
     

 

科学基礎論学会 

2007 年度 総会と講演会 プログラム 
於 鳥取大学1) 

6 月 16 日（土）     
【Ａ会場】                                       【Ｂ会場】 

       9:30～12:00 講演      （工学部新館 電気電子工学科棟 3階 31 講義室）                 9:30～12:00 講演     （工学部新館 電気電子工学科棟 3階 32 講義室） 
座長  石垣 壽郎 ・ 清水 義夫                            座長   西脇 与作 ・ 信原 幸弘 
  1.   9:30～10:00    山本  文隆        逆二＋逆三乗とベルトランの定理                  1.  9:30～10:00   江口 貴将    懐疑論とは何か 

2. 10:00～10:30  北島雄一郎    量子力学における粒子の個体性           2. 10:00～10:30   神山 和好    認知的エンタイトルメントについて 
  3. 10:30～11:00  白井 仁人    量子力学の新しい統計解釈と NO-GO 定理       3.  10:30～11:00   青木 滋之    認知行動学と知識論 
  4. 11:00～11:30  渡部 鉄兵    論理・計算・量子                                4. 11:00～11:30   田中 恵子    骨格と遺伝子の関与について 
  5. 11:30～12:00  小澤 正直    非両立的所有値の同時測定可能性                  5. 11:30～12:00   清水 哲男    ゲノム医療の論理と倫理 

 
12:15～13:30  評議員会 （工学部新館 電気電子工学科棟 6階 第 2会議室） 

                              13:40～14:10  総会 （工学部旧館 共通棟 2階 21 講義室） 
                              14:20～17:35  シンポジウム （工学部旧館 共通棟 2 階 21 講義室） 
                                      「科学と工学」 
                                      司会者 斉藤了文2)

                                      提題者 伊勢田哲治3)、上田完次4)、菊池 誠5) 

18:45～20:45  懇親会 6) ウェルシティ鳥取（鳥取厚生年金会館 TEL 0857-22-8100） 

6 月 17 日（日） 

【Ａ会場】                                       【Ｂ会場】 

     9:30～11:30 講演     （工学部新館 電気電子工学科棟 3階 31 講義室）           9:30～11:30 講演      （工学部新館 電気電子工学科棟 3階 32 講義室） 
座長    鬼界 彰夫 ・ 下嶋 篤                                 座長  服部 裕幸 ・ 出口 康夫 
  1.  9:30～10:00  久木田水生   フレーゲの論理主義再考              1.  9:30～10:00  室田  憲司       形而上学における合成と表象 
  2.  10:00～10:30  峯島 宏次   記述と前提                    2. 10:00～10:30  伊藤 孝       科学的決定論の様相 
  3. 10:30～11:00  羽地 亮     ウィトゲンシュタインの哲学観            3. 10:30～11:00  三石 博行      プログラム科学論での秩序概念 
    4.  11:00～11:30    中山  康雄      事実の分類と語りの多元性                         4.  11:00～11:30  三浦 謙       実験・観測を可能にする知識 
    

11:40～13:30    ポスターセッション(青木滋之・江口貴将・小澤正直・小野山敬一・白井仁人・中山康雄・山本文隆) 
12:00～13:20  理事会・編集委員会  （工学部新館 電気電子工学科棟 6階 第 2会議室） 
13:30～14:30  特別講演    （工学部旧館 共通棟 2階 21 講義室） 

恒川篤史7)「砂漠化の現状と乾燥地科学の今日的課題」 
 
 

    14:40～15:40 講演   （工学部新館 電気電子工学科棟 3階 31 講義室）          14:40～15:40 講演    （工学部新館 電気電子工学科棟 3階 31 講義室） 
座長   岡本 賢吾                                  座長   松本 俊吉 
  5.  14:40～15:10   秋吉 亮太    第二不完全性定理とヒルベルト・プログラム         5. 14:40～15:10   中島 敏幸     生物学的確率：理論と検証 
  6.  15:10～15:40    﨑井将之・加地大介 性質に関する中性一元論について                   6. 15:10～15:40   小野山敬一     ●タクソン学◆分類△進化 
           
                 
 

1) 〒 680-8550  鳥 取 市 湖 山 町 南 4 丁 目 101 番 地  TEL: 0857-31-5007 （ 代 表 ）  JR 山 陰 本 線 鳥 取 大 学 前 駅 よ り 徒 歩 7 分 ， HP を ご 参 照 く だ さ い 。

http://www.tottori-u.ac.jp/consortium/contents/map/map.html     2) 哲学（関西大学） 3) 哲学（名古屋大学） 4) 工学（東京大学） 5) 物理学 （大阪大学）  

6)  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。  7)  鳥取大学乾燥地研究センター長 

※ 当日受付を工学部新館 1階に設置しますので、手続きをお願いします。 

 


