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発表の構成 

1. 学修成果アプローチの必要性と国家学位・資格枠組み 

2. NQF導入の必要にかかる日本の課題状況 

3. NQF第1世代英連邦諸国の市場からのアプローチ 

4. EQFからの第2世代の取組 
– EQFと第2世代諸国（公的統制型）の学修成果への取組 

– アジアの固有性（機関自律性）と韓国における挑戦 

5. 日本：NQF構築への模索 
– 日本的労働市場と各省庁の取組 

– 日本版NQFへの開発的研究 
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1-1. 教育の質保証における学修成果アプローチ 
 

• 1990年代以後、第三段階教育の拡張と「エンプロヤ
ビリティ」問題 

• 学修成果（アウトカム）を通した教育の質保証 

• 職業構造の変動のもとで、職業移動を含むキャリア
形成を保証する、職業のコンピテンシーによるマネ
ジメントが期待される 

• 第三段階教育の学修成果と職業のコンピテンシー
の対応を軸とする統合的な教育政策、国家学位・資
格枠組み（National Qualifications Framework, 

NQF） 
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1-2．国家学位・資格枠組み（NQF） 

• NQFの目的と意義 

1. 大学型・非大学型アプローチでの同じ領域の教育プログラムの相
互認定 

2. 同等の教育プログラムの専門分野間でのアウトカム表現の共通
理解 

3. 教育セクター・プログラム間の相互承認と編入等 

4. 国際的な学位・資格の相互承認 

• NQFの展開 
– 今日世界150カ国以上が開発・導入 

– 全てのレベルの学術型や職業型の教育プログラムを、修了時の
学修成果の説明指標（descriptors）をもとに学位・資格の全体枠
組みに位置づける 

– それを基準として教育訓練の実質的な質保証と向上が可能となる 
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1-3. 職業教育へのUNESCO勧告とNQF 

• 2015年、UNESCO「職業教育（Technical and Vocational 
Education and Training）についての勧告」（1５年ぶりの改訂 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=49355&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html） 

• 職業教育は、「広範な職業分野、生産、サービス、生活に関
わる教育、訓練、技能開発」 

• その目的は「個人をエンパワーし、雇用とディーセントな仕事
、生涯学習を推進する」 

• 勧告の柱（1）「質とレリバンス」 
• 「学習プロセス」 

• 「職業教育スタッフ」 

• 「学位・資格システムと学習経路」 

• 「質と保証」 

• 「労働市場と職業世界へのレリバンス」 

• 「情報とガイダンス」など 

• 勧告の柱(2)「政策とガバナンス」 
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2-1．NQF導入必要にかかる日本の課題状況 

 

1. 職業と資格を巡る課題 
• 非資格者の資格業務担当 

• 資格取得者の職業倫理 

• 企業特殊的資格による通用性と社会的信頼の欠落 
 

2. 教育体系の質保証にかかる課題 
• 専門学校における質保証のツールの模索 

• 大学における柔軟な解釈の学修成果による質保証 

• 職業教育の学術的教育との同等性評価 
 

3. 教育と職業のグローバル化への対応 
• 特に、教育プログラムの国際市場展開への対応 
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2-2.学修成果アプローチの可能性？ 
     学術教育型と職業教育型のベクトルの違い 

大学および学術的教育プログラム 
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大学による

学修成果 

職業A 

職業B 
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修得 

活用 

修得からその活用へ 

 

 

 

職業・専門教育プログラム 

 

 

 

知識 

技能 

知識・技能を活用する能力 

態度 

職業における 

必要 

必要から修得へ 

修得 
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卒業生から見た人材養成目的の 

高い到達度 

プログラム 

目標の狭さ 

①職業教育 

②スペシャリスト 

③ステークホルダー参画型 

①大学・学術 

②ジェネラリスト 

③教育機関自律型 

プログラム 

目標の広さ 

卒業生から見た人材養成目的の 

低い到達度 

2-3.学術型の教育と職業型の教育 7 



2-4．教育高度化とガバナンスの展開 
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2017/11/18 出所）吉本（2017a）10頁 



