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サンゴバン株式会社 
フランス国立科学研究センター（CNRS） 

独立行政法人 物質・材料研究機構 
 

 
サンゴバン社とフランス国立科学研究センター（CNRS）が 

NIMS に国際共同研究ユニットを共同開設 

 
 
フランスに本社を置くサンゴバン社とフランスの国立科学研究センター（CNRS）1

 

が共

同開設する国際共同研究ユニット（略称：UMI-LINK）が、つくば市に所在する独立行政

法人物質・材料研究機構（NIMS）に設置され、研究開発活動を開始しました。 

フランスに本社を置くサンゴバン社（Saint-Gobain）及びフランス国立科学研究センター

（CNRS）、および、独立行政法人物質・材料研究機構(NIMS)は、日仏間の材料科学・材

料工学の交流・融合とそれに基づくイノベーションの実現を目指し、新しい国際共同研

究ユニット(UMI) 2

 

となる、「LINK」(Laboratory for Innovative Key Materials and Structures)
を開設しました。１０月２８日（火）１６時からNIMS並木地区NanoGREEN/WPI-MANA
棟オーディトリアムで開催される記念式典には、ティエリ・ダナ 在日フランス 大使等も

出席される予定です。 

CNRSには、国際共同研究を推進するための仕組みとして、国際共同研究ユニット(UMI)
という仕組みがあります。UMIは、CNRSが他の機関と共同で開設する研究ユニットです。

このたび、CNRSとサンゴバンが主体となって新しいUMIであるLINKを開設することと

なり、そのLINKは、日本のつくば研究学園都市にあるNIMSに開設されることとなりま

                                                 
1 仏原語：Le Centre National de la Recherche Scientifique: CNRS  
2 仏原語：Unité  Mixte  Internationale: UMI  
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した。後述の通り、これまで、サンゴバンとCNRS、CNRSとNIMS、NIMSとサンゴバン

という２社間の協働による研究・開発が進められてきました。そうしたなか、サンゴバ

ン、CNRS、NIMSの３者協働によって、日仏の材料科学における協力関係の深化や物質・

材料の研究・開発の加速を実現するための連携研究体制の構築についての議論が進めら

れてきました。2013 年 6 月に、仏・フィオラゾ 高等教育研究大臣、山本一太大臣の臨席

の下に、UMI設置に向けてNIMS, CNRS, サンゴバンの３者が協働することの基本合意書

(LOI)が調印されたことにより、連携の具体化がさらに加速されました。そうした３者に

よる努力の結果、サンゴバンとCNRSが共同開設するUMI組織であるLINKを、NIMSに設

置する運びとなりました。サンゴバンとCNRSは、これまでに、フランス国内での共同研

究ユニット(UMR)3

 

を開設・運営してきました。しかし、サンゴバンとCNRSが共同して

フランス国外に研究ユニットを開いたことはなく、LINKは、サンゴバンとCNRSによっ

て開設される初めての国際共同研究ユニットとなります。 

 新しい研究ユニットの誕生は、サンゴバン、CNRS 及び NIMS３者のこれまでの長期に

わたる協力関係の賜物です。フランスにおいては、サンゴバンと CNRS は仏国内の オー

ベルヴィリエ(Aubervilliers) と カヴァイヨン(Cavaillon)のそれぞれのサンゴバン研究所内

に UMR を設立しております。また、NIMS とサンゴバンは、2010 年 6 月に調印された協

定のもとに NIMS 内に設置された NIMS－サンゴバン先端材料研究センター（NIMS－サ

ンゴバン COE センター）において、既に５年以上にわたり複数の共同研究を実施してお

ります。さらに、NIMS と CNRS の間では、長年にわたって CNRS 研究者と NIMS 研究

者の緊密な研究協力がなされてきており、2012 年 5 月には CNRS と NIMS の間で包括連

携協定が締結され、日仏の機関によってワークショップが共催されるなど、活発な研究

交流が進められてきています。 
 
 このサンゴバン、NIMS、CNRS の３者協働による新しい研究ユニットの設置というプ

ロジェクトは、ハイレベルの研究者の国際協力関係構築の革新的なモデルです。LINK に

おける研究は、新規物質の創成、即ちその合成、精製プロセス、物理化学的性質の測定

などを含みます。これらの研究分野は、材料化学に関連する研究ユニットを傘下にもつ、

CNRS の化学研究所（Institute of Chemical Science: INC）がもとより得意としてきた分野

であります。一方で、これらの研究は、特徴的なナノ構造の評価手法やその物性モデリ

ング手法、さらに、ナノ材料の特徴を発揮させる材料化技術を有する NIMS の研究チー

ムや、NIMS の卓越した研究施設・設備の強力なサポートを受けて進められることにな

ります。 
 
 本プロジェクトはサンゴバン社の基礎・基盤的研究活動を強化するプログラムの一部

でもあり、サンゴバングループの研究者のスキル向上や才能ある若手研究者のリクルー

トのため、国際レベルの大学や公的な研究機関との共同で遂行されるものであります。

NIMS は、日本において技術者人材の育成を担う研究ハブとしての役割を担うことが期

待される研究機関であり、NIMS のそうしたアクティビティーも、UMI が NIMS に設置

                                                 
3 仏原語：Unités Mixtes de Recherche: UMR 



される大きな動機となりました。 
 
 CNRS は既に日本国内に３カ所の国際研究ユニットを設けております。即ち、東京大

学生産技術研究所に設置された「統合的マイクロメカトロニクスシステム研究所

（LIMMS）」、産業技術総合研究所に設置された「AIST-CNRS ロボット工学連携研究体」、

国立情報学研究所に設置された「日仏情報学連携研究拠点（JFLI）」です。今回の NIMS
における LINK の設立は、日本における CNRS の立場をより強固にするものです。 
 
