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1. Rationale behind the PART 

 

The PART (Picture Affective Relationships Test) is constructed to measure affective 

relationships among subjects who have difficulties in replying to a questionnaire type scale, 

ARS (Affective Relationships Scale) based on the following three principles of the ARS 

(Takahashi, 1990; Takahashi & Sakamoto, 2000).     

     First, it focuses on the core and relatively stable close relationships, termed affective 

relationships, that are assumed to be important for the well-being and survival of human 

beings (Takahashi, 1974; 1978; 1986; 1990; Takahashi & Inoue, 1998).  The affective 

relationships are defined as those interpersonal relationships that satisfy our needs for 

emotional interactions with significant others, among them the needs for emotional support, 

exchanging warm attention, and giving nurture.  Thus, the affective relationships include a 

variety of intimate relationships that have been studied under such rubrics as attachment, 

trust, love, close relationships, and romantic relationships.  Because our previous research 

has indicated that purely instrumental support, such as financial support and the providing 

of help in urgent situations, are sometimes unaccompanied by any positive affection 

(Takahashi & Ohara, 1997; Iida, under review), these kinds of support are excluded in this 

measurement.        

    Second, the PART describes multiple social relationships in terms of a subjective 

representation of multiple interpersonal relationships.  To assess this representation, the 

PART requires the subject to name any significant figures. 

  Third, the PART describes social relationships as a whole system of figure-function 

pairs with the assumption of linkages between selections of figures and assignments of 

functions.  For this purpose, each of the PART cards depicts an everyday situation in 



                                                          Manual for PART  4 

which an affective behavior toward others will be induced. Based on a review of kinds of 

psychological functions that should be covered in the conceptualization of close social 

relationships (Barerra, 1986; Barerra & Ainsley, 1983; Belle, 1989; Hinde, 1981; Kahn & 

Antonucci, 1980; Lewis, 1982; Weiss, 1974), the following six positive functions were 

chosen to be included in the assessment:  

 1. seeking proximity 

 2. receiving emotional support 

 3. receiving reassurance for behavior and/or being 

 4. receiving encouragement and help 

 5. sharing information and experience 

 6. giving nurture. 

 

2. Construction of the PART  

 

PART aims to measure how many figures of affective relationships a subject has, and how 

strongly she/he directs affective need to each person and in each of a variety of situations.  

According to the age of subjects, three different sets of PART are constructed based on the 

same rationale: PART- YC for young children (I- to 6-year-old children); PART- SC for 

elementary school children, and PART- EL for elderly people.  Each PART consists of 

two parallel sets of 15 to 18 cards, one set for females and one set for males.  Each card 

illustrates a situation in which a person will exhibit affective behavior toward another 

person. 

     Both PART- SC for elementary school children and PART- EL for elderly people 

each consist of 18 cards, three for each of the six psychological functions of affective 



                                                          Manual for PART  5 

relationships.  However, as the function 6 (giving nurture) was believed to be beyond the 

grasp of young children, it was omitted from PART- YC, which therefore consists of only 

15 cards. 

 

3. Administration of PART 

 

A subject is asked individually using a set of cards.  During the test session, the picture 

character is designated to the subject being tested.  Showing each card and describing 

each situation, the subject is asked to tell the name of the person whom s/he wants to be 

with or call upon in the space of the dotted line.   

     First, the examiner asks the subject to tell about the members of her/his family: who 

and how many.  Then, the examiner says, "You will have many friends.  And also you 

may have many persons around you, for example, relatives (uncles, aunts, cousins and so 

on), grandparents, teachers, and you may have people in the neighborhood.  Here are 

some cards.  Tell me whom you want for each card,  

remembering persons whom you know well".  Then the examiner starts from card #1.  In 

the case of 1- to 3-year-old children, the primary caretaker, given the same instructions, is 

asked to report on behalf of the child. 
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4. Instructions for each card 

PART- YC (for I- to 6-year-old children) 

1. When you play at your home, who would you like to play with? 

2. If you got hurt, who would you want to be with? 

3. If you could travel in space, who would you like to go with? 

4. When you play out of doors, who would you like to play with? 

5. Who makes you feel secure by being with you? 

6. When you play at kindergarten, who would you like to play with? 

7. If you were sick, who would you want to be with? 

8. When you take a bath, who would you want to take a bath with? 

9. When you cannot choose from a menu by yourself at a restaurant, who would  

    you want to order for you? 

