様式 S −７１ 領域計画書 （添付ファイル項目）
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1 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーー ※留意事項○
１．本研究種目は、多様な研究者による研究グループの、これまでの研究で培った経験から
ͤ␃ព㡯ձ㸸
生まれてくる、既存の概念を覆すようなアイデアや発見、手法等により研究を推進し、
1. ᮏ◊✲✀┠ࡣࠊከᵝ࡞◊✲⪅ࡼࡿ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡢࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ᇵࡗࡓ⤒㦂ࡽ
これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを先導することを目的とし
⏕ࡲࢀ࡚ࡃࡿࠊ᪤Ꮡࡢᴫᛕࢆそࡍࡼ࠺࡞ࢹࡸⓎぢࠊᡭἲ➼ࡼࡾ◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࠊ
たものです。
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᏛ⾡ࡢయ⣔ࡸ᪉ྥࢆࡁࡃኚ㠉࣭㌿ࡉࡏࡿࡇࢆඛᑟࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ
２．本提案の検討に当たっては、重要と考えられてきた概念を根本的に変化させたり、まっ
たく新しいパラダイムの創造へとつながる可能性のある研究など学術の変革を導くよう
ࡓࡶࡢ࡛ࡍࠋ
な飛躍的な展開を可能とする潜在性を有するものであることについて留意すること。
2. ᮏᥦࡢ᳨ウᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㔜せ⪃࠼ࡽࢀ࡚ࡁࡓᴫᛕࢆ᰿ᮏⓗኚࡉࡏࡓࡾࠊࡲࡗ
３．学術変革領域研究 (A) は、広い分野の委員構成で多角的視点から審査が行われること
ࡓࡃ᪂ࡋ࠸ࣃࣛࢲ࣒ࡢ㐀ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ◊✲࡞Ꮫ⾡ࡢኚ㠉ࢆᑟࡃࡼ࠺
に留意の上、領域計画書を作成すること。
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2 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
※留意事項○

␃ពࡢୖࠊ㡿ᇦィ⏬᭩ࢆసᡂࡍࡿࡇࠋ
１．作成に当たっては、領域計画書作成・入力要領を必ず確認すること。
２．本文全体は１１ポイント以上の大きさの文字等を使用すること。
３．各頁の上部のタイトルと指示書きは動かさないこと。
ͤ␃ព㡯ղ㸸
４．指示書きで定められた頁数は超えないこと。なお、空白の頁が生じても削除しないこと。
1. సᡂᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ㡿ᇦィ⏬᭩సᡂ࣭ධຊせ㡿ࢆᚲࡎ☜ㄆࡍࡿࡇࠋ
５．本留意事項は、領域計画書の作成時には削除すること。(\JSPSInstructions などを消
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す)
3. ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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＊＊＊ 以下は、あくまで例です。真似しないでください。 ＊＊＊
＊＊＊ 本文はもちろん、節の切り方や論理の組み方は
＊＊＊
5. ᮏ␃ព㡯㸦ᩳయࡢᩥ❶㸧ࡣࠊ㡿ᇦィ⏬᭩ࡢసᡂࡣ๐㝖ࡍࡿࡇࠋ
＊＊＊ ご自分の気に入ったスタイルで書いてください。
＊＊＊

1.1

計画研究の名前

領域全体の計画書を書くときに用いた keikaku defs.tex で定義したコマンド (例えば \codeZoo,
\titleZoo, \codeNicknameZoo など) を用い、各計画研究の記号や研究課題名やその略称（A01,
象の卵の探索ー動物園, A01(動物園)) を表示するのが楽です。書き間違えないし、あとで名前が
変わっても簡単に直せます。
象の卵の研究目的は．
．
．
唯一無二。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はお
いしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
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の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。 ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
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はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
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＊＊＊ 以下は、あくまで例です。真似しないでください。
＊＊＊ 本文はもちろん、節の切り方や論理の組み方は
＊＊＊ ご自分の気に入ったスタイルで書いてください。

＊＊＊
＊＊＊
＊＊＊



１）どうやって引っ張っていくのか

 領域代表者のビジョン (視力) は良く、2.0 である．
．
．


２）どうやって力を合わせるのか

 本領域の概念図を図 1 に示す。
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図 1: 領域の概念図



