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論理結合子に関する法則
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(1.a) ∼Xが真ならば，Xは偽となる．
(1.b) ∼Xが偽ならば，Xは真となる．
(2.a) 論理積X∧Y が真ならば，Xおよび Y はどちらも真と

なる．
(2.b) 論理積X∧Y が偽ならば，Xまたは Y のどちらかが偽

となる．
(3.a) 論理和X∨Y が真ならば，Xまたは Y のどちらかが真

となる．
(3.b) 論理和X∨Y が偽ならば，Xおよび Y のどちらも偽と

なる．
(4.a) X⇒Y が真ならば，Xが偽となるか，または Y が真と

なる．
(4.b) X⇒Y が偽ならば，Xは真で，Y は偽となる．



標識付き論理式
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対象となる言語に二つの記号 “T”および “F”を導入し，
（標識のない）論理式Xに対して標識付き論理式を TXお
よび FXと定義する．（形式ばらずにいえば，“TX”は「X

は真」と，“FX”は「Xは偽」と読むことができる．）

Xが真ならば標識付き論理式TXは真ということにし，
Xが偽ならば TXは偽ということにする．そして，Xが
偽ならば標識付き論理式FXは真ということにし，Xが
真ならば FXは偽ということにする．



標識付き論理式の共役
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論理式の標識T または Fをそれぞれ F および Tに代え
たものをもとの論理式の共役という．（したがって，TXの
共役は FXとなり，FXの共役は TXとなる．）



タブロー法の例
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論理式 [p∨(q∧r)]⇒[(p∨q)∧(p∨r)]の証明:

(1) F [p∨(q∧r)]⇒[(p∨q)∧(p∨r)]
(2) Tp∨(q∧r)
(3) F (p∨q)∧(p∨r)

(4) Tp

(8) F (p∨q)
(12) Fp

(13) Fq

(9) F (p∨r)
(14) Fp

(15) Fr

(5) T (q∧r)
(6) Tq

(7) Tr

(10) F (p∨q)
(16) Fp

(17) Fq

(11) F (p∨r)
(18) Fp

(19) Fr



タブロー法
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恒真性を証明したい論理式Xに対して，FXを起点と
して規則を適用することでタブローを伸ばしていき，すべ
ての枝が閉じれば，FXは偽であることがわかる．ひとつ
の枝に，ある論理式 Y とその共役が現れれば，それは矛
盾を意味し，その枝は閉じられる．

すべての枝が閉じたタブローを閉タブロー（closed
tableau）といい，閉じていない枝は開いている（open）
という．



タブローを構築する規則
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(1) T∼X

FX

F∼X

TX

(2) T (X∧Y )
TX
TY

F (X∧Y )

FX FY

(3) T (X∨Y )

TX TY

F (X∨Y )
FX
FY

(4) T (X⇒Y )

FX TY

F (X⇒Y )
TX
FY



論理式の分類
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標識付き変数を除く標識付き論理式は，次の二つの型に
分けられる．

A型 直接の帰結をもつ論理式F∼T，T∼X，T (X∧Y )，
F (X∨Y )および F (X⇒Y )

B型 分岐する論理式F (X∧Y )，T (X∨Y )および
T (X⇒Y )



規則の適用
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タブローを構築する際，タブローに A型の論理式の規
則を使うときは，それから伸びるすべての枝それぞれにそ
の帰結を追加すると，その論理式を二度と使う必要がなく
なる．

B型の論理式の規則を使うときは，それから伸びるすべ
ての枝をそれぞれ分岐させれば，その論理式を二度と使う
必要がない．



系統的な規則の適用
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(1) F [p⇒(q⇒r)]⇒[(p⇒q)⇒(p⇒r)]

(2) Tp⇒(q⇒r) (1)

(3) F (p⇒q)⇒(p⇒r) (1)

(4) Fp (2)

(6) T (p⇒q) (3)