10. When you cannot pick out a game to play at kindergarten, who would you like  

    to choose it for you? 

11. If something pleasant happened to you, who would you like to share it with? 

12. If you found a flower which you didn't know the exact name of, who would you  

    want to make sure of it? 

13. If something sad happened to you, who would you like to be with? 

14. If you had a treasure, to whom would you like to show it? 

15. When you cannot fold the colored paper at kindergarten, who would you like  

    to ask to fold it? 
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PART- SC (for elementary school children) 

1. When you play at home, who would you like to play with? 

2. If you got hurt, who would you want to be with? 

3. If you could travel in space, who would you like to go with? 

4. When you play out of doors, who would you like to play with? 

5. Who makes you feel secure by being with you? 

6. Who is the person who you would like to share her/his happiness with you? 

7. When you play at school, who would you like to play with? 

8. If you were sick, who would you want to be with?         

9. When you are at a restaurant, who would you want to sit beside you? 

10. If you cannot select the theme of your homework by yourself, who would  

    you want to advise you? 

11. Who is the person whom you would like to give advice if s/he had trouble? 

12. When you cannot solve a problem in math at school, who would you like to  

    ask to teach it to you? 

13. If something pleasant happened to you, who would you like to share it  

    with? 

14. If you found a flower which you didn't know the exact name of, who would you  

    want to make sure of it? 

15. If something sad happened to you, who would you like to be with? 

16. If you had a treasure, to whom would you like to show it? 

17. When you cannot pick out a game to play at school, who would you like to  

    choose it for you? 

18. Who is the person whom you would like to help, if s/he has trouble? 
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PART- EL (for elderly people) 

1. When you want to chat, who would you like to talk with? 

2. When you find a new word, whom would you want to ask what it means?  

3. If you could travel in space, who would you like to go with? 

4. When you travel, who would you like to go with? 

5. Who makes you feel secure by being with you? 

6. Who is the person who you would like to share her/his happiness with you? 

7. When you take a walk, who would you like to go with? 

8. If you were sick, who would you want to be with? 

9. When you are at a restaurant, who would you want to sit beside you? 

10. When you cannot decide what to wear by yourself, who would you want to  

    advise you?  

11. Who is the person whom you would like to give advice when s/he has trouble? 

12. When you go to the doctor, who would you want to go with? 

13. If something pleasant happened to you, who would you like to share it with? 

14. If you were not sure what day of the week it is, whom would you want to make   

    sure of it? 

15. If something sad happened to you, who would you like to be with? 

16. If you had a treasure, to whom would you like to show it? 

17. When you cannot choose from a menu by yourself, who would you like to order  

    for you? 

18. Who is the person whom you would like to help when s/he has trouble? 
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Appendix A: Table  
Psychological function of each of the PART cards 
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Function   PART-YC PART-SC PART-EL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Seeking proximity  1, 4, 6  1, 4, 7  1, 4, 7  

  

2. Receiving emotional support 5, 11, 13  5, 13, 15  5, 13, 15 

 

3. Receiving reassurance   2, 7, 12  2, 8, 14 	 	 	   8, 12, 14 

   for behavior and/or being 

4. Receiving encouragement  9, 10, 15  10, 12, 17 2, 10, 17 

   and help 

5. Sharing information   3, 8, 14  3, 9, 16  3, 9, 16 

   and experience 

6. Giving nurture   -----------  6, 11, 18  6, 11, 18 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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⼩学⽣⽤,集団式調査票のfunctionの分類対照表

調査票の場⾯ ⾯接⽤カード番号 function
1 1 proxim ity
2 4 proxim ity
3 7 proxim ity
4 8 reassurance
5 12 encouragem ent	&	help
6 2 reassurance
7 10 encouragem ent	&	help
8 17 encouragem ent	&	help
9 14 reassurance
10 3 sharing
11 16 sharing
12 9 sharing
13 13 em otional	support
14 15 em otional	support
15 5 em otional	support
16 11 giving
17 18 giving
18 6 giving

