
ABAT®
Applied Behavior Analysis Technician 

ABAスクールTogetherはQABAより正式なABAT
コースプロバイダーとして認定されています

ABAT® とは
Applied Behavior Analysis Technician

●QABAが発行するABAセラピスト資格(国際資格)
●自閉症および関連障害のある個人を直接サポートする
● QASP-S/QBAにスーパーバイズを受ける
●資格取得には40時間講習+実技実習＋筆記試験が必要
●全て日本語で受験可能



QABA® とは

●自閉症スペクトラム障害および関連する障害を持つ人に対し応用行動
分析（ABA）サービスを提供する専門家の資格を認定
●国際的に認定された資格認定機関

The Qualified Applied Behavior Analysis 
Credentialing Board (QABA®) 

ABATの資格詳細はQABAにお問い合わせください https://qababoard.com/

3つの資格レベル

ABAT QASP-S QBA

Applied Behavior Analysis 
Technician (ABAT®)

●自閉症および関連障害のあ
る個人を直接サポートする
● QASP-S/QBAにスーパー
バイズを受ける

Qualified Autism Services 
Practitioner Supervisor 

(QASP-S®)

Qualified Behavior 
Analyst (QBA®)

●自閉症を専門とするのABA専
門家
●修士レベル以上
個々の治療計画を作成監督
●データの分析
●目標の設定
●クライアントの治療責任者
● ABAT/QASP-Sをスーパー
バイズする

●熟練したサービス提供者
● QBA下でABATをスーパー
バイズする
● QBAにスーパーバイズを受け
る
●学士レベル以上

ABATの資格詳細はQABAにお問い合わせください https://qababoard.com/



ABAT 資格取得要件

●18歳以上
●高校卒業資格(同程度資格可)保持
●犯罪歴がないこと
●40時間講習の完了
●実習(15時間スーパービジョンフィールドワーク)の完了
●スーパーバイザーからの推薦
●筆記試験の合格

＊2年毎の更新が必要(スーパービジョン5%/90日, 研修会参加)

ABAT

ABATの資格詳細はQABAにお問い合わせください https://qababoard.com/

ABAT資格取得までのステップ

40時間講習 実習
15時間スーパービジョン

フィールドワーク

ABAT

全て日本語で受講/受験可能！

筆記試験

●40時間講習ABATプラス 49,980円
●すでにRBT/認定ABAセラピスト40時

間修了されている方は、10時間の追加講
座受講でABATの修了証が発行されます

9,800円+税

● Examityによるオンライン試験(自宅受講可能)
● 2.5時間

●選択問題 125問(25問は採点対象外)
● 72%以上で合格
125USドル(約14,000円)
*詳しくはQABAまでお問い合わせください

●ZOOMコンサルティング(計3回:30
分)40,00円(推薦状発行費用を含む)

