科学基礎論学会

2004 年度 総会と講演会 プログラム
於
【Ａ会場】
6 月 19 日（土） 9:00〜12:05 講演（3 号館 4 階 342 教室）
座長
柏端 達也
1. 9:00〜 9:30
鈴木 貴之
物理主義と心的因果の問題
2. 9:30〜10:00
原
塑
合理的解釈の知覚理論
3. 10:00〜10:30
中村麻里子
表象説における経験の透明性
座長
信原 幸弘
4. 10:40〜11:05
福田 敦史
人格の同一性を問うということ
5. 11:05〜11:35
青山 拓央
客観的現在と心身相関の同時性
6. 11:35〜12:05
山田 圭一
認識的文脈主義の射程
12:20〜13:10
13:20〜13:40
14:00〜15:50 講演（3 号館 4 階 342 教室）
座長
藤本 隆志
7. 14:00〜14:30
壁谷 彰慶
悪霊と培養槽
8. 14:30〜15:00 水本正晴・石川幹人 心の部屋プロジェクト２
9. 15:00〜15:20
伊藤美代子
数えることと図式と自然数
10. 15:20〜15:50
伊佐敷隆弘
「見かけの現在」について
16:10〜17:50

【Ｂ会場】
9:00〜12:10 講演（3 号館 4 階 343 教室）
座長
難波 完爾
1. 9:00〜 9:30
保田 道雄
中学入試算数への高等数学の浸透
2. 9:30〜10:00
岩沢 宏和
議論において是非を争う基本単位
3. 10:00〜10:30
三石 博行
人工物プログラム科学の認識論
座長
横山 輝雄
4. 10:40〜11:10
水本 正晴
非単調性と自己認識論理
5. 11:10〜11:40
清水 哲男
論理的原子論再考
6. 11:40〜12:10
中山 康雄
四次元主義と人格の同一性
評議員会（3 号館 4 階 344 教室）
総会（3 号館 1 階宮代ホール）
14:00〜16:00 講演（3 号館 4 階 343 教室）
座長
本橋 信義
7. 14:00〜14:30
田之頭昭徳
誘起場実在論から意識文明への道
8. 14:30〜15:00
斉藤 健
圏論的構造と数学の基礎づけ
9. 15:00〜15:30
難波 完爾
佐藤 sin^2 予想と超楕円曲線
10. 15:30〜16:00
斎藤 正彦
原初的空間認識の形式化
特別講演（3 号館 1 階宮代ホール）
講演者 久保田 知敏 2)
「古代中国における基礎学」
懇親会 3)

18:00〜20:00
6 月 20 日（日） 9:00〜12:10 講演（3 号館 4 階 342 教室）
座長
飯田 隆
1. 9:00〜 9:30
谷川 卓
ネガティヴな出来事 を含む因果文
2. 9:30〜10:00
吉満 昭宏
哲学的論理学における非正規世界
3. 10:00〜10:30
月本 洋
身体運動意味論
座長
野本 和幸
4. 10:40〜11:10
村上 祐子
分割様相文脈内の代入可能性
5. 11:10〜11:40 佐野勝彦・中山康雄 非反射的様相をもつ二様相論理
6. 11:40〜12:10
武笠 行雄
フレーゲの文脈原則について（再論）
12:20〜13:00
13:10〜14:40 講演（3 号館 4 階 342 教室）
座長
服部 裕幸
7. 13:10〜13:40
鈴木 聡
古い証拠の問題と AGM 理論
8. 13:40〜14:10
山口まり子
フィクションと反実仮想
9. 14:10〜14:40 川口嘉奈子・柏端達也 Stalnaker のループをめぐって
14:50〜17:30

1)

聖心女子大学

於

学生食堂

座長
1.
2.
3.
座長
4.
5.
6.

9:00〜12:00 講演（3 号館 4 階 343 教室）
小澤 正直
9:00〜 9:25
山口健太郎
E. ローレンツのカオス研究
9:25〜 9:55
佐藤 俊治
ボーア主義的な様相解釈の試み
9:55〜10:25
佐藤 正典
音波による相対論の考察
石垣 壽郎
10:35〜11:05
千代島 雅
時刻と時間と私−流れの問題
11:05〜11:30
渋谷 仙吉
対話的観測とフィードバック理論
11:30〜12:00
白井 仁人
量子力学の新しい統計解釈

理事会・編集委員会（3 号館 4 階 344 教室）
13:10〜14:40 講演（3 号館 4 階 343 教室）
座長
清水 義夫
7. 13:10〜13:40
深山 洋平
「集まり」の概念の 2 つの方向性
8. 13:40〜14:10
三好 博之
計算と時間
9. 14:10〜14:40
奥
雅博
「メタロジカル」とは何か
シンポジウム（3 号館 1 階宮代ホール）
「確率と科学的知識」
司会者
西脇 与作 4)
提題者
石垣 壽郎 5)，三浦 俊彦 6)，中島 敏幸 7)

1)

〒150‑8938 東京都渋谷区広尾 4‑3‑1 TEL: 03‑3407‑5811（大学代表） 地下鉄日比谷線 広尾駅下車2 番出口（天現寺（聖心女子大学）方面）より広尾商店街経由突き当たりT 字路を右へ、駅から徒歩約5 分
中国古代哲学（聖心女子大学･専任講師） 3) 懇親会費 5,000 円。当日会場にて受付けます。奮って御参加下さい。4) 科学哲学 5) 科学基礎論 6) 美学・哲学 7) 進化生物学・生物学・科学基礎論
※1 当日受付を3 号館4階に設置しますので、手続きをお願いします。 ※2 構内は禁煙です。喫煙は喫煙場所でお願いします。
2)

2004.5.10

P300