2-5.教育の高度化と外部統制・内部自律性 

• 日本の第三段階教育で展開する多分野の職業教育のケース
スタディ（吉本2017）によると、 

• 職業教育の充実向上は、その高度化に向かう 

– 医療等の国家資格系分野では、教育プログラムの高度化
が、養成課程編成や現場の学習に関して、多様な社会的
ステークホルダーの関与を高めていく 

– しかし、既存の下級レベルプログラムとの適切な学習接続・
アクセスに関して、問題を生じやすい（複数のレベルで同じ
資格の教育を提供） 

– 非資格系分野のビジネスなどは、教育編成や学習の場や
方法などの統制が内部関係者（学校と教員）主体となる 
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2-6. 日本の第三段階教育をふり返り、外からみると、 

• 大学セクター拡大と並行して、1960年代、70年代に各国で非
大学型の第三段階教育セクターが登場し、日本では短期大学
、高等専門学校、専門学校などが創設発展 

• 日本の第三段階教育について、OECD(2009)の政策レビ
ューは「第三段階教育機関の多様性」に注目。 

• 大学・短大・専門学校の機関の多様性、国立・公立・私立
の設置者の多様性、国家・グローバルな機関と地方機関
など地域志向の多様性があり、この点を高く評価 

• 反面では、この多様性は、適切な機能的分化の政策的方
向づけなく展開しており、労働市場での適切性を欠いた教
育制度となっているという問題点も指摘 
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3-1.質の高い職業教育に向けて 

専門分野の現場発のNQFアプローチ 
11 

質の高い職業教育とは何か？ 

それを支える質の認定（Quality Endorsement) 

システムとは何か？ 

「職業の」「職業による」「職業のため」の教育の観点から 

国家学位・資格枠組み 

（NQF: National Qualifications Framework) 

2017/11/18 

国内外での通用性ある職業教育分野分類 



3-2.職業の、職業による、職業のための教育 12 

（1）職業教育の目的・目標について： 
人材養成の目的に応じて、教育訓練と学位資格の目標を、国家学位・資格枠組
み（NQF)のレベル説明指標設定のように、いかにして職業教育として共通に、
また個々の分野ごとに適切に、学修成果やコンピテンシーの用語によって表現
し、適用していくことができるか。 

（2）職業教育の方法・手段について 
職業教育として共通なコンセプトで、また分野ごとに適切に、実際の職業世界と
適切に関連した教育訓練プログラムを、適切な教育訓練スタッフによって提供し
、運用することができるのか。 

（3）職業教育のガバナンスについて： 
職業教育として共通の、また分野ごとに適切に、教育訓練事業者の関心や政府
政策などの供給側とともに、雇用主・経済界と職能団体・職業関係者などの需要
側の関心・参画によって職業教育を方向づけ、運営していくのか。 
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3-3. 世界の国家学位・資格枠組み展開を加速
した欧州レベルの参照枠組み（EQF） 

1. NQFの源流：欧州大陸諸国における教育機関、職能団体、政
府などの関係者の連携協働による教育ガバナンスなどの統合
的システムモデル 

2. 初期NQF：欧州大陸モデルを意識しながらアングロサクソン諸
国が、成果アプローチによる学位・資格の統合モデル展開 

3. EQF：学修成果にもとづく大学教育プログラムの標準化と相互
認証への試みと並行して、非大学型セクターにおける職業教
育訓練の可視化と相互浸透性を目指すコペンハーゲン・プロセ
スが展開。2008年、地域参照枠組みとしての欧州学位資格枠
組みEQF（European Qualifications Framework ）が成立 

4. EQFの世界的普及：教育訓練・労働移動にかかるEU諸国との
交流をもつEU以外の諸国に強い影響、世界各国でNQF開発 
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3-4.第1世代としての英国および旧英連邦諸国
の１９９０年代のＮＱＦ開発・導入 

