼らは
広範なクラスの非線形楕円型方程式のそれぞれの正の解が
方程式自体に存在するのと同じ対称性を提示することを示
したのである。
ナッシュとニーレンバーグによって証明された成果は、意
図された問題の解答の域をはるかに超えて、非常に有用な
ツールとなり、更なるコンテクストにおいて幅広く応用さ
れてきた。これらのツールの中で最もよく知られているの
は、ガリアード＝ニーレンバーグの不等式とジョン＝ニー
レンバーグの不等式を含む、ニーレンバーグによる補間不
等式である。ジョン＝ニーレンバーグの不等式は、有界平
均振動関数がどれだけその平均値から逸脱し得るかを統括
し、ハーディー空間 H1 と %02 空間の予想外の双対性を表現
する。ナッシュ＝デ・ジョルジ＝モーザーの正則性理論と
（最初にシュタインによって証明された）ナッシュ不等式
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均振動関数がどれだけその平均値から逸脱し得るかを統括
し、ハーディー空間 H1 と %02 空間の予想外の双対性を表現
する。ナッシュ＝デ・ジョルジ＝モーザーの正則性理論と
（最初にシュタインによって証明された）ナッシュ不等式
は、ユークリッド空間から滑らかな多様体及び距離空間に
至る、あらゆる設定における確率的半群の研究の鍵となる
ツールになった。ナッシュ＝モーザーの逆写像定理は、あ
らゆる種類の摂動非線形偏微分方程式を解くための強力な
方法である。ナッシュとニーレンバーグの非線形偏微分方
程式に関する現代のツールボックスへの広範囲に及ぶ影響
をここで言い尽くすことは不可能だが、コーン＝ニーレン
バーグの擬微分作用素の理論にも言及しなければならない。
ナッシュとニーレンバーグは、個々に最高峰の数学者であ
ることに加えて、その貢献と交流を通じてお互いに影響し
合ってきた。彼らが１９５０年代にクーラント数学研究所
で始めた実り多い対話の成果は、今日、これまでにないほ
ど強く感じられる。

