モデル理論と基数 p と t

現代の数学論理学は多面的な主題であり、正式な証明とアルゴリズムの長所と限界、言語と数
学的構造との関係に関わっている。また、数学で生じる根本的な問題をも扱っている。この解
説は、最近のPNAS(2)に掲載されたMalliaris とShelah サハロン・シェラハ(1)の画期的な結果を
まとめたもので、モデル理論と集合論の2つの論理を関連づけている。
無限の高次命題
19世紀の終わりに、Cantor カントールは、無限集合の大きさまたは基数の理論を開発すること
が可能であるという顕著な発見した。 XとYの2つの集合は、それらの間に全容の対応がある場
合、同じ基数を持つ。つまり、XとYの要素の間にペアがあり、一方の各要素が他方の要素に一
意に対応する。有限であるか、または自然数N = {0, 1, 2, ... } と同じ基数を持つ集合は、加算集
合という。さもなければ、それらは非加算集合だ。Cantorは、有理数は加算集合だが、実数は
非加算集合であることを実証した。それらの濃度 (cardinality)は、一般にそれぞれ ℵ0.

(読み方は

aleph null) および2ℵ0 で表される。加算・非加算の区別は、数学では非常に重要だ。例えば、
多様体やヒルベルト空間の点の加算集合は、他の点をすべて近似的に近似するために使用する
ことができ、数学的分析を通じて多くの場所で決定的に使用される。
現代論理の4つの主要分野の一つである集合論を、それ自体が無数の集合に関連する創造的な
問題と結びつける。集合理論における最も初期の、そして確かに最も重大な問題の1つは、厳密
に ℵ0 から2ℵ0 の間にある基数が存在するかどうかを問う。補題的な結果として、Gödelゲーデ
ル(3) とCohenコーエン(4,5) は、連続体仮説は次のような標準的公理に基づいて証明可能でも再
現可能でもないことを実証した。
現代の集合論は、19世紀のボーヤイ、ガウス、ロバチェフスキーによって幾何学の新しいモデ
ルが発見され探求されたのと同様に、数学の公理のモデルを構築し、理解することにも関わっ
ている。連続体仮説が正しくない場合、 ℵ1 - 最も小さい基数でない基数2の間のどこかにある
無限大の順序が存在する。 2つの例はpとt だ。基数 p はNの無限部分集合の集合Fの最小基数で
あり、そのすべての有限交叉性 ( nite intersections) は無限であり、Fのすべての要素が有限誤
差を除いてAを含むような無限のA ⊆ Nは存在しない。
基数 t も同様に定義されるが、有限誤差をモジュロ(modulo)に含まれる完全に順序付けられた
族 family Fに対しては1つだけが定量化される。 p ≤ t は定義から直接的ではあるが、数学の公
理からp = tが証明できるかどうか、あるいは連続仮説と同様に公理に基づいて決定不能である
かどうかは50年以上にわたって未解決の問題であった。これらの基数、特にpは、トポロジー

fi

と分析において、よりエキゾチックなトポロジー空間の研究において生じる。例えば、pは、分

離可能なコンパクトな位相空間をカバーするために必要とされる、最も小さい数の、どこにも
ない稠密 dense な部分集合の基数である。
興味深いことに、p = ℵ1 なら、できるだけ小さい値であれば、p = t となることは長い間知られ
ていた。したがって、数学のモデルで p < t が真であれば、必然的に2ℵ0 は少なくとも ℵ3 であ
り、第3の非加算集合の基数である。これは興味深いことだが、 2ℵ0 > ℵ2 の数学モデルは、
2ℵ0 ≤ ℵ2 の場合よりもはるかに限られた理解しか持たないためだ。それでも、p < t は数学の公
理と一致すべきだと広く考えられていた。

