
 
UNITT 会員のための RTTP 認定申請の⼿引き 

 

2021 年 5 ⽉ 21 ⽇ 

 

UNITT グローバル⼈材育成委員会 
 

 
� UNITT 会員の皆様、RTTP(Registered Technology Transfer Professional：国際認定・技術移転プロフ

ェッショナル)になりませんか？ 
� RTTP は、ATTP (The Alliance of Technology Transfer Professionals：技術移転プロフェッショナル国

際連盟)による認定制度です。 
� RTTP の認定を受けると、世界に認められた実績ある経験豊富なプロフェッショナルであることを 

国内外の同業者・企業・⼤学・省庁の関係者や顧客に理解してもらえるため、信頼と⾃信を築きや
すくなります。 

� 海外とくに欧⽶の⼤学の産学連携担当者と交渉する際や事例を尋ねる際に RTTP は⼒になります。 
� 2021 年 5 ⽉ 21 ⽇現在、世界で 638 名（うち 21 名は UNITT 会員）が RTTP 認定を受けています。 
� RTTP 認定を受けるためには、履歴書、業績リスト、ケーススタディ−等を英⽂で準備し、ATTP の

WEB サイトから申請し ATTP の審査を受ける必要があります。申請費⽤は 2021 年 5 ⽉ 21 ⽇現在
300US ドルです。キャンディデート RTTP の申請費⽤は 50US ドルです。詳細は以下のマニュアル
を参照ください。 

� なお UNITT グローバル⼈材育成委員会では、RTTP の制度説明会や個別相談会を通じて UNITT 会
員が RTTP 認定を受けるためのサポートを⾏っています。RTTP 認定申請のサポートを希望される
UNITT 会員の⽅は、同委員会の RTTP 認定申請相談メーリングリスト(rttpsj@unitt.jp)まで相談くだ
さい。この際、和⽂または英⽂で書かれた申請書の下書きを添付いただければ守秘のうえ、UNITT
グローバル⼈材育成委員会の担当チームが申請に向けた助⾔をさせていただきます。 
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RTTP 認定を受けるメリット 
https://attp.info/why-rttp/ 
 

RTTP 認定のメリットを享受しましょう 
 
ジェームズ R Zanewicz、JD、LLM、RTTP 
チーフビジネスオフィサー - チューレーン⼤学医学部 

 
 
「私は、私たちの職業に携わる⼈たちに RTTP への応募を強くお勧めします。私たちの業界は、イノベ
ーション経済を推進し、社会に利益をもたらすキープレーヤーとして国際的に認められています。その
結果、成功への到達を効率的にするために必要なスキルが拡⼤しています。私は RTTP の教育と審査の
質と厳しさを信頼していますから、認定を受けた⼈（または認定を⽬指す候補者）であれば、その⼈の能
⼒と職業コミットメントを確信できます。」 
 
RTTP は、⼤学、産業界、政府機関の研究室で働く知識移転と商業化の実務家のための国際的な専⾨職基
準です。RTTP のフレームワークは、知的財産の商業化から⼤学のビジネス提携やスタートアップ企業
の設⽴に⾄るまで、技術移転の幅広い分野で実証された能⼒と経験を認証しています。 
 
RTTP は、個⼈として、および専⾨職業⼈としての信頼性を⽰すものであり、世界中の雇⽤者、同僚、ビ
ジネスパートナーにあなたについての以下のことを伝えます。 
 
- 実績のある経験豊富な熟練した専⾨家であること 
- 効果的かつ創造的に仕事をし、⼤きな付加価値を提供して、結果を出せること 
- 能⼒、誠実さ、ビジョン、多才さ、忍耐⼒を発揮していること 
- 優れたパフォーマンスを発揮し、豊かなネットワークを構築するのに役⽴つトレーニングコースの 

受講や、資格の取得をしていること 
 
この職業に新しく⼊られた⽅のためにご説明すると、 "RTTP キャンディデート "とは、皆さんのような
⽅が専⾨職としての訓練と成⻑にコミットしており、RTTP 認定の獲得に向けて取り組んでいることを
⽰す新たな称号です。皆さんがこのキャリアに真剣に取り組んでおり、最⾼⽔準への到達を志している
ことを雇⽤者に⽰します。 
 
RTTP は、キャリアアップや異動、国際的な認知、そして⽂字通り世界を変えられるやりがいのある仕事
で⼤きな満⾜感をもたらしてくれます。 世界中で 400⼈以上の専⾨職がこの資格を取得しています。彼
らの仲間に⼊りませんか？ 
 
ワールドクラスのトレーニングイベントの機会 



4 
 

RTTP 認定への道を歩む間に、アライアンスパートナー協会やその他の認定プロバイダーが提供する実
務者主導のトレーニングイベントに参加する機会を得られます。ATTP は、RTTP に向けて CE ポイン
トが付与されるすべてのトレーニングプログラムに厳しい審査プロセスを適⽤します。 アライアンス協
会は、質が⾼く、有意義で多様な知識と技術移転のトレーニングを提供することで、専⾨職に就いたばか
りの⽅にキャリアの素晴らしいスタートを提供しています。 
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RTTP の最新情報 
https://attp.info/new-approach-to-rttp/ 
 
RTTP 認定は、あなたが実績のある経験豊富なプロフェッショナルであることを⽰すため、ステークホ
ルダーや顧客との間に信⽤と信頼を築くのに役⽴ちます。 
 
あらゆる経験レベルの知識・技術移転専⾨職が RTTP に向けて活動できるように、RTTP の申請ルート
を合理化しました。新しい RTTP申請基準の詳細は 6 ページをご覧ください。 
 
