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コミュニティ ホーム | お気に入りのコミュニティ | 言語 | ヘルプ

重要なお知らせ
MSN コミュニティ サービスは、2009 年 2 月をもちまして終了させていただきます。MSN のオンライン コミュニティ パートナーである Multiply にコミュニティを

移行できます。詳細については、こちらをご覧ください。
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今すぐ参加

前の話題 次の話題

Migration Message
文法レベルでの自然

grammar@groups.msn.com

標準の掲示板 : 雑談コーナー
掲示板の一覧を表示

おすすめ

返信

投稿者 :

返信を受信トレイに送信
メッセージ 1 / 56

SourceCodeOf_HumanGenome (元のメッセージ)

投稿日時 : 2005/05/12 19:32

定義の更新
中心問題群

「文法レベルでの自然」という学問分野の内容の充実に関係ない

中心問題解決案

と思われる話は、なるべくここに集めましょう。

思索の歴史
国際文法裁判所
標準の掲示板
物理論理学
宇田雄一語録
パンダ的電脳言語考

「文法レベルでの自然」に関係ないばかりか学問にすら関係ない
と思われる話も、
当面は遠慮なく自由に書き込んで頂いて結構です。
それで何か不都合が生じたら、そのときに改めて対策を考えます。

Web リンク集
最初の返信
[ツール]

返信

投稿者 :
>
>
>
>
>

前へ 47-56 通を表示 : 総返信数 56 通 次へ

最新の返信

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome

メッセージ 47 / 56

投稿日時 : 2008/07/13 9:27

「ループ量子重力入門」(竹内薫著)工学社
p.96 図8-7
「一周して元に戻ったスピンは時空の情報を含んでいる。」
p.97 図8-8
「スピンのネットワークにはさらに複雑な時空の情報が含まれる。」

細かな事まで正確には理解できませんが、
これらは量子の歴史という事ではあっても量子歴史ではない、
と思います。

返信

投稿者 :
>
>
>
>

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome

メッセージ 48 / 56

投稿日時 : 2008/07/13 9:37

この場合の、「我々自身のものとは異なる歴史」の我々とは、
マクロな存在としての我々とか、ＳＦ物語で言うパラレルワールドではなく、
ミクロ・量子レベルでのことを言っているような気がするのですが・・・
裁判所の長としては、いかが思われますか？

これにおける「歴史」という語の意味は、
ミクロだけでもマクロだけでもなく、
ミクロからマクロまで含めて一切合財の歴史、という意味です。
ミクロ的記述が尽くされればマクロ的記述はそれから導かれるだろう、
という意味においては、
ミクロな存在の歴史、という意味で「歴史」という語が使われている、
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とも言えるかも知れませんが。

返信

投稿者 :

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome

メッセージ 49 / 56

投稿日時 : 2008/07/13 9:45

> SourceCode of HumanGenomeさんの、物理論理学も、
> このような感じで現実のシステムに寄与できるのではないでしょうか？
そうですね。そうだと良いですね。
> なお、第１０章の量子コンピュータの話は、どうもよくわかりません。
> 第９章の実験のはなしのほうが、多世界・他世界との干渉のイメージがつかめるような気がします。

有難うございます。参考にします。
カキコがハングに対する対策としては、私は、
送信ボタンをクリックする直前に、投稿文をコピーしておく、という手を打つ事があります
が、
ダイエットパンダ0さんのパソコンでも、この手を使えますか？

返信

投稿者 :

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome

メッセージ 50 / 56

投稿日時 : 2008/07/13 14:53

量子歴史の概念は、
p．141「ヒルベルト空間では点の滑らかな移動という秩序立った形で起こる物事」
これの事です。
量子歴史という言い方は私独自のものだろう、と私は思っていますが、
量子歴史の概念は私以前から認識されている、と私も知っている、
という事をここまでで明確に述べなかった点は、私のミスです。
量子歴史の概念は普通は「系の時間発展」と呼ばれます。

返信

投稿者 :

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome

メッセージ 51 / 56

投稿日時 : 2008/07/13 15:04

量子歴史はともかくとして、
次の箇所は文法主義を彷彿とさせますね。
p．146，147「古き良き時代・・・今からは、事態はさらに悪くなるだけだ」
文法主義が喉まで出掛かっている、といった感じを受けます。
コリン・ブルースさんはこの見解には反対しているわけだから、
そのコリン・ブルースさんの支持する多世界解釈というものは、
反文法主義的なものであるだろうと、予想されます。
反文法主義的な発言は、以下を初めとして、この本の随所に見られます。
p．37「我々は、起きている現象を、常識的な、視覚化できる方法で説明する
という方針に頑固にこだわる。」
したがって、多世界解釈が文法主義を先取りしている事は、ありそうにない、
と感じます。

返信

投稿者 :

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome

メッセージ 52 / 56

投稿日時 : 2008/07/13 17:06

> 多くの粒子(～)が異なる状態にある歴史

< これは、現時点では、私には意味不明です。
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< 読み進めて判断したいと思います。
読んでみました。これは量子歴史ですね。

おすすめ

返信

投稿者 :

メッセージ 53 / 56

SourceCodeOf_HumanGenome

投稿日時 : 2008/07/13 19:15

202 ページの実験の説明を読んで見ました。
何が起こるかは分かりましたが、
何が言えるのかは、分かりませんでした。
もっと読んでみます。

おすすめ

返信

投稿者 :

メッセージ 54 / 56

SourceCodeOf_HumanGenome

投稿日時 : 2008/07/14 16:53

本日、314 ページまで読みました。
これで読了としたいと思います。
結局、
多世界解釈とは・・・、といったような多世界解釈の明確な定義には、
出会えませんでした。
書いてあったよ、というような事があれば、教えて下さい。

おすすめ

返信

投稿者 :

メッセージ 55 / 56

ダイエットパンダ0

投稿日時 : 2008/07/15 23:45

ちょっと気になったのでカキコしますが・・・
多世界と量子履歴についてカキコしたのは、SourceCode of HumanGenomeさんの持論が、世間で良い評価を得る素
地があるのでは、と思い書いた次第で、もし、私が「すでにそんなことは世間で述べられている」と言っているようにとられた
のであれば、それは本意ではない旨、お伝えしたいと思いました。
SourceCode of HumanGenomeさんのカキコは、もちろん私ごときにはなかなか理解のレベルを超えていますが、いろい
ろと参考になる内容も得られてラッキーだったと思っています。
私はまだ読了していませんが、とりあえず最後まで読んで、いろいろと考えてみます。時には(低レベルですが)質問もさせ
てください。
m(_ _;)m

おすすめ

返信

投稿者 :

メッセージ 56 / 56

SourceCodeOf_HumanGenome

投稿日時 : 2008/07/16 8:11

＞もし、私が「すでにそんなことは世間で述べられている」
＞と言っているようにとられたのであれば、
＞それは本意ではない旨、お伝えしたいと思いました。
すみません、恥ずかしながら、そのように誤解しておりました。
というか、疑っておりました。
ダイエットパンダ0さんがそのように主張している、
とは書かなかったつもりですが、
ダイエットパンダ0さんがそのように主張していたとしても対処できているように、
返信文を書きました。
これからは、レスする際、
ダイエットパンダ0さんの疑問等のお考えに対する直接的な是非
ではない事を書くときには、
「それとは別の話ですが」という風に断り書きを添えることにします。
これからも、思ったことを何でも気軽に書き込んでください。
よろしくです。
最初の返信

前へ 47-56 通を表示 : 総返信数 56 通 次へ

標準の掲示板 に戻る

前の話題 次の話題

最新の返信

返信を受信トレイに送信
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