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弱化規則をもたない直観主義命題論理における
          決定手続きの計算量

桐 山 栄 治＊・有川節夫†・小野寛晰‡
  （平成3年5，月31日 受理）

Acomputational complexity of decision procedure for the

     intuitionistic logic without weakening r111e

Eiji KIRIYAMA， Setsuo ARIKAWA and Hiroakira Ono

  Non－classical logics have been studied to realize some logics we use in our everyday lives， and have some－

thing to do with the－resource problem in Computer Science．

  In this paper we discuss such non－classical logics from viewpoints of decidability and computational

complexity， We deal with a system FLe。 in Genlzen－type sequent calculus（LJ）without the weakening rule，

which is also an intutionistic relevant logic without distributive law． We proved in our previous paper that

the propositional logic FLec is decidable in a non－constructive way， In the present paper we give an upper

bound for the decision procedure by using McAloon’s ideas．

1．はじめに
 古典論理は数学の証明を形式化したものである．排

中律を認めない直観主義数学を形式化したものは直観

主義論理である．このように古典論理に制限を加えて

得られる論理体系を非古典論理という．非古典論理に

関する研究は盛んに行われているが，その中の1つに

証明可能性の決定問題がある．決定問題とは，任意の

体系Tに対し，Tで定義された任意の論理式が， T

で証明可能か否かを有限回で判定する，決定手続きの

有無を判定する問題である．よって，決定可能な体系

に対してはその決定手続きの計算量についても関心が

もたれている．

 Gentzenによる直観主義論理の形式化の1つである

LJから，弱化規則を取り除いて得られる体系をFLec

と呼ぶことにする．この体系FL。。は，命題論理にお・

いて決定可能であることがわかっている［4］．体系

FL。。は，適切さの論理（relevant logic）から分配律を

取り除くことで得られる体系であるともいえる．適切
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さの論理は決定可能であり，その決定手続きの計算量

の研究も行われている［9ユ．本論文では，適切さの論理

での方法と同様にして体系FL。，命題論理に対する決

定問題の計算量の上限が与えられることを示す．

2． 原始帰納的関数

 本論文では体系FL。，命題論理の決定問題の計算量

を考察するが，そのために自然数の関数について定義

する．自然数の全体を

N＝｛0，1，2，…｝

で表す。

 n個の自然数の組にたいして1個の自然数を対応付

ける関数∫：N”→Nのことを数論的関数という．次の

3つの関数は初期関数といわれる数論的関数である．

 （1）Z（κ）＝0

 （2） 8（κ） ＝κ十・1

 （3）σ蓋（κ1，…，κゴ，…，κη）＝κf（η≧1，1≦’≦η）

（2）のε（κ）を単にκ’で表すこともある．

定義1．初期関数に次の操作を有限回（0回以上）適

用して得られる関数を，原始帰納的（primitive

recursive）関数という．
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 （i）r変数の関数乃とr個のn変数関数＆（1≦

