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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  32-46 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 32 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2007/10/24 13:01

つい先日、テレビで、ポアンカレ予想についての番組を見ました。 
  

それによって気付いたのですが、 
  

僕は、 
  

グラヴィコーン宇宙を、中の詰まったコーン状と考えていましたが、 
  

単にコーンと言うと、コーン殻の意味に成ってしまいますね。 
  

宇宙がコーン殻状に成っている可能性を、今まで僕は、考えもしませんでしたが、 
  

そういう可能性は、非常に面白い可能性ですね。 
  

ただ、 
  

宇宙の 3 次元断面に境界があるパターンは本当っぽくないので、 
  

そうでないケースが有り得ればの話ですが。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 33 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2007/10/31 21:56

ただいま、私のブログ、クチから文法主義まかせ： 

http://sourcecodeof-humangenome.spaces.live.com/ 

では、 

次元解析神秘化批判と題するトークコンテンツを放送中です。 

昨日、コンテンツをアップしました。 

この内容は、私が、 

MSNコミュニティ「物理とともに」 

http://groups.msn.com/ohk2nnhl5spbagqdjs7u37ch97 

を追い出されるキッカケに成った 

モノです。 
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返信 おすすめ  メッセージ 34 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/03/24 22:49

数日前に、自著「古典物理学」の内容の公開作業を、開始しました。 
  

現在までのところ、公開のためのサイト構築でページ設置が完了しているのは、以下の
部分です。 
  

トップページ 
http://15.pro.tok2.com/~wooder/ClassPhys/index.html 
  
  

第 1 ～ 4 ページ 

http://15.pro.tok2.com/~wooder/ClassPhys/p1.html 
http://15.pro.tok2.com/~wooder/ClassPhys/p2.html 
http://15.pro.tok2.com/~wooder/ClassPhys/p3.html 
http://15.pro.tok2.com/~wooder/ClassPhys/p4.html 
  
  

第 23 ～ 27 ページ 

http://15.pro.tok2.com/~wooder/ClassPhys/p23.html 
http://15.pro.tok2.com/~wooder/ClassPhys/p24.html 
http://15.pro.tok2.com/~wooder/ClassPhys/p25.html 
http://15.pro.tok2.com/~wooder/ClassPhys/p26.html 
http://15.pro.tok2.com/~wooder/ClassPhys/p27.html 
  
  

第 125 ページ 

http://15.pro.tok2.com/~wooder/ClassPhys/p125.html 
  
  

サイトマップ 

http://15.pro.tok2.com/~wooder/ClassPhys/sitemap.html 
  
  

宇田雄一について 

http://15.pro.tok2.com/~wooder/ClassPhys/siteowner.html 
  
  

これから、サイト構築作業の進捗状況を、ここに書いて行こうと思います。 

単調な投稿に成ると思いますが、どうぞご容赦を。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 35 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/03/25 10:38

本日は 5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 36 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/03/26 13:38

本日は 6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 37 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/03/27 20:09

本日は 7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 38 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/03/28 12:08

本日は 8ページ＠古典物理学 を設置しました。 
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返信 おすすめ  メッセージ 39 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/03/29 14:12

本日は 9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 40 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/03/30 13:00

本日は 10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 41 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/03/31 16:32

本日は、 11ページ＠古典物理学 と 
  

書籍紹介「マッハ力学」＠古典物理学 を、設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 42 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/04/01 12:57

本日は 

12ページ＠古典物理学 と 書籍紹介「認識の分析」＠古典物理学 

を設置しました。 
  

昨日は 

書籍紹介「熱学の諸原理」＠古典物理学 

書籍紹介「感覚の分析」＠古典物理学 

も設置しました。 
  

返信 おすすめ  メッセージ 43 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/04/02 14:55

本日は 13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 44 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/04/03 22:26

本日は 14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 45 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/04/04 12:53

本日は 15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 46 / 227 

投稿者 : SourceCodeOf_HumanGenome 投稿日時 : 2008/04/05 11:08

本日は 16ページ＠古典物理学 を設置しました。 
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最初の返信  前へ  32-46 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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