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東北地方太平洋沖地震への対応について
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東北地方太平洋沖地震により被災された皆様へ

――被災地の大学・研究機関への支援体制について――
平成２３年３月
このたびの地震や津波などによりお亡くなりになられた方々に慎んでお悔やみを申し上げますとともに、被災されました皆
様、ご親族、ご関係者の方々に心よりお見舞いを申し上げます。被災地の一日も早い復興を心より祈念申し上げます。
この震災は、東北・関東地方の大学、研究機関に甚大な損害を与え、日本の科学研究活動全体にも大きな支障を及ぼしてお
ります。基幹研究所が所属する独立行政法人理化学研究所では、今回の震災が科学技術の進展に及ぼす負の影響を最小限に
抑え、広く日本の科学コミュニティーに貢献することを目指した支援プログラムを開始する予定としております。
基幹研究所では、被災地の大学・研究機関の大学院生や研究者を受け入れ、できる限り研究・実験を滞りなく推進するため
の便宜を図りたいと考えております。支援が必要な方は、受け入れ可能人数や受入期間などについて関連する研究室に直接
連絡を取り、ご相談いただけますようお願い致します。なお、東京電力の計画停電などにより、対応できない研究室もあり
得ることを予めご了承下さい。私たちは、最大限の努力・協力を惜しみません。
独立行政法人理化学研究所
基幹研究所 所長 玉尾皓平
このページのトップへ
Copyright © RIKEN. All rights reserved.

http://www.asi.riken.jp/jp/misc/message201103.html

ページ 1/1

RIKEN Advanced Science Institute

RIKEN's response to the Tohoku
Pacific Offshore Earthquake

11/04/01 15:19

Research support for universities and research institutions
affected by the Tohoku Earthquake

March 2011
I would like to express my deepest condolences for the many people who lost their lives in the Tohoku
Earthquake and subsequent tsunami, as well as my heartfelt sympathy to the surviving victims, their families
and friends, who are struggling now in the aftermath of the greatest disaster to strike Japan in decades.
This disaster has caused considerable damage to a number of universities and research institutions located in
the Tohoku region and parts of Kanto, and is a major setback for scientific research throughout Japan. The
Advanced Science Institute (ASI) and RIKEN, of which we are a part, will do everything in our power to
minimize the impact of this disaster on Japanʼs science and technology. To this end, we have launched a widereaching support program for the Japanese scientific community.
RIKEN ASI invites graduate students and researchers at the affected universities and research institutions to
use ASI laboratories and facilities to continue, to the extent possible, their research and experiments. Those
who would like to receive this kind of support are asked to contact the relevant ASI laboratories directly to
work out the details of how many people the labs can host and for how long.
Please note that rolling blackouts and other obstacles related to the disaster may prevent some labs from
hosting certain types of research activities.
Please be assured that we are ready and waiting to do everything in our power to assist.
Kohei Tamao
Director
RIKEN Advanced Science Institute
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理化学研究所は、「被災地で学ぶ学生の受入」などの支援を行います。
独立行政法人 理化学研究所
東北地方太平洋沖地震に伴う災害で被災された皆様、そのご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。
このたびの地震は、東北・関東地方の大学、研究機関に甚大な損害を与え、日本の科学研究活動全体にも大きな
支障を及ぼしております。理化学研究所では、この災害が科学技術の進展に及ぼす負の影響を最小限に抑え、広
く日本の科学コミュニティーに貢献することを目指し、支援プログラムを開始いたします。
詳細は後日、HP上でお知らせいたします。
各研究センターからのお知らせ
基幹研究所
脳科学総合研究センター
横浜研究所
オミックス基盤研究領域
発生・再生科学総合研究センター
分子イメージング科学研究センター
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