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児童期におけるアタッチメントと学校適応

中尾達馬 1（琉球大学教育学部）

　本研究の目的は、母親へのアタッチメントが安定している児童ほど（母親に対するアタッチメント不安やアタッ

チメント回避が低い児童ほど）、学級満足度、学校生活意欲、ソーシャルスキルが高いかどうかを明らかにする

ことであった。調査対象者は、小学 4 年生から 6 年生の児童 196 名（平均年齢 10.5 歳：男児 90 名、女児 106 名）

であった。調査の結果、(1) 母親へのアタッチメント不安やアタッチメント回避が低いほど、学級満足度、学校

生活意欲、ソーシャルスキルは高いこと、(2) 全体的に見て、アタッチメント回避は、アタッチメント不安に比

べて、学級満足度、学校生活意欲、ソーシャルスキルと関連しやすいこと、(3) 学級満足度においては、アタッ

チメント回避は承認得点と、アタッチメント不安は被侵害得点と関連すること、が示された。以上の結果から、

児童期において、母親へのアタッチメントの安定性が学校生活を支える基盤として機能している可能性、が示唆

された。

キーワード：アタッチメント、児童期、児童版 ECR-RS、学校適応、hyper-QU

Attachment and school adjustment in middle childhood

Tatsuma NAKAO (Faculty of Education, University of the Ryukyus)

  The purpose of this study was to reveal whether or not the more children had attachment security to 
their mother (i.e., the less children had attachment anxiety or attachment avoidance to their mother), the 
more they had class satisfaction, school life motivation, and social skills.  Participants were 90 boys and 
106 girls in grades 4-6 (mean age = 10.5 years).  Main findings were as follows: (1) The lower they had 
attachment anxiety or attachment avoidance, the more they had class satisfaction, school life motivation, 
and social skills, (2) As a whole, attachment avoidance had more numbers of signifi cant correlation effi cient 
than attachment anxiety in class satisfaction, school life motivation, and social skills, (3) Low attachment 
avoidance related to high recognition score, and low attachment anxiety related to low intrusiveness score  
in class satisfaction scale.  These results could be interpreted that secure attachment to their mother could 
provide the developmental foundation that supported their school life in middle childhood.

Key words: Attachment, middle childhood, ECR-RS for children, school adjustment, hyper-QU

問題と目的

　2000 年以降、海外においては、児童期のアタッチメントに関する研究が急速に展開した（Bos-
mans & Kerns, 2015）。具体的には、これまでに、児童期においては、母親に対するアタッチメ

ントが安定しているほど、学業においてコンピテンスを感じ（ただし、学力そのものとは無関係

な場合も多い）、学校適応がよく（e.g., Granot & Mayseless, 2001）、自尊感情が高く、友人関

係の質が高く、建設的な情動制御やコーピングを行い、外在化や内在化といった問題行動が少な

いことが明らかになった（Kerns & Brumariu, 2016）。しかし、日本においては、実証研究が散

在するのみで、知見が着実に積み重なっているとは言い難い（中尾・村上，2016）。
　実際、アタッチメントと学校適応との関連性については、今までに日本においては、粕屋が一

1 本研究は、九州心理学会第 78回大会（佐賀大学）において発表を行いました。本論文を執筆するにあたり、

JSPS 科研費 JP25750377 の助成を受けました。調査にご協力くださいました校長先生をはじめとする諸先生方、

そして子どもたちへ、この場を借りて謝意を表します。
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連の研究を通して、中学生（粕屋，2016；粕屋・菅原，2001；粕屋・河村，2005）および高校生（粕屋・

大谷，2016）において、友人関係におけるアタッチメントが安定しているほど、学校適応が良

好であることを繰り返し実証してきた。さらに、大学生についても、中尾（2012）が一般他者

に対するアタッチメントと学校適応との間で同様の傾向を見出しているが、児童（小学生）につ

いてはそのような検討がほとんど行われていない。

　そこで本研究では、日本人児童を対象に、母親へのアタッチメントの安定性が、学校生活を支

える基盤として機能しているかどうかを明らかにすることを試みる。具体的には、本研究では、

児童版ECR-RS（Experiences in Close Relationships-Relationship Structure for children, 中尾・

村上・数井，2019）を用いて母親へのアタッチメントを測定し、hyper-QU（hyper-Questionnaire 
Utilities, 河村，1999）によって測定される学級満足度、学校生活意欲、ソーシャルスキルとの