(7) F (p⇒r) (3)

(10) Fp (6)

(12) Tp (7)

(11) Tq (6)

(13) Tp (7)

(5) T (q⇒r) (2)

(8) T (p⇒q) (3)

(9) F (p⇒r) (3)

(14) Fq (5)

(16) Fp (8)

(20) Tp (9)

(17) Tq (8)

(15) Tr (5)

(18) Fp (8)

(21) Tp (9)

(19) Tq (8)

(22) Tp (9)

(23) Fr (9)



A型を優先したタブロー
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(1) F [p⇒(q⇒r)]⇒[(p⇒q)⇒(p⇒r)]

(2) Tp⇒(q⇒r) (1)

(3) F (p⇒q)⇒(p⇒r) (1)

(4) T (p⇒q) (3)

(5) F (p⇒r) (3)

(6) Tp (5)

(7) Fr (5)

(8) Fp (2) (9) T (q⇒r) (2)

(10) Fp (4) (11)Tq (4)

(12) Fq (9) (13) Tr (9)



標識なし論理式の規則
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(1) ∼∼X

X

(2) X∧Y

X
Y

∼(X∧Y )

∼X ∼Y

(3) X∨Y

X Y

∼(X∨Y )
∼X
∼Y

(4) X⇒Y

∼X Y

∼(X⇒Y )
X

∼Y



A型の論理式の統一表記
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α α1 α2

T (X∧Y ) TX TY

F (X∨Y ) FX FY

F (X⇒Y ) TX FY

T∼X FX FX

F∼X TX TX

α1および α2を αの構成要素（component）という．

どのような解釈の下でも，α1および α2が両方とも真と
なるとき，そしてそのときに限り，αは真となる．このこ
とから，αによって表される論理式を連言型という．



B型の論理式の統一表記
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β β1 β2

T (X∨Y ) TX TY

F (X∧Y ) FX FY

T (X⇒Y ) FX TY

T∼X FX FX

F∼X TX TX

β1および β2を βの構成要素（component）という．

どのような解釈の下でも，β1が真または β2が真となる
とき，そしてそのときに限り，βは真となる．このことか
ら，βによって表される論理式を選言型という．



統一表記を用いた規則の表記
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規則A α
α1

α2

規則B β

β1 β2

T∼Xおよび F∼Xの形式の標識付き論理式は，A型お
よび B型の両方に含まれる．



共役の性質
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Xの共役（conjugate）をXと表記する．

J0: (a) Xは，Xと相異なる．
(b) X = Xが成り立つ．

J1: すべての αはある βの共役となり，すべての βはある
αの共役となる．

J2: βが αの共役ならば，β1は α1の共役となり，β2は α2

の共役となる．



標識なし論理式の統一表記
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α α1 α2

X∧Y X Y

∼(X∨Y ) ∼X ∼Y

∼(X⇒Y ) X ∼Y

∼∼X X X

β β1 β2

∼(X∧Y ) ∼X ∼Y

X∨Y X Y

X⇒Y ∼X Y

∼∼X X X



標識なし論理式の共役
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Y をそれ自身はある論理式の否定ではない論理式とし，
Xを Y または Y の前に一つ以上の否定を加えたものとす
る．（たとえば，X=Y またはX=∼Y またはX=∼∼Y また
はX=∼∼∼Y または. . .となる．）Xの否定が偶数個なら
ば，XはXに否定をもう一つ加えたものとし，否定が奇
数個ならば，XはXから否定を一つ取り除いたものと
する．

たとえば，Y がある論理式の否定でないならば，
Y =∼Y，∼Y =Y，∼∼Y =∼∼∼Y，∼∼∼Y =∼∼Y，. . .と
なる．



統合的タブロー
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タブローを構築するどの段階においても，何もないとこ
ろから任意の論理式 Y を取り出して，任意の（またはす
べての）枝を TY および FY に分割できる（または，TY

