科学基礎論学会

2010年度
於

6月12日（土）
【A会場】
9:45～11:50

座長

1. 9:45～10:00
2. 10:00～10:30
3. 10:30～11:00
4. 11:00～11:30
5. 11:30～11:50

柳生孝昭・難波完爾

伊藤 美香
大森・藁谷
水本 正晴
堀畑 佳宏
中根美知代

18:10～20:10

1. 9:30～ 9:55
2. 10:00～10:30
3. 10:30～11:00
4. 11:00～11:30

新村
渡部
小澤
水本

遠藤 隆
公剛
鉄兵
正直
正晴

1)

講演（10号館2階10213室）

【C会場】
9:30～10:00

松本俊吉・中才敏郎

石田 知子
三木那由他
金子 裕介
真船 えり
尾崎 有紀

生物学における新しい「全体論」
意味の分析に関するひとつの提案
On Singular Causal Statements
ヒュームにおける性格と行為
バークリの時間論と物理学

講演（10号館2階10214室）
座長

9:30～10:00

信原幸弘

蟹池 陽一

二元論的な意思決定観について

10:00～12:00 ワークショップ
「脳神経科学リテラシーとは何か」
オーガナイザ 信原 幸弘
提題者 原 塑,植原 亮,筒井 晴香

理事会・編集委員会（10号館 1階 ゼミ101C教室）
シンポジウム（10号館1階 10101教室）
「数学と哲学の中の無限 / Infinity in Mathematics and Philosophy」
司会者 渕野昌2)
提題者 Akihiro Kanamori3),Juliet Floyd 4),河東泰之5),戸田山和久6)
懇親会7) (9号館5階 CABIN)

講演（10号館2階10209室）
座長

1. 9:30～10:00
2. 10:00～10:30
3. 10:30～11:00
4. 11:00～11:25
5. 11:30～12:00

プログラム

専修大学（生田キャンパス）

座長

Valued Logicからの考察
矛盾許容型論理と命題の整合性
ウィトゲンシュタインと対角線論法
算術体系とconcatenationの体系
解析学の厳密化と数概念
12:10～13:20
13:30～18:00

6月13日（日）
【A会場】
9:30～11:30

【B会場】
9:30～12:00

講演（10号館2階10209室）

総会と講演会

電荷・磁荷の量子条件
対称性と理論の閉包性
量子力学における測定と実在
原爆投下の是非と歴史・認識論

【B会場】
9:30～11:30

ワークショップ（10号館2階10213室）
「Biology meets human and social sciences」

オーガナイザ 森元 良太
提題者 横山 輝雄,田中 泉吏,中尾 央

【C会場】
9:30～11:30

ワークショップ（10号館2階10214室）
「科学基礎論教育：教養科目」

オーガナイザ 村上 祐子
提題者 出口 弘,伊勢田 哲治,塩野直之

11:45～12:50 評議員会（10号館1階 ゼミ101C教室）
12:50～13:20 総会（10号館1階 10101教室）
13:20～14:00 ポスターセッション（小澤 正直,水本 正晴,三木 那由他)

【A会場】
14:10～17:10

講演（10号館2階10209室）
座長

1. 14:10～14:40
2. 14:40～15:05
3. 15:10～15:40
4. 15:40～16:10
5. 16:10～16:40
6. 16:40～17:10

清水
壁谷
山田
鈴木
中山
奥田

【B会場】
14:10～16:40

塩野直之・出口康夫
哲男
彰慶
竹志
聡
康雄
栄

形而上学からメタ自然学へ
階層説と他可能性
反実在論における証拠概念
ベイジアンネット意思決定論理
ゲーム体系による社会組織の分析
技術システム基礎論

講演（10号館2階10213室）
座長

1. 14:10～14:40
2. 14:40～15:10
3. 15:10～15:40
4. 15:40～16:10
5. 16:10～16:40

【C会場】
14:10～17:10

田中一之・渡部鉄兵

大西 琢朗
八杉滿利子
佐藤 正典
久高・松本
伊藤 孝

フレーゲの「論理」
極限再帰性という計算概念の基礎
相対論の光速不変とECI座標系
量子論における固有時
ホーリズムと幾何学の世界観

講演（10号館2階10214室）
座長

1. 14:10～14:35
2. 14:40～15:10
3. 15:10～15:40
4. 15:40～16:10
5. 16:10～16:40
6. 16:40～17:10

渡辺恒夫・柏端達也

渋谷 仙吉
實川 幹朗
山崎 真也
田中 恵子
渡辺 恒夫
太田・佐金

生態系での環境認識論の研究
「心の囲い込み」の三次元
精神疾患は自然種たりうるか
色彩と数学の連続性について
夢科学の哲学 I: 夢の進化理論
時間と意識

1)専修大学生田キャンパス 10号館(130年記念館)
〒214-8580 神奈川県川崎市多摩区東三田2-1-1 ※ 専修大学生田キャンパス キャンパスマップ http://www.senshu-u.ac.jp/univguide/campus_info/ikuta_campus/ikuta_camap.html
（交通アクセス）小田急線向ヶ丘遊園駅下車 北口より小田急バス専修大学前行き（10分､専修大学120年記念館前下車）あざみ野駅行き､聖マリアンナ医科大学行きも同様
2)神戸大学大学院工学研究科 3)ボストン大学数学科 4)ボストン大学哲学科 5)東京大学大学院数理科学研究科 6)名古屋大学大学院情報科学研究科
7)懇親会費5,000円。 当日会場にて受付けます。ふるってご参加ください。
※ 当日受付を 専修大学生田校舎10号館１階エントランスホールに設置しますので、手続きをお願いします。

