
資格枠組のレベル定義（レベルディスクリプター）

レ
ベ
ル

学習者
プロフィール

知識と理解 汎用的な技能
職務上の技能 自律性と

責任感
倫理観と
プロ意識専門実践技能 対人技能＊1 分析技能＊2 管理・指導技能

8

学習者は、学問分野や
専門的実務分野の最前
線にある最先端の知見
について、批判的理解
を示す。

新しく独創的な知見／
実務につながる高度な
研究を、主体的に実
施・管理・統率する。

論文、特許、製品、新
規の高度な専門的実
務、先進技術、創造的
モデル、芸術作品や音
楽などの形で研究成果
を産み出す。

専門分野の観点、主
張、アイディアを、知
識と自信をもって提示
し、正しいと証明する
能力を発揮する。

学問分野または専門的
実務分野の最先端で、
課題となっている問題
について、包括的、体
系的、統合的で新しく
複雑な抽象的アイディ
アを実証する。

分野横断的な観点・知
識・理解を持つ。

学問分野や専門的実務
分野の最先端にある新
しく複雑な抽象概念や
課題を、批判的に分
析・評価して、総合的
に対応する。また、既
存の概念や実務の高度
化を図る。

高度な研究手法・解析
手法・技法を独力で用
いて、現代の複雑で抽
象的な新しい問題や課
題を解決し、学問分野
や実務分野の新しい知
見、理論、解決策、実
践方法を創造的に産み
出す。

ピアレビューや国際基
準を満たす独創性の高
い研究により、新しい
知見、理論、解決策、
実践方法を産み出す。

実用的・技術的な技法
／実践方法や科学的技
法を使いこなす高度な
能力を発揮する。この
ような能力は、複数の
分野の最先端におい
て、複雑で最新の問題
を解決するための技
法、技術や解決策を開
発するものである。

複数の分野で、高度で
専門的な研究方法論を
設計／実施／改良する
能力を発揮する。

同業者、研究者コミュ
ニティや一般社会に対
して、当該分野の研究
成果を効果的に伝え
る。

学習の場や職場の
人々、民族や職業が異
なるグループ・ネット
ワークに所属する多様
な人々に対応する。

専門分野の情報、知
見、アイディア、課題や
その解決法について、
同業者、研究者コミュ
ニティや一般社会に説
得力をもって理路整然
と伝える。

研究・実務活動の質を
高めるために、既存の
手法／方法論を利用／
選択／改善する、ある
いは適切な新しい手法
／方法論を開発する。

数値データや図表デー
タの批判的評価を行
う。

新しい知見を産み出
し、実務、プロセスや
製品の高度化に貢献す
る研究や資源管理につ
いて、主体性、自主
性、権限をもって取り
組む。

リーダーシップ、プロ
意識、管理能力を発揮
し、多様なパートナー
と効果的に協力する。

専門職／専門家レベル
の新たな問題につい
て、学術的および専門
職の観点から、社会
的、文化的進歩に貢献
する。

自分自身の仕事につい
て、全面的に責任を負
う。必要に応じて、所
属する組織の運営管理
全般にも説明責任を負
う。

生涯学習に対する知見
と、新しいアイディア、
解決策、システムの開
発・融合を図る。

ベンチャー事業および
プロジェクトを起こし
たり、そのリーダーに
なったりする。

法律上、職業上の行動
規範や、倫理的に健全
な行動規範を遵守す
る。

倫理上、職業上の新た
な課題を見いだし、そ
の複雑さや、専門分野
における研究の進展や
社会全体への影響を明
らかにする。

社会的、技術的、経済
的発展に専門的立場か
ら貢献する。
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7

学習者は、学習／研究
／専門的実務を進める
ことにより、高度な理
論的知識、批判的思
考、創造能力や革新能
力に関する理解を基礎
として、学問／実務の
特定分野における高度
な知識を習得する。ま
た、課題に対して、新
しい解決策を産み出
す。 

世界でも、知識と能力
を生かして、自信をも
って行動する。

学問分野または実務分
野において、分析的・
批判的評価を行い、複
雑な情報や専門的な概
念・理論・手法・実務
をまとめ上げるため
に、独創性と主体性を
発揮する。 