および FY の二つの分岐からタブローを始められる）分割
規則を使うことのできるタブローを統合的タブロー
（synthetic tableau）という．

TY FY

この分割規則を使わない（これまでの）タブローを分析的
タブロー（analytic tableau）という．
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統合的タブローでは，Xおよび X⇒Y の両方が証明可
能ならば Y も証明可能となる．

（FXに対する閉タブローおよび FX⇒Y に対する閉タ
ブローが与えられたときに，（分割規則を使って）それら
を組み合わせて FY に対する閉タブローを構築するには，
どうすればよいか．）
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FXに対するタブローおよび FX⇒Y に対するタブロー
が与えられたとき，FY に対するタブローは次のように構
築できる．

FY

TX⇒Y

FX TY

FX⇒Y



1階述語論理のタブロー法
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論理式の中に自由に出現する変数を置き換えるために
使う文字をパラメータ（parameter）という．

任意の論理式G，任意の変数xおよび任意のパラメータ
aについて，Gx(a)はGの中の xのすべての自由な出現を
aで置き換えた結果を表す．



量化子に対するタブロー規則
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標識付き論理式の量化子二体するタブロー規則は次の
四つ：

規則T∀
T∀xφ(x)

Tφ(a)
規則F∃

F∃xφ(x)

Fφ(a)
（aは任意のパラメータ）（aは任意のパラメータ）

規則T∃
T∃xφ(x)

Tφ(a)
規則F∀

F∀xφ(x)

Fφ(a)
（aは新しいパラメータ）（aは新しいパラメータ）



量化子に対するタブロー規則
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標識なし論理式の量化子二体するタブロー規則は次の
四つ：

規則∀
∀xφ(x)

φ(a)
規則∼∃

∼∃φ(x)

∼φ(a)
（aは任意のパラメータ）（aは任意のパラメータ）

規則∃
∃xφ(x)

φ(a)
規則∼∀

∼∀φ(x)

∼φ(a)
（aは新しいパラメータ）（aは新しいパラメータ）



全称型規則と存在型規則
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規則T∀および F∃をあわせて全称型規則という．
(F∃xφ(x)は，実際にはすべての要素 aについて φ(a)は偽
となるという全称的な事実を主張している．）

規則T∃および F∀をあわせて存在型規則という．
(F∀xφ(x)は，実際には φ(a)が偽となる要素 aが少なくと
もひとつ存在するという存在的な事実を主張している．）



量化子の規則の統一表記
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規則C γ

γ(a)
規則D δ

δ(a)
（aは任意のパラメータ）（aは新しいパラメータに限る）

γ(a)を γの構成要素といい，δ(a)を δの構成要素という．



タブロー法の例
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∀x∀y(Px⇒ Py)⇒(∀xPx∨∀x∼Px)の証明：

(1) F∀x∀y(Px⇒Py)⇒(∀xPx∨∀x∼Px)
(2) T∀x∀y(Px⇒Py) (1)
(3) F∀xPx∨∀x∼Px (1)
(4) F∀xPx (3)
(5) F∀x∼Px (3)
(6) FPa (4)
(7) F∼Pb (5)
(8) TPb (7)
(9) T∀y(Pb⇒Py) (2)
(10) TPb⇒Pa (9)

(11) FPb (10) (12) TPa (10)



酒飲みの論理式
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ある男がバーで突然拳を叩きつけてこう言った．「酒を
出せ．そしてここにいる全員に酒を出せ．なぜなら，俺が
飲むときは，誰もが飲むからだ！」そして，そこにいる全
員に酒が振る舞われた．

しばらくして，その男がこう言った．「おかわりだ．そ
してここにいる全員におかわりだ．なぜなら，俺がもう一
杯飲むときは，誰もがもう一杯飲むからだ．」そして，そ
こにいる全員におかわりが振る舞われた．