これに加えて、ATTP は新たに「RTTP キャンディデート」の称号を設けました。RTTP キャンディデ
ートは、専⾨職への参⼊者が訓練と成⻑にコミットし、RTTP 獲得に向けて取り組んでいることを⽰せ
ます。それは、このキャリアに真剣に取り組んでいることと、最⾼⽔準を⽬指していることを雇⽤者に⽰
します。彼らは⾃分の名前の後に'RTTP キャンディデート'の称号を使⽤することを許可されます。RTTP
キャンディデートのパスウェイの主な利点の⼀つは、申請者がキャリア向上計画を作成し、その達成に
必要な関連するトレーニングおよび/またはメンタリングを⾒つけるよう求められていることです。この
計画は、実際に RTTP を申請する段階で強い推進⼒となります。KE/KT/TT(知識交換／知識移転／技術
移転)の専⾨家で、すでに協会が提供する ATTP 認定コースを受講したことがある⽅は、登録を勧められ
ます。RTTP キャンディデートの申請基準については、17 ページをご覧ください。 
 
最も適切な RTTP登録またはそこに⾄る道筋（RTTP を⽬指すか、まずは RTTP キャンディデートか）
を選択するために、次⾴のリンクをクリックしてください。これらのリンクには、それぞれの概要ととも
に申請を成功させるための詳細な⼿順やヒントが記載されています。ぜひ、この新しいアプローチの活
⽤をご検討ください。 
 
・RTTP への申請要件：3年以上、関連する職務に就いていること 
 
・RTTP キャンディデートへの申請要件：半年間、関連する職務に従事していること 
 
詳細については、よくある質問（19 ページ）をご覧ください。 
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RTTP 認定基準について 
https://attp.info/about-rttp/ 
 
RTTP は、知識交換/知識移転/技術移転に携わる専⾨職の専⾨能⼒と経験を評価するための国際基準で、
⼤学、産業界、政府機関の研究室などどこで働いているかに関わらず「知識や研究を社会や経済へのイン
パクトに変える、共同的・創造的な活動」と定義されています。評価は、同業者のグループによる実社会
での実績に基づき、現在、世界中で 600⼈以上の専⾨職が認定を受けています。 
 
RTTP 認定を受けるために必要なことは何ですか？ 
アライアンス・アソシエーション（例えば UNITT）のメンバーであれば誰でも RTTP 認定を申請する資
格がありますが、経験、専⾨職で効果的に仕事をするためのスキル、そして実績の必須条件を満たしてい
ることを証明する必要があります。申請の受理には、以下に説明する 3 つの要件のそれぞれを満たして
いることを証明する証拠を提供する必要があります。 
 

 
 
経験の要件は何ですか？ 
少なくとも 3年間、関連する職務に就いていたことを証明する必要があります。 
 
最低限の資格要件を満たすためには、研究機関の知識交換/知識移転/技術移転の分野で 3 年以上勤務し
たことを証明する履歴書 1部と、勤務証明書を提出してください。 
 
必要なスキルは何ですか？ 
以下の 2 つのコースいずれかで、効果的に、⾃⽴して⾃分の役割を果たすために必要な主要スキルを⾝
につけたことを証明する必要があります。 
 
＜コース１：トレーニングパスウェイ＞ 
候補者は、60 点以上の CEポイントを取得し、そのうち少なくとも 30 点が対⾯トレーニングからでなけ
ればなりません。 
 
１）対⾯トレーニング（最⼩：30 ポイント、最⼤：無制限） 
 ※UNITT が提供する対⾯トレーニング： 
・ライセンスアソシエイトコース（基礎編）：12ポイント 
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・ライセンスアソシエイトコース（応⽤編）：12ポイント 
・G-TEC：1週間あたり 10 ポイント 
・AMED 成果導出コース（基礎）：20 ポイント 
・AMED 成果導出コース（応⽤）：20 ポイント 
・AMED契約交渉コース（国内契約）：20 ポイント 
・AMED契約交渉コース（海外契約）：20 ポイント 

 
２）協会会議への出席 
※UNITT が提供する協会会議 
・UNITT アニュアルカンファレンス：10ポイント/回 

 
３）ライブオンライン/ハイブリッドトレーニング：最⼤ 15 ポイントまで。ただし、COVID-19に伴い、
2020 年 12⽉ 31⽇までの上限を 30に引き上げました。 
例：ウェビナー（事前録⾳されたトレーニングや参加型でないウェビナーは、承認された活動ではあり

ません）、オンラインパネルディスカッション、トレーナーとのライブオンラインコース、重要なコンセ
プトについてのライブオンラインまたは対⾯でのディスカッションを⾏う事前録⾳トレーニングセッシ
ョン。 
 
＜コース２：混合パスウェイ＞ 
候補者は、以下の 2 つ以上の証拠を提出することで、技術移転の専⾨職としての実⼒とパフォーマンス
に必要な KEY SKILLSを獲得したことを証明できます。 
 
１）専⾨資格のリスト：RTTP コア・コンピテンシーの達成を⽀援するために受講したコース、または関
連するコースの名称を記載してください。研修／授与機関の名称は、パネルが資格の関連性とレベルを
判断するのに⼗分なコース／資格についての詳細とともに記載する必要があります。RTTP 認定コース
を受講したけれども取得CE点数が 60 点未満、という場合は、こちらのリストに含めることもできます。 
 
