
34 学会（44 万会員）会長声明 

 
日本は科学の歩みを止めない 

～学会は学生・若手と共に希望ある日本の未来を築く～ 
 

1. 学生・若手研究者が勉学・研究の歩みを止めず未来に希望を持つための徹底的支援を行います 

2. 被災した大学施設、研究施設、大型科学研究施設の早期復旧復興および教育研究体制の

確立支援を行います 

3. 国内および国際的な原発災害風評被害を無くすため海外学会とも協力して正確な情報

を発信します 
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2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災により，亡くなられた多くの方に心から哀悼

の意を表しますとともに，大切なご家族を失われた方々や困難な生活を続けられている皆

さまに心よりお見舞い申し上げます。また、被災地や福島第一原子力発電所の事故に対応

してご尽力されている方々に，深く敬意を表します。近代日本史上未曽有の東日本大震災

とそれに続いた福島原子力発電所の事故により、今日の科学・技術の限界を痛感しており

ます。しかし同時に、今こそ日本の復興・新生のために科学・技術による貢献が欠かせな

いと考え、我々，34 学会（44 万会員）は研究・技術コミュニティの総力を挙げて知恵と力

を出す覚悟です。 

大震災により，東北地方をはじめ東日本の大学および研究施設も大きなダメージを受け

ました。 科学・技術は日本の根幹であり，資源に乏しい我が国においては高度な研究と人

材が日本を支える礎です。この震災による大きな困難を克服し，さらに文化的で豊かな社

会を創り出すためには，科学の前進は不可欠です。我々は，被災した大学施設や研究施設

の早期復興および教育研究体制の確立支援を行い，科学・技術の歩みを続ける所存です。 

 とくに，これからの将来に夢膨らませ，日々努力を重ねていた大学生，大学院生，そし

て研究の道を歩み始めた若手研究者，とりわけ博士研究員（ポスドク）にとって，今回の

震災は日常生活を奪うだけでなく勉学，研究の場を奪い，将来の夢までも失わせることに

なりかねません。我々，34 学会会長は，日本の将来ある若者たちが日本を代表し世界の第

一線で活躍することが，日本の復興及び持続ある社会の構築に欠かせないと考えます。我々

は現状に鑑み，学生・博士研究員・若手研究者と共にある学会として，被災により勉学や

研究活動に影響を受けた若者が勉学や研究の歩みを止めず，未来に希望を持ち活躍してい

くために，日本の全ての大学，研究施設のネットワークにより，学生・博士研究員・若手

研究者への徹底的支援を行っていくことを表明します。既に私達は活動を始めていますが，

こうした支援はなるべく早急にかつ継続的に行うことが必要であり，さらに強化し，国と

協力しながら，被災した大学および研究施設が 1～2年間の間に勉学・研究を落ち着いてで

きる状態になるよう最大限の支援を行います。  

福島第一原子力発電所放射性物質の漏出に対して，海外マスメディアの必ずしも正確で

ない報道にも影響されて国際的に放射性物質による汚染の風評被害が起きており，国民社

会、研究・教育、産業等に様々な影響が出ております。多くの分野の専門家集団から構成

される科学者コミュニティとしての各学会は一致協力して，これまでにも増して国内はも

ちろん各国学会とも協力し，海外の風評被害を抑えるための対応を図ることを表明します。 

 
提言① 1～2年の間，学生・若手研究者が勉学・研究の歩みを止めず未来に希望を持つた
めの徹底的支援を行います 
現状では，被災した大学，研究所では多くの装置，機器類が使用できず，若者たちがこ

れまでの努力を持って得た貴重な勉学・研究の時間が奪われています。また，それによる

勉学・研究への意欲の低下，精神的ダメージが非常に大きいのが現状です。さらに、経済

的問題から生活に対する不安も抱えています。我々は，教育・研究施設の早期復旧復興を

図ると同時に，学生・若手研究者の不安を解消するメンタルケアに力を注ぎます。また，

復興初期段階である当面の間，彼らが勉学・研究の歩みを止めずに未来に希望を持つため

の経済的支援を含む具体的な支援について国と共に最大限尽力いたします。 



 