注意
小学生集団用PARTは実施のしやすさということから，個人用とは場面の
順番がことなるので，この表にならって，FUNC TIO Nの分類をすること
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Appendix B: Instructions in Japanese 
 
教示（個別テスト用）  
 
「あなたのまわりには，いろいろな人がいるでしょう．家族，親戚，友だち，先生，

近所の人，知り合いなどたくさんの人がいるでしょう．その人たちのことを思い出

しながら，これから見せる15（小学生，高齢者版では18）枚のカードについて答え
てください．」 
（一枚ずつカードを見せながら）「絵の中の人を自分だと思ってください．このカ

ードの点線の部分に，もっともきて欲しい人はだれか答えてください」とそれぞれ

のカードの教示にしたがってきく． 
（注意：あげられた人が誰であるかがわかるようにする．たとえば，友だちなどを

挙げた時には，誰であるか，名前や性別をきいて，解答用紙に記入する） 
 
教示（集団テスト用）（小学３～６年生版，高齢者版）  
 
「あなたのまわりには，いろいろな人がいるでしょう．家族，親戚，友だち，先生，

近所の人，知り合いなどたくさんの人がいるでしょう．その人たちのことを思い出

しながら，次の18場面について答えてください．」 
「まず，絵の中の人を自分だと思ってください．それぞれの場面の点線の部分に，

もっともきて欲しい人はだれですか．あてはまる人，ひとりを選んで，あてはまる

番号に○をつけてください．また，‘その他’につけた場合には，それが誰かを記

入してください」．  
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カードの教示  
 

１．幼児版：PART- YC (for 1- to 6-year-old children) 

 1. Aちゃんが、家の中で遊ぶ時、だれと、もっとも一緒に遊びたいですか？ 

     When you play at your home, who would you like to play with? 

2. Aちゃんが、怪我をした時、だれに、もっともそばにいてほしいですか？ 

     If you got hurt, who would you want to be with? 

3. Aちゃんが、宇宙旅行に行くとしたら、だれと、もっとも一緒に行きたいです   

  か？ 

    If you could travel in space, who would you like to go with? 

4. Aちゃんが、外で遊ぶ時、だれと、もっとも一緒に遊びたいですか？ 

    When you play out of doors, who would you like to play with? 

5. Aちゃんは、誰と一緒にいる時が、もっとも安心な気持ちがしますか？ 

    Who makes you feel secure by being with you? 

6. Aちゃんが、幼稚園のお庭で遊ぶ時、だれと、もっとも一緒に遊びたいです 

  か？ 

	 	 When you play at kindergarten, who would you like to play with? 

7. Aちゃんが、病気の時、だれに、もっともそばにいてほしいですか？ 

	 	 If you were sick, who would you want to be with? 

8. Aちゃんが、お風呂に入る時、だれと、もっとも入りたいですか？ 

	 	 When you take a bath, who would you want to take a bath with? 

9. Aちゃんが、レストランで何を食べようかと迷った時、だれにもっとも決めて 

   ほしいですか？  

	 	 When you cannot choose from a menu by yourself at a restaurant, who would  

    you want to order for you? 
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10. Aちゃんが、幼稚園で何をして遊ぼうかと迷った時、だれに、もっとも決めて 

   ほしいですか？ 

	 	 When you cannot pick out a game to play at kindergarten, who would you like  

     to choose it for you? 

11. Aちゃんに、とても嬉しいことがあった時、だれに、一番知らせたいですか？ 

	 	 If something pleasant happened to you, who would you like to share it with? 

12. Aちゃんが、本を見ていたらよく知らない花がでてきました。だれに、もっと 

    もそれでいいか確かめたいですか？ 

	 	 If you found a flower which you didn't know the exact name of, who would you  

    want to make sure of it? 

1３. Aちゃんに、とても悲しいことがあった時、だれに、一番そばにいてほしい 

    ですか？ 

	 	 If something sad happened to you, who would you like to be with? 