３）みんなそれぞれ何をするのか

繰り返しとなるが、Z00 は動物園、A01 はアフリカ、A02 は南アジアで象の卵を探し、総括班

はミズナギドリとアホウドリの飼育と訓練を行う。
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【 （ｂ）領域マネジメント体制（つづき） 】
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（１）領域代表者



 領域代表者は過去 20 年間、７つの海を隅から隅まで航海し、浅瀬から深海まで潜り、文字通り
東西南北上下の３次元でシロナガスクジラの卵の探索を行ってきた (業績 4)。シロナガスクジラ
㸦㸯㸧㡿ᇦ௦⾲⪅
に飲み込まれそうになったり、海賊に捕まるなどの危険な目にもあったが、それにもめげず、研

究を遂行してきた強靭な能力を有する。

 1. “Theory of Elephant Eggs”, H. Yukawa, Juzo Kara et al., Phys. Rev. Lett. 800, 800-804
(2005).

 2. “仔象は死んだ”, H. Yukawa, K. Abee, 安部公房全集 26, 100-200 (2004).

3. “The Elephant’s Child (象の鼻はなぜ長い)”, R. Kipling, H. Yukawa, Nature 999, 777-779

(2003).

4. “Search for whale eggs”, H. Yukawa et al., Rev. Oceanic Mysteries 888, 99 (2017).


（２）各計画研究の研究代表者
A01 象の卵の探索ー動物園

私は毎晩超新星を探索するために目を皿のようにして望遠鏡をのぞき、前夜の写真と新しい写

真をそれぞれ別の目で見てきた [1]。 そのために目の大きさと立体視能力では誰にも引けを取ら
ない。
㸦㸰㸧ྛィ⏬◊✲ࡢ◊✲௦⾲⪅
 1. “Supernova detection with human neural network”, S. Tomonaga, Astrophysics 1234,
5678 (2019).

 2. “The Elephant’s Child (象の鼻はなぜ長い)”, R. Kipling, Nature 999, 777-779 (2003).





3. “You can’t Lay an Egg If You’re an Elephant”, F. Ehrlich,
JofUR (www.universalrejection.org), N/A (N/A). N/A
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A02 象の卵の探索ーアフリカ
私は毎晩超新星を探索するために目を皿のようにして望遠鏡をのぞき、前夜の写真と新しい写
真をそれぞれ別の目で見てきた。そのために目の大きさと立体視能力では誰にも引けを取らない。

1. “The Elephant’s Child (象の鼻はなぜ長い)”, R. Kipling, Nature 999, 777-779 (2003).
2. “You can’t Lay an Egg If You’re an Elephant”, F. Ehrlich,
JofUR (www.universalrejection.org), N/A (N/A). N/A
A03 象の卵の探索ーインド
私は毎晩超新星を探索するために目を皿のようにして望遠鏡をのぞき、前夜の写真と新しい写
真をそれぞれ別の目で見てきた。そのために目の大きさと立体視能力では誰にも引けを取らない。

1. “The Elephant’s Child (象の鼻はなぜ長い)”, R. Kipling, Nature 999, 777-779 (2003).
2. “You can’t Lay an Egg If You’re an Elephant”, F. Ehrlich,
JofUR (www.universalrejection.org), N/A (N/A). N/A

gakuhen a field 08 abilities.tex を編集して、
各計画研究の研究代表者の「研究遂行能力」を追加してくだ
さい。
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(1980).

19.

Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The
Shining (1980).

20.

Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining
(1980).

21.

Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining
(1980).

22.

Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining
(1980).

23.
24.

Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).
Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).

25. Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).
26.

Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).

27.

Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining (1980).

28.

Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining
(1980).

29.

Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining
(1980).

30.

Jack Torrance, “All work and no play makes Jack a dull boy”, The Shining
(1980).
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１）そもそも、どうやっていくつもりか



象の卵の領域の基本的な研究戦略は、
「先入観に捕われず、真摯に自然と向き合う」ことである。


２）それぞれ、実際どうするのか

 以下の計画研究班を立てる。


• A01 象の卵の探索ー動物園 世界の動物園を巡り、象舍に卵が隠されていないか、探す。





• A02 象の卵の探索ーアフリカ アフリカに行き、空と地上から象の卵を探す。アフリカ象は
気性が荒いが、サバンナの方がジャングルよりも見通しが効く。

 • A03 象の卵の探索ーインド インドとタイに行き、ジャングルに隠されている卵を探す。ジャ
ングルの場合は空からは探しにくいが、象使いも多く、象の背中に乗って象の視点から探索