提言② 被災した大学施設、研究施設、大型科学研究施設の早期復旧復興および教育研究

体制の確立支援を行います 

被災した大学，研究施設では建物の損壊をはじめ，地震によって建物，施設，装置や設

備、貴重な研究資料や試料が破損されました。こうした施設，装置，設備，資料，試料に

ついては，ただ単に震災前の状態に戻すということではなく，予算面からも柔軟かつ効率

的な支援を行っていくことが望ましい。すなわち，全日本の協力体制が欠かせません。研

究体制・研究教育環境の復旧復興にあたっては，今後を見据えて教育研究予算を柔軟に使

用できる工夫が必要です。国税による予算を無駄なく，そして効率的に使用するためにも，

柔軟できめ細かい対応を国と共に最大限尽力いたします。 

被災地域には我が国が有する大型装置を備える研究施設が多くあり，これら大型装置の

被災による損害は甚大です。こうした研究施設，例えば，大強度陽子加速器施設（東海村）

や高エネルギー加速器研究機構（つくば市）の加速器施設やフォトンファクトリー等は，

多くの学生，若手研究者にも利用されています。大型装置を有する研究施設は大電力を要

しますが，電力問題に配慮しつつ，早期復旧復興を目指し，今後も世界をリードする責務

を果たせるように国と共に最大限尽力いたします。 

 
提言③ 国内および国際的な原発災害風評被害を無くすため海外学会とも協力して正確な

情報を発信します 
東日本大震災や福島第一原発事故に関して，各国の学会からお見舞いと励ましや協力の

申し出など心温かいメッセージをたくさん頂きました。一方で，海外マスメディアの報道

に必ずしも科学的に正確でない情報が氾濫し国際的な風評被害を招いています。これによ

り、国民社会、研究・教育、産業等に様々な影響が出ております。我々は国内はもちろん、

各国の学会に可能な限り正確な情報を発信し，各国の学会と協力して，福島原発放射性物

質漏出事故の国際的な風評被害をおさめ，科学技術立国としての我が国の貢献を果たすた

めに最大限尽力いたします。 

 
 上記 3つの提言に対して，我々34 学会学会長は努力を惜しみません。すでに学術会議等

とも連携し迅速な対応を行っておりますが，今我々にできる震災後の社会貢献を上記の 3

点にあると考えました。提言①②は科学を志す若者とそのご家族に向けて，提言③は国民

の皆様全体にお伝えしたいと思います。国民の皆さまのご理解とご支援によって，34 学会

は国や各国の学会と連携し，次代に希望ある日本の未来を築いていくことをお約束いたし

ます。 
 



問合せ先：  
公益社団法人日本化学会会長 日本学術会議第三部長 電気通信大学 特任教授 岩澤 康裕  
〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1 
E-mail: iwasawa@pc.uec.ac.jp  Tel: 042-443-5921 

 
連絡先：  
東京大学大学院医学系研究科 教授 北 潔 
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 
E-mail: kitak@m-u-tokyo.ac.jp  Tel: 03-5841-3526 
 
東京大学大学院理学系研究科・理学部 准教授 横山 広美 
〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 
E-mail: yokoyama@sp.s.u-tokyo.ac.jp Tel: 03-5841-8856 
 
公益社団法人日本化学会 常務理事兼事務局長 川島 信之   
〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台 1-5  
E-mail: kawashima@chemistry.or.jp Tel: 03-3292-6161, 6172   Fax: 03-3292-6318 



President Statement by 34 Learned Societies in Japan 
Japan will not stop progressing scientifically 

 
April 27, 2011 

 
Proposal 1: Execute support for the sake of furthering research without halt for 
the future ambitions of students and aspiring researchers. 
Proposal 2: Execute solid, rapid recovery of damaged university, research, and 
large-scale scientific research institutions as well as provide reliable support of 
the education system. 
Proposal 3: Cooperate with International Societies to insure accurate information 
concerning the Fukushima nuclear accident and to restore confidence. 
 