診≦7）からn変数の関数∫を次のようにしてつくる．

（この操作を合成という．）

∫（κ1， ●●●，κπ）＝乃（91（κ1，…，κ。），…，＆（κ1，…，κ。））．

 （ii）n変数の関数gとn＋2変数の関数乃からn

＋1変数の関数∫を次のようにしてつくる．（この操

作を原始帰納（primitive recursion）という．）

∫（κ1，…，κ。，0）＝9（κ1，…，κ。）．

∫（      ’κ1，鱒・，κη，ノ）＝乃（κ1，…κ。，ノ，∫（κ1，…，κ。，ノ）），

 初期関数に特別な関数ヵ（κ）を加えて上の操作を

行うことでっくられた関数g（κ）は，ρ（κ）を初期関

数としてもつ原始帰納的関数という．ρ（のが原始帰

納的関数であれば，g（κ）も明らかに原始帰納的関数

である。

 次のように定義されるAckermann関数君（κ，ク）は

オ（0，ク）＝ク＋1．

五（κ十1，0）＝五（κ，1），

乃（κ十1，ノ十1）＝五（κ，孟（κ＋1，ク））．

原始帰納的関数でない（例えば文献田の4章）．この

関数は任意の原始帰納的関数∫（κ1， ．・。，κη）を

／（・、，…，・。）≦乃（6，max（・、，…，・。））

の形でおさえる．ここにCはある定数である．

3．体系FL。。命題論理の決定問題

3．1体系肌。。命対論理

 直観主義論理（LJ）から構造に関する推論規則のう

ち弱化規則，

1「→o

、4 r→c
 ，

（ω磁6痂9→） r→   （→ωθαん6痂9）

r→乃

を取り除いた体系をFL。，とする．体系FL，、命題論

理の推論規則は次のようになる（Cは空でもよい）．

定数に関しては弱化規則をもつ．ただし，rや△など

のギリシア大文字は論理式の多重集合を表す．つまり；

2つの論理式の集合r＝佃1，…，塩｝と△＝｛B1，

…，β。｝はm＝nかつ論理式の列B1，…，B．が窺，

…，砺を並べ替えることで得られるときに等しいと

定義する．

式r→0の左辺を多重集合と考えるため，体系FL。，

の推論規則は交換規則

、4 β △→c
 ，    ，

β 、4 △→o
 ，    ，

（6κo伽9θ）

を取り除いて考える．体系FLecの定義をFig．1に示

す．

定理1．

つ．

体系FLecにおいて， cut消去定理が成り立

証明．次のweak－mixという， cut規則と同値な推論

規則を導入する．

r→、4△→c
P，△＊→c

ただし，△には少なくとも1つの論理式遼が含まれ

ており，△＊は△から少なくとも1つの五を取り除

いたものでなくてはならない．文献［8］ではmixとい

う推論規則を導入して古典論理体系LKのcut消去定

理を証明している．mixは，△＊を△からすべての五

を取り除いたものとしたものである．体系FL。，は弱

化規則をもたないので，cut規則との同値性をもたせ

るためにweak－mixを用いる．しかし， mixをweak－

mixに置き換えればLKでのcut消去定理と同様に体

系FLecのcut消去定理は証明できる．

 3．2 決定手続き

 体系FL。，命題論理の決定手続きはFL’。。という補

助的な体系を用いて与えられる．この体系FL’。，は体

系FL。、から構造に関する推論規則のうちcut規則と

縮約規則を取り除き，論理記号に関する推論規則の

（⊃→），（V→），（〈1→），（〈2→），（→＆），（＆→）

に縮約規則を埋め込むことによって得られる．縮約規

則を埋め込んだ場合の論理記号に関する推論規則は

Fig．2のようになる．

 ここで，Σ，H，⑨は次のようにして得られる多重

集合である．以下で，rU△はrと△の和集合（多

重集合）を表し，＃Σ（D）は多重集合Σに現れる論理

式Dの数を表している．

1．ΣはrU△から次の条件を満たすよケにして得

られる．

 ●論理式A⊃Bがrと△の両方に含まれるなら
  ＃Σ（五⊃β）≧＃pu△（五⊃，8）一2．それ以外の

  ときは＃Σ（五⊃．8）≧＃1・∪△（五⊃β）一1．
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Initial sequent：ノ1→ノ1，  ⊥→0，

Rules for constants

11r論（1ω）

→1， 0，r→0

’ヨ⊥（⊥ω）

Structural rules

AAr→0      （COηオγ・αC拒0η）

Ar→0
r→B B，△→0       （c④

r，△→0

1，0giCε遮l rUleS

r→λ⊃β（→⊃）
r，五→B r→ノ1

五⊃β，r，△→o（⊃→）
β，△→0

「書漏β（一く） A，r→0 」B，r→0
          （v→）
 、4VB，r→0

r…認β（一V1） A〈β，r→0（〈1→）
、4，r→0

r…詩B（一v2） 甘くβ，r→0（〈2→）B，r→0

「謡→会誘β（→＆） A＆即→o（＆→）
んβ，r→0

Fig．1  rules Of the system FLe。

≒鏡会壱。（⊃→）

A〈β，n→o（〈1→）
・4，r→0

〆1，r→0 」B，r→0
          （v→）
 、4VB，n→0

恥くB，H→o（〈2→）
．β，r→0

「蟄論B（一＆）  血器…急（＆一）

      Fig．2  10gical rules of the system FL’e，

●DをrU△に含まれる乃⊃β以外の論理式とす

 る．そのとき，Dがrと△の両方に含まれるな

 ら＃Σ（D）≧＃ru△（D）一1．それ以外のときは

 ＃Σ（D）＝＃ru△（D）

2．○をV，〈，＆のいずれかであるとすると，それ

それの○に関する規則においてHは次を満たすよう

にして得られる．

 ●＃H（AOβ）≧＃r＠08）一1． Dをrに含まれ

  る遵○β以外の論理式とするとき，＃n（D）＝

  ＃r（D）．
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3．⑧はrU△から次の条件を満たすようにして得

