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アジェンダ

 (復習）ブール代数の定義

 (復習）ブール代数の例：集合ブール代数

 (復習）元１と元０

 十全公理系

 公理群Ｐ

 双対性

 双対原理

 公理群Ｌ

 公理群Ｂとその十全性
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ブール代数とは

 Ｕ：2個以上の元をもつ集合Ｕ

 交わり(meet)
ｘ,y∈Ｕに対して一意に決まるx   y∈Ｕ

 結び(join)
ｘ,y∈Ｕに対して一意に決まるx y∈Ｕ

 対合(involute)
ｘ∈Ｕに対して一意に決まるx′∈Ｕ
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ブール代数とは

B=(U, , , ′)がブール代数であるとは次の条件
が成り立つこと：

『論理結合子として 、 、′だけを使った任意の論
理式XおよびYに対して、XがYと論理的に同値
（すなわちX≡Yが恒真式（tautology)）ならば、X
とYに含まれる命題変数をUのどの元として解釈
しても論理式XとYは同じUの元を表す。』
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ブール代数の例：集合ブール代数

 I ：空でない集合

 U⊆2I

 : 共通部分∩
 ： 和集合∪

 ′：（ Iにおける）補集合‾
 集合Uが演算∩, ∪, ‾で閉じていれば

B:=（ U,∩,∪,‾)はブール代数

 特にU＝2Iのとき、べき集合ブール代数という。
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次の三つが成り立つので、論理式XとYが論理的
に同値ならば、XとYに含まれる命題変数をUの
どの元と解釈してもXとYはUの同じ元を表わす。

任意のA,B∈U, x∈Iに対して

 (x   A)   (x   B) ⇔ x   (A∩B)
 (x   A)   (x   B) ⇔ x   (A∪B)
 x A（すなわち(x   A)′） ⇔ x   Ā
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元1と元0

任意の命題変数pおよびqに対して

(p   p′)≡(q   q′)
は恒真式なので、任意のX,Y∈Uに対して

X   X′＝ Y   Y′
が成り立ち、各辺の値はUの同一の元を表わす。

これを1と表記する。

同様に、(p   p)′≡(q   q′) は恒真式なので

任意のX,Y∈Uに対して

X   X′＝ Y  Y′
が成り立ち、この各辺の値を0と表記する。
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T′≡FとF≡T′は恒真式なので、ブール代数において

1′＝0
および

0′＝1
が成り立つ。

[べき集合ブール代数では、1はI,0はφとなる。]
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十全公理系
(adequate postulate system)

 演算 、 、′に対する条件（の集合）がすべての

ブール代数に対して成り立ち、また、その条件を
満たす任意の系がブール代数となるとき、それ
を十全公理系という。
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公理群P

P1： x   y＝y   x 可換性

P2： x   (y   z)＝(x   y)   z 結合律

P3： x   (y   z)＝(x   y)   (x   z) 分配則

P4： (x   y)′＝ x′  y′ ドモルガンの法則

P5： x′′＝x 対合律

P6： x   x′＝0
P7： x   0＝0
P8： x   1＝x
P9： 0′＝1
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公理群による証明

 等しいと証明された二つの項t1とt2に対して
t1 ′＝t2 ′

 また任意の項tに対して
t1  t＝ t2  t
t  t1＝ t  t2
t1  t＝ t2  t
t  t1＝ t  t2

 証明された方程式に含まれる変数を任意の項で
置き換えてよい。
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双対性

P1゜： x y＝y x
P2゜： x (y z)＝(x y) z
P3゜： x (y   z)＝(x y)  (x z)
P4゜： (x y)′＝ x′ y′
P5゜： x′′＝x
P6゜： x x′＝1
P7゜： x 1＝1
P8゜： x 0＝x
P9゜： 1′＝0
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双対原理

 P1～P9から導くことのできる任意の方程式の
双対はP1～P9から導くことができる。

 任意の方程式E1とE2に対して次が成り立つ：

1. P1～P9から「 E1がE2 を含意する。」を導くこと
ができるならば、 P1～P9から「 E1゜がE2゜を含
意する。 」も導くことができる。

2. P1～P9から「 E1とE2 は同値」を導くことができ
るならば、 P1～P9から「 E1゜とE2゜は同値」も導
くことができる。
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公理群Ｌ

L1： x ≤ x
L2： x   y ≤ x
L3： x   y ≤ y
L4： x ≤ x   y
L5： y ≤ x   y
L6： x′   y′ ≤ (x   y)′

