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2歳6ヵ月から18歳11ヵ月まで検査可能
個別式心理教育アセスメントバッテリー

取　扱　店

換算表 価格 本体  7,000円+税
日本版

マニュアル 価格 本体  8,000円+税
日本版

記録用紙（20部） 価格 本体  8,000円+税
日本版

習得尺度シート 価格 本体  6,000円+税
日本版

検査用具一式／マニュアル／換算表／
記録用紙（20部）／習得尺度シート（20部）

価格 本体170,000円+税

価格 本体85,000円+税 価格 本体70,000円+税

粗点から評価点や標準得点などの換算を行うソフトウェア ※K-ABC（前版）の検査には対応しておりません。
Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1 対応（各32bit版）　Windows10の動作確認がとれました。
（Windows10 32bit Version1803 OS ビルド17134.345, Windows10 64bit Version1809 OS ビルド
17763.55にて確認済み） ※Windows10については上記動作確認済みより前のバージョンおよび今後のアップデートにより、
正しく動作しない可能性もございます。ご了承ください。
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心理アセスメントの要点
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◎認知検査セット・習得検査セットでの検査実施には、「マニュアル」・「換算表」・「記録用紙」が別途必要になります。

検査実施のためのガイドビデオ

日本版

価格 本体85,000円

日本版 日本版

価格 本体70,000円

日本版

基本セット
日本版

170,000円

日本版

認知検査セット 習得検査セット

イーゼル1・2／配列冊子／庭の図版／絵のカード／
犬の人形／プラスチックピース・三角ピース

イーゼル3・4／習得尺度シート（20部）イーゼル1・2／配列冊子／庭の図版／絵のカード／ イーゼル3・4／習得尺度シート（20部）

セット内容

セット内容 セット内容

現場のさまざまな検査利用に応えて、新たなセットを販売

KABC-IIによる
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の構成日本版

年齢によって実施する下位検査数は異なります。

ルリアの神経心理学理論における脳の処理機能としての認知能力と習得度（認知能力を活用して環境から獲得し
た知識および読み・書き・算数といった基礎的学力）を別に位置づけています。両者を合わせて子どもの知能と位
置づけた場合、認知能力（認知尺度）に比べて習得度（習得尺度）の低い子ども　　　
は総合的に知能が低いと判断されてしまいます。カウフマンモデルでは、
認知能力のレベルに合う習得度に到達させうる指導や支援を講じる
必要があるとの観点から、両者を別の位置づけとしています。

１ カウフマンモデル

一般能力・広範的能力・限定的能力の
3階層からなる心理測定学に基づく
理論で、日本版KABC-ⅡはCHCモ
デルの広範的能力10のうち7つの能
力を測定しています。

2 CHCモデル

認知能力のレベルに合う習得度に到達させうる指導や支援を講じる
必要があるとの観点から、両者を別の位置づけとしています。

一般能力・広範的能力・限定的能力の

2 CHCモデル

ルリアの神経心理学理論における脳の処理機能としての認知能力と習得度（認知能力を活用して環境から獲得し
た知識および読み・書き・算数といった基礎的学力）を別に位置づけています。両者を合わせて子どもの知能と位
置づけた場合、認知能力（認知尺度）に比べて習得度（習得尺度）の低い子ども　　
は総合的に知能が低いと判断されてしまいます。カウフマンモデルでは、
認知能力のレベルに合う習得度に到達させうる指導や支援を講じる認知能力のレベルに合う習得度に到達させうる指導や支援を講じる
必要があるとの観点から、両者を別の位置づけとしています。

