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重要なお知らせ
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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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標準の掲示板 : 「新しい話題」創設相談
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返信を受信トレイに送信
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SourceCodeOf_HumanGenome (元のメッセージ)

投稿日時 : 2005/05/11 13:58

中心問題群
中心問題解決案
思索の歴史

「掲示板」内に「新しい話題」を創設したい場合には、
ここで、管理者SourceCodeOf_HumanGenomeに相談してください。

国際文法裁判所
標準の掲示板
物理論理学
宇田雄一語録

最初の返信
返信

投稿者 :

前へ 2-11 通を表示 : 総返信数 26 通 次へ

最新の返信

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome
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投稿日時 : 2006/05/10 21:49

パンダ的電脳言語考
Web リンク集

ダイエットパンダさん、ActivX の件は有難うございました。
本当に助かりました。

[ツール]

この「www．文法レベルでの自然学会．jp」サイト内に、
ダイエットパンダさんの
「コンピュータ言語の文法講座」みたいな板を作りませんか？
ハードまで含めて文法的に、というのでも良いと思います。
コンピュータと言うと 2 進法が有名（そのくらいしか僕は知りません）
なので、
これ文法だよな、と思い、そうしては、と思いました。

返信

おすすめ
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投稿者 :

ダイエットパンダ

投稿日時 : 2006/05/17 0:35

うひゃー、もったいないですm(_ _;)m
ちょっとネタがあるか考えてみます。
ここのサイトや「物理とともに」とかで最近とくに思うのは、
学生時代にもっとオートマトンと文法・チューリングマシン・
スコット理論・ラムダ計算とＤ∞、なんてのを勉強しておくのだったと、
後悔して、生きているうちに少しは勉強したいと思っているので、
私のような素人が、素人の目で基礎からやる、ってのはどうだろうか、な
どと、今思いました。不定期連載になると思いますが、ある程度ネタがあ
つまって行けそうだったら、相談にのってください。ちょっと概要やら趣
旨やらをまとめてみます。
m(_ _;)m
返信

おすすめ
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ダイエットパンダ

投稿日時 : 2006/05/18 0:35

上で「もったいない」といいましたが、なんというか、恐れ多い、という
意味です。私がもったいないわけではありません。
m(_ _;)m
もうちょっと軽い話題で、だれもが、「ふーん、なるほど、得したなぁ」
みたいな話題のほうがいいのかな。そっちもネタを考えて見ます。
返信

投稿者 :

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome
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投稿日時 : 2006/05/21 17:41

＞ちょっとネタがあるか考えてみます。
＞不定期連載になると思いますが、
＞ある程度ネタがあつまって行けそうだったら、
＞相談にのってください。ちょっと概要やら趣旨やらをまとめてみます。
＞もうちょっと軽い話題で、だれもが、
＞「ふーん、なるほど、得したなぁ」みたいな話題のほうがいいのかな。
＞そっちもネタを考えて見ます。
ありがとうございます。
お返事に気付くのが遅くなってすみませんでした。
僕の活動報告を書きに来た際にお返事に気付きました。
＞うひゃー、もったいないですm(_ _;)m
＞上で「もったいない」といいましたが、・・・
＞私がもったいないわけではありません。
ええ、分かってます。心配しないで下さい。
ダイエットパンダさんが、
仮に反対の意味の事を思っていても、それを口にするような人ではない事は、
良く知っています。
ちなみに、ここのサイトは、
自分の事をもったいないと言うのも可ですが。（笑）
＞スコット理論・ラムダ計算とＤ∞、・・・
こういうキーワードを聞けただけでも勉強になりました。
僕なんて、その程度のレベルなので、気楽に考えてください。

返信

おすすめ
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投稿者 :

