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【個別特集】 

 

フランス国立科学研究センター(CNRS) ミンスター科学政策局長にインタビュー 
 

                       NEDO技術開発機構 パリ事務所 
     2005.10.3 

 

 現在、フランス政府は国の研究・技術開発政策の改革を進めています。そこでフラン

ス最大の研究組織であるフランス国立科学研究センター（CNRS）注１のミンスター科学
政策局長に CNRS を取り巻く研究開発環境と CNRS の戦略などについてインタビュー
をしました。 
 

 

経歴 

 国立宇宙科学研究所(INSU)及び CNRS宇宙科学部ディレクター(1996年～2000年)、
国立海洋開発研究所 (IFREMER)エクゼクティブディレクター及び運営委員会議長
(2000年～2005年)、2005年 7月より現職 
写真 

 2005 年 10 月 3 日フランス国立科学研究センター（CNRS）ミンスター科学政策局
長へのインタビューにて 
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―“科学政策局”の創設など、CNRSは組織改革を行っていますが、この“科学政策局”
創設とトップとしてのミッションをお聞かせください。 

 
―ミンスター科学政策局長 

CNRSは科学へのチャレンジに対応できるように、“科学政策局長”の創設を通して、
自ら CNRS の再構築に取組んでおります。この科学的チャレンジの一つは複雑な研究が
多くなってきたために、それに対応できるように科学分野間の関係を促進させることです。 

CNRSがマネージする 1300の研究ユニット（共同研究室）を内部調査したところ、そ
のうちの約 40％がさまざまな科学分野の研究者の参加が必要な学際的な研究テーマの研
究をしておりました。しかし、CNRSのマネージメントシステムは、個々は非常に自主的
で、強い境界があるために研究ユニットは独立の状態にありました。学際的な研究テーマ

を進めるためには、このような状況はもはや好ましい状態ではありません。 
そのためには研究所、主要プロジェクト、技術に関するマネージメントを通して、各科

学分野部門が共同で研究ができるように支援することが必要になります。この支援が私の

主要なタスクの一つです。これからは多様な科学分野からまた各研究所からの科学者が手

を取り合ってプロジェクトを進めていかなければなりません。 
 
もう一つのチャレンジは、フランスの国家研究開発システムの変化に CNRS が適応し

ていくことです。研究開発システムの具体的な変化には以下のものがあります。一つは

益々自主的運営が強くなる大学、二つ目は研究に関する国の組織としての責任が増加する

地方の組織（我々がフランスの「地方」と呼ぶもの）の存在があります。フランスで現在、

給与を除いた研究所予算の約 7%は地方から来ており、それは増加傾向にあります。 
三つ目は、欧州研究フレームワーク計画注２のフランスの国家研究システムの中でのウ

エイトが増していることです。特に次期フレームワーク計画の予算は大幅に増加する予定

ですのでさらにその影響力が強まります。また、二者間協定や欧州研究ネットワークのよ

うな組織レベルでの直接的な関係も増加しています。 
 
そのために、我々はこれらの変化する世界に適応するために考えたアイデアが、CNRS

の科学政策のマネージメント機能を強化させることでした。これが科学政策局を創設した

理由です。 
CNRSは誰にでもより明解に科学展望を提供していくことが責務であります。それには

我々が、科学と技術を展望する能力を補強していかなければならないことを意味していま

す。 
首尾一貫したフランスの国家研究システムを構築するために、研究予算を扱う多くのプ

レーヤーに、CNRSは共通のプライオリティーと展望を示していかなければなりません。 
これはフランスの科学ビジョンの創設に貢献する CNRS の義務です。そして、これら

は科学展望とビジョンを担当する CNRS 科学政策局が中心となり科学者と協力して行う
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ことになります。 
 
―今年、フランスでは国立研究エージェンシー(ANR)注３、産業革新庁(AII)注４の設立など
基礎研究及び産業技術開発の改革をされていますが、この改革に対応して、CNＲS で
は今後どのような研究活動をされますか？ 