認知尺度認知尺度

2 CHCモデル

認知尺度認知尺度認知尺度認知尺度認知尺度認知尺度認知尺度認知尺度認知尺度認知尺度

継次尺度
3下位検査

計画尺度
2下位検査

同時尺度
4下位検査

学習尺度
2下位検査

習得尺度習得尺度
認知能力のレベルに合う習得度に到達させうる指導や支援を講じる
必要があるとの観点から、両者を別の位置づけとしています。

習得尺度習得尺度習得尺度習得尺度習得尺度

学習尺度
2下位検査

語彙尺度
3下位検査

書き尺度
2下位検査

読み尺度
2下位検査

算数尺度
2下位検査

年齢によって実施する下位検査数は異なります。

3階層からなる心理測定学に基づく
理論で、日本版KABC-ⅡはCHCモ
デルの広範的能力10のうち7つの能

一般能力・広範的能力・限定的能力の

計画尺度
2下位検査

理論で、日本版KABC-ⅡはCHCモ
デルの広範的能力10のうち7つの能

年齢によって実施する下位検査数は異なります。年齢によって実施する下位検査数は異なります。

CHC尺度CHC尺度

長期記憶と
検索尺度/Glr
2下位検査

短期記憶
尺度/Gsm
3下位検査 視覚処理

尺度/Gv
3下位検査

流動性推理
尺度/Gf
2下位検査

結晶性能力
尺度/Gc
3下位検査

量的知識
尺度/Gq
2下位検査

読み書き
尺度/Grw
4下位検査

Kaufman Assessment Battery for Children Second Edition

日本版ＫＡＢＣ－Ⅱは、日本版Ｋ－ＡＢＣを継承・発展させた新機軸の心理・教育アセスメント手段であり、認知尺度の

みならず、基礎学力を測定できる個別式習得尺度を備えている。心理検査における日本版標準化は、米国原版に忠実

になされるというのが通例であるが、米国とは異なる我が国の心理・教育アセスメントの現状を踏まえて、日本版ＫＡＢ

Ｃ－Ⅱは、日本式に習得尺度を敢えて設け、認知尺度と関連づけてアセスメントできるように構成されている。これに

よって、認知能力とアチーブメント（学力の基礎となる習得度）の差異の様相と関連要因の分析が可能になり、発達障害

児をはじめとする障害児への指導・支援に資することが可能になる。

（マニュアル序文より抜粋）

KABC-Ⅱは1993年に発売されたK-ABCの改訂版です。K-ABCの良い点が継承されつつも、
新たな視点が加わって、検査の構成も変わりました。また、日本の心理・教育アセスメントの現状を踏
まえ、米国版KABC-Ⅱとも異なる構成となっています。

原　著　者：Alan S. Kaufman & Nadeen L. Kaufman
原版出版社：NCS Pearson, Inc.
日本版制作：日本版KABC-Ⅱ 制作委員会
　　　　　　　藤田和弘・石隈利紀・青山真二
　　　　　　　服部　環・熊谷恵子・小野純平
日本版発行：丸善出版株式会社

対 象 年 齢：2歳6ヵ月～18歳11ヵ月
実 施 時 間：認知検査 15～70分、習得検査 10～50分（子どもの年齢等により異なります）
医科診療報酬点数450点（根拠D285-3）