To the many people who were lost to the great earthquake and Giant 
Tsunami of March 11th, 2011 in northeast Japan we offer our condolence, and to 
those who have lost family members or who continue to suffer from the aftermath 
we offer our deepest sympathy. We also offer our deepest sympathy to those who 
have suffered loss resulting from the natural disaster as well as from the accident 
at the Fukushima Daiichi nuclear power plant. We in the world of science and 
technology also feel pain due to this catastrophe of historic proportions and the 
continuing problems at the Fukushima power station, Nevertheless, at the same 
time we 34 learned societies (440,000 members) are determined to provide our 
combined strength and knowledge to the recovery and renewal of Japan.  
 Beginning with Eastern Japan, universities as well as research facilities 
have received extensive damage. Science and technology are the backbone of 
Japan, with high-level research and human resources being the supporting base 
of our country. In order to conquer the disruption caused by the catastrophe and to 
build a cultured rich society, science and technology are indispensible. We are of 
the position of executing rapid recovery of universities and research facilities and 
reliable support of educational research systems and to continue the advance of 
science and technology.  
 In particular, students, post-docs, and junior researchers who compound 
their efforts day by day to build a future cannot be allowed to lose not only their 
way of life but also their academic pursuits, research facilities, and even their 
future ambitions. We 34 societies presidents believe that those first rate young 



people representing Japan in the future are indispensible for rebuilding Japan 
and a sustainable society. In light of the present circumstances, we declare our 
commitment to support through the network of universities and research facilities 
throughout the country students, post-docs, junior researchers, and related 
associations without pause for the sake of future ambitions. Although we have 
already begun, it is important to continue this support and as quickly possible 
strengthen, in cooperation with the public, these institutions and within one or 
two years return these facilities to a normal state. 
 In addition to direct consequences of the massive earthquake, 
devastating tsunami, and serious reactor accident, the sudden flood of often 
contradictory information has led to confusion and sometimes misunderstanding 
of the actual situation creating a lack of confidence. It is important to coordinate 
and communicate in order to insure the availability of accurate information and to 
restore trust. 
 
Proposal 1: Over the next 1~2 years execute support for the sake of furthering 
research without halt for the future ambitions of students and aspiring 
researchers. 
 Currently, universities and research institutes are unable to use many 
equipment and instruments, and many young people have had precious time and 
effort of study and research stolen from them. Furthermore, the psychological 
damage and loss of motivation has been great. Additionally, there is a shroud of 
economic uncertainty with respect to everyday life. We will plan the rapid 
recovery of education and research facilities while at the same time making 
efforts to ease the anxiety of students and young scientists. We will also during 
the first stage of recovery provide concrete support, including economic assistance 
to support their future goals together with our government to the greatest 
possible extent. 
 
Proposal 2: Execute solid, rapid recovery of damaged university, research, and 
large-scale scientific research institutions as well as provide reliable support of 
the education system. 

In addition to structural damage at affected universities and research 
institutes, equipment, facilities, precious research materials and reagents have 
been damaged. These materials cannot be simply returned to their previous 



condition before the disaster, and flexible, efficient support within budget 
considerations is desirable. 
 Many of our research facilities housing large instrumentation have been 
severely damaged. Facilities such as the High-intensity Proton Accelerator 
(Tokaimura), the High Energy Accelerator (Tsukuba) and the Photon Factory 
have served many students and aspiring scientists. Many of these facilities have 
high power demands, however in the hopes of a rapid recovery, will in concert with 
our government commit to fulfill their responsibility to continue in world 
leadership. 
 
Proposal 3: Cooperate with International Societies to insure accurate information 
concerning the Fukushima nuclear accident and to restore confidence. 
 After the earthquake, tsunami and nuclear accident in Eastern Japan we 
received many warm messages of sympathy and support from other academic 
societies. On the other hand, as with all disasters a flood of information has led to 
confusion and at times incorrect interpretation of the situation. This can have an 
influence on research, education, and industry as well as the general public. We in 
Japan will to the best of our ability cooperate with and provide clear 
communication to other academic societies, to insure that accurate and 
meaningful information concerning the Fukushima nuclear accident is available, 
and to maximize our contribution as a world leader in science and technology. 
 
 We leaders of these 34 learned societies will not fail in our efforts to fulfill 
the above three proposals in a cooperation with Science Council of Japan and the 
related associations. We have thought about the three above measures we can 
take now after the catastrophe to contribute socially. Proposals 1 and 2 are aimed 
at aspiring young scientists while 3 we would like to share with the entire nation. 
With the support and understanding of the public we 34 societies promise to build 
a future of hope for the next generation of Japan. 
 

http://www.csj.jp/news/34seimei-201104.html  (Japanese version) 


