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����年 �月 ��日生まれ。

学歴
����年 	月 慶應義塾大学文学部哲学科卒業
����年 	月 慶應義塾大学大学院文学研究科哲学専攻修士課程終了
����年 	月 慶應義塾大学大学院文学研究科哲学専攻博士課程単位取得退学
����年 �月 慶應義塾大学大学院文学研究科哲学専攻にて博士号取得

学位： 博士（哲学）

研究・教育歴
����年  月 ! ����年 	月 学術振興会特別研究員 "#�

����年 �月 $�ヶ月% アムステルダム大学論理・言語・計算研究所 招聘研究員
����年  月 ! ����年 �月 慶応義塾大学文学部非常勤講師
����年  月 ! ����年 ��月 学術振興会特別研究員 &"

����年 ��月 ! ����年 �月 マルセイユ・リュミニ数学研究所 ポスドク研究員
����年 �月 ! ����年 	月 国立情報学研究所 助手
����年 �月 $�ヶ月% マルセイユ・リュミニ数学研究所 招聘研究員
����年  月 ! ����年  月 国立情報学研究所 准教授
����年  月 ! ����年  月 総合研究大学院大学複合科学研究科 准教授（兼任）
����年 �月 $�ヶ月% パリ第 �	大学・パリ北情報学研究所 招聘研究員
����年 �月 ! ����年 �月 フランス #'()研究員（兼任）
����年 	月 $�ヶ月% パリ第 �	大学・客員研究員
����年 �月 ! 京都大学数理解析研究所 准教授
����年 �月 ! 国立情報学研究所 客員准教授（兼任）
����年 	月 ! ����年  月 ウィーン工科大学 訪問研究員

受賞歴
����年 �月 第 ��回「計算機科学における論理」国際シンポジウム $*+#),��%にてクリーニ賞
（最優秀学生論文賞）受賞

学会活動

� 日本科学哲学会、日本数学会、欧州理論計算機科学会 $-.#)%所属。

�



� プログラム委員：
「陰計算量理論の発展」ワークショップ $"+# ����%/

「相互作用の幾何、トレース付きモノイダル圏と非明示的計算量」ワークショップ $����%/

第 �回アジアプログラミング言語・システム会議 $-&*-) ����%/

非古典数学会議 $����%/

「構造と演繹」ワークショップ $����%/

第 ��回計算機科学論理国際会議 $#)* ����%/

第 �回「型付ラムダ計算とその応用」国際会議 $.*#- ����%/

「論理と陰計算量理論」ワークショップ $*## ����%/ 第 ��回アジア計算科学会議 $-)+-'

����%�

研究助成

� 代数的証明論と余代数的証明論� 科学研究費補助金 $若手 $0%� ������� %/ 日本学術振興会/

����年  月 !�

� ファジィ数学の基礎としてのファジィ集合論� 日本学術振興会!チェコ科学アカデミー共同
研究/ ����年  月 ! ����年 	月�

� 線形論理に基づく関数型プログラムの計算量の研究� 科学研究費補助金 $若手 $0%� ��������%/

日本学術振興会/ ��� 年  月 ! ����年 	月�

業績リスト

学位論文
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学会論文（査読つき）
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一般向け読み物等

�� 照井一成� 線形論理の誕生� 『数学』/ 日本数学会/ 近刊�

�� 論理の基本� 『数理科学事典 第 �版』/ 丸善/ 近刊�

	� 照井一成� 計算の世界にようこそ� 『科学』/ ;��� ��/ '�� ��/ ��� ��	� ! �� �/ 岩波書店/

����年 ��月�

 � 照井一成� ����年の手紙～ゲーデルとＰ≠ＮＰ予想� 『現代思想臨時増刊号 総特集Gゲー
デル』/ 青土社/ ����年 �月�

�� 照井一成� 計算と論理� 『論理の哲学』第７章（飯田隆編）/ 講談社選書メチエ/ ����年 �月�

その他の著作
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招待講演等

 



�� カット除去と完備化� 数学基礎論サマースクール/ 東京工業大学/ ����年 �月�
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�� 特別講演：非古典論理におけるカット除去定理の意味論的考察� 日本数学会 ����年度年会/

中央大学/ ����年 	月�
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��� 線形論理講義� 数学基礎論サマースクール/ 静岡大学/ ���	年 �月�

�	� 軽論理に基づく素朴集合論と計算の複雑さ� ワークショップ『ラッセルのパラドクス ���年
（�）――�����������の論理の現在』�日本科学哲学会第 	�回大会/ 新潟大学/ ����年 ��月�
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