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定義の更新 : 文法決裁 
掲示板の一覧を表示  

 
 

前の話題  次の話題   返信を受信トレイに送信  

返信 おすすめ  メッセージ 1 / 6 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome  (元のメッセージ) 投稿日時 : 2005/08/29 7:21

物理学においては、 

新理論の是非の判定は、 

最終的には実験による検証に委ねられます。 
  

たとえば、 

アインシュタインの一般相対性理論にノーベル賞が付与された 

のは、 

重力によって光線が曲がる事が実験によって確かめられるのを 

待っての事でした。 
  

これに対して、僕は、文法決裁というものを提案します。 

文法決裁とは、 

新文法の提案に対して、 

法則レベルや法則の解レベルの研究を待たずして、 

その新文法の評価および賞与を行なってしまう事です。 
  

ただし、文法決裁においても、 

特に優れた新文法の優秀性の認定のみ行ない、 

劣った新文法の棄却というものは原則として行なわない、 

のが無難だと僕は考えます。 

最初の返信  前へ  2-6 通を表示 : 総返信数 6 通  次へ   最新の返信   

返信 おすすめ  メッセージ 2 / 6 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2005/08/30 15:52

【訂正】 
  

前件で僕は、 

アインシュタインの一般相対性理論にノーベル賞が付与された、 

と書きましたが、 

調べてみると、これは間違いでした。 
  

アインシュタインが、 

特殊相対性理論ではなく 

運動物体中の電気力学とか何とかいうもので 

ノーベル賞を受けた、 

との話は聞き知っておりましたが、 
  

一般相対性理論にノーベル賞が付与されていない、 

とは知りませんでした。 
  

僕は、 
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アインシュタインはノーベル賞を 2 度受賞したものとばかり 

思っていました。 
  

一般相対性理論にノーベル賞を付与されていないことは、 

一般相対性理論にとっての不名誉ではなく、 

ノーベル賞制度にとっての不名誉であろう。 

返信 おすすめ  メッセージ 3 / 6 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2005/10/02 18:18

【栄誉的価値観の称揚】 
  

文法決裁は、栄誉的価値観を是とする価値基準です。 
  

栄誉的価値観とは、 

業績競争の対抗意識について他者の自尊心をより良くくじく業績 

ほど尊いものだ、 

鼻高々な気持ちを生じさせる業績ほど尊いものだ、 

尊い業績を上げて自己の優秀性を証明する事は当然の権利であり、 

その業績が社会に与える益に比べれば、 

競争相手の自尊心に与える損害は顧慮するに値しない些事だ、 

という価値観です。 
  

これに対立する価値観は、 

有用性の評価に徹する価値観で、 

一般相対性理論に賞を与えなかった点では、 

ノーベル賞もこちらに属する側面を持ちます。 
  

栄誉的価値観というものは、 

有用性を軽視するものではなく、 

人間の有用性評価能力は限られたものであるが故に、 

有用性の評価に徹する価値観は目先の有用性にしかつながらず、 

栄誉的価値観に合致する業績こそが、 

予見出来ぬ経緯を経て有用性の核心を握るものとなる、 

という価値観です。 
  

近年、 

栄誉的価値観に否定的で有用性を重視する価値観 

が台頭して来ていますが、 

これは、 

単なる栄誉的価値観に対する反発を動機とする悪しき傾向です。 

このような傾向を座視ないし助長する事は、 

行く行くは人類の生存と繁栄に取り返しの付かない遅れを 

来たしかねません。 
  

栄誉的価値観は、 

その価値基準の良しとする方向とは反対の方向にある物事を 

蔑視する性格を強く持ち合わせているが故に、 

その蔑視の対象となる者がこれに反発しがちです。 

返信 おすすめ  メッセージ 4 / 6 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2005/10/03 17:09

【訂正】 
  

誤： 

行く行くは人類の生存と繁栄に取り返しの付かない遅れを 

来たしかねません。 
  

正： 

行く行くは人類の生存と繁栄のための施策に 

取り返しの付かない遅れを 

来たしかねません。 
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返信 おすすめ  メッセージ 5 / 6 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2005/10/03 17:43

業績の競争というものは、 

種目の選択の時点で既に始まっていることです。 
  

たとえて言うならば、 

プロ野球選手の業績競争の相手は、 

プロ野球選手だけではありません。 

野球において業績を上げるのと格闘技において業績を上げるのと 

では、 

どちらの方が自慢に成るだろうか？ 

どちらの方が鼻高々な気持ちに成るだろうか？ 

と問わねば成らないのです。 
  

それをしないことはその人の自由ですが、 

それをしない人は、 

そもそもの出発点から競争を放棄しているに他ならないのであって、 

後で他者から「自分の方が勝っている」と思われても文句は言えない 

ということを、 

覚悟しなくてはいけません。 
  

自分に競争するつもりがなくても、 

どこの誰が自分を比較の対象にしているか分かりません。 

その相手から「自分の方が勝っている」と思われるのが嫌なら、 

常に、他の全てを凌駕する事を目指し続ける、しか道は無いのです。 

返信 おすすめ  メッセージ 6 / 6 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2005/10/03 18:07

自分だけが正しい、という事を明らかにしようとしたとき、 

それを悪い事ででもあるかの様に言う人がいます。 
  

しかし、このような考えは間違っています。 
  

何らかの話題について、 

自分だけが正しいならば、 

自分だけが正しい事を認められること、 

その分だけ良い気分に成る事、 

は当然の権利であって、 

その他の人にとって、 

それを認め、その分の不快感に耐えることは、 

当然の義務です。 
  

これは、 

公益の観点から、 

正しい意見を通す事が、 

間違った人の自尊心よりも優先されねばならない、 

という理由のみによるのではなく、 

正しい人が間違っていると言われる事の不条理の方が、 

間違った人の間違いの露見による苦痛よりも、 

優先的に回避されねばならない、 

という理由にも依ります。 

最初の返信  前へ  2-6 通を表示 : 総返信数 6 通  次へ   最新の返信   

定義の更新 に戻る  前の話題  次の話題   返信を受信トレイに送信  
注意 : Microsoft は、このコミュニティの内容について、一切の責任を負いません。ここをクリックすると、詳細情報が表示されます。

  家族のインターネット MSN プレミアムウェブサービス 
    MSN ホーム  |  Hotmail  |  ニュース  |  ショッピング  |  マネー  |  スペース  ご意見ご感想  |  ヘルプ   

  ©2006 Microsoft Corporation. All rights reserved.  使用条件  プライバシー  迷惑メール対策 

3/3 ページwww．文法レベルでの自然学会．jp

2008/11/12http://groups.msn.com/grammar/page4.msnw?action=get_message&mview=0&ID_M...