２）「契約またはプロジェクト」のリスト：勤続年数や経験に応じた適切な規模、量、質の仕事をこなし
ていること。 
 
３）指導的役割の説明：KE/KT/TT において、あなたが管理してきたチーム/イニシアチブの規模と範囲
を含めてください。 
 
業績概要とは何ですか？ 
複雑な知識交換または技術移転プロジェクトをリードするために、知識とスキルを適⽤したことを実証
できなければなりません。 
 
上司が裏書し、同僚による評価のために提出された 1,000ワードの業績概要。 
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裏書の形式 
 
裏書には最低限、以下の記載が必要です。"私は、上記の業績概要が[RTTP 申請者名]の個⼈的な業績

を正確に反映していることを確認し、[RTTP申請者名]が RTTP 認定を申請することを⽀持します。 
 
RTTP 認定は（チームではなく）個⼈に授与されるため、業績概要には以下の活動のいずれかでのあなた
の役割が記載されていることが不可⽋です。 
 
・ 複雑で重要なコラボレーション／戦略的パートナーシップで、あなたのインプットがなければ実現し

なかったと考えられ、かつ当事者の意図した⽬標を達成したもの 
・ あなたのインプットがなければ実現しなかった複雑で重要な商業取引（例：ライセンス供与、重要な

コンサルティング／研究委託契約、投資前の段階であなたが積極的にリードし、その後外部資⾦を調
達し、市場にインパクトを与え、株主に価値をもたらしたスピンアウト企業の創設など）。 

・ あなたのインプットがなければ実現しなかったであろう重要な知識移転の取り組みで、新しい能⼒、
構造、資⾦調達、インセンティブ、または実証可能な知識移転/知識交換の成果を可能にするその他
の開発をもたらしたもの 

・ 知識交換、知識移転、技術移転の業界で数年以上にわたりリーダーシップを発揮し、リーダーシップ
によって提供された専⾨的な知識、スキル、経験によって重要な成果をもたらし、知識と技術移転の
グローバルスタンダードを推進したこと。（知識・技術移転部⾨で重要な役割を果たしたシニアエグ
ゼクティブリーダーのために新規追加された項⽬） 

 
候補者が業績概要を作成する際に役⽴つように、9 ページに記載例を⽰します。RTTP の指定は、チーム
ではなく個⼈のためのものですので、申請者⾃⾝が果たした役割を明確に記載する必要があります。 
 
コア・コンピテンシーの説明 
RTTP の応募者は、6 つのコアコンピテンシー（12 ページ）に関連するスキルと実績を記述しなければ
なりません。これらの能⼒は世界共通のものとして認識されており、いくつかの主要国の既存の枠組み
に適合するように開発されています。 
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業績概要の記載例 
https://attp.info/content-of-an-achievement-overview/ 
 
1,000 ワードの業績概要は、あなたの上司の裏書を得て、同僚による評価のために提出します。業績概要
には、以下のような取り組み、プロジェクト、業績のうち、あなたの意⾒や⾏動がなければ実現しなかっ
たものを 1つ以上記述することができます。 
 
１．当事者の意図した⽬標を達成した、複雑で重要なコラボレーションや戦略的パートナーシップ。 
 
例：知識を基盤とする組織と企業・法⼈、慈善団体、⽂化団体、政府機関、その他の組織との間の意図的
で計画的なパートナーシップで、知識の移転につながり、パートナーや社会に具体的な利益をもたらし、
戦略的な合意書の作成や、両組織内でパートナーシップに上級レベルの承認や認知が⽰されたもの。 
 
概要には以下の要素が含まれている必要があります。 
 
� パートナーシップの説明 
� イニシアチブの規模と範囲（関連する場合は財務的価値を含む） 
� 締結した契約の種類 
� 組織と外部パートナーによるリソースのコミットメントまたは投資、及び上級管理職の関与度 
� パートナーにとってのコラボレーションの利益および／または社会への影響（例えば、新規顧客や収

益の創出、新製品、新規投資、新規雇⽤、収⼊／利益、社会への影響の⽂書化など）。 
� パートナーシップをリードし、発展させる上でのあなたの具体的な役割、活動と成果を明確に区別

し、関連する RTTP のコア・コンピテンシーをどのように実践したかを⽰してください。 
 
２．あなたのインプットがなければ実現しなかったであろう、複雑で重要な商業的成果 
 
例：知的財産のライセンス供与、スピンアウト企業の設⽴と開発、主要なコンサルティングプロジェクト
の実施、外部からの投資や市場への影響、株主やステークホルダーのための価値向上などが評価された
主要な研究委託契約の主導など。 
 
概要には以下の要素が含まれている必要があります。 
 
� 成果の説明 
� 結果の⾦銭的価値 
� 締結している契約の種類 
� 成果の外部資源のコミットメントまたは投資、例えばベンチャーファンド、シードコーン、企業ファ

ンド 
� パートナーにとっての成果の利益、または社会への影響 
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� 結果を出すための具体的な役割を明確に 
� 関連する RTTP コア・コンピテンシーをどのように実践したかを⽰す、アウトカムと活動を区別す