英国の取り組みの革新性と不
安定性 

ＮＶＱ：英国の職業資格のジャ
ングル状態を整備し、生涯学
習を推進する枠組み（ＬＯの
提唱） 

→大学学位を取り込んだＮＱＦ
→モジュール構造を意識した
ＱＣＦ→公的に統制された学
位・資格に焦点を当てたＲＱ
Ｆ 
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出所）吉本（2017a）7頁 
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3-5.代表的コミュニケーション枠組みとしての 

スコットランドの学位・資格枠組み(SＣＱＦ) 

•1980年代成立 

•学校セクター、大学セクター、 

     職業教育セクターの学位・資格を 

    12のレベルに並べる学習時間に 

     応じた統一的単位・モジュール制 

•継続教育カレッジの職業教育訓練 

  プログラムによるリカレント学習の 

  充実を主な動因とし、それを高等 

  教育のディプロマ等（HNC、HND） 

  へと発展させる手段 

•Raffe(2013)は、SCQFを、既存の複数セクターによる教育訓練プログラ
ムを統合した単位互換編入のシステムから発達した学位資格枠組みであ
ると評価し、「コミュニケーション型枠組み」と類型化 

15 

出所）http://www.scqf.org.uk/framework-diagram/Framework.htm 
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3-6.産業のシステムへ向けての豪州AQF 

•1972年にスタートし、歴史的に定評のある学位・資格枠組み 

•学位・資格の種類、タイトル、記述子への全国合意 

 1980年代に、標準化したVETセクターの発達 

•労働市場、教育、政府および地域のステークホルダーすべてが関与 

 －学位・資格およびそのシステムｊへの信頼形成 

• 教育関係者と産業界等とで連携・維持する複雑な学位・資格システム 

分野別の標準モデル（ISCとTP） 

出所：Doolette(2014) 

• 2010年改訂 

分野間の一貫性 

• 2013年～「産業のシステム」としての要素を強化 

政府委員会ISCから公募産業関連団体SSOへ 
 

•改革型（Raffe・2013を参照すると） 
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3-7. 豪AQF(2)-トレーニングパッケージ（TP) 

「トレーニングパッケージ（TP）」の導入背景と意義 

• コンピテンシー基盤の職業訓練（Competency-based 

Training: CBT）の導入 

 1990年代以降、インプットやプロセスからアウトカムへ 

 成果重視で質の高いVETを通して、豪州の産業セクターの強化、国際的
競争力の向上 

 導入に際し、特に英国の取組みを参照：ドイツやオーストリアのモデルと
比較して、知識軽視、技術（craft）に対する全体論的アプローチに欠ける
（Gathrie 2009） 

 

• 1996年にTPのコンセプト導入、1997年に初のTPを認証 

• 現在は、TP成果政策、TP開発・認証過程政策に加え、TP策定
基準（Standards for Training Packages）を整備 
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3-8. 豪AQF(3)-TPの開発＝質保証の媒介ツール 

TPの開発・活用に基づく質保証 

• TPの構成要素 

 ①コンピテンシー（Units of competency） 

 ②資格（Qualifications） 

 ③評価ガイドライン（Assessment guidelines） 

• TPに基づくVETの提供 

 VET機関（RTOs）は、教育プログラムの編成に際し、該当す
るTPを使用（企業単位でのTP策定も可）。 

 「カリキュラム」ではなく、教育・学習の方法や評価方法につ
いては規定されていない。RTOsや教員が自らの責任と工夫
で設計・実施。 
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3-9 豪AQF(4)-VETの質保証システム 

VET質保証の基本構造① 
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VET提供機関 

質保証/規制 
機関 

政府 

産業界 



3-10. 豪AQF(5)-新たなAQFシステムへの改革 

1.学修成果の分類 

①知識（knowledge）、②技能（skills）、③知識と技能の応用（
application of knowledge and skills）による分類 

2.学修成果の段階整理 

•学習の必要度、到達内容の複雑さ・深さ、到達するのに要求さ
れる自律性を軸に、学位・資格の相対性を明らかにするために
10段階を設定 

•各段階を上記の①～③で規定 

3.学習量の設定 

•資格・学位ごとに名目的な学習期間の設定 
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4-1.第2世代：EQFから各国のNQFへ 