すると，その男はカウンターに金を叩きつけてこう言っ
た．「そして，俺が払うときは，誰もが払う！」



酒飲みの論理式
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xが飲んでいるならば全員が飲んでいるというような人
xが実際に存在しなければならない．（「yが飲んでいる」
をDyと表記すると，∃x(Dx⇒∀yDy)となる．）

まず，全員が飲んでいるか，全員が飲んでいることはな
いかのどちらかである．そこで，全員が飲んでいる，つま
り ∀yDyとする．∀yDyが真なので，それは任意の命題か
ら含意される．したがって，任意の xについて
Dx⇒∀yDyが成り立つので，もちろんDx⇒∀yDyが成り
立つ xが存在する．（実際には xは誰でもよい．）



酒飲みの論理式(続き)
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次に，全員が飲んでいることはないとする．すると，少
なくともひとりは飲んでいない人がいるので，それをジム
と呼ぶことにする．ジムを jと表すことにすると，Djは
偽となり，偽な命題は任意の命題を含意するので，
Dj⇒∀yDyは真となる．したがって，Dx⇒∀yDyが成り
立つ xが，これは jのことだが，存在する．



分析的タブローによる証明
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タブロー法を使って，酒飲みの論理式 ∃x(Dx⇒∀yDy)
を証明する．

(1) F∃x(Dx⇒∀yDy)
(2) FDa⇒∀yDy (1)
(3) TDa (2)
(4) F∀yDy (2)
(5) FDb (4) [FDaと書くことはできない．]
(6) FDb⇒∀yDy (1)
(7) TDb (6)



統合的タブローによる証明
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(1) F∃x(Dx⇒∀yDy)

(2) T∀yDy

(5) TDa (2)
(6) FDa⇒∀yDy (1)
(7) F∀yDy (6)

(3) F∀yDy

(4) FDa (3)
(8) FDa⇒∀yDy (1)
(9) TDa (8)

分析的タブローでは二つのパラメータを使ったが，統合
的タブローでは一つだけですむ．



論理式の解釈
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論理式の解釈とは，まず個体の対象領域を定め，それぞ
れの述語に個体の属性または個体間の関係を割り当て，最
後に論理式に自由変数があればそれぞれに個体を割り当
てることである．

ひとつの解釈が与えられると，その解釈の下で論理式の
真偽値がきまる．



恒真式
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命題論理の論理式に現れるすべての命題変数を真と解
釈しても偽と解釈しても，必ず真となる論理式を恒真式
（tautology）という．

1階述語論理の論理式Xは，命題論理の論理式Y の中
の命題変数を 1階述語論理の論理式で置き換えて得られる
とき，Y の具体例（ instance）という．たとえば，
∃xQx∨∼∀yPyは，p∨∼qの具体例である．（これは，p∨∼q

の pおよび qをそれぞれ ∃xQxおよび ∀yPyで置き換えて
得られる．）

1階述語論理の論理式Xは，命題論理の恒真式の具体例
となるとき，恒真式（tautology）という．たとえば，
∀xQx∨∼∀xQxは，命題論理の恒真式 p∨∼pの具体例と
なっているので，恒真式である．



恒真性
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論理式は，与えられた対象領域における任意の解釈の
下で真となるとき，その対象領域で恒真という．そして，
少なくともひとつの個体を含むすべての対象領域で恒真
となるとき，論理的に恒真（ logically valid），または略し
て単に恒真（valid）という．

恒真な論理式とは，個体を一つも含まない対象領域を除
く任意の対象領域における任意の解釈の下で真となる論
理式である．

論理式 (∀xPx∧∀xQx)⇒∀x(Px∧Qx)は，恒真ではある
が，恒真式ではない．



充足可能性
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論理式は，与えられた対象領域におけるひとつの解釈の
下で真となるとき，その対象領域で充足可能という．そし
て，その論理式は，少なくともひとつの空でない対象領域
で充足可能となるとき，充足可能 (satisfiable)という．