1４. Aちゃんが、大切な宝物を持っているとしたら、だれにもっとも見せたいで 

    すか？ 

 	 If you had a treasure, to whom would you like to show it? 

15. Aちゃんが、幼稚園で折り紙を折っていてうまくできない時、だれに、もっと 

   も教えてほしいですか？ 

 	 When you cannot fold the colored paper at kindergarten, who would you like  

    to ask to fold it? 

 

2.	 小学生版：PART- SC (for elementary school children) 

1. Aさんが、家の中で遊ぶ時、だれと、もっとも一緒に遊びたいですか？ 

     When you play at home, who would you like to play with? 
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2. Aさんが、怪我をした時、だれに、もっともそばにいてほしいですか？ 

     If you got hurt, who would you want to be with? 

3. Aさんが、宇宙旅行に行くとしたら、だれと、もっとも一緒に行きたいです 

   か？ 

     If you could travel in space, who would you like to go with? 

4. Aさんが、外で遊ぶ時、だれと、もっとも一緒に遊びたいですか？ 

     When you play out of doors, who would you like to play with? 

5. Aさんは、誰と一緒にいる時、もっとも安心な気持ちがしますか？ 

     Who makes you feel secure by being with you? 

6. その人に嬉しいことがあったら、 Aさんが、もっとも一緒に喜んであげたいと 

	 	 思う人はだれですか？ 

     Who is the person who you would like to share her/his happiness with you? 

7. Aさんが、学校の校庭で遊ぶ時、だれと、もっとも一緒に遊びたいですか？ 

	 	 When you play at school, who would you like to play with? 

8. Aさんが、病気の時、だれに、もっともそばにいてほしいですか？ 

	 	 If you were sick, who would you want to be with?         

9. Aさんが、レストランでごちそうを食べる時、おとなりに、だれにもっともす 

   わってほしいですか？ 

	 	 When you are at a restaurant, who would you want to sit beside you? 

10. Aさんが、宿題で何を描こうか迷って決められない時、だれに、もっとも決め 

    てほしいですか？ 

    If you cannot select the theme of your homework by yourself, who would  

    you want to advise you? 
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11. その人が困っていた時、 Aさんが、ぜひ相談にのって上げたい人はだれです 

    か？ 

    Who is the person whom you would like to give advice if s/he had trouble? 

12. Aさんが、学校で算数の問題が解けない時、だれに、もっとも教えて 

	 	 ほしいですか？ 

    When you cannot solve a problem in math, who would you like to  

     ask to teach it to you? 

13. Aさんに、とても嬉しいことがあった時、だれに、一番知らせたいですか？ 

	 	 If something pleasant happened to you, who would you like to share it  

     with? 

14. Aさんが、本を見ていたらよく知らない花がでてきました。だれに、もっとも 

    それでいいか確かめたいですか？ 

    If you found a flower which you didn't know the exact name of, who would you  

     want to make sure of it? 

15. Aさんに、とても悲しいことがあった時、だれに、一番そばにいてほしいで 

	 	 すか？ 

	 	 If something sad happened to you, who would you like to be with? 

16. Aさんが、大切な宝物を持っているとしたら、だれにもっとも見せたいです 

	 	 か？ 

	 	 If you had a treasure, to whom would you like to show it? 

17. Aさんが、学校で何をして遊ぼうかと迷った時、だれに、もっとも決めてほし 

    いですか？ 

    When you cannot pick out a game to play at school, who would you like to  

    choose it for you? 
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18. その人が困っていたら、 Aさんが、ぜひ助けてあげたい人はだれですか？ 

 	 Who is the person whom you would like to help, if s/he has trouble? 

 

3.	 高齢者版：PART- EL (for elderly people) 

1. Aさんが、おしゃべりをするとしたら、もっともしたい人はだれですか。 

	 	 When you want to chat, who would you like to talk with? 

2. 意味のわからないことばがあった時、Aさんは、もっともだれに教えてほしい 

   ですか？ 

	 	 When you find a new word, whom would you want to ask what it means? 