することができる。さらに、気だての優しいインド象ならば卵の在処を教えてくれる可能性

もある。


３）みんなでどうやって仲良く力を合わせるのか

 象が住んでいるのは、地球上では動物園とアフリカと南アジアだけであるため、上の各計画研
究が必要である。

 象の卵が発見された時は、その卵の隠し方や巣の作り方について情報を共有する。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はお

いしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう

の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい

ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵

はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい

しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう

の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい

ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵

はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。

ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい

しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい

ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵

はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。

ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい

しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう

の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
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【 （ｃ）領域推進の計画概要（つづき） 】
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵
はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおい
しいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞう
の卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。ぞうの卵はおいしい
ぞう。ぞうの卵はおいしいぞう。
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．
．
 象の卵の研究計画は．
準備はしようとしている。多分できると思う。

研究代表者と研究分担者の役割分担は．
．
．



































学術変革（Ａ）（領域計画書） １２

1 （つづき） 】
【 （ｃ）領域推進の計画・方法○
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研究課題名 A01 象の卵の探索ー動物園

研究組織 研究代表者： 湯川秀樹（逢坂大学・教授・全体のとりまとめ）
研究分担者：イースターバニー（イースター島大・准教授・卵の彩色）、ら１０名。

研究内容 世界の動物園をくまなく訪れ、象舍の中に隠された象の卵を探す。特に、復活祭の時に
は欧米の象は自分の卵に美しい色に塗る可能性があり、さらに隠した卵を子象達に探させる

ので、発見できる確率が高い。





研究課題名 A02 象の卵の探索ーアフリカ

研究組織 研究代表者：ハンフリー ボガード（ハリウッド大・俳優・固ゆで卵）

研究分担者：キャサリン ヘップバーン（ハリウッド大・俳優・半熟卵)、ジョン ヒュー

ストン（ハリウッド大・監督・料理監督）

研究内容 アフリカ大陸をくまなく旅し、「アフリカの女王」である象の卵を探す。熱いアフリカ

では象の卵も固ゆで状態になっている可能性があり、ハードボイルドのボガードは適役で

ある。
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研究課題名 A03 象の卵の探索ーインド
研究組織 研究代表者：朝永振一郎（無限大・教授・くりこみ）
研究分担者：R.P. Feynman（カルテク・教授・太鼓）
研究内容 無限に近く大きいインドのジャングルを、象の背中に乗って太鼓をたたきながら探索
し、インド象の卵を探す。予測される大きさの卵の固有振動数に合わせた波長の音を太鼓で
発することにより、卵を共鳴させ、容易に卵のありかを見つける。このためには、無限大の
取り扱いに慣れた朝永氏と物理と太鼓の両者に長けている R.P. Fenman 氏は絶妙の組み合
わせである。

計画研究を追加するには
keikaku/z99 のフォルダーを複製して研究項目番号の部分 (z99)
を改名し、その中の keikaku plan.tex を
gakuhen a field 13 keikaku.tex の中に
他の例を真似して\input で取り込んでください。
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本研究領域のように新しい分野を爆発的に発展させるために公募研究を幅広くサポートし、突

拍子もないアイデアが沸き出る温床とする。
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ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙜヱ◊✲㈝࡛ᮇᚅࡉࢀࡓᡂᯝࡀ༑ศᚓࡽࢀࡓ㸦୰㛫ホ౯࣭ᚋホ౯㸦ᙜヱ◊✲㈝ࡢ㓄ศᶵ㛵ࡀ⾜࠺ࡶࡢ
㝈ࡿ㸧⤖ᯝࡘ࠸࡚ࡶグ㏙㸧ࠊ᭦ᙉ࠸ඛ➃ⓗ࡞㒊ศࡢⓎᒎ࣭㣕㌍ⓗ࡞ᒎ㛤ࢆᅗࡿෆᐜ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᙜヱ◊✲㡿ᇦ
࠾ࡅࡿ◊✲ィ⏬ࡢ㐪࠸ࡘ࠸࡚ࡶグ㏙㸧
㸰㸧ᛂເሗ㸦:HEධຊ㡯┠㸧࠾࠸࡚ࠕヱᙜࡋ࡞࠸ࠖࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜࡣࠊࡑࡢ᪨ࢆグ㏙

