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概 要

述語の帰納的定義は、プログラミング言語の意味論や型体系の定義をはじめとして、形式的な検

証を行う際に再帰的な概念やアルゴリズムを定義するために幅広く用いられている。実際の検証活

動においては、既存の帰納的定義を修正して新しい述語の定義を得ることがしばしば行われるが、

そのような帰納的定義を発展させる手法は系統的に研究されていなかった。本研究では、既存の帰

納的定義に、新たなパラメタや制約を付け加えたり、二つの帰納的定義を融合させて新たな定義を

得たりするなどして、既存の定義を発展させて新たな述語の定義を得る枠組を提案し、元の述語と

新たに定義された述語の間の関係を自動証明する方法について考察する。

1 はじめに

述語の帰納的定義とは以下のような形をしたいく

つかの規則から成るものである。
P (s1) : : : P (sn) C(u)

P (s0)

ここで、 P は定義したい述語であり、 s1 : : : ; sn; s
0

は項である。一般には P は有限個の引数を取る述語

であり、 P (s1
1
; s2

1
; : : : ; sn

1
)などと表記されるべきで

あるが、ここでは簡単のために単に P (s1)と書くこ

とにする。 C(u)は P を含まない命題であり、 side

conditionと呼ばれる。上記の規則で nは 0でもよ

く、そのような場合はとくに base caseと呼ばれ

る。

上の規則は

P (s1) ^ P (sn) ^ C(u) =) P (s0)

を意味する。このような規則がいくつか与えられた

とき、述語 P はこれらを満たす最小の述語 (あるい

は最小の関係)として定義される。

述語の帰納的定義から得られる主なものは、 (1)

述語 P が与えられた規則を満たすということ、 (2)

述語 P の最小性から得られる帰納法、 (3)述語 P

に関する場合分けの 3つである。例えば、証明検証

系 HOL [2]では、述語の定義として規則の列を与え

ると、上記の 3つの定理を自動的に生成してくれる

ライブラリ [4] [3]が提供されている。

証明検証系を利用した形式的な検証において、述

語の帰納的定義は再帰的な概念やアルゴリズムを定

義するために幅広く用いられている。文献 [1]では

HOL上での述語の帰納的定義を利用した検証の例

として、プログラミング言語の操作的意味論や、組

合せ子論理、プロセス代数の検証などを実際に行っ

ている。我々が過去に行った検証でも、グラフの平

面性の定義 [5]や、簡単なコンパイラ、アルゴリズム

の記述などに述語の帰納的定義が利用されている。

このように、述語の帰納的定義は形式的な検証にお

いて欠かせないものとなっている。



一方、実際の検証活動においては、一度帰納的に

定義した述語を少しだけ変更して新しい述語を帰納

的に定義したい場合がしばしばある。また、このよ

うな場合は、新しく得られた述語をもとからある述

語との間に何らかの関係があることが多い。従来、

既存の述語の帰納的定義を発展させて新しい述語

の帰納的定義を得る手法は系統的に研究されていな

かった。本論文では、上記のような帰納的定義の発

展がどのような場合に用いられるかを分類し、既存

の定義を発展させて新たな定義を得る枠組を提案す

る。また、頻繁に用いられるような発展のさせ方に

ついて、もとの述語と新しい述語との間にどのよう

な関係が成り立つか、そのような関係を自動証明す

るにはどのようにしたらよいか考察する。

2 帰納的定義の発展

述語 P の帰納的定義の規則が
P (s) C(u)

P (s0)

のような形のものであったとする。このとき、対応

する以下のような形の規則
Q(t) D(v)

Q(t0)

を考え、これらの規則を「融合」させた以下の規則

を考える。
P Q(s; t) C(u) ^ D(v)

P Q(s0; t0)

規則の前提部分 (上段部分)に現れる P が 0個の場

合や複数個の場合も同様である (ただし、前提部分

に現れるQの数は、対応する P の規則の前提部分

に現れる P の数に一致しなくてはならない)。

このようにして、単純な機構ではあるが、もとか

らある述語の帰納的定義に対する差分だけを記述す

ることによって、新しい述語の帰納的定義を得る。

以下の節においては、実際にどのような場面につい

てこのような機構が用いることができるかを例を用

いて説明する。

3 帰納的定義の発展の例

以下の例は、文献 [6]で定義されているグラフ探索

の基本アルゴリズムを表す述語 POTENTIALを、

帰納的定義によって定義しなおしたものである。

(none)

POTENTIAL g l s bs fe fsg fg

(�v. if (v = s) then bs else Top(LT l))

POTENTIAL g l s bs fe (fvg [ open) outv xv

POTENTIAL g l s bs fe (open n fvg)

(INCIDENT FROM g v) xv

POTENTIAL g l s bs fe open (feg [ outv) xv

(LT l) (xv (ed e)) (fe e (xv (es e))))

