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数理論理学における Kripke 型の意味論は, 近年急速な発展をみせて

います。また, そのすそのは大きく広がり, 他の様々な分野との関連も

新たな姿を現してきました。
このキーワードを共有し得る研究者達の集まる機会が得られたこと

を, 参加者の $-$人として嬉しく思います。そして, この講究録がさらに

多くの方々の御役に立つ事を願っています。

この研究集会に参加された皆さんと, 京都大学数理解析研究所に感

謝します。

愛木仁狩
鈴木信行



短期共同研究

非古典論理とその $Kri\beta ke$意味論に関する諸問題

報告集

1995年 7月 18日 $\sim$ 7月 20日

研究代表者 鈴木 信行 (N0bu-Yuki Suzuki)

目 次

1. GLOBAL INTUITIONISTIC LOGIC AND ITS SEMANTIC $COMPLETENESS————1$

東海学園女子短大 青山 広 ( $Hir0S\wedge i$ A $oyama$ )

2. 様相述語論理の $KriDkebunt1ese$ ma $ntics$ に関する不完全性 $————-16$
津田塾大・数学計算機科学研 礒田 恵以子 (Eiko lsoda)

3 . $G$ ame $Lo\mathfrak{g}ic$ $an1$ $its$ A $\beta\beta|i\iota ati0ns$ ] $———————————–32$
筑波大・社会工学系 金子 守 ( $M$ a $mo$ $ruK$ a $neko$ )

- 橋大 永島 孝 ( $T$ a $k$ a $s\wedge i$ $N$ a $Q$ a $s\wedge i$ ma)

4. 証明図の集合と しての論理$——————————————–53$
静岡大・理 古森 雄 $-(Yuic\wedge i Komori)$

5. $\text{命題様相論理の充足}\urcorner p\text{能性問題の計算量について}------------------------56$

名工大・工学研究科 松岡 聡 (Satoshi Matsuoka)

6. A $Gr$ a $\beta\wedge-T\wedge eoreticC\wedge ar$ a $cteriz$ a $ti0nT\wedge eor$ em $for$ Mu 1 $ti\beta|ic$ a $tive$

$Fr$ a $Q\ddagger 11e\mathfrak{n}t0fNon-C$ ommu $t$ a $tiveLine$ a $rLo$ $\mathfrak{g}ic$ ( $Pre1imin$ a $ryRe\mathfrak{p}0rt$ ) $——-66$

東京女子大・文理 永山 操 ( $Mis$ a $oN$ a $\mathfrak{g}$ a $y$ alll a)

慶応大・文 岡田 光弘 (Mitsuhiro Okada)

7. AlOebraic semantics fOr $\mathfrak{p}re4|cate$ $|0\mathfrak{g}i$ cs an4 $t\wedge eircom\mathfrak{p}leteness-----88$

北陸先端科学技術大学院大 小野 寛晰 (Hiroakira Ono)

8. 中間述語論理と様相述語論理の $Kri\mathfrak{p}kese$ ma $ntics$ に関する

完全性と不完全性についてー$——————————————104$
日大・理工 志村 立矢 ( $T$ a $tsuy$ a $S\wedge imur$ a)

9. Two $sim\mathfrak{p}1emo4e1sf0r$ $|ine$ a $r$ $sett\wedge eory----------------------------116$

北陸先端科学技術大学院大 白旗 優 (Ma $s$ a $ruS\wedge ir$ aAa $t$ a)

10 Glueing of Algebras for Substructural $Lo\mathfrak{g}ics-----------------------127$

北陸先端科学技術大学院大 白須 裕之 (Hiroyuki Shirasu)

$-\cdot-$



11 . $Al\mathfrak{g}ebraIC$ Kripke sheaf semantics for $su\mathfrak{p}er-i\mathfrak{n}tuitionistic$

$\beta re4icate$ $10\mathfrak{g}ics---------------------------------------------------140$

茨城大・工 鈴木 信行 (Nobu-Yuki Suzuki)

12. 可能世界意味論に対する – 批判—————————————157
都立大・理 竹内 泉 (1 $zumi$ $T$ a $keuti$ )

13. A WEAK SET THEORY WITH $GLOBALlZAT|0N-------------------------------171$

中部大 千谷 慧子 ( $S$ a $t0k0$ $Tit$ a $n|$ )

14 Lattices of Subframe Logics A Survey 187

北陸先端科学技術大学院大 Frank Wolter

$-1i-$


