
科 学 基 礎 論 学 会

 2014年度　総会と講演会　プログラム

於　慶應義塾大学（三田キャンパス）
  1)

参加費：無料（非会員：1,000円）

6666月月月月14141414日（土）日（土）日（土）日（土）

【A会場】 西校舎1階515教室 【B会場】 西校舎1階516教室 【C会場】 西校舎1階513教室 【D会場】 西校舎1階517教室

9:309:309:309:30～～～～12:0012:0012:0012:00 講演講演講演講演 9:309:309:309:30～～～～12:0012:0012:0012:00 講演講演講演講演 9:359:359:359:35～～～～11:3011:3011:3011:30 講演講演講演講演 9:309:309:309:30～～～～10:0010:0010:0010:00 講演講演講演講演

座長　北島雄一郎(1-2)・森田邦久(3-5) 座長　村上祐子(1-3)・中根美知代　(4-5) 座長　服部裕幸(1-2)・松阪陽一(3-4) 座長　田中泉吏　

1.   9:30～10:00 清水 哲男　相対論的量子論の数学的基礎 1.   9:30～10:00 對馬 翼　 ゲーム理論における無限と余帰納法 1.   9:35～10:00 北郷　彩　 三段論法と弁証術の方法的差異  9:30～10:00 中山 康雄　規範体系の伝承と科学活動

2. 10:00～10:30 森田 紘平　Everett 解釈について 2. 10:00～10:30 阿部 晃大　C.S.パースの哲学と規範的科学論 2. 10:00～10:30 仲宗根勝仁 アプリオリな真理についての一考察 10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00      60周年記念分野別ワークショップ(1) 60周年記念分野別ワークショップ(1) 60周年記念分野別ワークショップ(1) 60周年記念分野別ワークショップ(1)

3. 10:30～11:00 横尾 剛　  量子論理における含意の問題 3. 10:30～11:00 北村 久    過剰生成と三値論理 3. 10:30～11:00 山田 浩司　「私は今ここにいる」の正しさ 「社会科学の哲学・工学の哲学の将来」「社会科学の哲学・工学の哲学の将来」「社会科学の哲学・工学の哲学の将来」「社会科学の哲学・工学の哲学の将来」

4. 11:00～11:30 新村 公剛　特殊相対性理論とパウリ行列 4. 11:00～11:30 古賀 聖人　 制度としての科学的知識 4. 11:00～11:30 黒澤 雅惠　言語と世界の関係について オーガナイザ　伊勢田哲治・出口弘オーガナイザ　伊勢田哲治・出口弘オーガナイザ　伊勢田哲治・出口弘オーガナイザ　伊勢田哲治・出口弘

5. 11:30～12:00 白井 仁人　物理学での情報量の客観性と主観性 5. 11:30～12:00 竹之下保雄　中学校数学教育の諸問題 提題者　直江清隆，吉田敬，徳安彰，喜多一

12:15～13:30 評議員会（西校舎1階514教室）

13:40～14:10 総会（西校舎1階517教室）

14:30～17:45 60周年記念公開シンポジウム60周年記念公開シンポジウム60周年記念公開シンポジウム60周年記念公開シンポジウム（西校舎1階517教室）

「科学基礎論の過去・現在・未来」「科学基礎論の過去・現在・未来」「科学基礎論の過去・現在・未来」「科学基礎論の過去・現在・未来」

講演：吉田夏彦

2)
、佐藤文隆

3)
、安西祐一郎

4)

座談会：古田智久

5)(司会)、吉田夏彦、佐藤文隆、安西祐一郎、西脇与作

6)
、飯田隆

7)

18:00～20:00 懇親会

8)
（南校舎4階ザ・カフェテリア）

6666月月月月15151515日（日）日（日）日（日）日（日）

【A会場】 西校舎1階515教室 【B会場】 西校舎1階516教室 【C会場】 西校舎1階519教室 【D会場】 西校舎1階517教室

9:309:309:309:30～～～～12:0012:0012:0012:00 講演講演講演講演 9:309:309:309:30～～～～12:0012:0012:0012:00 講演講演講演講演 9:309:309:309:30～～～～10:0010:0010:0010:00 講演講演講演講演 9:309:309:309:30～～～～10:0010:0010:0010:00 講演講演講演講演

座長　丹治信春(1-2)・飯田隆(3-5) 座長　松本俊吉(1-2)・横山輝雄(3-5) 座長　鈴木貴之 座長　岡本賢吾

1.   9:30～10:00 水本 正晴　文脈主義にとっての真理と意味　 1.   9:30～10:00 中島 敏幸　遭遇の科学とシステム  9:30～10:00 佐藤 亮司　知覚の現前性は知覚的か  9:30～10:00 難波 完爾　超楕円曲線とチェビシェフ多項式

2. 10:00～10:30 白井 仁人　ベルの不等式を破る実在モデルの提示 2. 10:00～10:30 山田 廣成　電子に意志が有るとする進化論 10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00         60周年記念分野別ワークショップ(2)60周年記念分野別ワークショップ(2)60周年記念分野別ワークショップ(2)60周年記念分野別ワークショップ(2) 10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00         60周年記念分野別ワークショップ(3)60周年記念分野別ワークショップ(3)60周年記念分野別ワークショップ(3)60周年記念分野別ワークショップ(3)