 
―ミンスター科学政策局長 
基本的にはANRの創設は既に存在している機能をより完全な形のあるものにしたとい

うことだと思います。フランス研究省が扱っていた２つの研究開発公募型予算である国家

科学基金(FNS)及び技術研究基金(FRT)を ANRが扱うことになります。 
これにより政府から独立して予算を扱うことになります。これは研究開発体制の進歩と

なり、より予算執行の透明性が確保されます。また、科学者と研究資金システム間の信頼

向上にも役立つと思います。さらに、今回の改革では、これまでの研究機関型支援よりも

プロジェクト支援への予算比率を増加させることがあります。 
これは研究マネージメントの方法にもインパクトを与えると考えています。 

 
一方、AIIの場合はケースが異なります。以前にこのような機能は存在しませんでした。

予算も大きく、公的研究機関と組んだ産業界主導でマネージメントする大型イノベーショ

ン・プロジェクトに焦点を当てて AIIが支援します。 
我々は AIIが将来選ぶプロジェクトや、資金配分に関して熟知はしていませんが、AII

が公的研究機関と民間研究機関とのパートナーシップの強化と、より多くのイノベーショ

ン創造の機会を増やすのに貢献するものと期待しています。 
 
一方、科学者が個々に ANR、地方、及び欧州連合と直接プロジェクト契約が可能にな

ったことで、研究所は外界に更に開放的になっています。今や研究所は欧州各国からの科

学者が参加する多くのプロジェクトが同一場所で交差しあいながら実施される場所にな

っています。 
この開放性は科学にとって当然良いことですが、しかし、これは研究所がこれまでとは

全く異なったものになることを意味しています。私は何時でも研究システムは変化に対し

てオープンであり、適応の備えがあり、そして旧態依然とした状態には止まるべきではな

いと確信しております。 
 
私たちはさらなる変革の中で生きていくことになります。この変革は 90年代の初めか

ら続いています。私の個人的見解では、この変化に逆らうべきではなく、我々はより開放

的な世界で成果の出せる研究所になる手助けをすべきだと思います。 
これが CNRS が研究所に対する直接の管理は弱めて、そのかわりに科学政策局が将来

ビジョンと戦略を研究所に示していく理由です。 
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―欧州委員会(EC)から次期の第７次フレームワーク計画（FP７）草稿が発表され、検討、
議論がなされているところ。その中で FP7 では、基礎研究からより実用化研究開発へ
重きを置くとも伝えられていますが、これも含めて、FP7 案に対する評価をお聞かせ
ください。 

 
―ミンスター科学政策局長 
私は FP7が単に基礎研究のみを支援するとは思っていませんが、ほぼ 30年前の開始当

初からフレームワーク計画は常に欧州の社会経済発展とクリエーションのための基礎研

究に重きを置いていることを忘れてはいけません。 
例えば FP 7の提案の中には、基礎研究をサポートする欧州研究評議会(ERC)の新規の

創設があります。FP7は準備中ですから今後変化はするでしょうが、私は以前のどの FP
よりもより基礎研究に枠が与えられていると思っております。また優先研究領域を見た時、

FP6と殆ど変化がありません。環境、農業資源、エネルギー、イノベーションのための科
学と技術、社会人文学系など殆ど同じと言っても良いくらいです。 
確かにイノベーションのためのテクノロジー・プラットフォームという新しいツールが

存在しますが、ERCのような基礎研究のための新しいツールも存在しています。 
 
一方、FP7の主要な問題はテーマやツールではなく、その予算規模だと考えています。

欧州委員会による提案は、FP7 の予算を 2 倍にするとしています。ヨーロッパの科学者
は 2倍になることを大いに歓迎しております。もし実際に倍になれば、研究所におけるプ
ロジェクトの構築方法が変わると思っておりますが、しかし実際にどのようになるのかは