られる．

 ●Dがrと△の両方に含まれるなら＃⑧（D）≧

  ＃ru△（D）一1．それ以外のときは＃o（D）ニ

  ＃ru△（D）．

 体系FLIcの証明図は埋め込まれた縮約規則を補う

ことで体系FL。，の証明図になる．逆に，体系FL，。

のcut規則を含まない証明図は，縮約規則の適用を可

能な限り上に持ち上げることで，証明図の長さに関す

る帰納法により体系FLI，の証明図に書き直せること

が示せる．よって，FL二。はFL。，と同値な体系である

ことがわかる．

 ある式ε’が他の式8に縮約規則を（0回以上）適

用することで得られる場合，8’は3の縮約式という．

また，αを体系F現，で与えられた証明図の一本の枝

とする．式51と32がαの中で，1）ε2は81の下方

にあり，2）82は31の縮約式であるとき，枝αを冗

長であるという．

補題2．（Curryの補題）式3’が式3の縮旧式であ

り，かつ3が体系FLI，において長さnの証明図で証

明できるなら，3’は長さn以下の証明図で証明でき

る．

証明．この補題の証明は証明図の長さに関する帰納法

による．ここでは式8の証明図が（→＆）の推論規

則で終わっている場合のみについて示す．証明図は次

のような形をしている．

P→∠4・△→β

Σ→五＆B

 ここで3は長さηで証明されているとし，r→五

及び△→Bの証明図の長さをそれぞれη1，η2とする（π

＝η1＋π2である）．すると，3’はΣ’→五＆8の形を

しているが，Σ’はrと△の和によって得られた多重

集合の縮約規則を適用して得られることは明らかであ

る．このときr’，△’として，1）r，△にそれぞれ縮

約規則を適用することで得られ，2）P’と△’の和集合

に含まれる論理式のうちr’と△’おのおのに一度ずつ

現れる論理式に対してのみ縮約規則を適用させれば

Σ’になるような多重集合が存在する．帰納法の仮定

により，r’→五は長さη1以下，△’→βは長さη2以

下で証明できる．よって，体系F瑳。においてΣ’→五

＆BはP’→五と△’→βに推論規則（→＆）を適用する

ことで得られ，長さη以下で証明することができる．

系3．式3が体系FL二，で証明可能なら，冗長な枝を

含まない3の証明図が存在する．

証明．式3に至る証明図が冗長な枝αを含んでいる

と仮定する．αにおいて式ε2が，式81より下方に

ありε1の縮約式になっているとする．Curryの補題

より，82は81より短い証明図で証明できるので，α

は短い枝α’に書き直せる．α’が，まだ冗長であれば

同じことを繰り返すδ書き直しによって枝は短くなる

ので，この操作は有限で終り，冗長な枝はなくなる．

 任意の得られた式3が体系FLI，で証明可能かどう

かを調べるため以下の手順で5の証明図を構成する

ことを試みる．まず，3が体系FLI，における推論規

則の下式となりうるような式をすべて見つける．そし

て，それらの式を3の上式のように書く．この操作

を式εの分解という．次にεを分解して得られたお

のおのの式を分解する．これを繰り返す．分解によっ

て，枝が冗長となるような式を得た場合，その式は書

かずに分解を終る．分解できない式が得られた場合も

分解は終わる．このようにして各式が節となっている

木を得る．この木を式3の分解木という．

 体系FL。，命題論理の決定可能性は，任意の式の体

系FL二。での分解木が有限であることから示すことが

できる［4］．そこでは次のK6nigの補題を用いて分解木

が有限であることを示している．

補題4．（K6nigの補題）木が有限であることの必要

十分条件は次の2つが共に成立することである．

●ある点と直接結ばれている点は有限である（枝分

 かれの数の有限性）．

●三枝は有限である（枝の長さの有限性）．

補題5．体系FL。。での分解木において，枝分かれの

数の有限性が成り立つ．

証明．枝分かれの数の有限性は1回の分解で得られる

式の数が有限であることを示せば良い．体系FLI，の

推論規則をみればわかるように，（⊃→），（→＆）以

外の推論規則による分解で得られる式の数は高々4つ

である．（→＆）の場合を考えると，推論規則は次の
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ような形をしている