• NQFのルーツには、欧州大陸諸国における教育機関、職能
団体、政府などの関係者の連携協働による職業教育の質保
証モデル 

• 1960年代に整備されたフランスの学術教育と職業教育を一
元的に位置づける学位・資格制度も、NQF開発で参照された
と見ることができる（CEDEFOP2015a-’National 

qualifications framework developments in Europe’）。 

• EU統合による欧州諸国へのインパクトEQF（descriptorsをも
とにOutcomesアプローチへ転換） 

– ボローニャ・プロセス：大学セクターの学修成果にもとづく大学教育プログラ
ムの標準化・可視化 

– 非大学型セクターにおける職業教育訓練の相互可視性・浸透性を目指す
コペンハーゲン・プロセス 

– 地域参照枠組みとしてのEQF（2008-）が成立 
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• ドイツ学位資格枠組み（DQR)のdescriptors 

• タクソノミｰ 
• 「専門的コンピテンス」＝「知識」と「技能」 

• 「人格的コンピテンス」＝「自律性」と「社会的スキル」 

• DQRレベル６は、大学学士号と、見習訓練と職業経験等から
得られるマイスター資格 
• 前者が「体系的な知識の批判的理解」を重視 

• 後者はそれと等価のものとして「最新の技術発展を理解する知識」を
要求 

• 学術、職業の両方の系統の対等な評価、位置づけが示され
ている。 

 

22 

4-2.グローバル化を支えるレベル説明指標（学修
成果とコンピテンシーを繋ぐ） 

2017/11/18 



4-3. ドイツDQRの説明指標（descriptors）における学
術型と職業型の学修成果の組み込み 
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Level 6

知識 技能 社会的コンピテンス 自律性

基本的な学術原理や広範囲の統
合された知識の修得している、学
術学科の実践的な応用できる、ま
た主要な理論や方法論への批判
的理解力をもつ(ドイツ高等教育学

位・資格枠組みのレベル１：

Bachelor levelと対応）

＜専攻と将来的な専門分野の中
で＞複雑な問題を処理するための
特に広範囲の一連の方法論を修
得(ドイツ高等教育学位・資格枠組

みのレベル１： Bachelor levelと

対応）

専門家チームで働く際の責任
を想定できる

学習の目的を定義し、省察
し、評価できる、また学習と仕
事のプロセスや構造を自律
的に、また持続可能な形態
で構造化できる

あるいは あるいは あるいは

今日的技術発達にかかる広範囲
で統合された職業的知識の修得

＜特定の職業活動領域の中で＞
上記と同様の方法論を修得してい
る

集団や組織をリードする責任
を示すことができる

学術学科の将来の発展のための
知識を修得している

他人に技術的な発展を指導
し、またチーム内で問題を適
切な方法でに扱っていける

あるいは

＜職業活動の領域で＞他の領域
との交流するための適切な知識を
習得している

頻繁な課題の変化に応じながら、
特定の状況下で様々の基準を考
慮しながら新たなソリューションを
見出し、またそうしたソリューション

を評価できる 複雑な専門的な問題につい
ての議論や解決案を専門家
に提示するkとができる、また
そうした専門家と将来の発展
のために協働できる

専門職的コンピテンス 人格的コンピテンス

包括的な技術作業及び技術問題の計画、処理、評価に関するコンピテンス、及び学術科目の各専攻内でのあるいは特定職業活動
分野内での活動の自律的なプロセス管理のコンピテンスを修得している。その要件は、複雑さと頻繁な変更により特徴づけられる。



4-4. 国家学位・資格枠組みと東アジアにお
ける挑戦 

• アジア諸国では旧英連邦のマレーシア(2007) などを皮
切りに欧州からの影響を受けながら、徐々にNQF開発
が拡大 

• 特に、ASEAN諸国の経済ネットワーク統合のもとでの
教育と人材の交流へのステップとして高い政策的関心 

• 地域参照枠組みの開発（AQRF) 

 

• しかし日本、中国など東アジア諸国では、NQF導入は
難航 
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4-5. 東アジアの機関自律型の困難 