3. Aさんが、宇宙旅行に行くとしたら、だれと、もっとも一緒に行きたいです 

   か？ 

	 	 If you could travel in space, who would you like to go with? 

4. Aさんが、もっとも、一緒に旅行しい人はだれですか？ 

	 	 When you travel, who would you like to go with? 

5. Aさんは、誰と一緒にいる時、もっとも安心しますか？ 

	 	 Who makes you feel secure by being with you? 

6. その人に嬉しいことがあったら、 Aさんが、もっとも一緒に喜んであげたいと 

	 	 思う人はだれですか？ 

	 	 Who is the person who you would like to share her/his happiness with you? 

7. Aさんが、もっとも、一緒に散歩したい人はだれですか？ 

	 	 When you take a walk, who would you like to go with? 

8. Aさんが、病気の時、だれに、もっともそばにいてほしいですか？ 

 	 	 If you were sick, who would you want to be with? 

9. Aさんが、レストランで食事する時、おとなりに、だれにもっともすわ  
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   ってほしいですか？ 

	 	 When you are at a restaurant, who would you want to sit beside you? 

10. Aさんが、何を着ようか迷って決められない時、だれに、もっとも決め 

    てほしいですか？  

	 	 When you cannot decide what to wear by yourself, who would you want to  

    advise you?  

11. その人が困っていた時、 Aさんが、ぜひ相談にのって上げたい人はだれです 

    か？ 

	 	 Who is the person whom you would like to give advice when s/he has trouble? 

12. Aさんが、病院に行く時、もっともついてきてほしい人はだれですか？ 

	 	 When you go to the doctor, who would you want to go with? 

13. Aさんに、とても嬉しいことがあった時、だれに、一番知らせたいですか？  

	 	 If something pleasant happened to you, who would you like to share it with? 

14. Aさんが、今日は何曜日だかはっきりしない時、だれに、もっとも確かめたい 

    ですか？ 

	 	 If you were not sure what day of the week it is, whom would you want to make   

     sure of it? 

15. Aさんに、とても悲しいことがあった時、だれに、一番そばにいてほしいで 

	 	 すか？ 

 	 	 If something sad happened to you, who would you like to be with? 

16. Aさんが、大切な宝物を持っているとしたら、だれにもっとも見せたいです 

	 	 か？  

	 	 If you had a treasure, to whom would you like to show it? 
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17. Aさんが、レストランで何を食べようかと迷った時、だれにもっとも決めてほ 

   しいですか？   

	 	 When you cannot choose from a menu by yourself, who would you like to  

     order for you? 

18. その人が困っていたら、 Aさんが、ぜひ助けてあげたい人はだれですか？ 

	 	 Who is the person whom you would like to help when s/he has trouble? 

 



                                             	 	 	 	         	 	  

Appendix C: Worksheet	 幼児版：PART- YC (for I- to 6-year-old children) 

名前（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）男／女：	 実施日（					年	 	 月	 	 日）	

家族構成：母、父、兄（	 ）、姉（	 ）、妹（	 ）、弟（	 ）、祖父・祖母、その他 

                                                                 

  Card               Response              Code 

                                                                 

1. 家の中で遊ぶ時                      父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

2. 怪我をした時                        父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

3. 宇宙旅行にいく                       父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

4. 外で遊ぶ時                         父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

5. もっとも安心                         父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

6. 幼稚園で遊ぶ時                      父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

7. 病気の時                           父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

8. お風呂に入る                        父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

9. レストランで食事                      父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

10. 何をして遊ぶ                        父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

11. 嬉しいこと                          父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

12. 知らない花                          父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

13. 悲しいこと                          父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

14. 宝物                             父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

15. 折り紙                            父 母 きょうだい 同性の友 異性の友  

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 
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Q1 Aちゃんが一番好きな人はだれですか？（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 

	 	 どういうところが好きですか？（ 

Q2（Q1で母が出なかった時） 

	 Aちゃんはお母さんは好きですか？（Yes/No                   ) 

    どういうところが好きですか？（ 

Q3（Q1で父が出なかった時） 

	 Aちゃんはお父さんは好きですか？（Yes/No                   ) 