関連性を検討する。

　なお、中学生の学級満足度については、アタッチメント不安やアタッチメント回避は、被侵害

得点と一貫して関連していたが（粕屋，2001；粕屋，2016；粕屋・河村，2005）、承認得点に

ついては、アタッチメント不安もアタッチメント回避も両方とも関連するという知見（粕屋・河

村，2005）、アタッチメント不安だけしか関連しないという知見（粕屋，2001）、 関連性はない

という知見（粕屋，2016）が混在している。さらに、中学生におけるアタッチメントとソーシャ

ルスキルとの関連については、概して、女児においては、中学 1 年生から 3 年生において、ア

タッチメント不安はかかわりのスキルと関連があり、アタッチメント回避は配慮のスキルと関連

があった（粕屋・河村，2006）。したがって、児童を対象とした本研究においても、これらと同

様の傾向が見られると予想される。

方法

　調査協力者・分析対象者　調査協力者は、沖縄県 A 市立 B 小学校に通う高学年児童 237 名（男

児 113 名、女児 123 名、性別不明 1 名、平均年齢 10.6 歳）であった。本研究では、このうち、

後述の「主要な養育者を尋ねる項目」に「お母さん」と回答した協力者を分析の対象とした。そ

の結果、分析対象者は、196 名（男児 90 名、女児 106 名、平均年齢 10.5 歳）となり、その内訳は、

小学生 4 年生 69 名（男児 27 名、女児 42 名、平均年齢 9.7 歳）、5 年生 81 名（男児 39 名、女

児 42 名、平均年齢 10.6 歳）、6 年生 46 名（男児 24 名、女児 22 名、11.8 歳）であった。

　質問紙　調査協力者には、基本属性（学年、性別、年齢）や「主要な養育者を尋ねる項目」、

そして以下の 2 つの尺度への回答を求めた。

　主要な養育者を尋ねる項目　「おうちの中であなたを育ててくれている大人の人はだれですか」

と問い、「お母さん、お父さん、おばあちゃん、おじいちゃん、おじさん、おばさん、その他」

の中から 1 人を選択してもらった。本調査における回答度数は、お母さん 196 名（82.7％）、お

父さん 18 名（7.6%）、おばあちゃん 6 名（2.5%）、おばさん 1 名（0.4%）、その他 2 名（0.8％）、

無回答 14 名（5.9%）であった。

　児童版 ECR-RS　本研究では、児童のアタッチメント不安（アタッチメント対象に見捨てられ

るかもしれないという不安）およびアタッチメント回避（頼ったり頼られたりする親しい関係

を回避すること）を測定するために、児童版 ECR-RS（中尾他，2019）を用いた 2。日本語版セ

キュリティ・スケール（中尾・村上，2016）で測定される「アタッチメントの安定性」得点と

の相関は、アタッチメント不安が r ＝－ .44、アタッチメント回避が r ＝－ .65 であり（いずれ

も p<.01、N=305、中尾他，2019）、アタッチメント不安およびアタッチメント回避は、得点が

低いほど、児童のアタッチメントが安定していることを意味する。アタッチメント不安は 3 項目、
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アタッチメント回避は 6 項目であり、4 件法（1 ＝「あてはまらない」から 4 ＝「あてはまる」）

で回答を求めた。

　母親がいない児童への倫理的配慮から、本研究では、中尾他（2019）と同様に、「お母さん」

という文言を「おうちの人」へと変更した「おうちの人バージョン」を用いた。具体的には、「主

要な養育者を尋ねる項目」への回答を求めた後で「これから「おうちの人」ということばが出て

きたら、あなたが、前の質問で○をつけた人のことを思いうかべて、以下の質問に答えてくださ

い」と教示した。そして、上述の「主要な養育者を尋ねる項目」で「お母さん」を選択した児童

196 名を分析対象とした。

　hyper-QU　学校適応を測定するために、hyper-QU（河村，1999）を用いた。この尺度は、 (1)
学級満足度尺度 12 項目（承認得点 6 項目、被侵害得点 6 項目）、(2) 学校生活意欲尺度 9 項目（友