る。 
 
３．新たな能⼒、構造、資⾦調達、インセンティブ、その他の開発をもたらし、実証可能な知識移転/知
識交換の成果を可能にした、重要な知識移転の取り組み。 
 
例えば、セクターネットワークや国・地域の協会などの知識移転ネットワークやコミュニティの設⽴、概
念実証スキームやベンチャーファンドなどの知識移転を促進するための資⾦調達スキームの設⽴、企業
のベンチャー化プログラムの設⽴、企業やアントレプレナーシッププログラムの設⽴、インキュベーシ
ョンやアクセラレーションプロセスの主導、知識の共有や交流を促進するための組織間の⼈材交流を含
む専⾨家の育成を促進するスキームの設⽴、または構造化された専⾨家育成トレーニングの持続的な開
発、すなわち、関係するコミュニティの成果向上を特徴とするコースやコース教材の開発。 
 
概要には以下の要素が含まれている必要があります。 
 
� イニシアチブの説明 
� イニシアチブの規模と範囲（関連性が⾼い場合は財務的価値を含む） 
� イニシアチブで使⽤されている協定の種類/構造 
� 成果に対する外部資源のコミットメントまたは投資（地域または国の政府資⾦、産業界の資⾦、パー

トナーが共同でコミットした資⾦など）。 
� 取り組みの効果と社会への影響について 
� イニシアチブを主導し、発展させる上でのあなたの具体的な役割、明確に区別された活動と成果、関
連する RTTP のコア・コンピテンシーをどのように実践したか、を⽰すこと。 

 
４．KE/KT/TT の活動を何年にもわたって継続してリーダーシップを発揮し、専⾨的な知識、スキル、
経験を持ったチームを率いて、KE/KT/TT の成果を上げてきたこと。 
 
応募者は、少なくとも 5 年以上のリーダーシップ経験を持つ、専⾨職のシニアリーダーであることが求
められます。 ⻑期的なパフォーマンスの改善、組織内のリソースの効果的な形成と管理、およびチーム
の成果実績の持続性を通して強⼒なリーダーシップを⽰すことができなければなりません。 
 
概要には以下の要素が含まれている必要があります。 
 
� 少なくとも 5 年以上の間にどのようなリーダーシップの役割を担ってきたか 
� 管理するチームの規模と範囲（関連性が⾼い場合は財務責任を含む） 
� チームが請け負う仕事の種類と量 
� チームのために確保したコミットメント、リソースの投資、上級管理職の関与度 
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� 主要な KEイニシアチブ、主要なプロジェクト、主要なパートナー、主要な取引、新規投資などの実
績からみた、チームの仕事の成果 

� チームをリードし、発展させる上での具体的な役割、具体的には、関連する RTTP のコア・コンピ
テンシーをどのように発揮できるか、つまり、KE/KT/TTO の知識と実践が⼀般的なチームマネー
ジャーとの差別化につながるかどうか。 
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RTTP コア・コンピテンシーとは？ 
https://attp.info/core-rttp-competencies/ 
 
これらのコア・コンピテンシーは、いくつかの主要国の既存の国別フレームワークと共同で開発されま
した。 
 
1. 戦略的思考とビジネス洞察⼒ - 戦略的思考、市場主導型、ビジネス洞察⼒、商業的スキル 

関連するスキル・経験には以下のようなものがあります。 
A) 機会の特定/調達/イニシアチブ 
B) 市場の知識を商業的な機会に結びつける 
C) シナリオ構築、リスク評価、デューデリジェンスの実施 
D) ビジョンの策定、⽅向性の設定、バイインの確保 
E) プロジェクト/イニシアチブの戦略と設計を開発する 
F) 市場と事業戦略、またはマーケティングサイクルを⾒定める 
G) スキル、経験、能⼒、リソースを機会にマッチングさせる 

 
2. 起業家的リーダーシップ-コラボレーションやパートナーシップを構築し、イノベーションによって
組織を変えるリーダーシップ 

関連するスキルや経験には以下のようなものがあります。 
A) 知識交換のための適切な環境・⾵⼟づくり 
B) 柔軟で創造的な解決策により、制度上の問題やパートナーの障壁を克服 
C) 戦略的な⽬的や優先事項に沿った資⾦調達機会の調整 
D) 資⾦確保への取り組み 
E) KE/KT/TT のプロジェクトやイニシアチブを⽀援するための新規資⾦の発掘と確保 
F) 新しいベンチャーの形成、構造、法的枠組み、株主契約、投資資⾦へのアクセスの⽀援 
G) 地域に根ざしたプロジェクトや慈善事業の開発・運営 
H) 経済的に⾃⽴するまでの新規事業・プロジェクトの育成 

 
3. 法的、科学的、技術的なノウハウ - 知識を効果的に交換し、移転するために必要な法律上、契約上、
権利上の問題を理解し、管理します。 

関連するスキルや経験には以下のようなものがあります。 
A) 知的財産の技術的・科学的特性と商業的可能性の評価 
B) 商業的なニーズを満たすための知財開発戦略の構築 
C) 異なるライセンスとビジネスモデルの適⽤ 
D) プロジェクトに必要な IP の保護、パッケージング、権利⾏使 
E) 関連する知的財産ライセンスおよび契約書の起草、交渉、レビュー 
F) 商法/⾦融のフレームワークを理解と専⾨知識の実践 
G) リスクの解釈、助⾔、管理 
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H) 法規制、指針、および商業的・倫理的基準に関する国内/国際法域を含む外部規制の遵守 
 
4. 効果的なエンゲージメント - パートナーをまとめるために必要なマーケティング、プロモーション、
仲介、コミュニケーション、説得、影響⼒ 

関連するスキルや経験には以下のようなものがあります。 
A) 産学連携のための新しいネットワークの構築 
B) 潜在的なパートナーを⾒極めるためのリサーチとクリエイティブなプランニング 
C) マーケティングミックスの関連する市場/セグメントへの適⽤ 
D) デジタルマーケティングとソーシャルメディア 
E) パートナー、投資家、協⼒者の探索 
F) パートナーとソリューションの仲介 
G) 潜在的なパートナーへの情報提供と説得 
H) 複雑な交渉を主導、構造化、実現し、弁護⼠や会計⼠との対⽴などを解決するために異なる視点