Kaufman Assessment Battery for Children Second Edition

の下位検査

一連の数字を言う。子どもは、同じ順序でその数字を復唱する。

子どもに示す影絵の中にある物の名前をいくつか連続的に言う。子どもは同じ順序でその影絵を
指さす。

いくつかの手の形を一連の動作でみせる。子どもは同じ順序でその動作を繰り返す。

1人または2人の顔写真を見せる。子どもは、次のページの写真の中からその人を見つける。

部分的に欠けている影絵を見せる。子どもは、それが何の影絵かを答える。

子どもは、16分割、25分割、または36分割された庭の図版上で、最短ルート通って、犬を骨まで移
動させる。

子どもは、大きさや色・形の異なるピースを使い、見本(モデル)と同じ模様をつくる。

何枚かが空欄になっている物語を構成する一連の絵を見せる。子どもは、物語を完成させるために
必要な絵カードを選び、空欄に置く。

ある規則に従って並んでいる数個の絵（図形）を見せる。１ヵ所だけ絵（図形）が欠けており、子ども
は、当てはまる絵（図形）を選択肢の中から選ぶ。

無意味な名前がつけられたカテゴリーの異なる架空の絵を見せる。子どもは、次のページの一連の
絵の中から、検査者が名前を言った絵を指さす。

[語の学習]を終了し、決められた検査の実施後（およそ20分後）、[語の学習]で覚えた名前の絵
を、子どもに指さすよう指示する。

絵や写真を見せ、子どもはその名前を答える。

子どもはなぞなぞを聞き、答えの絵を指さすか、単語で答える。

単語を読み上げ、子どもはその単語が示す絵を指さす。

子どもは、提示されたひらがな、カタカナ、漢字を声を出して読む。

習得尺度シート[ことばの書き]を用いて教示を読み、子どもはひらがな、カタカナ、漢字を書く。

動作を指示する問題文を子どもに見せ、子どもはその通りの動作を行う。後半では、問題文を子ども
に見せ、子どもはそれに答える。

子どもは、習得尺度シート[文の構成]に示された「ことば」を使って文をつくる。

絵を見せて問題文を読む。子どもは、それに答える。

子どもは習得尺度シート[計算]の問題を解く。

継次尺度(短期記憶尺度Gsm)

同時尺度(視覚処理尺度Gv)　＜注：CHC尺度では[絵の統合]の値を使用しない＞

計画尺度(流動性推理尺度Gf)

学習尺度(長期記憶と検索尺度Glr)

語彙尺度（結晶性能力尺度Gc）

算数尺度（量的知識尺度Gq）

読み尺度および書き尺度（読み書き尺度Grw）

数唱

語の配列

顔さがし
絵の統合
近道さがし＊

模様の構成

物語の完成＊

パターン推理＊

語の学習＊

語の学習遅延＊

表現語彙
なぞなぞ
理解語彙＊

数的推論
計算＊

ことばの読み
ことばの書き＊

文の理解

文の構成＊

手の動作

＊は新下位検査

尺度/下位検査
（括弧内はCHC尺度名）　 内　　　容

年齢によって実施する下位検査は異なります。

の特徴日本版

子どもの認知能力と学力の基礎となる習得度が測定できることにより両者の差異の様相と関連要因の分析
が可能になり、支援・指導といった教育的な働きかけに直結する検査として利用できます。

ルリア理論およびキャッテル-ホーン-キャロル（CHC）理論という二つの理論基盤に基づいており、検査結果
を異なった相補う観点から解釈することができます。

ルリア理論に基づくカウフマンモデルでは8つの能力、CHCモデルでは7つの能力と、幅広い能力を測定で
きます（KABC-Ⅱではそれらの能力を継次尺度（カウフマン）・短期記憶尺度（CHC）など「尺度」と表現してい
ます）。

強い能力や弱い能力を特定するにあたって、個々の下位検査レベルでの比較にとどまらず、より信頼性が高く
強固な能力（尺度）レベルでの比較を重視しています。

KABC-Ⅱとしての評価だけにとどまらず、認知検査あるいは習得検査いずれかの検査と他の知能検査とのク
ロスバッテリーを行うことが可能です。

対象年齢が2歳6ヵ月から18歳11ヵ月となり、幅広い年齢層へのアセスメントが可能になりました（K-ABC
は2歳6ヵ月から12歳11ヵ月）。

[例題]と[ティーチングアイテム]で検査が要求していることを十分に理解させたうえで問題を実施する仕組
みになっているので、幼児や障害のある子どもの知的活動を適切に測定できます。

イーゼル（問題掲示板）の使用により、マニュアルが手元になくても適切に検査を実施できます。

非言語尺度が用意されており、難聴や言語障害がある場合でも妥当なアセスメントが可能です。

認知能力だけでなく基礎的学力（習得度）を個別式で
測定できる検査です。



記録用紙の活用と結果の分析記録用紙の活用と結果の分析