3. 10:30～11:00 高谷 遼平　意味論-語用論問題への一視点 3. 10:30～11:00 田中 恵子　生物大量絶滅について 「日本の心の哲学のこれまでとこれから」「日本の心の哲学のこれまでとこれから」「日本の心の哲学のこれまでとこれから」「日本の心の哲学のこれまでとこれから」 「数学と論理学の60年」「数学と論理学の60年」「数学と論理学の60年」「数学と論理学の60年」

4. 11:00～11:30 工藤 怜之　選択的実在論の限界はどこか 4. 11:00～11:30 千葉 将希　種問題と心理的本質主義 オーガナイザ　金杉 武司オーガナイザ　金杉 武司オーガナイザ　金杉 武司オーガナイザ　金杉 武司 オーガナイザ　菊池　誠オーガナイザ　菊池　誠オーガナイザ　菊池　誠オーガナイザ　菊池　誠

5. 11:30～12:00 小笠原 義仁　形態科学の新展開に向けて 5. 11:30～12:00 横路 佳幸　哲学における種概念について 提題者　柴田正良，鈴木貴之，前田高弘 提題者　上野健爾，八杉滿利子，野家啓一

12:00～13:00 ポスターセッション（浅井 博，大川けい子，北郷 彩，白井 仁人，谷内洋介・漆原正貴，戸田 聡一郎，横尾 剛)（西校舎1階513教室）

12:10～13:20 理事会・編集委員会（西校舎1階514教室）

【A会場】 西校舎1階515教室 【B会場】 西校舎1階516教室 【C会場】 西校舎1階519教室 【D会場】 西校舎1階517教室

13:3013:3013:3013:30～～～～16:1516:1516:1516:15 講演講演講演講演 13:3013:3013:3013:30～～～～16:0016:0016:0016:00 講演講演講演講演 13:3013:3013:3013:30～～～～14:0014:0014:0014:00 講演講演講演講演 13:3013:3013:3013:30～～～～13:5013:5013:5013:50 講演講演講演講演

座長　水本正晴(1-3)・美濃正(4-6) 座長　岡本賢吾(1-2)・黒川英徳(3-5) 座長　網谷祐一 座長　古田智久

1. 13:30～14:00 1. 13:30～14:00 鈴木 聡　  義務論理の測定理論的基礎 13:30～14:00 戸田聡一郎　コホート研究における哲学的基礎付け 13:30～13:50 中根美知代　日本での数学史研究と科学基礎論

2. 14:00～14:30 （講演辞退） 2. 14:00～14:30 大西 琢朗　様相論理の証明論的意味論 14:0014:0014:0014:00～～～～16:0016:0016:0016:00     60周年記念分野別ワークショップ(4)60周年記念分野別ワークショップ(4)60周年記念分野別ワークショップ(4)60周年記念分野別ワークショップ(4) 14:0014:0014:0014:00～～～～16:0016:0016:0016:00     60周年記念分野別ワークショップ(5)60周年記念分野別ワークショップ(5)60周年記念分野別ワークショップ(5)60周年記念分野別ワークショップ(5)

3. 14:30～15:00 田所 重紀　『空脳論』への道 3. 14:30～15:00 浅井 博　知的な遊びとしてのNクイーン拡張問題 「生物学の哲学の〈これまで〉と〈これから〉」「生物学の哲学の〈これまで〉と〈これから〉」「生物学の哲学の〈これまで〉と〈これから〉」「生物学の哲学の〈これまで〉と〈これから〉」 「物理学の哲学―量子力学の問題を中心に」「物理学の哲学―量子力学の問題を中心に」「物理学の哲学―量子力学の問題を中心に」「物理学の哲学―量子力学の問題を中心に」

4. 15:00～15:30 山崎 真也　精神科診断における直観主義 4. 15:00～15:30 山﨑紗紀子 ラベル付き様相式計算とその拡張 オーガナイザ　松本 俊吉オーガナイザ　松本 俊吉オーガナイザ　松本 俊吉オーガナイザ　松本 俊吉 オーガナイザ　丹治 信春オーガナイザ　丹治 信春オーガナイザ　丹治 信春オーガナイザ　丹治 信春

5. 15:30～16:00 谷内洋介・漆原正貴 催眠の認知科学的研究と現象学 5. 15:30～16:00 秋吉 亮太　ブラウワーの基本仮定について 提題者　西脇与作，三中信宏，中尾 央 提題者　北島雄一郎，森田邦久，小澤正直

6. 16:00～16:15 大川けい子　知覚に影響する社会・文化的要因

橋本憲太朗･中島敏幸

　　　　生命システムにおける相互作用と遭遇確率

1) 慶應義塾大学（三田キャンパス）〒108-8345　東京都港区三田2-15-45　（交通アクセス）①田町駅（JR山手線／JR京浜東北線）徒歩8分.  ②三田駅（都営地下鉄浅草線／都営地下鉄三田線）徒歩7分 .  ③赤羽橋駅（都営地下鉄大江戸線）徒歩8分，  .
※慶應義塾大学（三田キャンパス）キャンパスマップ http://www.keio.ac.jp/ja/access/mita.html
2) 東京工業大学名誉教授 　3) 京都大学名誉教授 　4) 日本学術振興会理事長　5) 日本大学　6) 慶應義塾大学名誉教授　7) 日本大学
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.  (今回も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. )
※ 当日受付を1階正面入口ホールに設置しますので手続きをお願いします．　　※ 休憩室は西校舎1階512教室です．　　※ 一日目と二日目でC会場にあたる部屋が異なりますのでご注意ください．
※ 両日とも2階で入学試験が行われています．静謐な環境づくりにご協力くださいますようお願い申し上げます．