を調整すること 
I) 異なる⽂化や背景を持つステークホルダーとの効果的な関係の管理（契約、マイルストーン、成

果物、紛争の管理、問題の解決など） 
 
5. ガバナンスとプロジェクトマネジメント - 複雑なプロジェクトを管理し、知識の移転・交換を⾏い、

効果的なガバナンスとコンプライアンスを確保すること 
関連するスキルや経験には以下のようなものがあります。 
A) マルチステークホルダー・プロジェクトのためのガバナンスフレームワークの確⽴ 
B) 複雑なプロジェクトの開発、設定、管理（契約、予算、マイルストーン、成果物、決定、情報の
取り扱い、成果と成功の報告など）。 

C) 関連する法律、倫理、プロジェクト関連の要件の遵守 
D) 顧客体験の開発、設定、管理/成果物の提供またはファシリテート 
E) 評価 - 実践とすべてのパートナーへの成果の両⽅を継続的に改善する⽂化の⼀環として、⾃⼰
反省と評価へのコミットメント。 

 
6. 知識の変換と管理 - 知識の効果的な移転や交換をサポートするためのシステムとプロセスの管理 

関連するスキル/経験には以下のようなものがあります。 
A) 知識の把握と管理 
B) 知識価値の認識と照合 
C) 知識の管理、情報の流通 
D) 知識の創造・獲得から⽬的の達成までの知識の取り扱い、および KE/KT/TT の⽬的達成に向け

た情報の効率的な流れを確保するためのシステム（ICT システムを含む）の開発・設定・管理 
E) ネットワークとエコシステムの開発と管理 
F) 知識交流促進のための資⾦配分  
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1,000 ワードの業績概要：記載のポイント 
https://attp.info/tech-transfer-achievement-overview/ 
 
RTTP 認定を受けるためには、候補者は、研究拠点と企業やコミュニティ組織（研究組織・⼤学と独⽴し
た⺠間組織、政府機関、その他のコミュニティ組織）との間の複雑な知識移転プロジェクトを主導して⾃
分の知識とスキルを応⽤したことを証明する必要があります。 
 
これは、業績概要を提出することで達成されます。 
 
これは、あなたが主導した研究拠点と企業/コミュニティ組織との間の重要で複雑な成果で、あなたのイ
ンプットがなければ実現しなかったであろうことを記述した、およそ 1,000ワード（英語）の調書です。
「業績概要」には、プロジェクト/イニシアチブの開始から終了まで、多くの場合何ヶ⽉もの期間やいく
つかの段階を経て、あなたがどのようにプロジェクト/イニシアチブを管理したか、あなたが⾏った主要
な貢献と決定、そしてプロジェクトの成果を記述してください。 
 
この調書には上司の裏書が必要です。 
 
業績概要の重要なポイントは、プロジェクトを通じて申請者⾃⾝が付加した価値を明確にし、また活動
と成果を明確に区別することです。したがって、ここでとりあげるケース（事例）は、候補者が本当に価
値を付加したかどうかを実証するために⼗分に成熟している必要があります。 
 
Achievement Overview（業績概要）は、多様なケースでの実務経験を持ち、様々な機能を管理してきた
経験豊富な知識・技術移転の専⾨家で構成された審査委員会によって評価されます。審査委員会は、申請
者が⼗分にチャレンジングな案件をリードするためにそのスキルと経験を応⽤し、RTTP のコア・コン
ピテンシーを満たしていることの証明を求めています。 
 
プロジェクト/貢献の種類 
業績概要には、以下のいずれかを記述することができます。 
 
� 複雑で重要な共同研究や戦略的パートナーシップで、あなたのインプットがなければ実現しなかっ

たと考えられ、かつ当事者の意図した⽬標を達成したもの。 
� あなたのインプットがなければ実現しなかった複雑で重要な商業取引（例：ライセンス供与、実質的

なコンサルタント/研究委託契約）、あなたが投資前の段階で積極的にリードし、その後外部資⾦を調
達し、市場にインパクトを与え、株主に価値をもたらしたスピンアウト企業の創出。 

� あなたが主導した重要な知識移転イニシアチブで、あなたのインプットがなければ実現しなかった
であろう、新しい能⼒、構造、資⾦調達、インセンティブ、または実証可能な知識移転/知識交換の
成果を可能にするその他の開発をもたらしたもの。 

� KE/KT/TT の活動を何年にもわたって継続してリーダーシップを発揮し、あなたのリーダーシップ
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によって提供された専⾨的な知識、スキル、経験を活かして、重要な KE/KT/TT の成果をもたらし
たチームを率いたこと。 

 
含めるべき項⽬ 
業績概要には、プロジェクトの背景とあなたが成果に与えた「影響」を記載してください。また、提出書
類の⼀部として、あなたの直属の上司とパートナーから、あなたの記述内容を確認するための裏付け情
報も必要となります。 
 
概要は、パネルがあなたの成果とプロジェクト管理における役割、およびプロジェクトによって RTTP
に必要なコア・コンピテンシーをどの程度実証できたかを正確に評価するために、⼗分な詳細を記載し
てください。 
 