• 日本も含め後発近代化諸国では学歴主義が発達、歴史・文化
的に儒教や科挙などの歴史・文化に由来する大学入学者選抜
制度、受験競争が激化 

• 私学セクターの存在など機関間での共通目標形成よりも差異
化を図る志向性 

• 初期教育訓練において、普通教育と大卒学歴が重視されるた
め、職業教育訓練が適切に発展しない 

• 産業・職業において市場競争モデルが支配的で財閥系など個
別特殊的マネジメントのため、職業横断的市場形成範囲が小
さいため、職業コンピテンシーの基準形成が困難であり、移動
のための公的職業訓練の限定的発達 

• 行政上での教育と訓練とが明確に分離され、相互の対話が乏
しく、教育訓練と産業界との対話が十分に展開しない 

25 



4-6.韓国の大統領主導のＫＱＦ開発 

• KQF（Korean Qualifications Framework）への体系的で
明確な行程管理 
– 知識、技能、態度のdescriptors 

– NCSから新たな学位・資格開発 

– 既存の学位資格プログラムのNSC対応による分野別枠組み(SQF）開発
へ 

• NCSの開発は、1997年の資格基本法が出発点。2002年
から10年間の基盤整備。そののち５年間で当初の目標に
到達。大統領が強力に推進 

• NCSから、高等教育学位体系等と統合した:KQF開発へ（
大統領交代により不透明化も） 
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4-7.韓KQF(2)-ＮＣＳからスタートしKQFへ 

• 産業別の国家職務能力基準（National Competency 

Standards: NCS） 
– 2002 年から雇用労働部と韓国産業人力公団が開発 

– 2015年までに産業別職種別のNCS開発目標887中の847完成 

– 文部省とKRIVETによるNCSの学習モジュールへの展開 

• NCSの実用的運用 
– 全ての国営企業で採用に利用 

– 全ての専門大学カリキュラムでNCSを3割程度導入 

– 全ての職業能力開発施設プログラムNCS準拠 

– 大学におけるNCS準拠による教育助成 

– 中小企業における人材開発への利用 
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5-1.戦後日本の労働市場モデルと職業への移行 

• 日本的労働市場形成と学校からの円滑な職業への
移行 
1. 学校卒業生を既卒者よりも優先する採用政策 

2. 経済成長政策に呼応した学卒労働力の広域的移動 

3. 技能を持たない若年者に優しい労働市場 

4. 企業特殊的訓練と広範囲での人材配置・再配置、継続雇用 

 

• <Job型>労働市場ではなく、家族的企業等への
<Membership型>労働市場の発達、規範化 
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5-2．日本における労働市場モデルの転換と 

今日的な職業能力評価の焦点（労働省研究会2014） 
29 
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5-3.日本版NQFへの模索（1） 

ー厚生労働行政における職業能力の扱い－ 

 厚生労働省による職業能力の開発および向上のための施策 

• 職業訓練の提供 
• 公共職業訓練 と各施設での訓練の提供と非公立機関に委託した訓練  

• 技能検定制度、在宅資格試験 
• 技能検定 (労働力における１００万人の保持者)は国内被雇用者の３４％を占めると推定される 

• 128 職種は外部評価あり（主に工業や生産分野） 

• 技術評価として4レベル  

• 職業能力評価システム 
• 厚生労働省報告書 (2014) ‚労働市場政策にむけての職業能力評価の有用性についての報告書 

 職業能力評価基準 

• ２００２年度からの政府と企業との協同下で、厚生労働省は54のサービ
スセクターおよび９の事務的職業分野において（合わせて日本における
労働人口の５０％をカバーする）、新たな職業能力評価基準を開発 

• エントリーレベルからマネジメントレベルまで計4 levels 

• 知識、スキル、コンピテンシーについて記述 

• 予備的NVQシステムの一つであるが、各レベルは産業横断的には調和
がとれておらず、少なくとも明白でない 
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5-4.職業能力評価基準のレベル設定の事例 31 

