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【概要】 

１． 上出 哲広助教 （11：00～11：40 質疑応答含む） 

 

「情報科学から論理学へ --線形時間論理から無限論理への埋め込み--」 

 

線形時間論理は情報科学の基礎理論として有用である。特に、ソフトウェア仕様・検証技術

の基礎として広く使用されている。線形時間論理の主要な応用例は、並行システム・プログ

ラムの検証技術であるモデル検査である。無限論理は古くから数理論理学の研究対象として

扱われてきた論理である。また、無限論理は、共有知識を扱う推論やゲーム理論の論理的形

式化のために使用されている。線形時間論理と無限論理を融合することは、上記基礎・応用

分野を融合・拡張するために有用である。 

 

本研究では、線形時間論理から無限論理への埋め込み定理を証明する。そしてこの埋め込み

定理を利用することによって線形時間論理と無限論理を融合する。その融合により得られた

拡張論理を使用することにより、時間に関する推論と共有知識を扱う推論を統合した推論を

厳密に形式化できるようになる。そのように形式化された推論は、時間と共有知識に依存し

た動作をするマルチエージェントシステムを適切に扱うことを可能にする。また、提案した

埋め込み定理により、線形時間論理と無限論理の類似性の本質が明確になる。そのような類

似性を利用することにより、様々な応用が可能になることが期待される。 

 
From computer science to mathematical logic: Embedding linear-time temporal  
logic into infinitary logic 
 
It is known that linear-time temporal logic (LTL) is one of the most useful  
logics for verifying concurrent systems, and that infinitary logic (IL) is an  
important logic for formalizing common knowledge reasoning and game theory.  
The research fields of both LTL and IL have independently been evolved each  
other, and the relationship between them has not yet been discussed.  
 



In this talk, the relationship between LTL and IL is clarified by showing  
an embedding theorem of LTL into IL. This embedding theorem gives us a new  
theoretical basis for extremely expressive time-dependent multi-agent logical  
systems with common knowledge reasoning. The theorem also allows us to obtain  
a practical slogan: LTL is a countable fragment of IL. 
 
２．飯田 健助教 （11：50～12：30 質疑応答含む） 
 

「なぜ投票率は低下したのか：投票参加の時系列分析」 

 

本研究では、1960 年代から 2000 年代の日本においてなぜ投票率が変化したのか、とりわけ

低下したのかを探るべく、国政選挙および地方選挙での実際のデータを用いての時系列分析

を行う。 

 投票率の低下は現代のデモクラシー諸国が共通して抱える問題であり、研究者はこれに対

して「処方箋」を与えることを期待されてきた。しかしながら、問題の本質が投票率の「低

下」という変化にあるにも関わらず、ほぼ全ての研究は結局のところ「誰が投票するのか」

という極めて記述的な疑問に答えることに終始してきた。より適切かつ直接的に変化を説明

するためには時系列分析が必要である。 

 本研究ではこうした現状を踏まえつつ、衆議院選挙、参議院選挙、地方選挙における投票

率という三つの時系列から recursive_dyadic_dominance_method を用いて「投票参加レベ

ル」を表す年次データを構築し、それを従属変数とする時系列分析を行う。またその際、GDP

成長率、失業率、与野党伯仲度など時代によって異なる変化の要因を析出すべく、時変パラ

メータを組み込んだ ARFIMA モデルを用いる。 

 

Why Did Turnout Decline?: A Time-series Analysis of Voting Participation 
 

This study examines why voting turnout in Japan fluctuated and generally declined 
from the 1960s to the 2000s, using a time-series analysis of actual turnout data in 
national and local elections.  
  Decline in voting turnout is a problem that has been observed in most democratic 
societies for decades, and political scientists have been expected to write a “prescription” 
for it.  Studies conducted to that end provide valuable clues to the question of who voted, 
but are static and descriptive in nature, leaving unanswered the more important 
question of why turnout declined.  
  To remedy the shortcomings in previous investigations, this study uses a recursive 
dyadic dominance method to construct annual “participation level” data by combining 



three time series of aggregate turnout data in elections for the House of Councillors, the 
House of Representatives and local assemblies. ARFIMA (Autoregressive Fractionally 
Integrated Moving Average) modeling with the Legendre time-varying parameters helps 
us understand the changing effects of independent variables such as GDP growth, 
unemployment rate, and competitiveness of elections.   