モデル理論と分類
モデル理論は、複素数Cのような抽象的な数学的構造の意味論および構文論に関係する数学論
理の異なる分野である。 (C, +,・)と線形次数、例えば(Q, <)となる。近代化した結果の1つは、
Morleyの分類定理(6)であった。線形代数の基本的な結果は、スカラーの同じ次元と同じフィー
ルドを持つ2つのベクトル空間が同形であることです。スカラーのフィールドが有理数の場合、
無計画なベクトル空間の次元は、その濃度 cardinality と同じだ。したがって、Q上の任意の2つ
のベクトル空間は、同じ数えられない基数を持つが、実際には同型である。範疇定理 category
theorem は、これの広範な一般化だ。 Tと無数の基数 κとλについて、基数 κのTの2つのモデル
が同型であるならば、基数λの任意の2つのモデルは同型であると主張する。証明は、この一般
性においても、定理の仮説を満たす理論は、ベクトル空間の設定と同様に、基数の抽象概念を
認めていることを示すことによって進歩する。
理論のこの極端な特徴は決して典型的なものではない。例えば、RとQ∪(0, 1）は同じ基数の密
な線形次数であるが、同型ではない。すなわち、Rの各区間は非加算であるが、Q∪(0, 1)の2と3
の間の点の間隔は無限である。 1は加算である。代数構造Cの理論に近い理論。(C, +. ・)は、
一般的に、モデル理論では、高い濃度の線形次数(R, >) はワイルド(wild) であるとみなされる。
1970年代、Shelahは、順(tame)なかから野生から分離し、それを階層化 (stratify)する試みで、
モデル理論で分類プログラムを開始した(7)。
層別化する理論の1つの方法は、超冪(Ultrapower ウルトラパワー)を用いた理論のモデルがどれ
ほど容易に飽和 saturateするかを測定するKeisler's order(8)です。超冪は、理論を保存しながら
構造を拡大enlargeするのに有用なツールだ。 超冪の論理的な特性は、ウルトラフィルタ
(ultra ruta) として知られている特定のバイナリ値の測度を介した積分によって得られる。この
ような拡大は、大規模な論理方程式への解を含む傾向が強くなる。一貫した論理方程式の解を
持つ構造は、構造自体よりも小さく、飽和していると言われている。テーマー理論では、超冪
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が飽和する可能性が高い。

Cの理論は長い間知られていた。(C, +,・)と(R, <)このスペクトルの反対側の例を提供し、構造
内に定義可能な順序が存在することは、複雑さが高いことを示していた。 Shelahはまた、モデ
ル理論上、Keislerの秩序の中で最小の2つのクラスを特徴づけた。これらのクラスは一緒に「安
定した理論」(4)である。しかし、モデル理論的な特徴付けは、Keislerの順序における最大理論
については知られていなかった。それに続く数十年間、この方向ではほとんど進展がなかっ
た。
最近の展開
MalliarisとShelahは、モデル理論と集合理論の両方における流域の瞬間において、これらの中
心的で無関係な問題の両方を、実際に密接に関連していることを認識することによって解明し
た。 PNAS(2)の記事では、MalliarisとShelahは、有限線形次数で定義される超準解析を用い
て、無限次数間の証明可能な平等の非常にまれな例である p = t を証明している。
この同じ分析を使用して、MalliarisとShelahは、特にShelaの特性SOP3の弱い存在さえも、
Keislerの順序で理論の最大階級を正確に特徴付けていることを示している。この発見は、中間
的な複雑さの理論を豊富に示している。この分析は、安定理論よりも複雑な理論が存在する
が、Keislerの秩序の最大階級よりも複雑ではないことを証明する点で独特であり、集合理論と
モデル理論との間の新しい相互作用の扉を開く。
Justin Tatch Moore氏のPNAS誌上の論説
訳者注記
米国科学アカデミー紀要 Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America、略称：PNAS または
Proc. Natl. Acad. Sci. USA
連続体仮説を訳してCH continuum hypothesis ともいう
基数 cardinal number, cardinals
ℵ aleph アレフ, ヘブライ語アルファベットの第１字
ベール空間は、開稠密部分集合 Un からなる任意の可算族に対し、それらの交わり ⋂ Un は稠密という性質を満たす位相空間
ベールの範疇定理 BCT ともいう
定理1 任意の完備距離空間はベール空間である。より一般に、完備擬距離空間の開部分集合に同相な任意の位相空間はベール空間
である。従って任意の完備距離化可能空間はベール空間である
定理2 任意の局所コンパクトハウスドルフ空間はベール空間である
定理3 空でない完備距離空間は疎 nowhere dense な閉集合の可算和にはならない
有限交叉性 nite intersections
飼い慣らしと野生 tame, wild
ウルトラプロダクト、超積、ultraproduct
ウルトラパワー、超冪、 ultrapower
ウルトラフィルター、ultra lter
フィルタは、概ね大きな部分集合のこと
超準解析、tour de force analysis
順 tame とは、多面体 P の n次元の多様体 Mnへの位相的な埋め込み f: P → Mnが順であるとは、同相写像 h : Mn →Mn でh fがPL埋