あなたが記述する業績の種類を念頭に置きながら、「業績概要の内容」に概説されている以下の点を網羅
するように、業績概要を構成することをお勧めします。 
 
良い実績概要は、あなたがプロジェクト/イニシアチブの調達、開発、および成功した配信に RTTP コ
ア・コンピテンシーを適⽤したことを⽰しています。  
 
あなたの貢献の影響 
審査委員会は、多種多様なケースでの実務経験を持ち、様々な機能を管理してきた経験豊富な知識・技術
移転の専⾨家で構成されています。審査委員会が求めているのは、申請者が⾃分のスキルと経験を⼗分
に困難な案件に適⽤できたこと、そしてそれが RTTP のコア・コンピテンシーを満たしていることの証
拠です。 
 
例えば、新製品、新たな投資、新たな⼈々の関与、収⼊・利益、社会への影響など、あなたの努⼒の結果
が何であったかを理解できる必要があります。 
 
私たちは、プロジェクトの成功を外部から検証することを求めています。それを証明する唯⼀の⽅法は、
外部のパートナーによるリソースの関与、コミットメント、投資、ベンチャーファンドやその他の外部の
商業的資⾦提供者による投資、新たな顧客や収益の創出、記録された社会変化などです。このような理由
から、成果概要には、第三者による承認が必要となります。 
 
あなたの組織によるプロジェクトへの投資、または組織内で設⽴された、または組織が管理するイニシ
アチブによるプロジェクトへの投資（例：インキュベーターを通じた内部資⾦を利⽤した企業の設⽴）は
それ⾃体が⼗分な外部検証を提供するものではありません。 
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RTTP キャンディデートとは？ 
https://attp.info/candidate-rttp/ 
 
RTTP キャンディデートは、専⾨職への参⼊者が RTTP の授与につながる訓練と成⻑にコミットしてい
ることを⽰すことを可能にする新しい呼称です。それは、⾃らがキャリアについて真剣に取り組んでお
り、最⾼⽔準への到達を志していることを雇⽤者に⽰します。彼らは（メールの署名や名刺などに）「RTTP
キャンディデート」という名称を使⽤できます。 
 
通常、RTTP キャンディデートの称号は、職に就いてから約 6 ヶ⽉後（通常は試⽤期間の中間地点）に
獲得しようとされることが予想されます。その間に候補者とそのマネージャーはパスウェイへの適性と
コミットメントを判断することができます。 
 
RTTP の称号と同様に、3 つの要件があります。KE/KT/TT の経験、KE/KT/TT のスキル、KE/KT/TT
の実績です。 
 
この 3 つの要件はすべて、申請書に記⼊することで証明することができます。 
 
RTTP キャンディデートの要件 
・KE/KT/TT の経験：候補者は、KE/KT/TT の役割を果たしており、ATTP アライアンス協会のいずれ
か（例えば UNITT）のメンバーであること。 
・KE/KT/TT KEY SKILLS：候補者は、研修やメンターとの協働を通じたスキルアップに⼒を⼊れてい
ること 
・KE/KT/TT の実績：候補者は、キャリア向上計画を作成していること 
 
上記の 3 つの要件は、アップロードされた書類があなたの役割を正確に反映していることを証明する、
ラインマネージャーまたはディレクターの署名⼊りの簡潔な声明によって証明されます。 
 
スーパーバイザー/ラインマネージャー/サービスディレクターの役割 
候補者の上司、ラインマネージャー、またはサービスディレクターは、候補者が RTTP を達成するため
のサポートを⾏う上で重要な役割を担っています。 
 
RTTP 登録をするためには、候補者は、⾃分のキャリアがどのように発展していくことを望んでいるの
か、また、これらの希望を満たすために役⽴つトレーニングや経験、メンタリングを設定した「キャリア
向上計画」を作成する必要があります。この計画書は、ディレクターの⽀援を受けて作成するか、ディレ
クターが承認したスーパーバイザーやラインマネージャー（例：直属の上司）の協⼒を得て作成する必要
があります。 
 
オンライン登録フォームには、主に 2 つのセクションがあります。 
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1．キャリア向上計画 
キャリア向上計画は、候補者とその上司・ラインマネージャーが作成したもので、以下のセクションが含
まれています。 
 
・ 候補者の現在の状況と経験 
・ 候補者のキャリアパスの予定 
・ ATTP が認定するコースを含む、キャリアアップのために候補者が必要とするトレーニング/研鑽 
・ および/または - キャリアの願望を達成するために候補者をサポートするために選定された必要な

メンタリング/メンター 
 
２．ディレクターの確認状 
候補者のラインマネージャーまたはディレクターの署名⼊りの簡潔な声明書により、以下のことを証明
してください。 
 
・ アップロードされた書類は、候補者の KE/KT/TT としての役割を正確に反映しています。 
・ ラインマネージャーまたはディレクターは、候補者が RTTP のステータスを獲得するために、キャ

リアの希望を満たすように設計されたメンタリングおよび/またはスキル開発を通じて、候補者の努
⼒をサポートしています。 

・ 候補者は、ラインマネージャー/スーパーバイザーと相談の上、キャリア・アスピレーション・プラ
ンを作成しています。 

 
⼿続き 
申請書は、オンラインプロセスのすべての要素が正しく守られていること、特に関連理事が申請を承認
していることを確認するために、国内協会によってチェックされます。 
 
その後、国内協会は ATTP に返送書類を提出し、ATTP は候補者を登録し、候補者がパスウェイに登録
されたことを⽰す⼿紙や電⼦メールを送付します。 
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よくある質問 
https://attp.info/faqs/ 
 