職業能力評価基準（外食産業）レベル区分の考え 

レベル

レベル4 【本社・本部】
大規模組織の責任者として、全社最適化を志向した統合的な判断及び意思決
定を行い、企業利益を先導・創造する業務を遂行するために必要な能力水準。

レベル3 【本社・本部】
中規模組織の責任者として、部門方針に従った運営計画を立案し、組織及び業
務の統括を行うために必要な能力水準。

または、

店舗開発、商品開発など担当職務における高度専門職として、高度な企画・立
案及び問題解決を行い、会社業績の向上に貢献を行うために必要な能力水準。

【店舗】 フランチャイズ店経営者等として、店舗経営を行うために必要な能力水準。

レベル2 【本社・本部】
店舗開発、商品開発等の実務担当者として、創意工夫を凝らし、自主的な判断・
改善・提案を行いながら職務を遂行するために必要な能力水準。

【店舗】 店長として、店舗運営全般を遂行するために必要な能力水準。

レベル1 【店舗】
スタッフとして、店長等の指示・助言を踏まえて担当する店舗業務を確実に遂行
するために必要な能力水準。

レベル区分の目安
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システム・評価方法 

○ 成長分野における実践的な職業能力の評価・認定制度 （キャリア段位制度） 

○ 当面、 ①介護プロフェッショナル ②カーボンマネジャー（省エネ・温室効果ガス削減等人材） ③食の６次産業

化プロデューサーの３分野について実施。 

○ エントリーレベルから トップ・プロレベルまでの７段階で評価 

○ 「わかる（知識）」と「できる（実践的スキル）」の両面で評価 

○ 「わかる（知識）」の評価 

 → 原則として、認証された「育成プログラム」の履修により評価 

○ 「できる（実践的スキル）」の評価 

    ① 介護プロフェッショナル：ＯＪＴを通じて評価 

      （例：入浴介助・排泄介助など基本介護技術、事故発生防止等） 

    ② カーボンマネジャー：これまでの実務経験・実績により評価         

      （例：省エネ法の定期報告書等） 

    ③食の６次産業化プロデューサー：これまでの実務経験・ 

      実績に より評価 （例：６次産業化の事業の売上、商品数、雇用

者数等）  

レベル 各レベルの特徴 

プ
ロ
レ
ベ
ル 

７ 
・分野を代表するトップ・プロ
フェッショナル                                                    

６ ・プロレベルのスキル 

・高度な専門性、オリジナリティ ５ 

４ 
・一人前の仕事ができる 

・チーム内でリーダーシップ  

３ 
・指示等がなくとも、一人前の仕
事ができる 

２ 
・一定の指示のもと、ある程度
の仕事ができる 

１ ・職業準備教育を受けた段階 

5-5．日本版NQFへの模索(2)内閣府によるキャ
リア段位：実践キャリア・アップ戦略 
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5-6.あらためて困難の要点：日本雇用慣行システ
ムにおける職業能力評価の課題 

• 労働関連の能力評価とキャリア段位制度のレベル 

特定の分野の内部や労働世界においては論理的一貫性 

しかし、教育界や実時間において、入口の教育・経験とコンピテ

ンシーが現実的非一貫性 
• 介護: エントリーレベルは中卒・高卒、無資格の介護領域就業者 

• エネルギー・環境マネジャー：高度の工学知識が参入時点で必要とされ、エントリ
レベルといっても修士学位等を前提。 

• 食の６次産業化人材：農業分野の経験と基礎的な技能、 工業分野の企画、技術
的技能、流通業界等の第三次産業に関わる経験と技能、社会的ネットワーク 

• すべての職業で、監督されるエントリレベル、一人前
の職業人、その上にリーダーやマネジャーがあるの
は論理的にも共通。しかし、出発点とキャリアパスの
長さは異なる。 