論理式Fが恒真でないのは，その否定∼Fが充足可能
であることに同値となり，Fが恒真であるのは，その否定
∼Fが充足可能でないことに同値となる．



命題論理のタブロー法
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■ 命題論理に対する（解析的）タブロー法は正確か．つ
まり，タブロー法で証明できる論理式はすべて恒真
式か．

■ 命題論理に対する（解析的）タブロー法は完全か．つ
まり，すべての恒真式はタブロー法で証明できるか．

■ 同じことが統合的タブローについても成り立つか．

■ 統合的タブローで証明できる論理式で，解析的タブ
ローでは証明できないものがあるか．



タブロー法の正確性
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（解析的）タブロー法で証明できる任意の論理式は恒真
式である．いいかえると，タブローが閉じるならば，その
起点となった論理式は充足可能でない．

タブローTと，そこに現れるいずれかの論理式に含ま
れる命題変数全体の解釈 Iを考える．

タブローの枝Θに含まれるすべての論理式が解釈 Iの
下で真となるとき，Θは解釈 Iの下で真という．Tの少な
くともひとつの枝が解釈 Iの下で真のとき，Tは解釈 Iの
下で真という．

そして，Tは，少なくともひとつの解釈 Iの下で真のと
き，充足可能という．閉タブローは充足可能でない．



タブロー法の正確性(証明)
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タブローTが充足可能であれば，それをいずれかの規
則で伸ばしたものも充足可能である．より正確には， T

が解釈 Iの下で真ならば，規則を使って伸ばしたタブロー
も同じ解釈 Iの下で真となる．

標識付き論理式FXが充足可能ならば，FXのタブロー
は閉じない．言い換えれば，FXの閉タブローがあれば，
FXは充足可能ではない．つまり，Xは恒真式である．



タブロー法の完全性
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任意の恒真式は，タブロー法で証明できる．



完成したタブロー
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タブローの枝Θは，その枝に含まれるそれぞれの αに
対して，α1および α2もその枝の中にあり，その枝のに含
まれるそれぞれの βに対して，β1および β2の少なくとも
一方がその枝の中にあるとき，その枝は完成していると
いう．

タブローTのすべての開いた枝が完成しているとき，
タブローTは完成しているという．

Xを恒真式とするとき，FXに閉タブローが存在するだ
けでなく，FXの完成しているタブローはすべて閉じてい
ることを示す．



ヒンティカ集合
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Θをタブローの完成している開いた枝とする．Θに現れ
る論理式の集合Sが次の三つの条件を満たすとき，Sをヒ
ンティカ集合という．

H0: Tpと Fpの両方が Sに含まれるような変数 pはない．

H1: Sに含まれる任意の αに対して，α1および α2も Sに
含まれる．

H2: Sに含まれる任意の βに対して，β1および β2の少な
くとも一方は Sに含まれる．



ヒンティカの補題
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すべての（有限または無限）ヒンティカ集合は充足可能
である．
ヒンティカ集合Sに対して，Sのすべての要素が真とな
る解釈 Iを見つける．Sの少なくともひとつの要素に現れ
る命題変数 pに，次のように真偽値を割り当てる．

(1) Tpが Sに含まれるならば，pに真を割り当てる．
(2) Fpが Sに含まれるならば，pに偽を割り当てる．
(3) TpもFpの Sに含まれないならば，pにどちらの値を

割り当ててもよい.（便宜上，真を割り当てる．）

Sのすべての要素は，この解釈 Iの下で真となる．（Sの
要素の次数（論理結合子の数）に関する数学的帰納法を用
いる．）



タブロー法の完全性(証明)
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標識付き論理式FXの完成しているタブローのそれぞ
れの開いた枝に現れる論理式の集合Sはヒンティカ集合
となる．