●ABAスクールTogetherで受講いただく
場合実技試験の受験も必要です29,800
円+税

ABATの資格詳細はQABAにお問い合わせください https://qababoard.com/



ABAT 40時間講習 QBA Competency Standards 
A. Au%sm Core Knowledge 
1. ASD and common characteris3cs and deficits
2. Au3sm as a spectrum disorder with a triad of primary impairments 
3. ‘Red flags’ used in early diagnosis
4. Risk factors to au3sm spectrum disorders 
5.Terminologyassociatedwithdiagnosis,suchaspragma3c language, recep3veand expressive language, 
sensory-motor, social skills, joint aKen3on, stereotypy 
6.Iden3fydisorderscommonlyassociatedindifferen3aldiagnosis,suchas learning disabili3es, processing 
disorders, etc. 
7. Iden3fy co-morbid disorders associated with ASD 
B. Legal, Ethical, and Professional Considera%ons 
1. Scope and role of prac3ce for the ABAT
2. QABA code of ethics, policies and procedures 
3. Limita3ons of confiden3ality
4. HIPAA
5. Advocacy and collabora3ve approach to interven3on 
6. Iden3fy the following acronyms: IEP, IDEA 
C. Core Principles of ABA 
1. Basic assump3ons in behaviorism and behavior modifica3on
2. Classical and operant condi3oning, condi3oned and uncondi3oned reinforcement and punishment 
3. Three-part con3ngency; antecedents, behaviors, consequences 
4. Founda3onal behavioral terminology including, ex3nc3on, ex3nc3on burst, spontaneous recovery, 
depriva3on, sa3a3on, s3mulus, discrimina3ve s3mulus, s3mulus control, responses, mo3va3on opera3ons, 
establishing opera3ons, se\ng events 
5. Principles and types of schedules of reinforcement and punishment 
6.Con3ngentandnon-con3ngent;primaryandsecondaryreinforcementandpunishment 
7. Terms and defini3ons of Applied Verbal Behavior (AVB) 
D. Antecedent Interven%ons 
1.Define and iden3fy posi3ve behavior support systems
2. Premack principle, behavioral momentum, priming, forced choice 
3. Iden3fy common environment and visual supports and benefits of each such as, func3onal communica3on 
training, PECS, TEACCH, social stories, video modeling, visual schedules 

E. Skill Acquisi-on Programming 
1.Elements of effec/ve goals and objec/ves 
2. Task analysis
3. Types of prompts
4. Prompt dependence and fading 
5. Demands and demand fading 
6. Pairing
7. Modeling
8. Imita/on 
9. Verbal operants
10. Meme/c behavior
11. Motor behavior
12. Errorless learning
13. Error correc/on procedures
14. S/mulus control and transfer
15. Transfer trials
16. Discrete trial teaching (DTT)
17. Discrimina/on training
18. Shaping
19. Backward and forward chaining
20. Natural environment teaching (NET) 
21. Generaliza/on and maintenance
22. Pivotal behavior
23. Pivotal response training (PRT) 
F. Behavior Reduc-on Interven-ons 
1. Behavior Interven/on Plan (BIP)
2. Name 4 func/ons of behavior and define FBA 
3.Con/ngencyinterven/ons,suchastokeneconomy,posi/veprac/ce,over-correc/on,response cost, /me out 
4. Differen/al reinforcement procedures: DRO, DRA, DRI, DRL, DRH 
G. Data Collec/on and Analysis 
1. Reliability and validity 
2. Opera/onal defini/ons
3. Types of assessments: preference, self-monitoring, ABC, environmental evalua/on 
4. Types of measurement, such as frequency/event recording, dura/on, /me sampling, interval, par/al 
interval, andlatency
5. Con/nuous and discon/nuous; direct and indirect data recording 6. Basic graphs; line, scaberplot, bar 
7. Define and iden/fy the benefits of IOA 

ABAT 実習/実技試験
15時間スーパービジョンフィールドワーク

15時間クライアントさんへABAセラピーを実施
ご自身でクライアントさんを見つけてい
ただく必要があります。ロールプレイの

みでは認められません。
●クライアントさん(成人の方でも可)
●ABAを必要とするご自身のお子さん

で実施ください。

アセスメント/プログラム

参考図書より1冊選んで購入
ください。

参考図書
●VB-MAPP(英語のみ)
●ABLLS-R(日本語訳あり)
●つみきBOOK・つみきプログラム(日本語、つみ
きの会会員のみ購入可とのこと)

クライアント

実技試験実習に関する
動画視聴

面談1
(30分, 1対1)

●セラピー動画
提出(最低3本・
3プログラム以
上)
●セラピー動画
フィードバック

●ABAセラピープログラ
ム解説
●プログラムの選び方
解説
●ABAセラピー実践の
仕方
●提出セラピー動画解
説

●データ取得/グラフ化
●問題行動対応
●ABC分析
●刺激選好査定

面談2
(30分, 1対1)

●セラピー動画
提出(最低3本・
3プログラム以
上)
●セラピー動画
フィードバック

面談3
(30分, 1対1)