高度な技術、手法、技
能を活用して、新しい
アイディア／画期的な
実践法を産み出すため
のアプローチを幅広
く、総合的に行い、知
識を批判的・統合的に
応用し、学問／実務分
野における複雑な課題
に対処し解決する。 

標準の専門的研究手法
／アプローチによっ
て、最先端の知識や学
問分野の最新動向から
得られる実務技能・手
法、研究手法を応用す
る。 

学問分野または実務分
野の複雑な問題や課題
に対処し解決する能力
を発揮する。 

最低一つの外国語を使
い、仕事や高度な学習
を行う能力を発揮す
る。

同業者、専門家、素人
に対して、最低一つの
国際言語で、適切な方
法を用いて、知識、技
能、アイディア、評論、
結論／論拠を明確に伝
える。 

学習の場や職場の多様
な人々や、民族や職業
が異なるグループ・ネ
ットワークと協力しな
がら仕事ができる。 

研究・実務活動の質を
高めるために、適切な
デジタル技術やソフト
ウェアを幅広く効果的
に利用する。 

新しい解決策／課題に
取り組むために、アプ
リケーションやシステ
ムを調整する。情報・
メディア・技術のアプ
リケーションを幅広く
利用して、学習／研究
／実務を支援する。 

数学的手法や他の定量
的・定性的手法を活用
して、学習／仕事の数
値データや図表データ
を分析・評価するな
ど、評価業務を設計・
立案する能力を発揮す
る。 

職場やクラスで、かな
りの自主性、主体性、
リーダーシップ、対人
技能を発揮する。 

複雑かつ予測がつかな
い状況下で、自分のチ
ーム内の作業や他チー
ムとの協働作業の企
画、資源管理、監督、
問題解決、作業管理に
相当の責任を持つ。 

研究者や職業人として
成長を続けることによ
り自己の向上を図る。 

ベンチャー事業あるい
はプロジェクトを起こ
したり、そのリーダー
になったりする。 

法律上、倫理上、職業
上の行動規範を遵守す
る。 

批判的洞察や倫理的配
慮に基づき、複雑な問
題について助言や決定
を行う自信を示す。 

国や世界の社会的、技
術的、経済的発展のた
めに、専門的立場で貢
献する。 

市民社会や世界が抱え
るさまざまな問題に、
自分の専門分野で取り
組む能力を発揮する。

6

学習者は、専門分野で
の研究開発、創造性や
革新が欠かせない準専
門職の仕事に求められ
る、広範囲で体系的な
知識と能力を理解す
る。 

専門職業人としての姿
勢・心構えと柔軟な対
応力を持ち、倫理観あ
る職場文化や持続可能
性に向けて取り組み、
日本の国家目標に沿い
ながら国際社会の一員
としての認識を持つ。