すると，ヒンティカの補題よりSは充足可能となり，こ
れは FXが充足可能，つまりXは恒真式ではない．

言い換えると，Xが恒真式であれば，FXの完成してい
るタブローは閉じている．つまり，タブロー法で証明する
ことができる．



1階述語論理のタブロー法
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■ 1階述語論理に対するタブロー法は正確か．つまり，
タブロー法で証明できる論理式はすべて恒真か．

■ 1階述語論理に対するタブロー法は完全か．つまり，
すべての恒真な論理式はタブロー法で証明できるか．

閉じた論理式（自由に出現している変数を含まない論理
式）を文という．また，Pを n項述語とし，e1, . . . , enを
パラメータまたは対象領域の要素とするとき，Pe1, . . . , en

の形式の文を原子文という．



タブロー法の正確性
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任意の文の集合Sに対して，次の 4つの事実が成り立
つ．（S : xは S ∪ {x}を，S : x, yは S ∪ {x, y}を表す．）

F1: S:αが充足可能ならば，S:α, α1, α2もまた充足可能と
なる．

F2: S:βが充足可能ならば，S:β1および S:β, β2のどちら
か一方は充足可能となる．

F3: S:γが充足可能ならば，すべてのパラメータ aに対し
て, S:γ, γ(a)も充足可能となる．

F4: S:δが充足可能ならば, δおよび Sの要素に含まれない
パラメータ aに対して, S:δ, δ(a)は充足可能となる．



タブロー法の正確性（続き）
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F4に関しては，S:δが充足可能だとすると，ある対象領
域V のある翻訳 Iの下で S:δは真となる．したがって，I

の下で δは真となる．つまり，V のある要素 eに対して，
翻訳 Iの下で δ(e)は真である．

ここで，まだ Iでは値を割り当てていないパラメータ a

の値として，δ(e)が真となるような eを割り当てると，こ
の（Iを拡張した）翻訳の下で δ(a)は真となる．これは，
S:δ, δ(a)は充足可能と言うことである．

論理式Xが充足可能ならば，Xを起点としたタブロー
が閉じることはない．言い換えれば，Xに対するタブ
ローが閉じているならば，Xは充足可能でない，つまり
Xは恒真となる．



ヒンティカ集合
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次の五つの条件をすべて満たす閉論理式の集合Sを，1
階述語論理のヒンティカ集合という．

H0: Sに原子文Xとその共役Xがともに含まれることは
ない．

H1: α∈Sならば，α1 および α2も Sに含まれる．
H2: β∈Sならば， β1および β2の少なくとも一方は Sに含

まれる．
H3: γ∈Sならば， すべてのパラメータ aに対して，文

γ(a)は Sに含まれる．
H4: δ∈Sならば， 少なくともひとつのパラメータ aに対

して， 文 δ(a)は Sに含まれる．



ヒンティカ集合
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αと γをあわせて連言的要素とよび，βと δをあわせて
選言的要素とよぶことにすると，前述の条件は次のように
言い換えることができる．

Sのすべての連言的要素に対して，それぞれの構成要素
はすべて Sに含まれ，Sのすべての選言的要素に対して，
それぞれの構成要素の少なくともひとつは Sに含まれる．



ヒンティカの補題
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すべてのヒンティカ集合は（パラメータが可算個の対象
領域で）充足可能である．

（証明）ヒンティカ集合Sに対して，次のような翻訳を考
える．それぞれの n項述語Pに対して，P ∗を次の条件を
満たす関係と定義する．「文TPa1, . . ., an が Sに含まれる
とき，そしてそのときに限り，P ∗(a1, . . . , an)が成り立つ．」

あきらかに TPa1, . . ., anが Sに含まれれば，この翻訳
の下でこの論理式は真となる．FPa1, . . ., anが Sに含まれ
れば，H0より TPa1, . . ., anは Sに含まれないので，標識
なし論理式Pa1, . . ., anは真ではなく，それゆえ
FPa1, . . ., anは真となる．



