科 学 基 礎 論 学 会

2013年度
於

総会と講演会

プログラム

大阪大学大学院人間科学研究科（吹田キャンパス）

1)

参加費：無料（非会員：1,000円）

6月15日（土）
【A会場】 東館２階207講義室
講演
9:30～12:00
座長 松本俊吉(1-2)・水本正晴(3-5)
1. 9:30～10:00 中島 敏幸 生物学的確率と生物学的情報
2. 10:00～10:30 田中 恵子 生物進化と視点の重要性について
3. 10:30～11:00 前田 高弘 暗闇を見る：視覚の因果説再考
4. 11:00～11:30 北村 直彰 物理主義と形而上学的基礎性
5. 11:30～12:00 山田 廣成 量子力学的弁証法について

【B会場】
9:30～12:00

東館３階303講義室

1.
2.
3.
4.
5.

9:30～10:00

深山 洋平

アウディの数学的構造主義とその周辺

オーガナイザ

10:00～10:30

那須 洋介

数学的構造主義における真理値実在論

提題者

10:30～11:00

小山田圭一 直観主義論理の困難について

講演
座長 村上祐子(1-2)・菊池誠(3-5)

【C会場】 東館４階404講義室
10:00 ～12:00 ワークショップ
「自由意志の現在―ストローソンの「反応的態度」再考」

11:00～11:30

伊藤 遼

11:30～12:00

黒川英徳・山田竹志 不完全性定理と無際限拡張可能性

12:15～13:30

評議員会（本館２階 会議室B）
総会（本館５階 51講義室）
シンポジウム（本館５階 51講義室）
「シミュレーション科学の哲学」

13:40～14:10
14:30～17:45

海田大輔

山口 尚, 岡村太郎，梶本尚敏

【D会場】 東館５階516講義室
10:00 ～12:00 ワークショップ
「ニールス・ボーアと量子力学」
オーガナイザ
提題者

伊藤和行

伊藤和行，森田紘平，北島雄一郎

ラッセルの型理論の起源

2)

18:00～20:00

6月16日（日）
【A会場】 東館２階207講義室
講演
9:30～12:00
座長 丹治信春(1-2)・前田高弘(3-5)
1. 9:30～10:00 田所 重紀 精神療法の方法論的基礎づけ
痛みの経験は志向的か
2. 10:00～10:30 小草 泰
認知エンハンスメントと自己同一性
3. 10:30～11:00 林 禅之
4. 11:00～11:30 渡辺 恒夫 フッサール他者論の時間差解釈
功利主義的な選好集計の論理
5. 11:30～12:00 鈴木 聡

【B会場】
9:30～12:00

東館３階303講義室

1.
2.
3.
4.
5.

工藤 怜之

科学的構造実在論は理解できるか

オーガナイザ

中川 大

ムーアと前提

提題者

10:30～11:00

小川 雄

カルナップの認識論的企図の実相

11:00～11:30

大西勇喜謙 選択的実在論をいかに擁護するか

11:30～12:00

古賀 聖人

12:00～13:00

ポスターセッション（那須洋介，林禅之)
理事会・編集委員会（本館２階 会議室B）
特別講演 浅田 稔8)「科学と工学の際から構成的発達科学を目指して」（本館５階 51講義室）

9:30～10:00
10:00～10:30

12:10～13:20
13:30～14:30

【A会場】
14:40～16:40
1.
2.
3.
4.

東館２階207講義室

講演
座長 飯田隆(1-2)・松阪陽一(3-4)

14:40～15:10

北村 久

固有名の指示条件について

15:10～15:40

水本 正晴

指示の理論と信念変化

15:40～16:10

三木那由他 意味の規範性とグライス的語用論

16:10～16:40

原田 淳平

司会者 出口 弘
3)
4)
5)
6)
提題者 出口 弘，伊勢田哲治 ，喜多 一 ，コメンテーター 塩沢由典 ，村上祐子
7)
懇親会 （カフェテリア 匠）

【B会場】
14:40～16:10
1. 14:40～15:10
2. 15:10～15:40
3. 15:40～16:10

講演
座長 伊勢田哲治(1-2)・出口康夫(3-5)

【C会場】 東館４階404講義室
10:00 ～12:00 ワークショップ
「DSM-5：アメリカ精神医学会の新診断基準をめぐって」
石原孝二

石原孝二，山崎真也，黒木俊秀

【D会場】 東館５階516講義室
10:00 ～12:00 ワークショップ
「High Performance Computing の哲学」
オーガナイザ
提題者

菊池 誠

蛯名邦禎，田中成典，森田邦久

合理的非合理性と経験的知識

東館３階303講義室

講演
座長 森田邦久(1-3)

【C会場】 東館４階404講義室
14:40 ～16:40 ワークショップ
「知覚経験における現前性」

清水 哲男

相対論と量子論の統合への道

オーガナイザ

山田 廣成

量子力学の新しい解釈について

提題者

横山 達郎

大森哲学「前期」「後期」の接続

太田紘史

源河 亨，小口峰樹，太田紘史

真理の説明的役割の検討

1) 大阪大学大学院人間科学研究科（吹田キャンパス） 〒565-0871 大阪府吹田市山田丘1番2号 （交通アクセス）①大阪モノレール彩都線 阪大病院前駅下車徒歩約10分. ②北大阪急行千里中央駅より阪急バス 阪大本部前（164系統，171系統）行き、茨木美穂ヶ丘（103系統，105系
統）行き(約15分)， いずれもバス停阪大医学部前下車(徒歩約5分) . ③近鉄バス 阪急電鉄京都線茨木市駅より阪大本部前（24系統）行き(約30分)， JR東海道本線茨木駅より阪大本部前（24系統）行き(約20分)， いずれもバス停阪大医学部前下車(徒歩約5分) .
※大阪大学大学院人間科学研究科（吹田キャンパス）キャンパスマップ http://www.hus.osaka-u.ac.jp/access/access.html
2) 東京工業大学 3) 京都大学 4) 京都大学 5) 中央大学 6) 東北大学 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. (今回当該年度の会費特別割引制度対象者は割引きの価格を予定しています. )
8) 大阪大学大学院 工学研究科、知能・機能創成工学専攻 教授
※ 当日受付を人間科学研究科東館２階に設置しますので、手続きをお願いします. ※休憩室：東館３階304講義室

