
科 学 基 礎 論 学 会
 2011年度　総会と講演会　プログラム

於　愛媛大学（城北キャンパス） 1)

6月4日（土）

【A会場】 【B会場】 【C会場】 【D会場】

9:30～12:00 講演（共通教育講義棟3階 講義室31） 9:30～12:00 講演（共通教育講義棟3階 講義室32） 9:30～12:00 講演（共通教育講義棟2階 講義室21） 9:30～10:00 講演（共通教育講義棟2階 講義室24）

座長　村上祐子・菊池誠 座長　柏端達也・伊勢田哲治 座長　渡辺恒夫・河野哲也 座長　北島雄一郎

1.  9:30～10:00 南 尚亮　冪集合公理は論点先取か？ 1.  9:30～10:00 清水 哲男　自然の弁証法の「厳密な」再考 1.  9:30～10:00 宮園 健吾　信念と妄想  9:30～10:00 羽部・中戸川　宇宙方程式のゲーデル解について

2. 10:00～10:30 竹之下保雄 負数×負数＝負数の計算理論 2. 10:00～10:30 金山 浩司　大数仮説をめぐる論争史 2. 10:00～10:30 山崎 真也　DSM改訂論争と「分類の哲学」 10:00～12:00  ワークショップ

3. 10:30～11:00 北村　久　 弱化規則とグライスの原理 3. 10:30～11:00 森田 邦久　時間対称化された量子力学の解釈 3. 10:30～11:00 朴　嵩哲　 自閉症に関する仮説の検討 「元始宇宙の進化」

4. 11:00～11:30 藁谷・小山田 対象性の外延原理に基づく論理 4. 11:00～11:30 工藤 怜之　予言の成功と奇跡論法 4. 11:00～11:30 田中 恵子　色みの理解と定理について 　オーガナイザ　中戸川孝治

5. 11:30～12:00 大森・藁谷 矛盾許容型論理と論理的存在論 5. 11:30～12:00 野内・熊澤 数学・確率的記述と科学的実在論 5. 11:30～12:00  渡辺 恒夫　夢科学の哲学Ⅱ：夢の現象学 提題者　田中 一,細谷 暁夫,長田 博泰

12:15～13:30  評議員会（校友会館２階ミーティングルーム）

13:40～14:10  総会（グリーンホール）

14:30～17:45  シンポジウム（グリーンホール）

「情報の科学としての生物学」

司会者　中島敏幸
2)

提題者　赤坂甲治
3)
,藤井直敬

4)
,山村雅幸

5)　
コメンテーター　松野孝一郎

6)
,松本俊吉

7)

18:00～20:00　 懇親会
8)
（校友会館１階　セ・トリアン）

6月5日（日）

【A会場】 【B会場】 【C会場】 【D会場】

9:00～11:30 講演（共通教育講義棟3階 講義室31） 9:00～11:30 講演（共通教育講義棟3階 講義室32） 9:30～11:30 （共通教育講義棟2階 講義室21） 9:00～ 9:30 講演（共通教育講義棟2階 講義室24）

座長　岡本賢吾・中川大 座長　出口弘・服部裕幸 座長　松本俊吉

1.  9:00～ 9:30 伊藤 遼　  初期ラッセルにみる命題の存在論 1.  9:00～ 9:30 青木・熊澤　哲学的科学方法論と研究の現場1  9:00～ 9:30 小口 峰樹　感覚運動依存説と知覚の神経科学

2.  9:30～10:00 高橋 優太 『基本法則』における概念の外延 2.  9:30～10:00 熊澤・青木　哲学的科学方法論と研究の現場2 9:30～11:30  ワークショップ 9:30～11:30  ワークショップ

3. 10:00～10:30 倉橋 太志　可証性述語の述語様相論理 3. 10:00～10:30 松王 政浩　 科学基礎論教育としての科学哲学 「科学革命か疑似科学か～予知能力の「証拠」とアカデミズム」 「Aspects of the phenomenology of perceptual experience」

4. 10:30～11:00 山田 友幸　依頼行為の論理的ダイナミクス 4. 10:30～11:00 筒井 晴香　 共通知識はいかにして成立するか 　オーガナイザ　福田 敦史・水本 正晴 　オーガナイザ　佐藤 亮司

5. 11:00～11:30 細川雄一郎 反事実条件文の動態的分析 5. 11:00～11:30 村上 祐子　 法と科学の界面における真理 提題者　石川 幹人,坂根 照文,森田 邦久,渡辺 恒夫 提題者　ジョン・オデイ,太田 紘史,佐藤 亮司

11:30～13:00  ポスターセッション（倉橋 太志, 筒井 晴香, 藁谷 敏晴・小山田圭一)共通教育講義棟2階ロビー

12:00～13:10　 理事会・編集委員会（校友会館２階ミーティングルーム）

13:20～14:20  特別講演  谷口 義明9)「暗黒仕掛けの宇宙」（グリーンホール）

【A会場】 【B会場】 【C会場】 【D会場】

14:30～17:30 講演（共通教育講義棟3階 講義室31） 14:30～16:30 講演（共通教育講義棟3階 講義室32） 14:30～15:00 講演（共通教育講義棟2階 講義室21） 14:30～15:00 講演（共通教育講義棟2階 講義室24）

座長　美濃正・一ノ瀬正樹 座長　塩野直之・金杉武司 座長　渕野昌 座長　加地大介

1. 14:30～15:00 神山 和好　 反実仮想再訪 1. 14:30～15:00 横山 幹子　 素朴実在論、幻覚、選言説 1. 14:30～15:00 丸山 善宏　論理と代数幾何における双対性 1. 14:30～15:00 吉沢 文武　性質の存在論と非存在対象

2. 15:00～15:30 鈴木 真　　価値に関する思考実験 2. 15:00～15:30 呉羽　真　  拡張した心と認知の進化 15:00～17:00  ワークショップ 15:00～17:00  ワークショップ

3. 15:30～16:00 鈴木 聡    間形容詞的な比較級の分析 3. 15:30～16:00 福田 敦史　 ミニマルセルフという考え 「あたらしい数理論理学の揺籃～証明論的な順序数と集合論的な順序数」 「本質主義はもう死んでいる？」

4. 16:00～16:30 出口 弘　　認識装置としてのモデルと言語 4. 16:00～16:30 島村 修平　 透明性説の限界：欲求と価値判断 　オーガナイザ　藤田 博司 　オーガナイザ　森元 良太

5. 16:30～17:00 丸山 善宏　ポパーの近真度と値呼び評価論理 提題者 秋吉 亮太,薄葉 季路, 討論者 中山 康雄,渕野 昌 提題者　網谷 祐一,鈴木 生郎,田中 泉吏

1)愛媛大学城北キャンパス 共通教育講義棟　　　〒790-8577　松山市文京町3番　※ 愛媛大学城北キャンパス キャンパスマップ・交通アクセス http://www.ehime-u.ac.jp/access/johoku/index.html
2)愛媛大学大学院　3)東京大学大学院　4)理化学研究所脳科学総合研究センター　5)東京工業大学大学院  6)長岡技術科学大学　7)東海大学総合教育センター 8)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。
9)愛媛大学宇宙進化研究センター　　※ 当日受付を共通教育講義棟１階入口に設置しますので、手続きをお願いします。　 ※休憩室：共通教育講義棟2階 講義室22