 前回の新学術領域研究は、シロナガスクジラの卵の探索を行った。広く深い３次元の海で探索
する困難さが身にしみたので、今回はその経験を生かして、今回は次元を１つ減らして２次元の

地上で探索することにした。

































学術変革（Ａ）
（領域計画書） １６
Ꮫ⾡ኚ㠉㸦㸿㸧㸦㡿ᇦィ⏬᭩㸧㸯㸴

㸦㹣㸧◊✲⤒㈝ձ
ᮏḍࡣࠊᮏ◊✲㡿ᇦࡢ◊✲ෆᐜཬࡧ◊✲యไ➼ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᛂເࡍࡿ◊✲⤒㈝ࡢᚲせᛶ࣭ጇᙜᛶࡘ࠸࡚◊✲ᮇ㛫ࡢ㛵㐃
ᛶࢆྵࡵ࡚グ㏙ࡍࡿࡇ㸦㸯㡫௨ෆ㸧ࠋ
࡞࠾ࠊ◊✲ᮇ㛫ෆࡢ≉ᐃࡢᖺᗘ㔜Ⅼⓗ◊✲㈝ࢆ㓄ศࡍࡿሙྜࠊཪࡣᖺ㛫ࡢᛂເ◊✲⤒㈝ࡢ⥲㢠㸦⥲ᣓ⌜ࠊබເ◊✲ࢆྵ
ࡴࠋ㸧ࡀࠊᛂເୖ㝈࡛࠶ࡿ㸱൨ࢆ㉸࠼ࡿሙྜࡣࠊᖺᗘࡈ㸱൨࡛ࡣᑐᛂࡀ࡛ࡁ࡞࠸⌮⏤ࠊࡑࡢᚲせᛶࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿ
ࡇࠋ
㸯ᖺᗘ┠ࡣィ⏬◊✲ࡢࡳࡀ◊✲➼ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡞ࡿࡓࡵࠊὀពࡍࡿࡇࠋ



先立つものは金なり。これは、古今東西を問わず、普遍的に成り立つ公理である。特に、商業

活動と異なり、その活動自身から金を稼ぐことのできない研究活動においては、研究経費が必要

であることは自明である。これ以上、何を述べる必要があろうか。

































学術変革（Ａ）（領域計画書）１７−（１）
             Ꮫ⾡ኚ㠉㸦㸿㸧㸦㡿ᇦィ⏬᭩㸧㸯㸵㸫㸦㸯㸧

㸦㹣㸧◊✲⤒㈝ղ
ᮏḍࡣࠊྛィ⏬◊✲ࡢ㈝┠ูෆヂཬࡧせ࡞タഛഛရ㈝ࡘ࠸࡚グ㏙ࡍࡿࡇࠋ≉ḟࡢⅬࡘ࠸࡚ලయⓗࡘ᫂☜グ
㏙ࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊࡇࡇ࡛ࡢィ⏬◊✲ࡣ⥲ᣓ⌜ࢆྵࡴ㸦ྍ⬟࡞㝈ࡾ㸰㡫௨ෆ࡛グධࡍࡿࡇࠋࡓࡔࡋࠊᚲせࡀ࠶ࢀࡤ㸱㡫
࡞ࡗ࡚ࡶᵓࢃ࡞࠸ࠋ㸧ࠋ
㸯㸧ྛィ⏬◊✲ࡢ㈝┠ูࡢෆヂࡘ࠸࡚ࠊ㡿ᇦィ⏬᭩సᡂ࣭ධຊせ㡿ࡢグධࢆཧ↷ࡢୖࠊィ⏬ᖺᗘู⡆₩グධࡍࡿࡇ
ࠋࡑࡢ㝿ࠊࡢィ⏬◊✲ࡢࡶࡢࡀศࡿࡼ࠺సᡂࡍࡿࡇࠋࡲࡓࠊ᭱ᚋྛ㈝┠ูࡢྜィࢆグධࡍࡿࡇࠋ
㸰㸧ྛィ⏬◊✲ࡢせ࡞タഛഛရ㈝ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⨨ྡࠊᩘ㔞ࠊணᐃ౯᱁ࠊタ⨨ᖺᗘࠊタ⨨ணᐃᶵ㛵ࠊタ⨨ணᐃᶵ㛵ࡢ⌧᭷
タഛࡀά⏝࡛ࡁ࡞࠸⌮⏤➼ࡘ࠸࡚グධࡍࡿࡇࠋ࡞࠾ࠊ◊✲㡿ᇦෆ࡛ඹ⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ⨨࣭タഛࢆ㉎ධࡍࡿࡶࢃ
ࡽࡎࠊྛィ⏬◊✲࠾࠸࡚ࠊ㢮ఝࡢ⨨࣭タഛࡢ㉎ධ➼ࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊࡑࡢ⌮⏤࣭㛵ಀᛶࢆグ㏙ࡍࡿࡇࠋ