r→ハム→β       （→＆）、

0→4＆β

式⑨→且＆βを分解するとき，⑤に含まれる論理式

がそれぞれ異なれば分解によって得られる式の数が最

大となることは明らかである．⑧に含まれる個々の論

理式は推論規則（→＆）による分解で，1）rのみに

含まれるか，2）△のみに含まれるか，3）r’及び△の

両方に含まれるかの3通りの可能性をもっている．よ

って，⑧にn個の論理式が含まれているとすると，

分解の可能性は高々3”通りである．式⑭→五＆8は

分解で2個の式を得るので分解によって得られる式の

数は高々2・3”個である．（⊃→）の推論規則の場合，

推論規則は次のような形をしている．

r→！1．8，△→o
        （⊃→）．
孟⊃B，Σ→（7

論理式且⊃βに関しては分解で，1）Pのみに含まれ

るか，2）△のみに含まれるか，3）r及び△の両方に

含まれるか，4）r及び△のいずれにも含まれないか

の4通りの可能性があり，Σに含まれる個々の論理式

は（→＆）の場合と同様，3通りの可能性がある．よ

らて，Σにn個の論理式が含まれているとすると，

分解によって得られる式の数は高々2・4・3”個であ

る．

 全く同じ論理式が多重集合rと△に現れているとき，

式P→孟と△→五は同族（cognate）であるという．こ

のとき，次の補題が成り立つ［5・2］．

補題6．（Kripkeの補題）同族な式の列は冗長でなけ

れば有限である．

 体系FL二。はcut規則を含まないので，証明図に現

れる式に含まれる論理式は終式に含まれる論理式の部

分論理式のみから成るという部分論理式の性質が成り

立つ．ゆえに，与えられた証明図に現れる同族な式の

組は有限である．また，Kripkeの補題は冗長でない

枝には有限個の同族な式のみが現れることを示してい

る．よって，次の補題を得る．

補題7．体系FL二。における分解木は冗長な枝を含ま

なければ枝の長さめ有限性を満たす．

 K6nigの補題および補題5；7より，体系FLI，にお

ける分解木が有限であることがわかる．体系FL。．命

題論理で定義された任意の式3が証明可能であるか

否かは，体系FL二、の分解木に部分木として3に至る

証明図が存在するか否かで判定できる．よって，体系

FL。，命題論理に対する決定問題の計算量は，分解木

の大きさを計算すれば与えられることがわかる。

4， 決定手続きの計算量

 この節では体系FLec命題論理の決定問題に対する

決定手続きの計算量について論じる．

 4．1 相対大集合

 自然数を要素に持つπ次元ベクトル7＝（01，…，

o。）に対してl1711＝max（01，…，〃。）とする．η次元ベ

クトルの列rに対して，疏（r）によりrの長さを表

す．また，r（のα＝0，…，1辰r）一1）により第ゴ番目

のベクトルを表す．ベクトル列rにおいて，任意の0

≦5〈’〈」ゐ（P）に対してP（5）ρ＞r（」）ρとなる汐（1≦

ρ≦η）が存在するとき，rを部分減列と呼ぶ．ただ

し，r（5）ρはベクトルr（5）の第ρ成分を表す．この

ヵは5，‘のとり方に依存してよい．自然数α，∂に対し

て，［α，6］により集合｛α，α十1，… ，ゐ｝を表す．

定義2．η回相対大という概念を次のように帰納的に

定義する．

 （i）［α，δ］は，2α≦6＋1を満たすとき。回相対

大である．

 （ii）任意の非減少列α＝κ0≦κ1≦…≦κ。＝6（∫≦α）

に対し，ある麹≦5一ユ）が存在して医，κ汁1］がπ

回相対大となるとき‘ mα，う］は（η＋1）回相対大であ

る．

η回相対閉集合［α，司を次のような帰納的に定義

される関数を用いて作ることができる．

  F1（κ）＝2κ＋1， F。＋1（κ）＝，町＋1（κ），

ただし，乃。（κ）＝κ漉m＋1（κ）＝ん（㌍（κ））とする．

補題8．関数F．（κ）は原始帰納的関数であり，集合

［α，F。＋1（α）］はη二相最大である．

証明．まず関数F．（κ）が原始帰納的関数であること

をηに関する帰納法で示す．

 πニ1のとき，F1（κ）＝2κ＋1．和，積は原始帰納

的関数なのでF1（κ）も原始帰納的関数である．
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F．（κ）か原始帰納的関数であると仮定する．F。刊

