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① 能力診断を行う。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

能力開発支援機能 

メニューバーから 能力開発/ 
能力開発トップ を選択。 

Vitaeとは   
高等教育機関、研究機関の博士研究者や研究スタッフ、博士課程に在籍す
る大学院生の自己啓発、専門的能力開発及びキャリア開発を支援する英国
の非営利の全国的ネットワーク組織。1968年以来続いてきた、大学や研究
機関の研究者育成のためのプログラムを引継ぎ、2008年に発足。 
ホームページ: https://www.vitae.ac.uk/ 
 
Vitae RDFとは 
世界トップクラスの研究者の育成を目指し、研究者の総合的な能力開発を
目的としてVitaeが開発したフレームワーク。大きく4つのドメインに分け
れられた能力項目は、１２中項目、さらに、６３小項目へと細分化される。
（次頁参照） 
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自分の診断したいタイプを選択し、アイコンを
クリック。 
 
（※）英国Vitaeが開発した研究者に求められる能力
指標であるVitae Researcher Development 
Framework (略称RDF) をルーブリックとして使用して

います。まずは研究者としてスタートするために、必
要な基本１７項目の能力について診断する「研究者
基礎能力診断」をおすすめします。 
Vitae RDFについては下記参照 



 
 
① 能力診断を行う。 （つづき） 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

各ドメインに属する小項目能力
のうち、診断に必要な能力が抜
粋して表示される。能力名に
カーソルを合わせて概要確認。 

診断したい小項目能力名をク
リック 

各フェーズの内容を確認。 

自分が達成していると思う
フェーズを選択し、保存。 
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能力開発支援機能 



 
 
① 能力診断を行う。 （つづき） 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

仮保存したエビデンス、アクションプランは
背景色が変わる。右上のSaveボタンを押
すとデータが保存される。 

大項目ごとに「エビデンス」「アクショ
ンプラン」欄右上に表示される鉛筆
マークをクリックし入力する。 
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例示されているヒントを参考にエビ
デンス、アクションプランをそれぞれ
入力し保存。 

能力開発支援機能 



 
 
② 能力診断結果を確認する。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

入力した達成フェーズを１２中
項目ごとに合算し、対象項目
全てを達成した場合のフェー
ズ合計値で割って算出した割
合により、グラフィックが濃淡
表示される。 

データが保存されたことを確認
したら画面下へ。 

濃淡の色の目安。色が濃いほ
ど達成度が高いことを示す。 
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能力開発支援機能 



 
 
③ 能力養成科目を確認する。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

開講機関を選択し、養成科目の
絞り込み表示することが可能。 
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トップのナビメニューもしくは左
側のサブメニューから「養成科
目」を選択。 

HIRAKU-PFに登録されている
養成科目が全て表示される。 
詳細をチェックしたい場合は科
目名をクリック。能力別に養成
する科目を知りたい場合は左
記「能力別養成科目一覧へ」
をクリック。 

能力開発支援機能 



 
 
④ 養成科目の参加予定・履修記録を登録する。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 
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対象科目が２科目以上ある場
合には「・・・more」表示をクリッ
クするとその他の登録科目が
表示される。 内容をチェックしたい科目名を

クリック。 

科目一覧のビューに戻りたい
場合にはこちらをクリック。 

開講機関を選択し、養成科目の
絞り込み表示することが可能。 

能力開発支援機能 



 
 
④ 養成科目の参加予定・履修記録を登録する。（つづき） 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

対象科目が、RDFのどの能力
を養成すると期待されているか、
確認できる。 
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各科目情報は、基本的にシラ
バスから抜粋されているが、実
際の履修登録、科目詳細、受
講方法などは個別に確認のこ
と。 

個別科目名をクリックし、科目
の内容をチェック。参加を予定
する場合にはその記録、予定
していた科目をキャンセルする
場合には取り消しボタンをク
リック。 

能力開発支援機能 



 
 
④ 養成科目の参加予定・履修記録を登録する。（つづき） 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

参加予定、未参加の科目のう
ち、履修確定した科目のチェッ
クボックスをクリックし、「参加・
履修済み記録」をクリックする。 

「参加・履修済」ステータスに更
新されたことを確認 
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「養成科目一覧」に戻り、「参
加済・履修済」ボックスを
チェックすると、自分が参加済
登録した科目のみ表示し、確
認することができる。参加記
録を取り消す場合は、科目名
をクリックして「参加取消」ボタ
ンをクリック。 

能力開発支援機能 



 
 
⑤ 全体・年間の目標を設定・更新する。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

トップのナビメニューもしくは左
側サブメニューから「全体・年間
目標」をクリック。 
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長期目標（研究者としての最
終目標なり、過程終了時の目
標なり自由に設定可）、年間
目標を入力。入力した期限日
はポータルのカレンダーに反
映される。 
目標・行動計画を入力する場
合は例示を参考に。 

長期目標から逆算し、マイルス
トーンとしての年間目標・行動
計画を入力 

能力開発支援機能 



 
 
⑥ 自己評価レポートを出力する。 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 
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トップのナビメニューもしくは左
側サブメニューから「自己評価
レポート」をクリック。 

行った診断タイプ、出力時点を
選択し、出力ボタンをクリック。 

レポートには、登録済の全体・
年間目標、各能力診断内容、
アクションプラン、エビデンス、
対象能力に対し履修確定した
養成科目などが表示される。 

能力開発支援機能 



 
 
① Assess your skills. 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

Skill Development 

Select the assessment menu. 
 