判かりません。 
 
欧州委員会による優先研究領域の選択は、ヨーロッパにおける実際の研究開発に対して

中程度のインパクトがあるとすると、予算倍増は実際の研究開発に対して大きなインパク

トを与えることになると思います。 
しかし、実際予算が倍増になれば、FP 7における優先研究領域の選択についても、こ

れまでの FPよりもずっと多くの研究所に影響を与えることになるだろうと思います。 
ボーナスとそれが創り出す障害を実際に分析せずに事が進んでいるため、ボーナスは予

算が増えることで魅惑的ですが、それがもたらす変化と障害については判りません。 
 

―NEDOは技術研究開発マネージメント機関として、日本の産業競争力の強化を目的に、
プロジェクト推進に努力しているところ。そのためには、技術ロードマップ、プロジェ

クト評価、産学官連携などが重要との認識をもっていますが、これらについての知見を

いただけますか？ 
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―ミンスター科学政策局長 
CNRSの使命は単に基礎研究だけではなく、社会経済ニーズに即したテクノロジーの探

求も含んでおります。CNRSの研究所の多くが技術開発を行っていますが、これは産業界
へ即時にトランスファーできるレベルのものではなく、それよりは基礎的な技術開発に重

きを置いています。 
事実、CNRSでは技術サイドの研究活動に重点を置くようになってきています。その為

に CNRSの中に、“エンジニアリング科学部”(Science for Engineering Department) 及
び“情報通信科学・技術部” (a Science and Technology for Communication and 
Information Technology Department)に替えて、生命科学、化学、コンピューターサイ
エンスなど多くのフィールドでのテクノロジーニーズに焦点を当てる“横断的エンジニア

リング部”(Transverse Engineering Department)を創設しました。 
 
次に、ロードマップ、プロジェクト選定、プロジェクト開発、成果評価等に関すること

ですが、これらの事項は私にとっては研究マネージメントに関することになります。

CNRSでは研究機関支援よりもプロジェクト支援への予算を増加させており、特にテクノ
ロジーに絡んだ複雑な科学と向き合っているという事実が、我々に大型で学際的なプロジ

ェクトの開発手法に関して更なる検討を必要としています。 
現在我々が準備中の「ゼロ・エネルギー・ビルディング」プロジェクトを例に取ってみ

ると、このプロジェクトでは太陽光発電、ビルディングのセラミック材料、建築技術、そ

して新技術使用に関する住民の許諾、産業界との関係など、工学から人文科学に渡った多

くの異なるコンペテンスの組み合わせが必要になります。 
 
そこで大型で複雑なプロジェクトを成功させるには、分析、コスト管理、リスク・マネ

ージメント、意思決定などに関する我々のプロジェクト・マネージメント能力を改善しな

ければなりません。これは私のタスクの一つと考えています。CNRSは単一分野の大型の
プロジェクト・マネージメントの経験を持っていますが、学際的な大規模プロジェクトと

なってくると経験がありません。 
そこで、我々はそれを改善する方法を模索しており、そのためには他国の実績を多数調

べて比較検討するのが有効と考えています。日本のこの面のアプローチを当方も勉強した

いのが私の希望の一つです。 
もちろん、我々は産業界への移転において非常にアクティブです。これは、我々が言う

ところの“valorisation”（価値を生む）の部門及び地方の研究所サポートを実行するエン
ジニアのネットワークが、これらの産業界との連携を援助しています。 
この様な産業界のイノベーションのための戦略展望に関しては、科学政策局においてそ

の戦略ビジョンが練られているところです。 
 
一方、CNRSの研究範囲は社会経済分野から産業フィールドをカバーしている理由から、
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CNRSが、全てのイノベーションニーズ、技術変化やこれら全ての戦略を理解するのは大
変困難なことです。そこで我々は優先分野の選択が必要になっています。これらの選択は