33 
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5-7.日本版のNQFに向けた開発研究 

• 九州大学第三段階教育研究センターでは、諸外国の
NQFと第三段階教育の職業教育を調査するとともに、 

• 日本の介護、保育、食調理、IT、デザイン、ビジネス、
観光の7分野において 

  共通枠組に 

  よる学修成果 

  マトリックスを 

  開発中 

34 

知識 技能 態度

応用

(現場の

文脈）

△△△△

○○○○

△△△△

○○○○

△△△△

○○○○

△△△△

○○○○

○○○○

○○○○

6　○○

5　○○

4　○○

3　○○

○○○○

プログラム

修了による

学位・資格

のレベル

□□□□

修得される学修成果／一人前の職業コンピテンシー 各レベル修了者

の目標となる職

業的な

役割

□□□□

□□□□

□□□□

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

○○○○

職場訓練

による充



5-8.コンピテンシーレベル設定と教育のレベル 

職業サイドでの動き 
– 職業に必要なコンピテンシーについて、そのレベルを含めたプロファイリングの試み 

• ex. 厚生労働省の職業能力評価基準(2001-  ) 

         内閣府のキャリア段位制度(2010- ) ＊内閣府事業としては2014年度終了 

– 構築の過程でそれぞれ、イングランドなど先行する諸外国の動向は意識 

– 現在のところ、 

• 省庁横断的な動きとはなっていない 

• CSだけでは学校現場への実装との間に断絶 
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職業能力評価基準（4段階） 

– レベル1（スタッフ） 

– レベル2（シニア・スタッフ） 

– レベル3（スペシャリスト、マネージャー） 

– レベル4（シニア・スペシャリスト、シニア・
マネージャー） 

（参考）レベル設定イメージ 

キ
ャ
リ
ア
段
位
制
度
（
7
段
階
） 出典：厚生労働省ウェブサイト 

（http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002ae5j-att/2r9852000002aekd.pdf） 



5-9.セクター別学位・資格枠組みの試行（SQF)へ 

介護人材のキャリアパスと教育プログラムの対応性検討 

オーストラリア ドイツ

ＡＱＦ ＤＱＲ

7

6

5

4
介護福祉士
（国家資格）

　養成課程修了（1850h～）
　実務者研修＋国家試験合格

Altenpfleger
(3years/4600ｈ)

Level4

3 　実務者研修修了（450h）
Home & Community care

Lifestyle Cordinator

CetificateⅣ

2
旧ホーム
ヘルパー

　初任者研修(130ｈ)
Care worker
CertificateⅢ

1
仮称；

ｹｱｻﾎﾟｰﾀｰ
敬心学園文科省委託研究による

ｴﾝﾄﾘｰﾚﾍﾞﾙﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（50h）

介護学習プログラム体系/富士山モデル（Mt.Fuji Model）

日本の介護教育・資格とキャリア段位の対応

ｷｬﾘｱ段位 資格 教育訓練

認定介護福祉士
（介護福祉士会）
管理介護福祉士
（介護福祉士養成施設協会）

※検討中

　
　　　　　　部分は現在実施中の教育訓練でキャリア段位との対応関係は確定済

NQF

注）厚生労働省（2015）「2025年に向けた介護人材にかかる需要推計(確定値）について」6頁、小林・菊地（2016）6頁、菊地（2017）報告資料をもとに作成

注）AQF（オーストラリア学位・資格枠組み　Australian Qualifications Framework）
　　DQF（ドイツ学位・資格枠組み　Deutscher Qualifikationsrahmen fuer lebenslanges Lernen）

アドバンス

スタンダード

ベーシック

エントリー

ジェネリック

36 

出所）吉本他（2017)、32頁 
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5-10.分野別職業レベル別コンピテンシー 
レベル説明指標試行（知識、技能、competency：介護33項目） 
■介護教育における学修成果指標（案）

【EQGC介護】敬心学園

①老年医学や老年精神学、リハビリテーション、自立支援等、関連領域に関す
る知識を有している

①介護技術全般にわたり高度かつ熟練のスキルを有している ①介護過程の展開に関し自立的に判断し、結果に責任を持つ

②現場に展開できる最新の介護サービスや介護用具等の知識および介護ロボッ
トやＩＣＴを介護に活用するための先進的知識を有している

②自分の専門領域を持ち、その領域においては卓越した介護スキルを持ってい
る

②業務やサービスに関する品質を評価し、ユニットにおける改善や革新の取り
組みを主導する

③最新の介護保険制度や介護報酬、医療福祉政策等に関する知識を有している
③ケアや利用者サービスに関する想定できない問題やトラブルに対する解決・
対応スキルを有している