Q: RTTP 認定は私に合っていますか？ 
A: RTTP は、知識移転/技術移転/知識共有実務者のためのものです。あなたの技術移転キャリアの資格、
知識、スキル、役割、業績を専⾨的に認めてもらいたい場合は、この資格はあなたに適しています。 
 
Q: RTTP ステータスの利点は何ですか？ 
A: RTTP は能⼒を⽰唆するものです。国際的な RTTP の指定は、あなたが交換技術/知識/技術移転の分
野で効果的に働くために必要なコア・コンピテンシーを実証し、認められた実績に基づいて⼤きな価値
を付加するのに⼗分な経験を持っていることを雇⽤者、同僚、パートナーに⽰しています。 
 
Q: RTTP は正式な認定や認証ですか？ 
A: いいえ。それは私たちが正式な知識体系に対する正式な評価（試験など）を⾏わないという単純な理
由からです。むしろ、優れた訓練を受け、経験を積み、ネットワークを構築し、その知識、経験、ネット
ワークを利⽤して、研究拠点という特殊な環境の中で技術移転や知識移転プロジェクトを成功に導いて
きたことを認証しています。 
 
Q: RTTP または RTTP キャンディデートになるにはどうすればいいですか？ 
A: RTTP または RTTP キャンディデート認定のための最低条件をご確認ください。次に、アカウント
（メールアドレスとパスワード）を作成してください。ログインすると、RTTP APPLICATION の最初
のページが開きます。あなたは、1 回のセッションで情報を⼊⼒し、保存し、送信することができます。
または、初期情報を⼊⼒して保存し、後で更新またはアプリケーションを完成させるために戻ってくる
こともできます。ATTP 技術移転ニュースをメールで受け取る場合は、チェックボックスにチェックを
⼊れてください。 
 
Q: RTTP 認定までの最低タイムスケールはありますか？ 
A: RTTP のステータスを達成するためには、研究拠点と企業や地域社会の組織との間で知識や技術の移
転を達成したことを証明する必要があります。これは、あなたが個⼈的に主導的な役割を果たした成果
を記載した「業績概要」を提出することで実証されます。 
 
業績概要に記載された成果は、通常、数ヶ⽉に渡って展開されます。典型的な候補者は、RTTP の申請書
を提できるようになるまでに、専⾨職に就いて少なくとも 3 年間、第⼀線で活躍する実務家から「ベス
トプラクティス」を学び、知識と技術の移転の仕事を引き受けていると思われます。 
 
したがって、候補者が専⾨職に就いて 3 年未満であるにもかかわらず、キャリアで成功するために必要
なスキルを伝えるために設計された迅速な開発プログラムを通じて RTTP の単位を取得した場合、パネ
ルは、RTTP キャンディデートのパスウェイの申請書を提出することを推奨しています。 
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Q: RTTP に申請するための最低条件は何ですか？ 
A: RTTP については 3ページをご覧ください。 
 
Q: RTTP キャンディデートに申請するための最低条件は何ですか？ 
A: RTTP 候補者については 17 ページをご覧ください。 
 
Q: どの RTTP アプリケーションを完了する必要がありますか？ 
A:それぞれの概要と要件については、RTTP と RTTP キャンディデートのセクションを参照してくださ
い。 
 
Q: 名前の後に「RTTP」や「RTTP キャンディデート」の⽂字を⼊れることはできますか？ 
A: はい。RTTP 認証を受けると、正式な肩書きは、国際認定・技術移転プロフェッショナル（RTTP）
となります。あなたはすぐに RTTP の電⼦証明書を、その後証明書の原本を受け取ることになります。
RTTP キャンディデートとして提出された⽅は、申請が完了し、承認されると、RTTP キャンディデー
トのステータスが認識されます。 
 
Q: RTTP または RTTP キャンディデートの申請にかかる費⽤はいくらですか？ 
A: RTTP登録料は US $300で、最初の申請と修正申請（審査委員会が要求した場合）をカバーしていま
す。 RTTP キャンディデート登録料は US $50です。 
 
Q: 申請者の提出期限はどのようになっていますか？ 
A：今後の RTTP の提出期限は以下の通りです。 
 2020 年 10⽉ 15⽇（その後、3 か⽉に 1 回） 
 
Q: 申請⼿続きはどのようにして始めればよいですか？ 
A: RTTP と RTTP キャンディデートへの申請⽅法については、こちらをご覧ください。 
 
Q: 申込フォームの操作⽅法を教えてください。 
A: "Save & Continue "ボタンを使ってフォームを進めてください。フォームが保存されたら、数字のナビ
ゲーションリンクを使って⽬的のページにジャンプできます。 
 
Q: 申請書は⼀度に記⼊しなければなりませんか？ 
A: いいえ、フォームの⼀部を記⼊して保存/更新ボタンで作業を保存し、後でフォームを完成させたり、
書類をアップロードしたりすることができます（ATTP のウェブサイトに戻る場合は、ログインリンク
を使⽤してください。ユーザー名（メールアドレス）とパスワードを⼊⼒すると、未完成の RTTP アプ
リケーションに直接移動します。ログインしている間に、アプリケーションから離れた場所に移動した
場合は、「Become RTTP」リンクを使⽤して「My RTTP Application」を選択することで、アプリケーシ



20 
 

ョンに戻ることができます。 
 
Q: 申請書は誰が審査しますか？ 
A: あなたの申請書は、設⽴団体から選ばれた 3〜6 名の技術移転の専⾨家からなるパネルによって審査
されます。パネルの構成が多様であることで、世界中からの申請書を評価する際に専⾨知識と⼀貫性を
もたせます。 
 