（κ）＝Fが1（κ）であるが，ρ（κ，ノ）として次のような

関数を考える．

    ρ（κ，0）＝κ．

    ρ（    ’κ・ノ）＝F。（ρ（κ，．ア））．

すると，g（κ）＝σf（κ）漉（κ，ノ，《）＝．F。（確（κ，ノ，ζ））

とすれば，帰納法の仮定によりん（κ，ッ，ζ）は原始帰納

的関数であり，

カ（κ，0）＝8（κ），

ρ（κ，プ）＝乃（κ，ノ，ρ（κ，ク）），

と書けるのでρ（κ，ノ）は原始帰納的関数である．よっ

て，このヵ（κ，ノ）を用いれば

F。＋1（κ）＝ρ（σ～（κ），3（κ））＝ρ（κ，κ’），

と書けるのでF。＋1（κ）は原始帰納的関数である．

 次に，任意のαについて集合［α，F。＋1（α）］がη回

相対大であることをπに関する帰納法で示す．

 π＝0のとき，F1（α）＝2α十1より，2α≦F1（α）十1．

よって定義により［α，F1（α）］は0回相対大である．

 ［α，F。＋1（α）］がπ回相対大であると仮定する．

        （α十1）

F。＋1（α）＝F。＋1（…（F。＋1（α））…）

であるが，

  F。＋1（α）＝∂1

  F。＋1（F。＋1（α））＝62（＝F。＋1（61））

     （σ十1）

  F。＋1（…（F。＋1（α））…）＝∂。＋1（＝F。＋2（α））

とすると，［α，61］，［う1，62］，…，［∂。，わ。＋1］は帰納法の

仮定によりおのおのη印相音大である．よって，［α，

瓦＋2（α）］はα＋1個のπ回相対大な集合からなって

いるので，α個以下のいかなる部分集合に分けても必

ずη回相対大な集合を含むものが存在することにな

り（η十1）回相対大の定義を満たす．

 F．（κ）は原始帰納的関数であるが，Fω（κ）＝瓦（κ）

とするとFω（κ）は原始帰納的関数ではない．十分大

きなκに対して，F。（κ）〈、Fω（κ）であるが， Fω（κ）

はAckermann関数と同程度に大きくなることが知ら

れている［3】．よって，次の補題を得る．

補距9．Fω（κ）はAckermann関数を初期関数として

もつ原始帰納的関数である．

 0．（のを，集合［κ，ク］がπ回相対大となる最小の

ノと定義する．このとき，0．（ガ）≦F。＋1（のであるか

ら0．（κ）は原始帰納的関数である．

 5． 決定問題の計算量

     ん！
        とする．このとき，次の補題が成 o夕＝
    2！（ん一の！

り立つ．この補題はMcAloonがペトリ網（petri net）

の有限包含問題（f三nite containment problem）の決定

手続きの計算量を求めるために導入したものである［6］．

補題10．rをん次元ベクトル（ん≧2）の部分減列と

する．∫：N→Nは∫（κ）≧κかつ任意の〆≦∫＜疏

（r）に対して∫（の＞li r（〆）llを満たし，かつκ≧配

に対して∫（の＜2κ満たす非減少関数であるとする．

6＝max（肱∫（0）2・C6…（攻＿1・制）としたとき，α＞6

かつ［α，司がん回相対大であるならば疏（r）＜6で

ある．特にαとして6十1，6として0左（6＋1）をとる

と疏（r）＜G左（6十1）である．

 η回相対大の定義と同様に（ηブ）回相対大という概

念を次のように定義する．

 （i）’［α，司は，∫（α）＋α≦∂＋1を満たすとき（oプ）

回相対大である、

 （ii）’任意の非減少列α＝κ0≦κ1≦…≦κ。＝∂

（3≦のに対し，ある苑≦5一ユ）が存在して［κご，κ汁1］

が（ηプ）回相対大となるとき［α，6］は（π＋1プ）回

相対大である．

 そうすると，（ηプ）回相対大集合も，次のような帰

納的に定義される関数

 ，F∫（κ）＝κ＋∫（κ）＋1，．F｛＋1（κ）＝（F沿κ＋1（κ）

によってつくることができる．また，補題8と同様に

関数F｛（κ）は∫を初期関数としてもつ原始帰納的関

数であり，集合［α，F｛＋1（α）］は（ηプ）回相対大であ

