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 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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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 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome  (元のメッセージ) 投稿日時 : 2005/05/11 13:29

日本物理学会2005年秋季大会で 

「文法レベルでの自然」を提唱する予定。 

最初の返信  前へ  122-136 通を表示 : 総返信数 227 通  次へ   最新の返信   

返信 おすすめ  メッセージ 122 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/06/19 21:06

本日は 96ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 123 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/06/20 13:53

本日は 97ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 124 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/06/21 11:30

本日は 98ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 125 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/06/22 11:08

本日は 99ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 126 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/06/23 5:02

本日は 100ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 127 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/06/24 8:29
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本日は 101ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 128 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/06/25 8:28

本日は 102ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 129 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/06/25 18:23

昨日 2008年6月24日、 

学会発表の準備として、 

新文法版エーレンフェスト定理と新文法版シュレディンガー方程式の論理的関係を調
べたところ、 

後者から前者が導き出される事を確認しました。 

興奮しました。 
  

確認の計算の展開はフラットでしたが、 

当たっていればノーベル賞相当、という風に私は考えるので、 

上記確認によって、ますますもって、 

私の新文法版シュレディンガー方程式が当たっている見込み、が大きく成ったため、 

興奮しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 130 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/06/26 7:39

本日は 103ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 131 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/06/27 9:27

本日は 104ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 132 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/06/28 10:33

本日は 105ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 133 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/06/29 6:16

本日は 106ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 134 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/06/30 8:37

本日は 107ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 135 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/01 10:20
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本日は 108ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 136 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/07/02 11:21

本日は 109ページ＠古典物理学 を設置しました。 
  

最初の返信  前へ  122-136 通を表示 : 総返信数 227 通  次へ   最新の返信   

標準の掲示板 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。
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