●セラピーをス
ーパーバイザー
の前で行う
(ZOOM)
技能が十分と認め
られた場合、スーパ
ーバイザーから筆記
試験に進む推薦が
与えられます。認め
られなかった場合は
実習が延長となり再
度面談が必要です(
別料金)

②と③と④は順番が逆でもOK



ABAT 筆記試験

●日本語 (2021年秋〜)

● Examityによるオンライン試験

●自宅受講可能

● 2.5時間

●選択問題 125問(25問は採点対象外)

● 72%以上で合格

● 125USドル(約14,000円)

●認定ABAセラピストと同難易度

ABAT

資格維持要件 2年ごとの資格更新

●勤務時間の5%
● 90日毎に最低1度
●基本対面、ZOOMでの1対1スーパービジョ
ンも可(COVID0-19以降はQABAからの承
認が必要)
●クライアントに実施
●スーパーバイザーとして認められているのは
以下の資格保持者：BCBA, BCaBA, QBA, 
QASP-S

継続スーパービジョン 研修会参加

2年間で12CEU(Continuing Education 
Unit:CEU)取得が必要

ABAセラピスト研究会CEU認定申請中

ABAT

資格維持詳細/CEU研修会はQABAのホームページをご参照ください https://qababoard.com/



ABAスクールTogetherで目指せる3つの資格

認定ABAセラピスト

ABAセラピスト研究会

国内資格
全て日本語で資格取得可能

BACB

国際資格
筆記試験は英語

QABA

国際資格
全て日本語で資格取得可能

RBT® ABAT®

3つの資格の比較 金額(税抜)

認定ABAセラピスト

RBT

ABAT

ABAセラピスト
研究会

BACB

QABA

40時間講習 実技試験 筆記試験

95$
(11,000円程度)

登録料 50$(6,000円程度)

125$
(14,00円程度)

9,800円

資格更新
参考価格(計)

無料〜2万円
(5年間)

1年ごと
スーパービジョン

(5%, 30日)
1時間7,500円

2年ごと
スーパービジョン

(5%,90日)
1時間7,500円
研修会参加費用

39,800円 29,800円

追加で
40,000円

RBTの筆記試験/資格更新制度の詳細はBACBに、ABATの筆記試験/資格更新制度の詳細はQABAにお問い合わせください

追加で
9,800円

資格取得
参考価格(計)

約8万円

約9万円

約14.5
万円



ABAスクールTogetherで目指せる3つの資格

●初学者の方
●実習でじっくり技術を身につ
けたい方
●スーパービジョンを継続して
受けることができる方(今後本
格的に仕事としてされる方)

ABAT®認定ABAセラピスト

●初学者の方
●資格取得/更新にあまりお
金をかけたくない方

●すでに実践されている方
●英語ができる方
●海外での就職を目指さ
れる方
●スーパービジョンを継続
して受けることができる方

RBT®

認定ABAセラピスト

RBT

ABAT

ABAセラピスト
研究会

BACB

QABA

40時間講習 実技試験

+実習

筆記試験

英語
95$

日本語(予定)
125$

日本語
9,800円(+税)

資格更新

5年ごと

研修会参加

1年ごと
スーパービジョン

(5%, 30日)

2年ごと
スーパービジョン

(5%,90日)
研修会参加

日本語
39,800円(+税)

日本語
29,800円(+税)

日本語
40,000円(+税)

RBTの筆記試験/資格更新制度の詳細はBACBに、ABATの筆記試験/資格更新制度の詳細はQABAにお問い合わせください

ABAT
プラス
日本語

9,800円(+税)

40時間講習が全ての資格の第一ステップ。
まずは40時間講習の受講をお勧めします。



日本のすべての自閉症児に、
世界標準の療育を。

当事者の親達による経営 設立 2018年 本社は富山県
Webと出張で全国へ！

ABAスクールTogether