（※）We are using the Vitae Researcher 
Development Framework (or RDF) as our standard 
rubric.  Highly recommended to try the “Starter in 
Research” which assesses the core 17 skills of yours 
as required when you’re getting started as a 
researcher. 
Please refer to the below for more about Vitae RDF. 

Select Skill/Top Page. 

Realising the potential of researchers, globally. 
Vitae is a non-profit programme, with over 45 years experience in enhancing the skills and 
careers of researchers.   It was supported between 2008 and March 2015 by the UK 
Research Councils and latterly also by other UK HE funding bodies: the Department for 
Employment and Learning (DELNI) and the Higher Education Funding Councils for England, 
Wales and Scotland. From 2013 it began to implement plans to become an international, 
self-sustaining programme.  Vitae’s membership programme was launched in January 2015 
and currently it has over 160 member organisations. 
 
Vitae RDF: The Vitae Researcher Development Framework (RDF) is for you if you are doing a 
doctorate, are a member of research staff, pursuing an academic career or thinking about 
applying the skills developed during your PhD in another career.  The RDF is structured into 
four domains covering the knowledge, behaviours and attributes of researchers. It sets out 
the wide-ranging knowledge, intellectual abilities, techniques and professional standards 
expected to do research, as well as the personal qualities, knowledge and skills to work with 
others and ensure the wider impact of research. Within each of the domains there are three 
sub-domains and associated descriptors. 

12 

https://www.vitae.ac.uk/about-vitae-membership
https://www.vitae.ac.uk/about-vitae-membership


 
 
① Assess your skills. （Continued） 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

Depending on the assessment 
type, selected descriptors per 
domains will be listed.  Put a 
cursor to the skill name to 
check summary of the skill. 

Click the descriptor you want to 
assess. 

Check each/target phase set for 
you role. 

Tick the phase you think you’ve 
achieved and click Save.  
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Skill Development 



Click Pencil Icon to enter Evidence 
and Action Plans per 4 Domains.  

Refer to the TIPS to be displayed in 
the Edit window. 

 
 
① Assess your skills. (Continued) 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

Once you enter the Evidence/ 
Action Plan fields, the 
background color changes to 
light orange.  Click the above-
right Save button to finalize 
them. 
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Skill Development 



 
 
② Check your assessment results. 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

Depending on the achieved 
phases, dense of the color per 
sub-domain will change. 

Once you complete the whole 
assessment, save them and 
check the status in the top bar.  
Scroll down to the bottom. 

Density sample for reference.  
The thicker the color is, the 
higher phases achieved. 
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Skill Development 



 
③ Check available classes/programs to improve RDF skills. 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

All subjects/programs 
registered in HIRAKU-PF will 
be displayed on this page.  
Click subject title to check 
the description of each 
subject.  If you want to check 
subjects / programs to 
develop each RDF skill, click 
the left button. 

You can narrow down the list 
per organization that has each 
class/program. 
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Click “Subjects” button from 
the top navigation icons, or 
choose “Subjects” sub menu 
from the left. 

Skill Development 



 
 
④  Check available classes/programs to improve RDF skills. (Continued) 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

Go back to the previous view 
page to see all subjects/ 
programs in one page. 
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Click “・・・more” to find hidden 
classes/programs. 

You can narrow down the list 
per organization that has each 
class/program. 

Click subject title to check 
details. 

Skill Development 



 
 
④ Mark your attendance to the recommended class/program.   

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

Click the title of the 
class/program to check 
description.  If you’re planning 
to attend it, you can mark it.  
Or you can cancel the 
previous marking record. 

Class information is basically 
retrieved from each syllabus, 
but you should check details of 
the class requirement 
separately. 

You can check the full list of 
RDF skills the subject 
class/program is expected to 
enhance. 
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Skill Development 



 
 
④  Mark your attendance to the recommended class/program.  (Continued) 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

Once you attend the subject/ 
program, update the 
attendance record. 

Go back to the List of 
Recommended Subjects page, 
and tick “Completed” box to 
see the list of subject you’ve 
attended. 
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Confirm the status has changed. 

Skill Development 



 
 
⑤ Update your overall/annual objectives. 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

Click “Objectives” box on the 
top navigation icon or choose 
“Objectives” from the sub-
menu on the left. 

Enter your overall objectives.  
It could be ultimate goal as a 
researcher or specific 
objectives to achieve by the 
end of your doctoral course, 
etc. Target date will be 
reflected in the calendar of 
your Portal. 
Refer to the TIPS to appear 
in the Objectives/Action 
Plans fields. 
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Enter your annual objectives 
and action plans, as one of the 
milestones to achieve your 
ultimate/long-term objectives. 

Skill Development 



 
 
⑤ Export the skill assessment report. 

若手研究者ポートフォリオ（HIRAKU-PF） 

Click “Reporting” button in the 
top navigation icon, or choose 
“Reporting” from the sub-
menu on the left. 

Select each reporting criteria 
and click “Export”. 

You can extract the input 
data into the report, 
Overall/Annual Objectives, 
Assessment Results together 
with action plans and 
evidence entered, 
classes/programs you 
attended to improve 
particular skills.   You can 
also find the feedback field 
at the bottom, where you 
can fill in your feedback to 
the assessment results. 
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Skill Development 


