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象の卵の研究の目的は．．．

 

 

 

 

 

 

 

 

 

象の卵の研究計画と方法は．．．
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　ーー　※留意事項　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
　　１．作成に当たっては、研究計画調書作成・記入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。
　　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。
　　５．本留意事項は、研究計画調書の作成時には削除すること。(\JSPSInstructionsを消す)

　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

　　　　　＊＊＊　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。　　＊＊＊
象の卵の研究目的は．．．
唯一無二。

参考文献

[1] 寺村輝夫、「ぼくは王様 - ぞうのたまごのたまごやき」.
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象の卵の研究計画は．．．
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準備はしようとしている。
研究の経過を紹介する 3D のドキュメンタリー映画を作って全国でロードショーを行う。



新学術（公募）－７
 

 

 

 

ナベスコの研究補助金を受け、シロナガスクジラの卵の探索を行った。巨大な卵を用いれば、卵を割
る回数を減らして大量の卵黄を得られる。探索の結果、海の単位体積あたりの、卵の存在確率に上限値
を与えた。
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クジラから象にいきなり移るのは大変なので、海陸両方で生息できる大型動物である、ゴジラの卵を
探索した。過去の記録映画を丹念に調べた結果、これは存在するという確証を得た。
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象の卵の ES細胞の培養、象のクローンの生成などは行わない。
LATEXの便利な機能については、egg ***.tex や sample pdf/egg ***.pdfをご覧ください。
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　ーー　※留意事項　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
1. 研究業績 (論文、著書、産業財産権、招待講演等)は、網羅的に記載するのではなく、
　本研究計画の実行可能性を説明する上で、その根拠となる文献等の主要なものを適宜記
　載すること。
2. 研究業績の記述に当たっては、当該研究業績を同定するに十分な情報を記載すること。
　例として、学術論文の場合は論文名、著者名、掲載誌名、巻号や頁等、発表年 (西暦)、
　著書の場合はその書誌情報、など。
3. 論文は、既に掲載されているもの又は掲載が確定しているものに限って記載すること。
4. 本留意事項は、研究計画調書の作成時には削除すること。(\PapersInstructionsを消す)

　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

応募者は過去 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 1)。シロナガスクジラに飲み込まれそう
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。
シロナガスクジラの卵を探すために用いていたソナーと双眼鏡、及びシロナガスクジラの卵を引き上
げるために用意していた大きな網は、そのまま使える。
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