我々と協力する産業界の要望により方向づけられとともに、政府レベルの方針に基づきま

す。 
フランス政府は最近“Competitiveness Poles”（競争力クラスター）注５を選んでいます。

これはイノベーションのために様々な分野における官民の研究部門が協力するというコ

ンセプトです。 
CNRS はこれらの多くのパートナーとなっています。現在 67 ある Poles のうち 15 は

世界スケールのもので、CNRSはこれら 15 Poles のうちの 14､及び他の Poles のうち
の 19のパートナーとなっております。我々のアクティブな取り組みがお分かりいただけ
ると思います。 
 
もちろん、それらのいくつかは既に存在していた Polesもあります。例えば、我々が関

連しているグルノーブルのナノテクノロジーのためのサイエンス＆テクノロジー、トゥー

ルーズの宇宙＆地球科学、ブレストの海洋科学、シャンパーニュ・アルデンヌ地方の農業

科学です。しかしこれらにも産業界とのパートナー協定のための新しいメカニズムが導入

されています。 
 

CNRSは社会経済分野から産業フィールドを全てカバーすることは難しいことから、今
後、これらの Polesを通して産業界との協力に集中していくことになるでしょう。日本に
対する私の見識では、日本ではすでに産業界と公的研究機関の間でパートナー協定が存在

しています。そして、それは我々が Polesの中で目標にしているもののように思えます。 
我々は他の国々を訪問してその経験を調べ、どのように機能しているのかを知ることが

重要であると思います。私はフランスは謙虚に他国の活動にもっと注意を払わなければい

けないと思っております。私どもは、協力なしに自分たちだけで出来る、と言える立場に

はもはや無いのです。 
 
―今後の技術研究開発の推進には、国際協力が求められる一方で、ますます技術研究開発

の大競争時代となり、競争的テーマは国際協力がしづらいとの面もあります。これを踏

まえて、CNRSは今後、国際協力をどのように進めるべきと考えていますか？  
 
―ミンスター科学政策局長 
この質問はいくつかの観点をもっていると思います。 
まず最初に、基礎研究に関しても、イノベーションに関しても双方とも国際的な競争は

増加していると言えます。国家レポートが指摘するように、フランス産業界はフランス国

内での研究開発よりフランス外での研究開発を展開しています。フランス産業界にとって

我々フランスの研究所は魅力に欠けているということになります。これは、単に研究員の
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給与格差だけの理由ではないと思います。 
そこで、我々の能力、知識を踏まえて産業界と更にコミュニケーションを図ることが大