③部下の動機づけ、フォロー、評価、育成等に責任を持ち、これを主体的に進
める

④介護に関わるリスクマネジメントに関する知識を有している
④コンパッショネイト・ケア、アンガーマネジメント等、職員のメンタルケアに関す
る基本的スキルを有している

④他職種スタッフに積極的に働きかけ、高品質なサービス提供に向けての連携
を主導する

①介護に関する応用実践的な知識を有している
①ある程度想定を超える場合であっても、要介護者の状態や状況に応じた介護
を行うことができるスキルを有している

①ケアスタッフの業務遂行における監督・スーパーバイズ、指導を行う

②介護実践に必要な介護技術の根拠となる原理・理論および介護保険や報酬
に関する制度の基本的な知識を有している
（例：人体の構造と機能、こころとからだのしくみ、介護保険法等）

②要介護者やその家族等への精神的支援や援助のために、現状・支援内容の
説明ができるコミュニケーションスキルを有している

②日常業務を通じて、ケアやサービスの問題点を発見し、自発的にその改善・
解決に取り組む

③介護における安全の確保に関する知識、介護者の心身の健康管理に関する
知識を有している
（例：介護における感染予防、事故予防、ボディメカニクス等）

③自立支援介護が実践できる基礎的スキルを有している
③施設や職場を明るく活気のある場にするための工夫や改善に率先して取り組
む

①介護に関するこころとからだのしくみの基本的な知識を有している ①定型的な介護業務を自己の判断で遂行するスキルを有している ①定型業務について、自律的な判断に基づき責任を持って遂行する

②介護に関する基本的な視点（ICF,QOL,ノーマライゼーション）について理解
し、要介護者の権利を擁護するための制度に関する知識を有している

②想定されうる範囲での利用者の状態に合わせた介護を行うためのスキルを
有している

②非定型業務について、必要に応じ、指示を仰ぎながら遂行する

③要介護者やその家族と良好な関係を構築できるコミュニケーションスキルを
有している

①介護に関する初歩的な知識を有している ①生活介助や支援等の業務を、直接の指導・監督の下で遂行するスキルを有
している

①定型業務を直接の監督の下、決められた手順に従い遂行する

②介護を行う上での責任と範囲、役割について理解し、手順に沿って介護を
行うことの重要性を理解している

②要介護者やその家族への挨拶、介助前の声掛けをするコミュニケーション
スキルを有している

レベル

学修成果指標（アンケート項目案）

エントリー

ベーシック
(旧ﾎｰﾑﾍﾙ

ﾊﾟｰ2級)

ユニットリーダ－
（現場責任者）

ユニット
サブリーダー

（現場責任者補佐）

ケアスタッフ

ジュニア
ケアスタッフ

アドバンス

スタンダード

(介護福祉士)

（ケアに関わる）知識 （ケアにかかわる）スキル コンピテンシー
組織内での役割

ポジションイメージ
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卒業生から見た人材養成目的の 

高い到達度 

プログラム 

目標の狭さ 

①職業教育 

②スペシャリスト 

③ステークホルダー参画型 

①大学・学術 

②ジェネラリスト 

③教育機関自律型 

プログラム 

目標の広さ 

卒業生から見た人材養成目的の 

低い到達度 

5-11.学術型教育と職業型教育の浸透と調和 
38 



ご清聴ありがとうございました。 

yoshimoto@edu.Kyushu-u.ac.jp 

九州大学「高等教育学位・資格研究会」
（EQ研） 
 https://eq.kyushu-u.ac.jp/index.html 

 

ワーキングペパーシリーズ（No.1～No.3） 

https://eq.kyushu-u.ac.jp/report/ 

 

「中核的専門人材育成のためのグローバル・
コンソーシア」成果報告書vol.1～14 

http://rteq.kyushu-

u.ac.jp/research_results.html 
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