理論や技術について、
高度で総合的な知識を
言葉で説明し、関連す
る専門分野の能力、ま
たは学習／研究／仕事
／実務分野に関わる学
際的な能力を発揮す
る。

学習／研究／仕事／実
務の分野で、批評的・
分析的能力や評価能力
を用いて、当該分野の
知識の活用において知
的主体性を発揮する。 

複雑な用途を管理、解
明し、創造的で画期的
な解決策を用いて、予
測できない問題に対処
する。 

学習／研究／仕事／実
務の分野で、技能／知
識をさまざまなアプロ
ーチに応用する。 

広範囲にわたる複雑な
問題の解決に、基本的
な方法や手法を幅広く
応用する。 

専門分野に関する実務
や手法の見直し、調
整、監督を行う。

多様な他者に対して、
アイディアや考えを、
文書および口頭で、適
切な表現方法を用い
て、自信をもって正確
に理路整然と伝える。 

学習や仕事などの多様
なコミュニティの人々
や、地域や国が異なる
多様な人々と協力す
る。

多様なITツールやメデ
ィア、アプリケーショ
ンを幅広く使用し、学
習／仕事を支援する。 

数値データや図表デー
タ／視覚データを組み
合わせて学習／仕事に
使う。

多様な組織的枠組みや
制約の下で、自主的に
仕事をし、各種業務管
理でリーダーシップと
プロ意識を発揮する。 

自分や他者の業務につ
いて、相当レベルの責
任を負う。 

事前に定めた目標や成
果に向けて仕事をする
ことで、意思決定能力
とプロ意識を発揮す
る。

選んだプロジェクトの
中で企業家としての能
力を発揮する。 

自ら定めた方向で、生
涯学習や職業の実現に
向けて取り組む。 

地域／国／世界の社会
政治・経済・文化的に
幅広い課題について認
識を示す。 

専門分野で、説明責任
を果たす。 

社会的・職業上の多様
な環境や実務の中で、
倫理観を遵守し、倫理
上の課題を明らかに
し、倫理観を持って決
定し、専門職業人とし
て行動をする能力を発
揮する。 

地元や世界が抱える科
学、技術、ビジネス、
社会、環境の課題につ
いて、深い認識と知識
を示す。
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学習者は、相当量の理
論的・専門的知識を持
ち、職場で複雑な状況
に対処することがで
き、組織や職業で求め
られることを理解し、
それに従うことができ
る。 

学習者は、倫理的に
も、地域社会や世界で
働いたり生活したりす
る場合にも、持続可能
な方法を用いる能力を
持つ。

高度な専門知識が求め
られる分野で、予測不
可能な多様な任務／仕
事／学習に取り組むた
めに、理論、概念、技
術について広範囲の知
識と理解を有する。

一つの専門分野または
仕事において、専門
的・概念的・理論的知
識を詳細に認識し、解
釈、応用、分析、評価
する。 

曖昧で複雑な定型的・
非定型的な状況や、予
測できない状況でも、
限られた範囲のアプロ
ーチや自主性をもっ
て、問題や課題を解決
する。

実務能力を幅広く活用
して、多様な学習や複
雑な任務について、必
須の方法論や手法を用
いる。 

関連した実施方法やプ
ロセスの見直しや調整
を行い、他の人たちを
監督する。

社会的、学術的、職業
上の目的で、多様な聞
き手に情報、アイディ
ア、問題、解決策を伝
えるために、分かりや
すい方法で、説得力を
持ち、効果的にコミュ
ニケーションを取った
り交流したりする。 

最低二つの言語で、高
い会話力や文書作成力
を示す。

多様なITツールやメデ
ィア、アプリケーショ
ンを幅広く利用して、
学習／仕事を支援す
る。 

複雑で定型的、非定型
的な数値データや図表
データ／視覚データを
解釈して使用する。

相当な自主性をもっ
て、かなり個人責任を
負いながら仕事をす
る。 

職場で、資源の割り当
てや他者の成績に関わ
る判断について、単独
で経営的決断を下す。 

責任を取ったり、説明
責任を負ったりする能
力を示す。 

業務分野が明確でない
場合を含め、新しい環
境で、チーム・リーダ
ーシップを発揮する。 

関連する特定の状況
で、企業家的な能力を
発揮する。 

自ら方向を定めた生涯
学習に効果的に取り組
み、専門的な共同制作
や研究に自主的に参加
する。 

地域や世界で、複数の
言語が飛び交う多民
族・多文化の状況下
で、仕事や学習を行う
能力を発揮する。

社会的責任を果たす能
力を発揮する。専門職
業人に相応しい倫理的
慣行や持続可能な慣行
に従う能力を示す。 

地域や世界で、持続可
能な社会をつくるため
に貢献する。

4

学習者は、一般理論・
原理について幅広い知
識を獲得し、特定分野
の学習／訓練の能力を
発揮する。それによ
り、技術職・専門職・
経営職の分野のキャリ
アにつながる専門的な
仕事を行うことができ
る。 