POTENTIAL g l s bs fe open (outv n feg) xv

POTENTIAL g l s bs fe open (feg [ outv) xv

:((LT l) (xv(ed e)) (fe e (xv (es e)))))

POTENTIAL g l s bs fe (f(ed e)g [ open)

(outv n feg)

(�v. if (v = ed e)

then Cap(LT l) (xv (ed e)) (fe e (xv (es e)))

else xv v)

(スペースの都合上、下段が複数行に渡っているも

のがあるが、これらは複数の命題ではなく、全て

POTENTIALの引数であることに注意されたい。)

各規則は、アルゴリズムが 1ステップ進む際に、

内部状態 (実際のプログラムでは変数に対応する)が

どのように変化するかを記述している。どの規則が

適用されるかの場合分けは、現在の内部状態が規則

の前提部分を成り立たせるかどうかで行われる。ど

の規則も適用できなくなった時点でこのアルゴリズ

ムは終了する (実はこのとき openと outvに対応す

る部分がともに空集合になる)。

述語 POTENTIALは 8個の引数をとる。前半の 5

個 (g, l, s, bs, feで表される)は、解くべき問題の仕

様として与えられるものであり、実行中は変化しな

い。残りの引数 (open, outv, xvで表される)は内部

状態に対応する。個々の引数の意味については文献

[6]を参照されたい。
文献 [6]ではこの述語は
d̀ef

(8g l s bs fe open closed outv xv.

POTENTIAL 0 g l s bs fe open closed outv xv , : : :

(8n g l s bs fe open closed outv xv.

POTENTIAL(SUCn) g l s bs fe open closed outv xv ,

(9open0closed0outv0xv0.

POTENTIALn g l s bs fe open0 closed0 outv0 xv0 ^ : : :

(ただし、 SUCは自然数の successorを表す。)

というように自然数 (実行ステップ数)に関する帰納

法で定義されていたが、述語の帰納的定義を用いる

と、ステップ数に関する記述を用いなくとも、定義



を行うことができる。これは、実際のプログラムで

は (必要ない限り)ステップ数を記録しておく変数を

用意しなくともよいことからすると、より自然な定

義になったと考えることができる。

3.1 ステップ数

定義自体にはステップ数を含まないのが自然であ

るとはいえ、実際の検証の場面ではステップ数を利

用したいこともある。例えば、ステップ数に関する

course of values inductionを行いたいときなどであ

る。このような場合は既に述べた帰納的定義の発展

を用いて、
(none)

step 0

stepn

step(SUCn)

という規則と融合させる (ただし、左側の規則は

POTENTIALの 1番目の規則と、右側の規則はそ

の他の規則と対応させる。)ことにより、容易にス

テップ数を含む述語 POTENTIAL stepを定義する

ことができる。一般には base caseのときにはス

テップ数 0を、その他の場合には、前提部分に現れ

るステップ数の総和+1を対応させるような規則と

融合させることになる。

この場合は、もとの規則に現れる変数を、 stepに

関する規則が全く参照しないことが特徴的である。

3.2 内部状態の付加

文献 [6]での POTENTIALの定義では、ステップ

数 nの他にもう一つ、本論文での定義に現れない引

数 closedが存在する。これも nと同様、実際のプロ

グラムでは必ずしも必要でなく、それ無しでもアル

ゴリズムの定義できてしまうものである。しかし、

この引数はアルゴリズムの様々な性質を検証する際

に必要となるものである。これは、以下の規則と融

合させることにより実現できる。
(none)

closedfg

closed closed

closed(fvg [ closed)

closed closed

closed closed

closed closed

closed(closed n f(ed e)g)

この場合はステップ数のときと異なり、 closedに関

する規則の中で、もとの定義に出現する変数 (vや

e)を参照している。

3.3 A*アルゴリズム

文献 [6]では、 A*アルゴリズムに対応する述語

ASTARを定義し、基本アルゴリズム POTENTIAL

に関する性質のいくつかが、 ASTARで利用可能で

あると述べた。しかし、 ASTARの定義は POTENTIAL

の定義と大部分が同じであるにも関わらず、 ASTAR

の定義は POTENTIALの定義とは全く別個に行わ

れていた。帰納的定義の発展を用いると、これも

POTENTIALの定義に対する差分のみで定義でき

る。
(none)

ASTAR goal hv (�v.EMPTY PATH s)

ASTAR goal hv po (v 6= goal)

IS MINIMAL(LT l)

fhv v1 (xv v1) j v1 2 openg(hv v (xv v)))

ASTAR goal hv po

ASTAR goal hv po

ASTAR goal hv po

ASTAR goal hv po

ASTAR goal hv

(�v. if (v = ed e) then PATH SNOC(po (es e))e

else po v)