ることなどがいえる．0イ（κ）を，集合［κ，ノ］が（ηブ）

回相対大となる最小のクと定義し，η≧1に対して

ゲ∫捌を，［α，6］が（ηプ）回相対大とならない最小

のαとする．補題10の証明は，以下の（a）から（g）

までの条件を満たす減少集合列

［α0，∂0］⊃［α1，う1］⊃…［αん＿1，あ左＿1］

と増加集合列
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五〇⊂五1⊂…⊂しん＿1

を構成して疏（r）〈0｛（6＋1）であることを示し，

この結果から導かれている．

 （a）［αゴ，6ゴ］は（ん一げ）回相対大である．

 （b） （α，，6，）∩（．乙ご∪プZfU（〆）2（」乙ゴ）∪

｛。2、一、，、。2、一、，61μ一11’”1∫た一1｝）一φ．

ただし，（α∫，δゴ）＝＝｛αゴ十1，αε十2，・。㌦6ご一1｝，

μ‘＝｛ブ（κ）1κ∈4｝，（1）2（Lゴ）＝｛α（κ））21κ∈ゐゴ｝．

（・）ム⊂臨］かつ1ム1＜釜

ただし，広1は集合4に含まれる要素の数
 （d）プz‘⊂［o，Vα，］．

 （・）6、〈∂野ゴ1．

 （f）α睾＿1≦αfカ、つ6α9＿1≦α，．

 （9）任意の‘∈（α，，のに対し，ある〆∈五，が存在

し，2個の要素からなる｛1，…，ん｝のある部分集合X

の任意のρ∈Xに対してr（ブ）ρ＝r（〆）ρが成り立つ．

 補題9，10より，次の定理を得る．

定理11．体系FL。，命題論理の決定問題に対する決定

手続きの計算量はAckermann関数を初期関数にもつ

原始帰納的関数で押えることができる．

証明，体系FL。，命題論理の決定手続きは式8が与え

られたとすると，体系FLI。においてその分解木をつ

くることで5が証明可能か否かを判定する。この冗

長でない枝からなる分解木に現れる各式を以下に示す

方法でベクトル化し，三枝のベクトル化列が部分減列

になることからこの定理は証明することができる．体

系FL二。はcut規則を含まないので部分論理式の性質

が成り立つ．そこで，まず式3の部分論理式の数を

数える（πoとする）．そして，2ηo＋1次元のベクトル

を考える．第2回分から第ηo＋1成分までは，1つの

成分に1つの部分論理式を対応させ，左辺に現れてい

る各部分論理式の出現の数をその成分の値とする．第

ηo＋2成分から第2ηo＋1回分までは同じことを右辺

に現れている部分論理式（高々1つ）について行う．

式に現れていない部分論理式に対応している成分の値

は0とする．（⊃→），（〈ブ），（V→），（＆→）以外

の推論規則に関する分解は，その下式及び上式をその

ままベクトル化すればベクトル化列は部分減列になっ

ていることは容易にわかる．しかし，（○→）（○∈

｛⊃，へ〉，＆｝）に関する式の分解のベクトル化列は

  r

例えば次のように部分雲列とならない分解もあり得る．

∠4⊃刀，△→ノ1 B，△→
          （⊃→）．
  乃⊃B，△→

これは左上方への枝のベクトル化が部分減列とならな

い．

△→乃β，・4⊃8，△→o
          （⊃→）
  乃⊃β，△→o

△にBが含まれていれば，右上方への枝が冗長にな

るのでこのような分解は考えないが，そうでないとき，

これは右上方への枝のベクトル化が部分減列とならな

い．また，ある式の分解を何度か行った後の式が，ベ

クトル化した際に部分丁丁の条件を満たさない可能性

がある．

 これらの分解に対応するために次のような操作を行

う．第2成分から第2ηo＋1成分までのうち，値が0

であるものの数を数える（たとする）．そして，この

んを第1成分の値とする．例えば次のような体系

FL’C。での証明図を考える．ただし，乃，βは命題変数

または恒偽定数とする．

、4→．4 β→β

、4，B→五＆β

（→＆）

        （〈1→）
∠4〈8，β→五＆β