学習者は、進学への関
心を示す。 

学習者は、倫理観ある
適切な行動を取ろうと
努力し、世界の中の日
本という視点で、日本
の目標への理解を示
す。 

当該分野の学習／訓練
の中で、複雑で定型的
／非定型的な任務／学
習を行うための複雑な
理論的知識・能力につ
いて、広範囲にわたり
体系的に把握・理解す
る。

学習／仕事の内容が明
確になっている場合、
最低限の監督を受け
て、一般概念／理論／
運用原理を認識・解
釈・適用・評価する。 

明確でありふれた問題
や、日常的に見られな
い性質の問題を解決す
る。 

実務能力、技法、手法
を限られた範囲で応用
し、求められた任務／
仕事を行う。 

定型的または非定型的
な任務に関する実務や
プロセスについて、必
要に応じて検討と修正
を行う。

他の学生や専門家、素
人などに対して、アイ
ディア、情報、問題、
解決策を、口頭でも文
書でも明確に伝える。 

単独、またはチームメ
ンバーの一員として、
管理者や同僚、部下と
効果的に交流する。 

日本語のほかに最低一
つの言語で、能力を発
揮する。

学習／仕事を支援した
り、仕事や学習に関す
るデータを調べて処理
するために、多様なデ
ジタルツールを利用す
る。 

所定の複雑な数値デー
タや図表データ／画像
データを解釈し活用す
る能力を発揮する。

さまざまな状況で実施
される明確で非定型的
な学習／任務につい
て、幅広い助言や指導
を受けて、かなりの責
任感と自主性をもって
仕事をする。 

職場で各種チームの統
率と管理を行い、問題
に対処する。

企業家的な活動につい
て調べたり参加したり
する。 

進学の可能性や自己研
鑽の取り組み方を明確
にする。キャリアや職
業について現実的な目
標を立てる。 

地元・地域社会づくり
につながる専門的活動
や市民活動に関心を示
し、参加する。

仕事において、組織の
倫理や職業倫理を理解
し、従う能力を示す。 
地域社会や世界で働い
たり生活したりする場
合、持続可能な方法を
適切に用いる能力を示
す。
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学習者は、中級レベル
の事実や原理原則につ
いて、基本的、理論的
かつ専門的な知識を獲
得する。必要に応じ
て、仕事に関するバラ
ンスの取れた能力を発
揮する。 