（ x ≤ y は x   y＝x と定義）



15

公理群Ｌ（続き）

L7： x ≤ x′′
L8： x ≤ y かつ y ≤ z ならば x ≤ z
L9： x ≤ y かつ x ≤ z ならば x ≤  y   z
L10： x ≤ yならばy′≤ x′、 y′≤ x′ならばx ≤ y
L11： x   y ≤ z かつ x   y′≤ z ならば x ≤ z
L12： x ≤ y≡z かつ x′≤ y≡z ならば y＝z

（ x≡yは (x ′ y)   (y ′ x) と定義）
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公理群Ｂ

B1： (a) x ≤ x
(b) x ≤ y ならば x   z ≤ y かつ z   x ≤ y

B2： (a) x ≤ y かつ x ≤ z ならば x ≤ y   z
(b) x ≤ y′またはx ≤ z′ならば x ≤ (y   z)′

B3： (a) x ≤ y または x ≤ z ならば x ≤ y   z
(b) x ≤ y′かつ x ≤ z′ならば x ≤ (y   z)′

B4： x ≤ y ならば x ≤ y′′
B5： (a) x   y ≤ z かつ x   y′≤ z ならば x ≤ z

(b) x ≤ y≡z かつ x′≤ y≡z ならば y＝z
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B1
＊：任意の正整数nと1以上n以下の任意の整数i

に対して次の式が成り立つ：
x1   …   xn ≤ xi
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基底項（basic term）

x1
＊はx1かx1′のどちらか、

x2
＊はx2かx2′のどちらか

（x1
＊と対応している必要はない）、

…
xn

＊はxnかxn′のどちらか
（つまり1以上n以下のそれぞれのiに対してxi

＊はxi
かxi′のどちらか）のとき、
項x1

＊   …   xn
＊をx1、…、xnの基底項(basic term)

という。



19

x1、…、xnだけを変数として含む項tと、
基底項x1

＊   …   xn
＊に対して

x1
＊   …   xn

＊ ≤ tまたは

x1
＊   …   xn

＊ ≤ t′のいずれかが成り立つとき、

x1
＊   …   xn

＊はtを統制する(govern)という。

B8：基底項x1
＊   …   xn

＊は、変数としてx1、…、xn
だけを含む任意の項tを統制する。
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恒等的に0(identically 0)
恒等的に1(identically 1)
項tに含まれる変数がどのような値であってもtの
値が0となるとき、その項tを恒等的に0という。

項tに含まれる変数がどのような値であってもtの
値が1となるとき、その項tを恒等的に1という。

例
x   x′は恒等的に0
x   x′は恒等的に1
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補題

(a) 基底項は恒等的に0とはならない 。

(b) 任意の基底項Bと任意の項tに対して、B ≤ tと
B ≤ t′の両方が恒真となることはない 。

(c) 基底項Bは、項tに含まれる変数はすべて含み、
tが恒等的に1であれば、B1

＊、B2、B3、B4から
B ≤ tを導くことができる。
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補題の証明

(b) B ≤ tとB ≤ t′の両方が恒真ならば、公理B1より
B ≤ (t     t′)となる。 t     t′は恒等的に0なので
B は恒等的に0 となる。これは(a)に矛盾。

(c) B8よりBはt を統制するので、 B ≤ tとB ≤ t′のど
ちらかは、B1

＊、B2、B3、B4から導くことができ
る。 t が恒等的に1ならば、 t′は恒等的に0とな
り、 B ≤ t′が証明可能なら、 B ≤ 0が恒真となり、
(a)に矛盾。
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t1＝t2が恒真的ブール方程式ならば、t1＝t2に含
まれる変数をすべて含むような任意の基底項Bに
対して、B1

＊、B2、B3、B4からB ≤ t1≡t2（これは
B   (t1≡t2)＝Bに等しい)を導くことができる。

(例）2変数の場合：

(1) x1   x2  ≤  t1≡t2

(2) x1   x2′≤  t1≡t2

(3) x1′   x2  ≤  t1≡t2

(4) x1′   x2′≤  t1≡t2
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（証明）

t1＝t2を恒真的ブール方程式とする。

すると、それは恒真であり、t1≡t2は恒等的に1と
なる。

したがって、補題（ｃ）より、 t1＝t2に含まれる変数
すべてを含むどのような基底項Bに対してもB ≤  
t1≡t2は証明可能。