ヒンティカの補題(続き)
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こうして Sに含まれる，原子文に標識T または Fをつ
けた標識付き論理式は，この解釈の下ですべて真となる．

すべての Sの要素がこの解釈の下で真となることは，S

の要素の次数（論理結合子の数）に関する数学的帰納法を
用いて示すことができる．



タブロー法の完全性
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すべての恒真な論理式はタブロー法で証明できる．

タブローが有限回の規則の適用で閉じなければ，無限の
長さの枝Θを含んでいるが，Θ上の論理式の集合は必ず
しもヒンティカ集合になるとは限らない．

例えば，その枝にある γに対して，（すべてのパラメー
タ a1, a2, . . . , an, . . .に対する）無限個の構成要素
γ(a1), γ(a2), . . . , γ(an), . . .はその枝に現れるが，その枝に
あるα，βまたは γの構成要素は現れないとすると，ヒン
ティカ集合ではない．



タブローを構築する手順
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タブローを構築する手順を，それに従った有限回の規則
の適用でタブローが閉じないならば，それぞれの開いた枝
Θの要素の集合がヒンティカ集合となるように定める．

開いた枝Θにある非原子論理式Xが次の条件を満たす
時，XはΘ上で fulfilledであるという．

1. Xが αならば，α1および α2がともにΘにある．
2. Xが βならば， β1および β2の少なくともひとつがΘ
にある．

3. Xが γならば，すべてのパラメータ aに対して γ(a)が
Θにある．

4. Xが δならば，少なくともひとつのパラメータ aに対
して δ(a)がΘにある．



系統的なタブロー構築手順
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開いた枝Θにある論理式の集合がヒンティカ集合だと
いうのは，Θのすべての非原子論理式が fulfilledというこ
とである．

規則を適用していく際に，すでに規則を適用した論理式
には適用済みの印をつける．

まず，その充足可能性を検査したい論理式を起点とす
る．これが第 1段階となる．

第n段階でタブローが閉じれば，そこでこの手順は終わ
りとなる．そうでなければ，まだ適用済みの印がついてい
ない論理式のうち，もっとも起点に近いものをXとする．
（手順を完全に決定的にしたいのならば，このような論理
式のうち，もっとも左にあるものを選ぶことにする．）



系統的なタブロー構築手順(続き)
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そして，Xを含むすべての開いた枝Θに対して，次の
ように枝を伸ばす．

1. Xが αならば，Θの端に α1および α2を追加する．
2. Xが βならば，Θを二つの枝に分岐させて，それぞれ
の枝に β1)および β2)を追加する．

3. Xが δならば，このタブローのどの論理式にも現れな
いパラメータ a（パラメータを使う順番はあらかじめ
決めておく．）を使ってΘの端に δ(a)を追加する．

4. Xが γならば，γ(a)がΘに含まれないようなパラ
メータ aを使ってΘの端に γ(a)および γを追加する．

そして，Xに適用済みの印をつけて，第n + 1段階が完
了する．
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この手順によって構築したタブローに現れるすべての
α，βおよび δは fulfilledとなる．

γについては，枝Θに γ(a)と同時に追加した γをいつ
かは適用する段階がくる．そしてそのときには，別のパラ
メータ bを使って γ(b)が追加され，これが繰り返される．
したがって α，βおよび δと同様，すべての γも fulfilledと
なる．



タブロー法の完全性(証明)
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この手順によって構築したタブローが閉じずに無限に
伸びるならば，その開いた無限の枝Θはヒンティカ集合
となり，ヒンティカの補題によって充足可能となる．

つまり，この手順でタブローが閉じなければ，その起点
にある論理式は充足可能である．言い換えると，起点と
なった論理式が充足可能でないならば，この手順によって
構築したタブローは閉じている．

ここで，Xを恒真な（標識なし）論理式とすると，FX

は充足可能ではないので，この手順によって構築したFX

のタブローは閉じていて，タブロー法でXを証明できた
ことになる．
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