        （〈2→）
、4〈．8→五＆β

 ここで，εはA〈B→五＆βであり，その部分論理

式は4，β，且くβ，乃＆βの4つである．ゆえに，ηo＝

4，ん＝6となり，証明図のベクトル化はFig．3のよう

になる．ただし，第2成分から第5成分まではそれぞ

れ左辺に現れるβ，遵くβ，五＆βの数に対応しており，

第6成分から第9成分までは同じ順番で右辺に現れる

論理式の数に対応している．

 ベクトルをわかりやすくるために，第1成分と第2

成分及び，左辺と右辺の境となる第5成分と第6成分

の間はコンマではなくセミコロン（；）で区切る．この

ベクトル化された証明図には，左上方への枝と右上方

（6；1，0，0，0；1，0，0，0）  （6；0，1，0，0；0，1，0，0）

                    （→＆）
     （5；1，1，0，0；0，0，0，1）

（6、・，・，1，・；・，・，・，1）（〈2→）

（5；0，1，1，0；0，0，0，1）（〈1→）

Fig．3  vectors of a proof figure
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への枝に対応する2本のベクトル列が含まれている．

これらは，冗長でないがそのままのベクトル化では部

分減列とならない分解（（〈2→）に相当する分解）も

第1成分において部分減列の条件を満たす．また，任

意の枝の任意の2つの式のベクトル化に対して，その

ままでは部分減列の条件を満たさない場合も，やはり

第1成分において部分減列の条件を満たす．仮に第1

成分が等しいとすると，その2つの式を含む枝は冗長

である．よって，この方法による冗長な枝を含まない

分解木の各枝のベクトル化列は，部分減列になってい

ることがわかる．

 各枝をベクトル化してベクトル列fを得たとき，各

成分の値は推論規則を見れば明らかなように高々2し

か増えないので任意の曰く∫〈疏（r’）に対して∫（κ）

＝2κ＋5（∫＝ll r（0）ll）とするとll r（〆）ll＜∫（のであ

る．この∫（のに対し，∫（κ）＜2κとなるような最小

の．κを加とする．するとη＝2ηo＋1，6＝max（規，

52・C6…鍔＿1・η！）としたとき，系10より疏（r）＜0、

（6十1）である．与えられた式の部分論理式の数を入

力とすると，oは原始帰納的に計算することができ，

枝分かれの数は補題5より，原始帰納的関数で押えら

れる．よって，分解木の大きさは0．（6十1）で押えら

れる．ここで，π及び6は入力によって変化する値で

あるが，

0。（‘＋1）＜F。＋、（・＋1）＜Fω（・＋1）

なので補題9により0。（6＋1）はAckermann関数を

を初期関数にもつ原始帰納的関数で押えられることが

わかる．よって，体系FL，。命題論理の決定問題に対

する決定手続きの計算量はAckermann関数を初期関

数にもつ原始帰納的関数で押えることができる．

6．おわりに
 本論文では弱化規則をもたない直観主義命題論理体

系FLecに対する決定手続きの計算量の上限を与えた．

Ackermann関数を初期関数としてもつ原始帰納的関

数で押えられるという結果は，計算量論理の研究者に

してみればとてつもなく大きな値ということになるだ

ろう．しかし，決定手続きは，Kripkeの補題という

非構成的な手法を用いている．よって，決定問題を考

える際にはK6nigの補題を必要としており，有限で

あることがいえても，どの程度複雑な手続きなのかは

わからない．それがAckermann関数程度の帰納的関

数の範囲内におさまっているのだ，というのも1つの

見方である。とはいえ，この結果は1つの上限を与え

たに過ぎず，どこまで下げることができるかというの

は残された課題である．
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