fi

fi

め込みあるものが存在すること、野生wildとはそれが存在しないこと

Model theory and the cardinal numbers p and t
Malliaris and Shelah outline a proof that p = t - a very rare instance of a provable equality
among orders of in nity.

Modern mathematical logic is a multifaceted subject, which concerns itself with the strengths
and limitations of formal proofs and algorithms and the relationship between language and
mathematical structure. Modern mathematical logic also addresses foundational issues that
arise in mathematics. This commentary summarizes the groundbreaking results of Malliaris and
Shelah (1), recently published in PNAS (2), relating two branches of logic: model theory and set
theory.

Higher Orders of In nity
At the end of the 19th century, Cantor made the remarkable discovery that it was possible to
develop theory of the size or cardinality of an in nite set. Two sets, X and Y, have the same
cardinality if there is a bijective correspondence between them: that is, there is a pairing
between the elements of X and Y so that each element of one corresponds uniquely to an
element of the other. Sets that are either nite or have the same cardinality as the natural
numbers N={0;1;2;...} are said to be countable; otherwise, they are uncountable. Cantor
demonstrated that the rational numbers are countable but the real numbers are uncountable:
their cardinalities are commonly denoted ℵ0 and 2ℵ0 respectively. The distinction between the
countable and the uncountable is very important in mathematics. For example, the existence of
a countable set of points in a manifold or Hilbert space, which can be used to arbitrarily
approximate all other points, is crucially used in many places throughout mathematical analysis.
Set theory—one of the four main branches of modern logic—concerns itself with foundational
issues relating to uncountable sets. One of the earliest, and surely the most famous, problems
in set theory asked whether there was a cardinal number that was strictly between ℵ0 and 2ℵ0;
the assertion that no such intermediate cardinal exists is known as the “continuum hypothesis.”
In complementary results, Gödel (3) and Cohen (4, 5) demonstrated that the continuum
hypothesis is neither provable nor refutable based on the standard axioms of mathematics.
Just as new models of geometry were dis- covered and explored by Bolyani, Gauss, and
Lobachevsky in the 19th century, modern set theory concerns itself with building and
understanding models of the axioms of mathematics. If the continuum hypothesis fails, then
there are orders of in nity that lie somewhere between ℵ1 —the smallest un- countable cardinal
—and 2ℵ0 . Two examples are p and t. The cardinal p is the minimum cardinality of a collection F
of in nite subsets of N, all of whose nite intersections are in nite, such that there is no single
in nite A ⊆ N, such that every element of F contains A except for a nite error. The cardinal t is
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de ned similarly, except one only quanti es over families F which are totally ordered by
containment modulo a nite error. Although p ≤ t is immediate from the de nitions, it has been
an open problem for over 50 years whether p = t is provable from the axioms of mathematics or
whether, like the continuum hypothesis, it is undecidable based on the axioms. These cardinals,
and p in particular, arise in the study of more exotic topological spaces in topology and analysis.
For example, p is the cardinality of the smallest number of nowhere dense subsets which are
needed to cover a separable compact topological space.