変重要なことになります。再び魅力あるフランスの研究所にしなければなりません。この

点では、先ほどの Polesのコンセプトが産業界と公的研究所との地域での協力関係を強め
ることに貢献すると期待しています。 
 
世界スケールでの関係及び競争の状況は全ての科学分野で同一ではないことを指摘し

たいと思います。仮にフランスの研究のビジョンと目標が、全ての研究所が世界クラスの

競争力を持つという野心を持つべきだとしても、世界スケールで研究をする理由は分野ご

とで異なっています。 
例えば、科学技術においては、特別なツールを持った研究所と協力して活動しなければな

りません。私の専門分野の海洋科学で例に挙げれば、日本と共同で研究した経験があります

が、これは日本は我々が持たないツールを持っていたからで、同様にその逆もあります。 
 
一方、課題によって、協力する理由やメカニズムは異なります。例えば、地球科学では

チベットでの研究が必要です。熱帯雨林であればブラジルやアフリカ等での研究が必要と

なります。 
情報通信分野やマイクロ・ナノテクノロジーの分野に関しては、アジアとの関係は重要

です。これは我々の協力が日本との協力を維持、強化をするのみに留まらず、シンガポー

ル、中国、韓国等との協力も考えられるということです。 
CNRSの場合、多くの科学を取り扱っているので、このような視点で注意を払うことが

特に重要になっています。 
 
他の問題としては、フランスでは、我々のところに協力を求めて来る人々を待つのが習

慣になっていることです。競争は国際パートナー選択に率先性を求めなければならない点

に変化しています。我々のところに協力を求めて来る人々を待ってはいけません。待たな

いでこちらから、協力分野と国の選択を同時に行う必要性があります。 
この点では、最優先は欧州研究領域(ERA)です。研究所の設立、プロジェクトの立ち上

げ、共同研究投資、共通な評価法等、我々がフランスで実行しているノウハウをヨーロッ

パレベルで適用していく必要があります。 
 
最後は途上国関係ですが、確かに協力は活発ではありません。ほとんどは小さな研究所

とのローカルなプロジェクトです。しかし、フランスは発展途上国の開発に寄与する義務

があると考えています。協力には彼らの高水準教育と開発のための研究システムが要求さ

れますが、良い研究所がある場合は常に、協力を惜しみなくします。政治的配慮からアフ

リカと地中海沿岸諸国が我々の優先地域となります。 
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―CNRSは様々な国際共同研究を行っておられますが、今後、日本また NEDOとの協力
関係について、期待するところは。 

 
―ミンスター科学政策局長 
我々は情報・通信、ゲノムなどの科学技術分野で日本との協力関係があります。これら

バイオインフォマティクスやタンパク解析などは多くの課題がありますので国際協力が

必要です。日本が大変進んでいる分野がいくつかあります。米ゲノムなどがそうです。他

の分野では我々がより進んでいるものもあります。 
ここで重要なことは他の国が実際に何をどうやっているかを理解することは付加価値

をもたらしてくれるということです。気候科学も重要な問題で、我々の大きな関心は、フ

ィールド実験や欧州のものより高い能力を持つ日本の地球シミュレーターを使用したコ

ンピュータ解析に関するパートナーシップです。 
 
素粒子物理の分野では、日本の科学者が CERN（欧州素粒子原子核研究機構）との共

同研究で欧州へ来る際は、彼らが実験の準備と議論を CNRS の研究所でしていただくこ
とを私どもは大変歓迎します。議論と情報交換を通してお互いの知識から双方が利益を得

ることができる協力協定を歓迎します。 
我々は、また、成層圏研究のための EISCAT(欧州非干渉散乱レーダー)などで日本と

数カ所の共同施設を持っています。また ITER（国際熱核融合実験炉）での協力が始まり
ます。ITER に関しては、CEA(フランス原子力庁)がフランスの主担当ですが、CNRS
のチームも流体力学、材料科学、中性子吸収材、プラズマ現象などの研究で ITERに参加
します。 
 
私は国際協定に基づく国際共同プロジェクトは、共同で研究所を新設するよりも、より

シンプルでより柔軟性がある優れた方法だと考えています。 
 
              （取材：深澤和則、原田智恵子、クリストフ ドゥブイ） 
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（注釈） 
 

（１） CNRS 
 

CNRS（フランス国立科学研究センター）は、1939 年に設立され、科学全般にわたる広範囲な分野を
対象にした主に基礎研究を行っているフランス最大の研究行政機関。年間予算 22億 9,900万ユーロ（2005
年）、職員数 2万 6千人（内 研究者約 11,600名）。支部は国内 18カ所、海外 10都市（ブラッセル、東
京、北京、ワシントン他）。専門分野は、数学物理、核物理、情報工学、基礎工学、宇宙工学、化学、生

命科学、人文社会科学で、分野別に 8 つの部署を持ち、国内各所に 1,256 の研究ユニットを有する。最
近では、都市工学、生活様式・人間科学、環境・健康問題、通信技術等における物理学と化学間の相互

作用の研究といった新規分野も手がけ、社会のニーズに絶えず対応し続けている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総局 

 