    どういうところが好きですか？（ 

Q4（きょうだいがいる場合） 

	 Aちゃんはきょうだい（兄弟姉妹）は好きですか（Yes/No                   ) 

    どういうところが好きですか？（ 

Q5 Aちゃんがもっとも好きなお友だちはだれですか？ 

	 	 （	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 

	 	 どういうところが好きですか？（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ） 
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Worksheet	 高齢者版：PART- EL  

名前（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）男／女：	 実施日（					年	 	 月	 	 日）	

家族構成：配偶者，子ども，母，父，きょうだい（	 	 	 	 	 ），その他（	 	 	 ） 

                                                                 

  Card               Response              Code 

                                                                 

1. おしゃべり                            父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

２.わからないことば                       父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

3.宇宙旅行                            父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

4.旅行                               父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

5.もっとも安心                          父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

6.一緒に喜びたい                        父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

7.一緒に散歩                           父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

8.病気の時                            父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

9.レストランで食事                        父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

10.何を着ようか                         父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

11.相談にのりたい                        父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

12. 病院に行く                          父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

13.嬉しいとき知らせたい                    父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

14.曜日を聞くのは                        父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

15.悲しいときそばにいてほしい                父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 
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16.宝物を見せたい                        父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

17.レストランで迷うとき                     父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

18.助けてあげたい                       父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

 

Q1	 あなたが，心の拠りどころにしているものは，何ですか． 

Q2	 あなたが，もっとも頼りにしているのは，何ですか． 

Q3	 つらい時に，あなたの心の支えになるのは，何ですか．	  

Q4	 つらい時に，あなたがまず思い出すのは，何ですか． 

Q5	 配偶者は，あなたにとっては，何ですか． 

Q6	 子どもは，あなたにとっては，何ですか． 

Q7	 友だちは，あなたにとっては，何ですか． 

Q8	 母親は，あなたにとっては，何ですか． 

Q9	 父親は，あなたにとっては，何ですか． 

Q10	 神は，あなたにとっては，何ですか． 

Q11	 あなたの生きがいは，何ですか． 



                                             	 	 	 	         	 	  

 

AppendixD: Validity and Reliability 

 
理論的背景 

PARTはARS（Affective Relationships Scale）の子ども（幼児、小学生）版、高齢者版と

して開発された。ARSの理論的背景と尺度としての妥当性、信頼性はすでに検討されている

（Takahashi, 1990; 1997b: Takahashi & Sakamoto, 2000）。 

 

PART-YC 
PART-YCについての信頼性は幼児（５、６歳, 230名）について、２週間後の再テストに

よって検討した。もっとも多く選ばれた対象で人間関係の型を分類したところ、型の一致率

は65%であった（Takahashi, 1997a）。妥当性については、教師評定によって友だち型の子

どもは母親型の子どもに比べ、幼稚園における仲間との交渉が活発で、幼稚園での行動がよ

り適応的であること(Nagata & Suzuki, 1983)、また、実験場面では母親型と友だち型の子ど

もの行動が異なり、PARTによる愛情関係の型と一致した行動の差異が見られることがたし

かめらている（Takahashi, 1986; Takahashi, 1997a）。 

 

PART-SC 
PART-SCの信頼性については、小学５年生で検討したところ、２週間後にも同じ対象が選

ばれる相関係数の平均は r = .70 (p < .01)であった。また、もっとも多く選ばれた対象で分類

した型の一致率は72%であった。さらに、妥当性については、PARTによる人間関係の型の

特徴と教師評定による行動の評価がよく一致していることがたしかめられた（Inoue & 

Takahashi, 2000）。 

 

PART-EL 
PART-ELの妥当性はPARTによって分類される愛情関係の型の高齢者が、型から予想され

る行動をするか、テストや質問紙に回答するかによって検討したところ、型の間で有意な差

異があることが確かめられている（Iida, 1997; Takahashi, Tamura, & Tokoro, 1997; 

