
論理と証明 期末試験 �����年�月��日実施�

学生番号 氏名

�� 公理� 推論規則� および� 以下の規則�

規則 � � ��� ��� ��

規則 � � ��� ��� ��� � ���

だけを用いて� 以下を証明せよ� ただし� 証明中の式を��と置き� 用いた公理� 推論規則�

規則と前提とする式 ��の左に出現するときには �� 	
�を明記すること�

��� ��� � � �



�� ��� 以下の二つのアトムが単一化可能であれば最汎単一化代入 ����を� そうでなけれ
ば×を空欄に記入せよ� ただし� � は述語記号� �は関数記号� �� �は定数記号� �� 	� 
� �� �� 

は変数とする� �計算過程は記入する必要はない��
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��� 以下の二つのリストが単一化可能であれば最汎単一化代入 ����を� そうでなければ
×を空欄に記入せよ� ただし� �� �� �は定数記号� �� 	� 
� � は変数とする� �計算過程は記入
する必要はない��
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�� 長さ �以上のリスト �に対して� �の先頭から末尾を除く任意の位置までの部分リスト
を �の接頭辞といい� �の先頭を除く任意の位置から末尾までの部分リストを �の接尾辞
という� 例えば� リスト ��� �� ��の接頭辞は ���と ��� ��であり� リスト ��� �� ��の接尾辞は ���

と ��� ��である� 自分自身と空リスト � �は接頭辞にも接尾辞にもならないことに注意せよ�

��� 述語� ��� 	�で� リスト �が �長さ �以上の�リスト 	の接頭辞になることを表す� すな
わち� � ����� ��� �� ���� � ���� ��� ��� �� ��� は真となるが � �� �� ��� �� ���� � ���� �� ��� ��� �� ��� は偽
となる� このとき� 述語 � を計算する �つの節からなる確定プログラム��を求めよ�

��� 述語���� 	�で� リスト �が �長さ �以上の�リスト 	の接尾辞になることを表す� すな
わち� ������ ��� �� ���� ����� ��� ��� �� ��� は真となるが��� �� ��� �� ���� ����� �� ��� ��� �� ��� は偽
となる� このとき� 述語�を計算する �つの節からなる確定プログラム��を求めよ�

��� 述語���� 	� 
�で� �長さ �以上の�リスト �を接頭辞 	と接尾辞 
に分割することを表
す� すなわち� ������� ��� ���� ��� ���� ������� ��� ��� ��� ���� は真となるが������� ��� � �� ��� �� ����

������� ��� ��� �� ��� � �� は偽となる� このとき� 述語�を計算する �つの節からなる確定プロ
グラム��を求めよ�



�� �を以下のような確定プログラムとする� 以下の問いに答えよ�
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��� � � �� � ���� ��� ��� ��� 
�	 の ���反駁を求め� 
に代入される項を求めよ� ただし� 導
出における��を明記すること�

��� � � �� � ��� 	� 
�	 の ���反駁が存在するとき� �� 	� 
にどのような関係があるか答
えよ�



�� 自然数 � �
 ��に対して� 確定プログラム��を以下のように定義する�

�� � �� ���� ������ � ������ ��� � � � � � �� �	 � �� ���� ���� � ���� ���	

� �� ��� 
�� � ��� 	�� � �	� 
�	

ただし� ��� � � � � ��は相異なる定数記号とする� 以下の問いに答えよ�
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 � を求めよ�



��� � � ��のとき� ����
 � � ����

 � となる最小の�の値を求めよ� また� その値が最
小となる理由を説明せよ�

��� �����
 ��を �を用いて表せ�


