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物質・材料研究機構（NIMS）は、我が国の物質・材料科学技術の水準の向上を図ること

理事長からのメッセージ
President Message

国立研究開発法人の研究機関です。
を目的として設立された、独立行政法人の研究機関です。

21世紀の社会は、環境・エネルギー問題、資源問題、食糧問題など多くの課題に直面して
おり、持続的な文明社会に資するイノベーションと科学技術を基にした国際協調力がます
ます重要になっています。

理事長 潮田 資勝
President Sukekatsu Ushioda

NIMS はイノベーション創出を目的とし国策に基づくプロジェクト研究を遂行し、世界の
持続的発展に貢献していきます。最先端の物質・材料研究を通じて “人類の明日の担い手”
として参加する方々との出会いを期待しています。
The National Institute for Materials Science (NIMS) is an
Independent
Administrative
Institution
(IAI)
a National
Research
and Development
Agency,
research
center,
which with
was established
with
the mission
improving
the level
of materials
scienceinand
which was
established
the mission of
improving
the of
level
of materials
science
and technology
Japan.
technology
in Japan.
Because the society of the 21st century confronts many challenges, as exemplified by the problems of
the environment and energy, resources, and food supplies, international cooperation capabilities based
on science and technology and innovation which support a sustainable civilization and society are
increasingly important.
NIMS conducts project research based on national policy with the aim of creating innovation, and
thereby contributes to sustainable global development. We hope to meet people who will participate as
“bearers of the future of humankind” through advanced materials research.

採用についての詳細はウェブサイトをご参照ください。
For the details, please check the website.

http://www.nims.go.jp/employment/index.html
NIMS のミッション

1.

物質・材料科学技術に関する基礎研究および基盤的研究開発
Basic scientific and engineering research

Missions of NIMS

2.

研究開発成果の普及とその活用の促進
Utilization of research results for society

3. NIMS の施設および設備の共用
Shared use of advanced facilities and equipment

4.

研究者・技術者の養成、およびその資質の向上
Training of scientists and engineers

NIMS を目指す

専門性、独自性

皆さんに望むこと

Specialty and Originality

NIMS expects your...

研究成果、将来ビジョン
Research Accomplishments and Future Objectives

他研究機関、研究者との連携
Collaboration with other research institutes

外部資金獲得力
Earnings from outside funds

英語力
English communication skill

研究職採用の基本的流れ
Recruitment system

審査方法
About screening

NIMSで働くことを希望する研究者（博士号取得者）
Candidates（Ph.D. holder）

書類選考 Document Examination
Application Form
● Research Accomplishments
● Future Objectives
● 主要論文別刷り
（3編以内）
Reprints can be included (no more than 3 papers)
● Publication list
●

ICYS公募
Open Recruitment of ICYS
審査 Screening

公募
Open Recruitment

ICYS研究員
ICYS Researcher

審査 Screening

面接審査

Interview

● プレゼンテーション
（英語）

これまでの研究実績と将来の研究計画について

Presentation for your research proposal and research
accomplishments (in English)

審査 Screening
●

質疑応答

Discussions
●

審査結果により
Depending on the screening results

キャリア形成
研究職員（任期付）
Career-Building
Researcher
（Fixed term）

定年制
移行審査
Screening for
transfer

定年制研究職員
Permanent
Researcher
（Age retirement system）

＊ICYS（International Center for Young Scientists）若手国際研究センター

推薦状

Recommendation Letter

最終審査

President Interview

● プレゼンテーションと質疑応答

Presentation and Discussions

採用決定 Final Decision

待遇・勤務

Salary and working conditions

■ 給与：経験などに応じて決定。他に諸手当

■ Salary : Will be decided based on experience, etc. Allowances
(dependent allowance, commuting allowance, etc.) will be
provided on conditions.
■ Salary raises and bonus : Salary will be raised once a year (July).
There is a bonus twice a year (June and December).
■ Working hours : Standard system : 8:30 a.m. - 5:15 p.m.
The flex-time system and the discretionary work system are in
place.
■ Holidays : Saturdays, Sundays, public holidays and year-end and
New Year holidays are off days. Paid vacation and summer vacation
and special holidays for wedding and maternity leave, etc.
■ Perquisites : Medical benefits and pension plans are available by
joining the National Public Service Personnel Mutual Aid
Association.

（扶養手当、通勤手当など）
例：H25 年度見込み
学位（博士）取得直後：

平均年収 516 万円（税込）

学位（博士）取得後３年：平均年収 552 万円（税込）

■ 昇給・賞与：昇給年 1 回（7 月）
、賞与年 2 回（6 月・12 月）
■ 勤務時間：標準 8 時 30 分から 17 時 15 分。
フレックスタイム制・裁量労働制もあり
■ 休日・休暇：土日祝日・年末年始、有給休暇
他に、夏季・結婚・出産などの特別休暇
■ 福利厚生：国家公務員共済組合加入
＊エンジニア職の採用手順は基本的には研究職に準じます。
給与の例：学位（修士）取得直後：平均年収 422 万円（税込）
＊平成 26 年 6 月までは、給与減額措置により平均年収に比べ
給与が減額されて支給されています。

女性研究者の皆様へ

For female researcher

■ NIMS は、2009 年、次世代育成支援対策推進法に基づく「子

■ In 2009, NIMS has been certified as an institute implementing the
Program for Child-rearing Support at Work based on the Act for the
Advancement of Measures to Support Raising the Next Generation
of Children. NIMS has established a work environment that
facilitates handling both a career and the responsibilities of raising
children.
■ Flexible working systems, such as the flex-time system and the
discretionary work system, are in place.
■ Maternity leave, child care leave, part-time work for child care and
family care leave are available.
■ Researchers, engineers and administrative staffs who take care of
children or other family members may be provided with personnel
expenses to employ a technical or administrative staff for 1 year.
■ NIMS encourages applications from female researchers.

育てサポート事業主」の認定を受けました。仕事と子育てが両
立できる環境を整備しています。
■ フレックスタイム制、裁量労働制などの柔軟な勤務形態を選べ
ます。
■ 産休、育休、育児短時間勤務、介護休業などの制度を整えてい
ます。
■ 育児・介護中の研究職、エンジニア職、事務職に

1 年間の研究業務員等の配備を行っています。
■ NIMS は女性研究者の活躍を応援しています。
女性研究者の積極的な応募を歓迎します。

研究者の声
Messages from NIMS researchers

女性、外国人にも
大きなチャンスが
中国で大学卒業後、交換留学制度を利用して日本に来ました。日本で博

NIMS では、性別・国籍を問わず、

士号を取得し、NIMS で 3 年間ポスドクを経験した後、正規職員になりま

多くの優秀な研究者が勤務しています。

した。出産したときはとても大変でしたが、当時の上司や周りの人たちが、
励ましてくれたこともあり、乗り越えることができました。現在はセンター長

みなさんに研究環境や成果について、

として環境浄化などで期待される光触媒の研究を行っています。

語ってもらいました。

Great opportunities are equally given to
women and non-Japanese researchers

The interview messages
about their research results
and the research
environments at NIMS

After finishing my undergraduate course in China, I came to Japan through
a student exchange program. I obtained my doctoral degree in Japan, and
worked as a postdoctoral fellow at NIMS for three years and then became a
permanent researcher. When I had a child, I had a very hard time, but I
could overcome the struggle because of the warm encouragement and
understanding from my boss and colleagues. I am now a center director and
am engaged in studies on photocatalysts, which is a promising material for
environmental purification and hydrogen production.

環境再生材料ユニット長
Environmental Remediation Materials Unit
Managing Director

葉 金花
Jinhua Ye

NIMSが誇る
8つの研究成果

Bi系超伝導材料

8 key research
accomplishments
of NIMS

Bi系超伝導体（Bi-2223）を用いた

超耐熱タービン翼

送電ケーブルの例

界面転位網を制御する合金設計により

Bismuth-compound
Superconductor

（写真提供：住友電工）

Bi系超伝導体は超伝導転移温度が高く、
TlやHgのような危険な元素を含まない。

超耐熱材料（Ni基超合金）
Super Alloys

超耐熱タービン翼の鋳造に成功。高効
率発電ガスタービンや、環境適合型ジェ
ットエンジンの開発への応用。

20世紀以降の材料史
History of Materials Science
from the 20th Century

1900

1904 ステンレス鋼の発明
Developing the first stainless steel
1909 ベークライトの開発
Developing the first phenolic resin
1911 超伝導の発見
Discovering Superconductivity

1912 結晶からの回折の発見
Diffraction of X-ray from Crystals
1913 ボーアの原子モデル
Bohr model of Atomic Structure

若手研究者の可能性を
最大限に生かす

よい研究が行える
環境に魅かれました
ロシアで博士号を取得した後、NIMS と京大でそれぞれ 2 年間ポスドクを

早稲田大学で博士号を取得した後、NIMS に採用されました。現在は、新

経験し、再び NIMS に戻りました。日本に来ることを決めたのは、すでに日

しい多孔体の合成とその応用についての研究をしています。分子の自己組

本にいた友人から研究環境が良いと聞いていたからです。NIMS はとても

織化現象を使って、電気化学ベースの手法などを駆使することで、今までに

恵まれた環境で、特に若手国際研究拠点（ICYS）は研究者の独立性を重

ない新しい組成のナノ多孔体を合成しています。NIMS は長期的なチャレ

んじ、予算もあり、装置なども充実していたので、よりよい研究を行えるポ

ンジングな課題に打ち込める最高の研究環境を提供してくれています。また、

テンシャルを感じました。NIMS の中では言葉の問題もあまり感じません。

世界最先端の分析装置（電子顕微鏡、
NMR など）を自由に利用できるのも、

私はここで強誘電体セラミックスの研究をしていますが、日本はこの分野で

大きなメリットです。また、特に若い研究者には積極的にチャンスを与えてく

非常に高いレベルにあり、NIMS で研究を続けられることを大変うれしく思っ

れる場でもあります。私は独立研究者として、自分の考え方で研究方針、予
算の使い方を決め、研究室を運営しています。これだけの機会を若手に与

ています。

えてくれるのはなかなか無いことだと思います。

Ideal environment for good research
After receiving my Ph.D. in Russia, I worked at NIMS and Kyoto University as
a postdoctoral fellow for each two years and returned to NIMS and join ICYS.
I came to Japan because my friend in Japan recommended the excellent
research environment here, especially at NIMS. I certain agree with this. ICYS
has respect for researcher independence, give us an independent budget and
provides sufficient equipment. I study ferroelectric ceramics on which Japan is
very strong. Iʼ m
very happy to work
at NIMS. I feel no
language problem
here and no inconvenience in my
private life in Tsukuba. Many people
in Tsukuba speak
English well. My
family also enjoys
life here.

＊ICYS（International Center for Young Scientists）

Open up potential of young researchers
After I received my doctoral degree from Waseda University, I was hired by
NIMS. I am currently engaged in research on the synthesis of novel porous
materials and their applications. Using the phenomenon of self-assembly of
molecules, I have synthesized nanoporous materials with new compositions
which did not exist in the past, applying electrochemical-based techniques and
other methods. NIMS provides the most outstanding research environment
for delving into challenging problems from a long-term perspective. The fact
that we can make free use of some of the world’ s most advanced analytical
devices, including electron microscopes and NMR, is also a tremendous
advantage. In particular,
NIMS is a research center
which actively gives young
researchers a chance to do their
own work. As a MANA Independent Scientist, I decide my
research policies and how I will
use my budget, and also operate my laboratory, all based on
my own thinking. There ’ s
probably no other place that
gives such great opportunities
to young scientists.