ダイエットパンダ

投稿日時 : 2006/05/24 0:47

HumanGenome様：
ども、パンダです、ちょっとやってみたいものがあります。
Kukaさんの談話室でちょっと話題になっていた、第五世代とPrologなので
すが、使えそうなPrologをみつけてきました。
私もPrologは初めてなので、次のような簡単な三段論法から始まると思い
ます。
・人間はいずれ死ぬ。
・ソクラテスは人間である。
・よってそくらてすはいずれ死ぬ。
どうやってインストールして、どうやって動かすか、なんてレベルからの
オモチャのレポートみたいになりそうですが、ぜひともお願いいたしますm
(_ _;)m
できれば、文法と自然言語まで手が届くとよいですが、とりあえずは、
(1)村の理髪師のパラドックスを、処理系がどう扱うのか？
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(2)使えるルールをどのように探しているのか（内部ソースを読まないとわ
かりませんが・・・）
を解明できるまでをゴールとしたいと思ってます。
いかがでしょうか！！！！！m(_ _;)m
返信

投稿者 :

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome
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投稿日時 : 2006/05/24 21:39

＞・・・なんてレベルからのオモチャのレポート
＞みたいになりそうですが、
＞ぜひともお願いいたしますm(_ _;)m
こちらこそお願いします。
大歓迎です。
＞・・・を解明できるまでをゴールとしたいと思ってます。
＞いかがでしょうか！！！！！m(_ _;)m
面白そうだと思います。
というか、コンピュータにおいて何が面白いかは、
ダイエットパンダさんに教えていただいて、
僕は、それを読んで、
面白いと感じるべき事を面白いと感じることが出来るように、
ついて行きたいと思ってます。
さて、板のタイトルを何にしましょうか？
僕は、「ダイエットパンダ」ないしは「パンダ」という語と、
「言語学」とか「文法」といった語の両方を含むタイトルが、
良いと思いますが。
「コンピュータ」ないし「計算機」に該当する語も含めたいですね。

返信

おすすめ
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投稿者 :

ダイエットパンダ

投稿日時 : 2006/05/25 13:23

今回は、「文法」はちょっときびしいので、「言語」のほうをとって
ダイエットパンダの「論理プログラミング言語に挑戦」
あるいは、長くかんじたら、
パンダの「論理プログラミング言語に挑戦」
なんてのはどうでしょうか。
「自然言語」という意味ではなく、「プログラミング言語」というのが
ちょっと苦しいですが・・・
返信

投稿者 :

おすすめ
SourceCodeOf_HumanGenome

メッセージ 9 / 26

投稿日時 : 2006/05/25 19:25

＞今回は、「文法」はちょっときびしいので、
＞「言語」のほうをとって
＞ダイエットパンダの「論理プログラミング言語に挑戦」
＞あるいは、長くかんじたら、
＞パンダの「論理プログラミング言語に挑戦」
＞なんてのはどうでしょうか。
＞「自然言語」という意味ではなく、
＞「プログラミング言語」というのが
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＞ちょっと苦しいですが・・・
なるほど、良いですねえ。
僕も考えてみました。
ダイエットパンダさんの発案を汲んで、
語頭（第一部分）
「ダイエットパンダ」「パンダ」など
第二部分
「の」「的」など
第三部分
「計算機」「コンピュータ」「電脳」など
第四部分
「論理プログラミング」「プログラミング」「プログラム」など
第五部分
「言語」など
語尾（第六部分）
「学」「論」「考」「道」「概論」「講座」「に挑戦」など
この中から、
ダイエットパンダさんの好きなのを選んでください。
この中からでなくても良いです。
ダイエットパンダさんの意思を最優先することにします。
たとえば、僕は、
「パンダ的電脳プログラミング言語考」
なんて組み合わせも可かな？
なんて思いました。

おすすめ

返信

投稿者 :
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SourceCodeOf_HumanGenome

投稿日時 : 2006/05/25 21:45

「計算機」「コンピュータ」「電脳」などに当たる語は入れたくないとか、
「論理」という語は是非入れたいとか、
カッコ良過ぎる名前は避けたいとか、
もし、そういうお考えがあれば、お聞かせください。
ダイエットパンダさんからファイナルアンサーを頂いたら、
早急に、そのタイトルで、大きい板を作ろうと思います。
返信

おすすめ
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投稿者 :

ダイエットパンダ

投稿日時 : 2006/05/26 1:31

「パンダ的電脳プログラミング言語考」 なかなかいいと思います！
論理プログラミング（PROLOG)に限らず、あれこれできそうです。
これでどうでしょう！？
最初の返信

前へ 2-11 通を表示 : 総返信数 26 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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