Q: 審査パネルのプロセスはどのように⾏われるのですか？ 
A: 審査パネルのメンバーは、申請者から提供された情報を確認し、⼿動⼊札システムを使⽤して独⽴し
て申請を審査します。応募書類を提出した後、応募状況を確認できるページへのリンクが記載されたメ
ールが届きます。合格者には、次回の提出期限から 4 週間以内に通知されます。その後、関連する全国協
会から歓迎状と RTTP 認定証のハードコピーが発⾏されます。 
 
Q. 技術移転分野での雇⽤には、どのような証拠が必要ですか？ 
A: 雇⽤の証拠となるものは、⼀般的に雇⽤主からの⼿紙、給与明細書のコピー（給料明細部分は消され
ています）、雇⽤契約書の署名された部分のコピーなど、雇⽤の状況を確認できるものです。最も⼀般的
なのは、上司やラインマネージャーからの簡単な署名⼊りの⼿紙です。 
 
Q. 継続教育（CE）の単位を取得するには、どのような証拠が必要ですか？ 
A: 各協会（例えば UNITT）があなたの CE単位を確認することができます。 
 
Q: 最初の申請が却下された場合はどうなりますか？ 
A: 最初の申請が承認されなかった場合、審査委員会の委員⻑から書⾯によるフィードバックが届きます。
追加書類で問題が解決された場合は、申請書を修正して再提出することができます。2回⽬の修正申請に
は費⽤はかかりません。 
 
Q. 私のプライバシーはどのように保護されていますか？ 
A: あなたの連絡先、学歴、雇⽤情報は機密情報です。審査員は、あなたの申請書を処理するためにあな
たが提供した詳細のみを使⽤します。ほとんどの場合、あなたが⼿配した取引の詳細を秘密裏に提供す
る必要はありません。ATTP 事務局が、あなたが申請のために提供したケーススタディを、教育⽬的や
RTTP登録の促進のために公開することを希望する場合は、あなたの許可を得るために連絡があります。
あなたが承認した場合は、出版前に電⼦署名で確認されます。あなたの RTTP登録が確認されると、ATTP
はあなたの名前、現在の役職、雇⽤主、国を現在の RTTP のリストに掲載します（事前の承認を得た上
でのことです）。詳細については、プライバシーポリシーをご覧ください。 
 
Q: 私は、Certified Licensing Professional (CLP) です。そのため、⾃動的に RTTP の資格を得ること
ができますか？ 
A: いいえ、⾃動的にではありません。CLP は、技術的および機械的スキルのかなり狭い範囲を審査しま
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す。CLP は主に B2B トランスファーで業務を⾏う⼈向けに設計されています。しかし、私たちは CLP
を⾮常に尊重しており、CLP は 60CE ポイントに相当するものとして⾃動的に受け⼊れられます。これ
に加えて必要なのは、研究拠点（例：アカデミア）からの技術移転にこれらの学習をどのように適⽤した
かを⽰す実績概要です。 
 
Q: 実績は相当にあるが、技術移転コースを受講したことがない場合はどうなりますか？ 
A: 経験の証拠を⽰し、効果的に役割を果たすために必要な主要スキルを⾝につけ、独⽴して KE/TT プ
ロジェクトを推進し、完了させるために⾃分の知識とスキルを適⽤したことを証明する必要があります。 
 
Q: 私は設⽴協会が存在しない国を拠点としていますが、どうすれば応募できますか？ 
A: 最も簡単な⽅法は、ATTP パートナー協会の会員になることです。その後、申請基準を確認し、適格
であれば申請⼿続きを⾏ってください。 
 
Q. ATTP パートナー協会の会員になるにはどうすればいいですか？ 
A: ATTP パートナー協会への⼊会をお読みください。（https://attp.info/join-an-attp-association） 
 
Q: 技術移転チームには所属していませんが、研究の事業化のための事業開発に携わっています。 
A: 技術移転や知識移転の中で、より幅広い役割を担っているスタッフからの応募を歓迎します。RTTP
の CEポイントの要件は同じですが、技術移転の概要では、チームの成功に⼤きな変化をもたらした、ま
たは⽣産的なパートナーシップで外部のパートナーを巻き込んだ、あなたが主導したイニシアチブ/プロ
ジェクトを証明する必要があります。 
 
Q: 登録の有効期限はありますか？ 
A: 2019 年 7⽉以前に獲得した RTTP登録には有効期限はなく、2019 年 7⽉以降に獲得したものは、時
折再登録プロセスの対象となる可能性があります。詳細は追ってご案内いたします。 
 
Q: 仕事を辞めた場合はどうなりますか？ 
A: RTTP登録を保持します。登録は、能⼒と専⾨職へのコミットメントの証拠を提供し、それによって
あなたの履歴書を強化し、キャリアアップのための機会を開き、ジョブモビリティを向上させます。 
 
Q: 私は KE/KT/TT を⾏うチームを率いています。最近の経験では、プロジェクトを直接指揮するので
はなく、KE/KT/TT のリーダーシップをとっていますが、RTTP を取得することはできますか？ 
A: はい、KE/KT/TT でのリーダーシップは RTTP の申請に考慮されます。 あなたの経験は、申請書の
スキル欄の⼀部として認められます。 また、あなたの役割やチームのパフォーマンスを記述するために、
業績概要を使⽤することができます。 
 
 