欧州・国際関係（DREI） 

産業関係・技術移転

（DRITT） 

コミュニケーション

（DirCom） 

総務 

数学、情報、物理、地

球・宇宙工学（MIPPU） 

化学 

生命科学 

人文社会科学 

環境・持続可能

な開発（EDD） 
基礎工学 

IN2P3（核物理） INSU （宇宙

科学研究所）

2006 年 1 月 1 日からの新組織図（概要） 

科学政策局 

局長 ミンスター氏 

理事長 

Management Committee 
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(注２)欧州研究フレームワーク計画 

 
フレームワーク計画は 1984年に開始された EUの最大の研究開発支援制度。現在は第６次計画（2002

年～2006年）を実施中で、2007年～2013年の予定で第 7次計画が予定されている。 
欧州委員会によれば、FP7 は従来のフレームワーク計画のコンセプトを継続しながら、より欧州産業

界のニーズに関連する研究開発に重点を置くとのこと。FP7 新規の‘アイデア’は「EU レベルでは初

のピアレビュー評価機関となる欧州研究評議会(ERC)を設立し、最先端研究の支援をするもの。また人材
養成の強化及び研究開発能力の強化が図られる。 
現在の FP6（2002年～2006年）の予算は 5年間 16,270百万ユーロ（約 2兆 3千億円）。 
一方、準備中の FP7は期間が 7年間（2007年～2013年）となり、予算規模は 72,726百万ユーロ（約

10兆円）と大幅な予算増加を予定している。 
 

(注３) 国立研究エージェンシー（ANR）  
 
2005年 1月にフランス研究省から独立した機関として設立される。国立研究エージェンシー（ANR）

の設立目的は、「基礎・応用研究、イノベーション、及び官民の協力を支援して、公的研究成果の産業化

を促進させる」こと。 
これまでは、フランス研究省は「国家科学基金(FNS)」を、機関助成の形で国立研究機関に支出。また、

「技術研究基金(FRT)」により、民間企業の助成を行っていた。 
これからは、ANRがプロジェクト公募、ピア・レビューによる評価・採択、ファンディング、プロジ

ェクト管理を一貫して行い、効率性と透明性をより高めるためのプロジェクト助成方式に切り替える。 
2005年度の予算は 3億 5千万ユーロ（約 500億円）。 

 

(注４) 産業革新庁（AII） 
 
2005年 1月シラク大統領の要請を受けた仏特殊ガラス大手メーカのサンゴバン会長ベファ氏がフラン

スの産業技術政策提言の報告書を発表。 
報告書によると、これまでは国の大型産業技術支援により航空・宇宙産業、原子力産業、電子産業で

成功を収めたが、これまでの方策は現在のハイテク産業の大競争時代には則さなくなっており、大型産

業技術支援の改革が必要。 
そのために、「産業イノベーションのための大型プログラム」の創設とこれらプロジェクトを一元的に

管理する「産業革新庁（AII）」の設立を提言。これを受けて、2005年 8月に AII設立が公布された。 
AIIはプロジェクトの選考、ファンディング、プロジェクト管理から、進捗状況評価によるプロジェク

ト間の予算配分調整などを行う。 
2005年度の予算は 10億ユーロ（約 1.4千億円）。仏テレコムの民営化株式売却益 5億ユーロを充当の

予定。 
プロジェクトの分野はナノテクノロジー、バイオテクノロジー、エネルギー、環境などで、プロジェ

クト規模：期間 5年～15年、予算は 2千万～2億ユーロ（1プロジェクト、1年間当たり）、補助率は 50％
が上限。2005年は約 10プロジェクトを予定。 
 

（注５）競争力クラスター 
 
フランスの産業マップを塗り替え、近代化することを目的としたイニシアティブで、2006～2008年に

配分される資金は 15億ユーロになる見込み。 
同イニシアティブは、産業競争力を支える要因、特に研究主導の技術革新に取組むために、2002年に

着手されたフランスの広範にわたる産業戦略の一つ。 
フランス政府は、これらの「拠点」を欧州における類似クラスター・ネットワークの一部とみなして

おり、海外クラスターとの協力の可能性に前向きな姿勢を示している。                     