学習者の興味や仕事に
関連する学習や訓練に
興味を示す。 

年齢相応に地域社会に
参加し、世界の問題に
対して年齢相応の認識
を持つ。 

英語など、日本語以外
の一つの言語で、初級
の言語能力を獲得する 

ある学習や訓練につい
てかなりの知識を持つ
中で、基本的な原理原
則、理論、技能を言葉
で説明し、明確な各種
の定型的任務/仕事に取
り組む。

知識や、よく知ってい
る手法、スキルを活用
して、定型的任務／学
習の予測できる問題を
解決する。

教師の監督の下で、情
報、適切な手法やツー
ル、技術、材料を使っ
て、定型的・非定型的
な任務／問題への取り
組み／解決策を組織・
運用し、完了させる。

他の学生、専門家、素
人に対して、単独で、
あるいはチームで、口
頭または文書によっ
て、アイディア、情報、
問題、解決策を効果的
かつ明確に伝える。 

日本語以外に最低一つ
の国際語の初歩的能力
を養成する。

学習／仕事を支援する
基礎的なITアプリケー
ションを利用して、学
習／仕事に関連するデ
ータを調査、処理す
る。 

よく知っていて分かり
やすい数値データや図
表データを解釈し、活
用する。

最低限の指導監督で、 
かなり自主的に仕事を
する能力を示す。 

学習／仕事の枠内で、
相手に助言を与える。 

成果の質と影響につい
てかなりの責任を負
う。 

学習／仕事／任務の成
果や成績について、よ
く考え、責任を負う

最低限の指導監督下
で、学習による自己研
鑽やトレーニングを積
んだり、進学を希望し
たりする。 

日本および近隣諸国に
ついて、認識と一般的
知識を持つ。 

企業家に求められる知
識や能力について、基
礎的な理解を示す。

多文化環境の中で行う
学習／任務で、職業倫
理に従うことができ
る。 

地域社会や世界に役立
つ事柄（環境問題な
ど）について、地域社
会と積極的に関わる。

2

学習者は、一定の環境
で責任感と倫理観のあ
る職業人として仕事を
行うための知識と技能
を獲得する。 

進学や、積極的に生涯
学習に取り組むことに
関心を示す。 

地域社会に参加する技
能を高める。 

英語など、一つの外国
語の基礎的能力を高め
る。 

学習のため、あるいは
各種の定型・非定型の
任務／仕事に取り組む
ために、複数の主題／
分野の知識を言葉で説
明する能力を身に付け
る。

知識と技能を、明確な
定型的学習／任務に活
用する。 

明確な定型的学習／任
務において、よく知っ
ている解決法を応用し
て予測できる問題を解
く。

一般的な基本手法、材
料を用いて、指導を受
けて、明確な任務を計
画し、完成させる能力
を発揮する。

よく知っている日常的
な事柄について、単純
で直接的な情報のやり
とりが必要な限られた
状況で、コミュニケー
ションをとる。 

日本語以外の言語一つ
の基礎的能力を高め
る。 

進学準備に責任を持
ち、準備に取り掛か
る。

教師の監督の下で、所
定の任務を行うため
に、十分な、限られた
基礎的なアプリケーシ
ョンやITツールを利用
して、簡単なデータを
処理する。 

少量の単純でよくある
数値データや図表デー
タを解釈する。

体系化された活動にお
いて、監督の下で、ほ
とんど自主性なく、相
当な支援を受けて、作
業や仕事をする。 

責任や説明義務をほと
んど負わずに、チーム
で作業し、意見交換や
相手へのフィードバッ
クを行う。

教師の指導を受けて、
学習に一定の責任を担
い始める。 

任務や個人の行為・価
値観について考える力
を発揮する。

一定の個人の価値観を
学習／任務の中で生か
す能力を示す。 

自分以外の文化や価値
体系に触れ続けること
で、文化的多様性への
理解を深める。 

政治意識や社会意識を
高める。
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＊1　コミュニケーション技能等についても記述する。　　＊2　ディジタル・数的技能等についても記述する。 

各レベルの目安 
レベル8：専修学校専門課程（2）卒業後15～20年経過（35～40歳）、博士 
レベル7：専修学校専門課程（2）卒業後10～15年経過（30～35歳）、修士、修士［専門職］ 
レベル6：専修学校専門課程（2）卒業後5～10年経過（25～30歳）、高度専門士、学士、学士［専門職］ 
レベル5：専修学校専門課程（2）卒業（20歳）、専門士、短期大学士、短期大学士［専門職］、準学士 
レベル4：専修学校専門課程（1）卒業（19歳） 
レベル3：高等学校卒業（18歳） 
レベル2：中学校卒業（15歳） 
レベル1：小学校卒業（12歳） 

1

学習者は、最低レベル
の基礎的な一般知識・
技能を獲得し、指導の
下で、基本的かつ極め
て定型的な任務を行
い、さらに学習を進
め、責任感と倫理観あ
る職業人になるための
準備をする。 

地域社会や、地方・国
の制度について認識
し、自分以外の世界に
好奇心を持つ。 

分野や対象の狭い範囲
内で、単純で基本的な
知識と技能を言葉で説
明し、非常に定型的で
予測できる任務および
学習を行う。

定型的で明確で予測で
きる任務において、指
導を受けて、基礎的な
知識を活用する。 

成果や成績について、
考え、改善する力を発
揮する。

明確な任務について、
各種の一般的な基本手
法や材料を使う初歩的
な技能を発揮する。

限られた状況の下で、
馴染みある日常的な表
現や簡単な言葉を伝え
る。 

基礎的な数学的手法
（記号など）を利用す
る力を示す。 

教師の指導の下で、与
えられた任務を行うの
に十分な、いくつかの
簡単な／基本的アプリ
ケーションを利用す
る。

直接指導の下、支援を
受けて、構成された活
動／任務に取り組む。 

単独またはチームで作
業や仕事をする力を発
揮する。

教師の働きかけと指導
の下で、学習に一定の
責任を担い始める。 

教師の指導の下で取り
掛かった／行われた任
務について、検討・反
省する力を発揮する。 

学習や任務の中で、生
かせる個人の価値観を
明確にする能力を示
す。

社会の責任あるメンバ
ーとなり、自分以外の
文化に対する配慮を示
す。

 / 5 5