A*アルゴリズムの場合は、目的地に達した時点

で終了するため、さらに終了状態に到達したことを

示す次のような述語 ASTAR FINALを用意する。
POTENTIAL ASTAR : : : goal hv po (v = goal)

IS MINIMAL(LT l)

fhv v1 (xv v1) j v1 2 openg(hv v (xv v)))

ASTAR FINAL : : : goal hv po

ASTARの場合は、もとの定義に比べ、 side con-

dition (v 6= goal)が増えているのが特徴である。

4 述語間で成り立つ性質

これまでのところでは、単に新しい述語を定義す

るのに記述する量を減らしただけであった。しか

し、いくら新しい述語を定義してももとの述語と何

の関連性も無ければ意味がない。ここでは、帰納的

定義の発展によって得られた新しい述語 P Qと、

もとの述語 P の間に成り立つ性質について、その性

質を自動証明することを念頭に置いて述べる。
以下、簡単のため述語 P Qの規則は、以下の 2

つの規則を融合し、
P (s) C(u)

P (s0)

Q(t) D(v)

Q(t0)

以下のような規則になったものとする。



P Q(s; t) C(u) ^ D(v)

P Q(s0
; t

0)

一般には前提部分に現れる P やQの個数は 1個

とは限らないが、複数個の場合も同様である。

性質 1 8x y.P Q(x; y) =) P (x)

この性質はいつでも成り立つ。

(証明) P Qに関する帰納法により、 P (s) ^

C(u) ^ D(v) =) P (s0)を示せば十分。これは P

の規則より得られる。 2

この性質により、 8x:P (x) =) A(x)という形の

定理から、 8x y:P Q(x; y) =) A(x)という形の定

理を得ることができる。これは前節の例で言えば、

POTENTIALについて証明した命題が、 ASTARに

関する命題として利用できることを示している。

性質 2 8x.P (x) =) 9y.P Q(x; y)

この性質はいつでも成り立つとは限らないため、

自動証明に適した十分条件を考える。 P に関する帰

納法より、 P の各規則に対し、 (9y.P Q(s; y)) ^

C(u) =) 9y.P Q(s0; y)が言えれば十分。一般の場

合は自動証明しにくいため、 s � z (変数)のときを

考える。このとき、 P Qの規則より、 P Q(s; z) ^

C(u) ^ D(v) =) P Q(s0; t0)と、性質 1が成り立

つことから、

P (s) ^ C(u) =) D(v)

が成り立っていれば十分。この条件が簡単な算術式

であればこのまま自動証明すればよいし、そうでな

い場合は示すべき仮定として、ユーザに提示する。
とくに、 sが変数で、D(v)が無い場合は上記の
十分条件が成立するため、性質 2が成り立つことが
簡単に言える。前節で挙げたステップ数、 closedの
例はこの場合にあたる。これにより、ステップ数 n

や内部状態 closedを利用して証明した
8g : : : xvn.POTENTIAL step g : : : xvn =) A(g; : : : ; xv)

という形の定理は、A(g; : : : ; xv)中に nや closedが
含まれていなければ、簡単にもとの述語 POTENTIAL

に関する定理
8g : : : xv.POTENTIAL g : : : xv =) A(g; : : : ; xv)

として利用することができる。

性質 3 8x.R(x) =) (P (x) =) 9y.P Q(x; y))

性質 3は性質 2を弱めた形の命題である。任意の

xについて P (x) =) 9y.P Q(x; y)が成り立たな

くとも、 xに何らかの制限 (R(x)で表される)を加

えれば成り立つというような場合を考えている。

R(x)を 9y.P Q(x; y)と取れば上の性質は自明に成

り立つが、実際には P Qを利用しない形での制限

を設けたい場合が多い。

性質 2での場合と同様に考えると、 P の各規則に

対し、 (R(s) =) 9y.P Q(s; y)) ^ C(u) =)

(R(s0) =) 9y.P Q(s0; y))が言えれば十分。やはり

s � z (変数)の場合を考えることにすると、
C(u) ^ R(s0) =) R(s)

P (s) ^ C(u) ^ R(s0) =) D(v)

が成り立っていれば十分である。
(例) P , Qとしてそれぞれ以下の規則で与えられ

る Even, Div2を考える。

Even(0)

Even(x)

Even(x+ 2)

Div2(0)

Div2(y) x < 10

Div2(y + 1)

このとき、 8x.Even(x) =) 9y.Even Div2(x; y)は

成り立たない (Div2の 2番目の規則が x < 10でな

いと適用できないため)。しかし、

8x.x � 10 =) (Even(x) =) 9y.Even Div2(x; y))

に関しては、 R(x) = x � 10とおいて、
R(x+ 2) =) R(x)

Even(x) ^ R(x+ 2) =) x < 10

が成立するため、成り立つということが示される。
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