
International Technology Transfer Consortium （略称：ITTC）

一般社団法人 日本技術者連盟
Japan Engineers Federation （略称：JEF） http://www.jef-site.or.jp/

一般社団法人知財人財ネットワーク機構
Japan Researcher‘s Network （略称：JRN）

一般社団法人ものづくり日本語検定協会
Monozukuri Nihongo Kentei Kyokai （略称：MNKK） http://monoken.org/

株式会社IRI
株式会社

ものづくり検定センター
（略称：MKC）

一般社団法人 日本技術者連盟（JEF)
〒107-0052 東京都港区赤坂2-2-19 アドレスビル5F
TEL ： 03-6229-1946   FAX ： 03-6229-1940   URL ： http://www.jef-site.or.jp

【国際技術移転コンソーシアム】 に関するお問い合わせ先

株式会社
アジア技術移転機構
（略称：ATTO）

株式会社
ESG動画広報センター
（略称：ESG-Vic）

技術は世界共有の財産
技術の世界は一つ

（SDGs宣言 貧困の撲滅）

国際技術移転コンソーシアムは
３本の支援の柱で
世界の技術移転を支えます

ものづくり人材開発支援 技術人材派遣支援 技術製品販路開拓支援
一般社団法人

ものづくり日本語検定協会
（略称：MNKK）

一般社団法人
知財人財ネットワーク機構

（略称：JRN）

一般社団法人
日本技術者連盟
（略称：JEF）

会⻑ 野々内 隆
元 通商産業省資源エネルギー庁⻑官
前 一般財団法人経済産業調査会 理事⻑

副会⻑ 大島 賢三
一般社団法人アフリカ協会 理事⻑
元 国連大使 /元JICA 副理事⻑

理事 内藤 香
元 公益財団法人核物質管理センター
理事⻑

斎藤 信男
慶應義塾大学名誉教授 工学博士

浮舟 邦彦
学校法人滋慶学園 総⻑ Ph.D.

梶原 豊
高千穂大学名誉教授 経営学博士

星野 克美
多摩大学名誉教授

中村 尚五
日本理科検定協会 会⻑
東京電機大学名誉教授 工学博士

髙田 大進吉
理数検定研究所株式会社
日本理科検定協会 代表

齋藤 衛
株式会社アネックスリサーチ
代表取締役社⻑

井⼾田 勲
一般社団法人
ものづくり日本語検定協会 理事

会⻑ 吉川 弘之
元 東京大学 総⻑
国⽴研究開発法人科学技術振興機構
上席フェロー 工学博士

理事 田中 芳夫
元 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事
東京理科大学大学院
イノベーション研究科教授

元木 英一
元 国⽴研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構
理事

片岡 正俊
元 地方独⽴⾏政法人
東京都⽴産業技術研究センター
理事⻑ 工学博士

Dr. イリス・ヴィーツォレック
株式会社IRIS科学・技術経営研究所
代表取締役

星野 克美
多摩大学名誉教授

齋藤 衛
元 一般社団法人日本人材紹介事業協会
監事
株式会社アネックスリサーチ
代表取締役社⻑

井⼾田 勲
一般社団法人
知財人財ネットワーク機構 理事

会⻑ 星野 克美
多摩大学 名誉教授

顧問 野々内 隆
元通商産業省資源エネルギー庁 ⻑官
元一般財団法人経済産業調査会 理事⻑

斎藤 信男
慶應義塾大学 名誉教授 工学博士

松井 一秋
般財団法人エネルギー総合工学研究所
研究顧問

理事 井⼾田 勲
一般社団法人日本技術者連盟 専務理事

梶原 豊
高千穂大学 名誉教授 経営学博士

浮舟 邦彦
学校法人滋慶学園 総⻑ Ph.D.

内藤 香
元公益財団法人核物質管理センター
理事⻑

林道 寛
一般財団法人エネルギー総合工学研究所
原⼦⼒工学センター 特任参事

井畑 敏
一般社団法人
日本ミャンマー⽂化経済交流協会
理事⻑

運営支援 運営支援

運営支援

野々内 隆委員 吉川 弘之委員 星野 克美委員
大島 賢三委員 佐々木 宜彦委員 内藤 香委員



【一般社団法人日本技術者連盟】
Japan Engineers Federation （略称：JEF)
イノベーション動画プラットフォーム「Web Knowledge Xpo」(WKX）上で展開する
Global Internet EXPO（GIX）を経由し、日本の中堅･中小企業の“ものづくり文化”を
国内市場及びアジア/アフリカ市場に向けて動画で配信することにより、技術製品の販路
開拓を⾏うと共に、新興国･発展途上国との技術移転の活発化と迅速化を支援する

事業内容の概要

【一般社団法人日ものづくり日本語検定協会】
Monozukuri Nihongo Kentei Kyokai（略称：MNKK）
製造業・非製造業を問わず、全ての業
務に応用される広義のものづくり思想
である｢日本式ものづくり｣。この考え
方や技術により、顧客満⾜度の⾼い機
能･品質･価格を備えたモノやサービス
を提供するために、商品規格･開発･設
計等を⾏い、生産･購買･販売に付加価
値を加える一連の活動を、多言語で提
供し支援する

MOK
ものづくりオンライン検定

・Fundamental部門
・Advanced部門
（2020年予定）

Fundamental検定
【Reading】問題数:50問

受検時間:50分
【Speech】1分間自己PR 動画

Advanced検定
【Reading】問題数:70問

受検時間:70分
【Speech】1分間自己PR 動画

MOKオンライン自主検定

MOKオンライン講座 自学習

1分間自己PR動画を
サイト内へ投稿

Learning

Testing

Speaking

ものづくり日本語検定 台湾説明会
（2018/5/25開催）

ものづくり日本語検定
大阪説明会

（2019/5/30開催）

日本/UAE 
高温ガス炉研究協⼒技術フォーラム

日本/イラン合同技術フォーラム
“最新の鉄道技術と環境配慮”

日本/イラン ガスタービン コンバインド
サイクル発電・リパワリング技術フォーラム 日本/カンボジア情報通信技術フォーラム

原⼦⼒発電設備・部品の中国国内及び
海外の供給チェーン確⽴に向けた、日中
協⼒のための中国核工業集団公司及び
海塩県人⺠政府との協議会

技術製品販路開拓支援ものづくり人材開発支援

【一般社団法人知財人財ネットワーク機構】
Japan Researcher's Network （略称：JRN)
知財人財とは、⾼度な研究・技術開発の能⼒を有し、
求められる知財イノベーションの創出を実現するため、
国内外で活躍するプロフェッショナルをいう。わが国
のあらゆる階層に“モア イノベーション”を巻き起すた
め 、 動 画 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 「 Web Knowledge
Xpo」(WKX）を活用し、研究者･技術者が自らの
研究成果の発表や自己PRを⾏う場を提供する。
研究者･技術者がその魅⼒を最大限に発揮
することで、停滞している知財人財の
流動化を支援する

一般社団法人知財人財ネットワーク機構
設⽴記念シンポジウム
（2018/2/5開催）

相互リンク・フラット・シェア

699.639人

研究機関
技術者・
研究者

企業
技術者・
研究者

イノベーション動画
プラットフォーム

大学
技術者・研究者

ポスドク

技術人材派遣支援

http://wkx21c.org