Takahashi & Yokosuka, 1997; Takahashi, Iida, & Tokoro, 1999）。また、高齢者（65〜79歳, 

114名）を対象にPART-ELとARSとの一致度を検討した(Takahashi & Tokoro, 1999)。その結

果、87％がPART-ELとARSによって同じ型に分類されることがたしかめられた。 



                                                          Manual for PART  26 

 

References  
   Iida, A. (1997). Reciprocal social relationships as buffers of life stress among elderly 
people. Unpublished manuscript. 
   井上まり子・髙橋惠子 (2000). 小学生の対人関係の類型と適応―絵画愛情関係テ
スト（PART）による検討. 教育心理学研究, 48, 75-84. 
   永田千春・鈴木ますみ (1983). 新入園児の幼稚園への適応過程. 国立音楽大学卒
業論文. 
   Takahashi, K. (1986). The role of personal framework of social relationships in 
socialization studies. In H. Azuma, H. Stevenson, & K. Hakuta (Eds.), Child development and 
education in Japan (pp. 123-134). New York: Freeman. 
    Takahashi, K. (1990). Affective relationships and their lifelong development. In P. B. 
Baltes, D. L. Featherman, & R. M. Lerner (Eds.), Life-span development and behavior Vol. 10 
(pp. 1-27). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
    Takahashi, K. (1997a). Friends vs. Mothers: The role of pre-established relationships in 
children’s joint problem solving. Paper presented at the SRCD meeting. Washington DC. 
    Takahashi, K. (1997b). Types of social relationships. Unpublished manuscript. 
	 	 高橋惠子(2000).	 生涯にわたる人間関係の測定: ARSと PARTについて. 聖心女
子大学論叢, 98, 101-122. 
	 	 Takahashi, K., Iida, A. & Tokoro, M. (1999). Making sense of self: Personal stories 
among Japanese elderly adults. Paper presented at 6th Asia/Oceania Congress of Gerontology. 
Seoul, Korea. 
     Takahashi, K. & Sakamoto, A. (2000). Assessing Social Relationships in Adolescents 
and Adults: Constructing and Validating the Affective Relationships Scale. International 
Journal of Behavioral Development, 24, 451-463. 
    Takahashi, K., Tamura, J. & Tokoro, M. (1997). Patterns of social relationships and 
psychological well-being among the elderly. International Journal of Behavioral Development, 
21, 417-430. 
    Takahashi, K. & Tokoro, M. (1999). Assessing social relationships among elderly people. 
Unpublished manuscript. 
    Takahashi, K. & Yokosuka, A. (1997). Type of affective relationships and psychological 
well-being among Japanese elderly adults. Paper presented at the 50th Annual Meetings of the 
Gerontological Society of America. Cincinnati, Ohio.    
  

     
 
 
 



                                                          Manual for PART  27 

 
Correspondence to the author 
 

Correspondence concerning to the PART should be addressed to, 
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	 	 PARTのカードの一部を用いたり、変更したりしないでください。PARTについての質

問、カードについての問い合わせは下記にお願いします。 
  	 	  
	 高橋惠子: keiko-ta@fb3.so-net.ne.jp. 
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Worksheet	 小学生版：PART- SC  

名前（	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）男／女：	 実施日（					年	 	 月	 	 日）	

家族構成：配偶者，子ども，母，父，きょうだい（	 	 	 	 	 ），その他（	 	 	 ） 

                                                                 

  Card               Response              Code 

                                                                 

2. おしゃべり                            父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

２.わからないことば                       父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

3.宇宙旅行                            父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

4.旅行                               父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

5.もっとも安心                          父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

6.一緒に喜びたい                        父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

7.一緒に散歩                           父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

8.病気の時                            父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

9.レストランで食事                        父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

10.何を着ようか                         父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

11.相談にのりたい                        父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

12. 病院に行く                          父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

13.嬉しいとき知らせたい                    父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

14.曜日を聞くのは                        父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

15.悲しいときそばにいてほしい                父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 
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16.宝物を見せたい                        父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

17.レストランで迷うとき                     父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

18.助けてあげたい                       父 母 きょうだい 同性の友 異性の友 配偶者 子ども 

                                   その他の親戚 誰でもいい ひとり わからない その他（  ） 

 

 