Curiously, it has long been known that if p = ℵ1 , the smallest possible value it can take, then p =
t. Thus, if p < t is true in a model of mathematics, then necessarily 2ℵ0 is at least ℵ3, the third
uncountable cardinal. This is interesting because we have a much more limited understanding
of models of mathematics in which 2ℵ0 > ℵ2 than those in which 2ℵ0 ≤ ℵ2. Still, it was widely
believed that p < t should consistent with the axioms of mathematics.
Model Theory and Classi cation
Model theory is a different branch of math-logic that concerns itself with the semantics and
syntactics of abstract mathematical structures, such as the eld of complex numbers (C, +, ·)
and linear orders such as (Q, < ). One of the results that modernized the subject was Morley’s
categoricity theorem (6). A fundamental result in linear algebra is that any two vector spaces
that have the same dimension and same eld of scalars are isomorphic. If the eld of scalars is
the rational numbers, then the dimension of an uncountable vector space is the same as its
cardinality. Thus, any two vector spaces over Q, which have the same uncountable cardinality,
are in fact isomorphic. The categoricity theorem is a vast generalization of this; it asserts that,
for any theory T and uncountable cardinals κ and λ, if any two models of T of cardinality κ are
isomorphic, then any two models of cardinality λ are isomorphic. The proof proceeds by
showing that, even in this generality, theories that satisfy the hypothesis of the theorem admit an
abstract notion of a basis, much as in the setting of vector spaces.
This rather extreme characteristic of a theory is by no means typical. For example, both R and
Q ∪( 0,1) are dense linear orders of the same cardinality, but they are not isomorphic: every
interval in R is uncountable, whereas the interval of points between 2 and 3 in Q ∪ (0, 1) is
countable. Theories that are close to that of the algebraic structure (C, + ; · ) are generally
regarded in model theory as being tame, whereas those similar to the dense linear order (R; < )
are regarded as being wild. In the 1970s, Shelah initiated his classi cation program in model
theory in an attempt to separate the tame from the wild and to stratify what lay in between (7).
One method of stratifying theories is Keisler’s order (8), which measures how easily the models
of the theory become saturated by taking ultrapowers.
The ultrapower construction is a useful tool by which a structure is enlarged while preserving its
theory. The logical properties of the ultrapowers are obtained by integration via a certain binary
valued measure, known as an ultra lter. Such enlargements have a greater tendency to contain
solutions to large systems of logical equations. Those structures that have solutions to any
consistent system of logical equations, which are smaller than the structure itself, are said to be
saturated. The tamer the theory, the more likely its ultrapowers are to be saturated.
It was long known that the theories of ( C; + ; · ) and (R, < ) provided examples at the opposite
ends of this spectrum, and that the presence of a de nable ordering in the structure was an
indication of high complexity. Shelah also characterized, in model theoretic terms, the smallest
two classes in Keisler’s order: these classes together are the “stable theories” (4). No model
theoretic characterization was known, however, of the maximal theories in Keisler’s order. Over
the decades that followed, very little progress was made in this direction.
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Recent Developments
In a watershed moment in both model theory and set theory, Malliaris and Shelah solved both of
these central—and seemingly unrelated problems—by realizing they are in fact closely

connected. In their article in PNAS (2), Malliaris and Shelah outline a proof that p = t - a very
rare instance of a provable equality among orders of in nity— by a tour de force analysis of
de nability in ultraproducts of nite linear orders.
Using this same analysis, Malliaris and Shelah show that even the weak presence of a de nable
linear ordering in the structure— speci cally Shelah’s property SOP3—exactly characterize the
maximal class of theories in Keisler’s order. This nding suggests a wealth of theories of
intermediate complexity. The analysis is also unique in proving that there are theories more
complex than the stable theories but less complex than the maximal class in Keisler’s order, and
opens the door for new interactions between set theory and model theory. Justin Tatch Moore
Interpretation and commentary by S. KUSAFUSA
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http://www.pnas.org/content/110/33/13238.full.pdf