 今回開設された UMIにおいては、特に、新しいナノ構造を持った物質について、その

物理的・化学的な性質の解明という学術的な研究を進めるとともに、そのナノ構造を産

業社会において活用するための探索的な応用研究がすすめられます。新しい機能を持っ

た物質・材料の開発は、サンゴバンという企業における研究開発という枠組みを超え、

産業社会、あるいは、人間社会に対し、安全・安心の提供、あるいは、その効率化など、

様々な波及効果をもたらすものとして強く期待されます。さらなる、日仏関係の深化や

科学技術のグローバルな発展を目指し、サンゴバン、CNRS、NIMS の３者による努力を

継続し、社会に大きなベネフィットをもたらせるよう、研究開発を加速して行くつもり

です。 
 
  



 

  サンゴバンは住環境における世界のリーディングカンパニーです。建築材料や高機

能材料の開発から製造、販売までを手がけており、世界の経済成長、エネルギー資源の

節約、環境保護への革新的解決策を提供しています。2013 年の売上は 430 億ユーロ。世

界 64 カ国で約 19 万人の従業員が事業に携わっています。 

サンゴバン社について 

 サンゴバン社についてのより詳しい情報は web サイトでご覧ください。 
 グローバルサイト www.saint-gobain.com<http://www.saint-gobain.com> 
 日本サイト www.saint-gobain.co.jp<http://www.saint-gobain.co.jp>  
 

 フランス国立科学研究センター（CNRS）は公的研究機関として 1939 年に設立されま

した。そこでは新たな知識が創成され、これを社会に奉仕できるよう還元されています。

従業員はフランス全土で３万３千人以上、約１１００の研究及び支援ユニットがあり、

幅広い科学分野の研究が行われています。多くの著名な研究者が、研究歴のある時点で

CNRS において研究を行っております。20 名のノーベル賞受賞者と 12 名のフィールズ賞

受賞者を輩出するなど、CNRS は長く輝かしい伝統を有しております。 

フランス国立科学研究センター(CNRS)について 

 CNRS は、他機関との協働で共同研究ユニットを設置し、そこでの研究を推進してい

ます。共同研究ユニットには、UMR(Unités Mixtes de Recherche: Mixed Research Unit)と
UMI (Unité  Mixte  Internationale: International Mixed Unit)の形態が存在します。UMR は、

フランス国内に設置される共同研究ユニットであり、仏国内の大学や企業の中に、共同

研究の推進のために設置されており、そこでは、大学や企業の研究者と CNRS の研究者

が協働して研究開発を進めます。一方、UMI は、特に国際的な共同研究のために設置さ

れる国際共同研究ユニットです。 
  

 つくば研究学園都市に所在する研究開発のための独立行政法人であり、我が国の物質・

材料に関する中核的な拠点として位置づけられる研究機関です。基礎的・基盤的な研究

開発や、研究支援、人材育成などのミッションを遂行し、特に、「使われてこそ材料」の

モットーの元、基礎的・基盤的研究開発の成果の社会還元、社会実装を目指した研究開

発が進められています。また、研究・開発活動における国際化、グローバル化を率先し

て推進する研究機関であり、フランスをはじめとする多くの国や機関との間で共同研究

に関する協定を締結し、国際的な物質・材料研究機関としての発展を目指しています。 

NIMSについて 

 

 フランス国立科学研究センター(CNRS)の化学研究所(INK)の元に設置された国際共同

研究ユニット(UMI)の 1 つ。正式名称は、 

LINKについて 

    Unité  Mixte  Internationale (UMI) 3629  
 Laboratory for In
 

novative Key Materials and Structures (LINK) 

 
 



本件に関するお問い合わせ先 
 

広報担当 山口 麻衣子 
サンゴバン株式会社 

〒102-0083 千代田区麹町 3 丁目 7 番地 サンゴバンビル 7F 
Tel. 03-3288-7515 
E-mail: Maiko.Yamaguchi@saint-gobain.com 

 
 

日本・韓国・台湾事務所 代表 ギィ・フォール 
フランス国立科学研究センター（CNRS） 

〒150-0013 渋谷区恵比寿 3-9-25 日仏会館６階 
TEL:  03-3443-8551 
E-mail: guy.faure@cnrs.jp 
 

 

○共同研究体制に関すること 
独立行政法人物質・材料研究機構  

エネルギー・環境材料部門長 大橋直樹 
TEL:  029-860-4867 
E-mail: OHASHI.Naoki@nims.go.jp 

 
○報道・広報に関すること 
企画部門 広報室 
〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-2-1 
TEL: 029-859-2026, FAX: 029-859-2017 
E-mail: pressrelease@ml.nims.go.jp 

 