【X00: 総括班】(単位：千円)










令和 3
令和 4
令和 5
令和 6
令和 7
合計
(2021) 年度 (2022) 年度 (2023) 年度 (2024) 年度 (2025) 年度
設備備品費
1
2
3
4
5 15
消耗品費
9
8
7
6
5 35
旅費 国内
90
90
90
90
90 450
海外
9
9
9
9
9 45
人件費・謝金
1
1
1
1
1
5
その他
2
2
2
2
2 10
合計
112
112
112
112
112 560
装置名
領域を見渡すための人工衛星

数量 予定価格 設置年度 設置予定機関など
13
8,000
2019 逢坂大学

【A01: 象の卵の探索ー動物園】(単位：千円)










令和 3
令和 4
令和 5
令和 6
令和 7
合計
(2021) 年度 (2022) 年度 (2023) 年度 (2024) 年度 (2025) 年度
設備備品費
11,111
22,222
33,333
44,444
55,555 166,665
消耗品費
100
200
300
400
500 1,500
旅費 国内
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000 10,000
海外
2,000
1,500
2,000
2,000
2,000 9,500
人件費・謝金
5,000
10,700
10,000
10,000
10,000 45,700
その他
100
100
100
100
100
500
合計
20,311
36,722
47,733
58,944
70,155 233,865
装置名
双眼鏡

数量 予定価格 設置年度 設置予定機関など
20
2,000
2019 逢坂大学



【A02: 象の卵の探索ーアフリカ】(単位：千円)












令和 3
令和 4
令和 5
令和 6
令和 7
合計
(2021) 年度 (2022) 年度 (2023) 年度 (2024) 年度 (2025) 年度
設備備品費
11,111
22,222
33,333
44,444
55,555 166,665
消耗品費
100
200
300
400
500 1,500
旅費 国内
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000 10,000
海外
2,000
1,500
2,000
2,000
2,000 9,500
人件費・謝金
5,000
10,700
10,000
10,000
10,000 45,700
その他
100
100
100
100
100
500
合計
20,311
36,722
47,733
58,944
70,155 233,865
装置名
双眼鏡

数量 予定価格 設置年度 設置予定機関など
20
2,000
2019 逢坂大学

【A03: 象の卵の探索ーインド】(単位：千円)




学術変革（Ａ）（領域計画書）１７−（２）
令和 3
令和 4
令和 5
令和 6
令和 7
合計
(2021) 年度 (2022) 年度 (2023) 年度 (2024) 年度 (2025) 年度
設備備品費
11,111
22,222
33,333
44,444
55,555 166,665
消耗品費
100
200
300
400
500 1,500
旅費 国内
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000 10,000
海外
2,000
1,500
2,000
2,000
2,000 9,500
人件費・謝金
5,000
10,700
10,000
10,000
10,000 45,700
その他
100
100
100
100
100
500
合計
20,311
36,722
47,733
58,944
70,155 233,865
装置名
双眼鏡

数量 予定価格 設置年度 設置予定機関など
20
2,000
2019 逢坂大学

gakuhen a field 17 budget summary.tex を編集して
計画研究の予算の表を取り込んでください。
【 合計】(単位：千円）
令和 3
令和 4
令和 5
令和 6
令和 7
合計
(2021) 年度 (2022) 年度 (2023) 年度 (2024) 年度 (2025) 年度
設備備品費
33,334
66,668
100,002
133,336
166,670 500,010
消耗品費
309
608
907
1,206
1,505 4,535
旅費 国内
6,090
6,090
6,090
6,090
6,090 30,450
海外
6,009
4,509
6,009
6,009
6,009 28,545
人件費・謝金
15,001
32,101
30,001
30,001
30,001 137,105
その他
302
302
302
302
302 1,510
合計
61,045
110,278
143,311
176,944
210,577 702,155