国際ナノアーキテクト二クス研究拠点
（MANA）独立研究者

国際ナノアーキテクト二クス研究拠点
（MANA）独立研究者

International Center for
Materials Nanoarchitectonics(MANA)
Independent Scientist

International Center for
Materials Nanoarchitectonics(MANA)
Independent Scientist

Alexei Belik

山内悠輔

アレクセイ・ベリック

Yusuke Yamauchi

ナノシート
Nano Sheets

超鉄鋼材料
Ultra-fine Grained Steel

光

水

ナノシート

ナノシート光触媒膜

超鉄鋼材料

付着した汚れが雨水・散水により簡単に流れ落ちる。

高強度なのに木材のように

新幹線車両の窓ガラス等への応用を検討中。

しなやかな棒材の開発
極めて高い
セルフクリーニング効果

1920

1920 グリフィスの脆性破壊理論の誕生
Griffithʼs theory of Rapture and Flow
1920 シュタウディンガーによる高分子概念の提唱
Staudingerʼs paper about polymers
1925 シュレディンガー方程式＆行列力学
Developing Quantum Mechanics

1926 初の超合金
The first Superalloy
1933 透過電子顕微鏡の発明
Developing the first TEM
1934 転位による塑性変形理論
Explaining Plastic deformation

1935 重合ナイロンに関する特許
Patenting Polymer Nylon
1939 核分裂の発見
Finding Nuclear Fission
1939 シリコンのn-,p-領域の発見
Discovering n-,p-regions in Si

育児支援制度の充実で
研究との両立ができる

Q &A

慶應義塾大学で学位を取得した後、NIMS には、最初、
ポスドクとして参加し、
その後、2 年間の ICYS での研究を経て、現在の所属となりました。今は、
透過型電子顕微鏡の新しい観察技法の開発に携わっています。
「ここで働い
てよかった」とつくづく思うことがあります。それは、特に、子供を持つよう
になってから。子育て支援の組織や制度が整備されており、身近にロールモ
デルとなる女性研究者がいることも心強いです。NIMS には、女性研究者
が抱える問題や意見、要望を真剣に聞いてくれる仕組みと環境があります。
研究生活と家庭生活を両立していくには、最適な場所だと思います。

Child-care support system enable to
balance work and family
After receiving my Ph.D. from Keio University, I participated in work in the
Advanced Electron Microscopy Group as a post-doc in 2007. After this, I did
research in ICYS for 2 years before my present position. I am currently
involved in the development of new observation techniques for the transmission electron microscope. I really think that “itʼs good that I ʼm working at
NIMS.” This is particularly
true because I have a
child. NIMS has created a
child-care system and
rule, and the presence
nearby of other female
researchers who can serve
role models is also very
encouraging. NIMS has a
system and environment
which listens seriously to
the problems, opinions,
and aspirations of female
researchers. I think this is
the best possible place for
achieving a rewarding
balance of research work
and family life.

表界面構造・物性ユニット
電子顕微鏡グループ
Surface Physics and Structure Unit
Electron Microscopy Group

橋本綾子
Ayako Hashimoto

強誘電体結晶と
波長変換デバイス
Wave-Length Conversion Device

ダイヤモンド半導体センサー

Semi-conducting Diamond
気相成長技術、不純物ドーピング技術開発
によりダイヤモンドのワイドギャップ半導体

二重るつぼ法による高品質単結晶材料開発。

性能を引き出す。太陽観測衛星に搭載され

波長変換デバイスなどに応用

たNIMS製ダイヤモンドPIN深紫外線センサ
が現在活躍中

1940

1948 トランジスターの開発
Developing
the first transistor
1958 最初の集積回路
The first IC
1959 ファインマンの講演
Feynmanʼs Lecture

1960
1956
国立研究所として
金属材料技術研究所（NRIM）設立

Established the National
Research Institute for Metals (NRIM)

1965 走査型電子顕微鏡の販売
Introducing commercial SEM
1967 酸化チタンによる光触媒の発見
Discovering
the TiO2 photocatalysis

1966
国立研究所として
無機材質研究所（NIRIM）設立

Established the National
Institute in Inorganic Materials (NIRIM)
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独立行政法人 物質・材料研究機構
国立研究開発法人
物質・材料研究機構
企画部門 人材開発室
〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-2-1

E-mail:nims-recruit@nims.go.jp
TEL:029-859-2555 FAX:029-859-2799

National Institute for Materials Science (NIMS)
Human Resources Development Office
Planning Division
1-2-1 Sengen, Tsukuba, Ibaraki 305-0047
TEL: +81-29-859-2555 FAX: +81-29-859-2799
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