人関係 3 項目、学習意欲 3 項目、学級の雰囲気 3 項目）、③ソーシャルスキル 16 項目（かかわ

りのスキル 8 項目、配慮のスキル 8 項目）、の計 37 項目から構成されていた。得点が高いほど、

児童は、それらの傾向を備えている（i.e., クラスの友人から承認をされ、クラスの友人から侵害

され（クラスの中に居場所がなく）、友人関係が良好で、学習意欲が高く、学級の雰囲気が良く、

自分の方からクラスの友人との良好な人間関係を築くスキルを持っていて、友達に対して配慮が

ある）。調査協力者には 4 件法（1 ＝「まったくそう思わない」から 4 ＝「とてもそう思う」）で

回答を求めた。

　実施時期　hyper-QU は 2015 年 5 月に、児童版 ECR-RS は 2015 年 11 月から 12 月にかけて

実施した。

結果と考察

　記述統計量・内的整合性　本研究で用いた下位尺度の記述統計量とα係数を Table 1 と

Table 2 に示した。児童版 ECR-RS については、中尾他（2019）に基づき、下位尺度の尺

度得点（加算平均得点）やα係数を算出した（Table 1）。その結果、α係数については、中

尾他（2019）と類似した値が得られ、本研究においても、児童版 ECR-RS には十分な信頼

性（内的整合性）があることが確認できた。次に、hyper-QU の下位尺度についてもα係

数を算出した結果、「学習意欲」以外では、概ね、一定程度の（やや低いが許容できる範囲

の）信頼性（内的整合性）があると判断した（Table 2）。また、「学習意欲」については、本

研究ではα係数が低かったが、沖縄県における他の公立小学校 5 年生では一定程度の値（α

＝ .61、N=112）が得られているので（照屋・中尾・島袋，2020）、本研究では、「学習意

欲」に関する結果を割愛するのではなく、参考資料として掲載することにした（本研究に

おける学年別の「学習意欲」のα係数は、4 年生＝ 0.33、5 年生＝ 0.34、6 年生＝ 0.57 で

あった）。なお、hyper-QU の下位尺度の尺度得点については、本研究で新たに算出をする

のではなく、（株）図書文化社から送られてきたコンピューター診断の結果（合計得点）を

2 訂正（エラータ）をパーソナリティ研究第 28 巻第 3 号（2020）に掲載したが、中尾他（2019, p. 85）の

Table 1 に記載された児童版 ECR-RS の尺度項目 3 つに誤りがある（下線部）。

【誤】2 いろいろなことをおうちの人と話し合います（R）。4 気軽におうちの人を頼れます（R）。5 心の奥深い

ところにあることを、おうちの人に話す気がしません。

【正】2 いろいろなことを、おうちの人と話し合います（R）。4 気軽におうちの人をたよれます（R）。5 心の奥

深いところにあることを、おうちの人には話す気がしません。



－ 28 －

琉球大学教職センター紀要（第 2 号）

利用した。つまり、各下位尺度の得点を算出する際に、欠損値がある場合には、それを欠

損した値として除外して合計得点を算出するのではなく、コンピューターが何らかの形で得点を

補って算出した合計得点を活用した。

　性差・学年差　各下位尺度得点において、性別や学年進行による違いがあるかどうかを検討す

るために、2（性別：男児、女児）× 3（学年：4 年生、5 年生、6 年生）の 2 要因分散分析を行っ

た（Table 1、Table 2）。なお、2 要因とも調査対象者間要因であった。その結果、児童版 ECR-
RS の下位尺度については、中尾他（2019）とは異なり、男児は女児に比べてアタッチメント回

避における得点が有意に高いという結果は得られなかった。また、hyper-QU については、照屋

他（2020）では、女児は、男児に比べて、「友人関係」の得点が有意に高かったが、本研究では、

そのような結果は得られなかった。そして、本研究では、6 年生は 4 年生に比べて「承認得点」

が有意に高く、4 年生は 5 年生や 6 年生に比べて「被侵害得点」が有意に高かった。

　アタッチメントと hyper-QU との相関　母親に対するアタッチメントの安定性と学校適応との

関連性を明らかにするために、全体、学年別、および男女別に児童版 ECR-RS のアタッチメン

Table 1 児童版 ECR-RS の全体、性別、学年別の記述統計量

Table 2 hyper-QU の全体、性別、学年別の記述統計量

 

 

*p<.05 **p<.01 
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ト不安やアタッチメント回避と hyper-QU の下位尺度得点との相関係数を算出した（Table 3、
hyper-QU の各下位尺度間の相関については、付録を参照のこと）。その結果、(1) アタッチメン

ト不安やアタッチメント回避が低いほど（つまり、母親へのアタッチメントが安定しているほど）、

学級満足度、学校生活意欲、ソーシャルスキルは高いこと、(2) 全体的に見て、アタッチメント

回避は、アタッチメント不安に比べて、学級満足度、学校生活意欲、ソーシャルスキルと関連し

やすいこと、(3) 学級満足度においては、アタッチメント回避は承認得点と、アタッチメント不

安は被侵害得点と関連すること、が示された。

　なお、アタッチメントと学級満足度、およびソーシャルスキルとの関連性については、粕屋の

一連の研究（粕屋，2001；粕屋，2006；粕屋，2016；粕屋・河村，2005）とは、方向性は同じ

であったものの必ずしも一致した結果は得られなかった。本研究と粕屋の一連の研究では、本調

査対象の年齢層が異なるので（本研究は小学生、粕屋の一連の研究は中学生）、このことについ

ては、今後もさらなる検討が必要であろう。

　本研究の限界点と今後の課題　本研究には、時間的に、hyper-QU を先に実施し、児童版

ECR-RS をその約半年後に実施したという限界点がある。なぜなら、アタッチメントはパーソ

ナリティ特性の一種として考えられるため（中尾，2010）、時間的に安定しており、多くの場合

は、どの測度を先に実施したのか、ということは大きな誤差にはならないと考えられるが、児童

期のアタッチメントは、乳幼児期や青年期・成人期のアタッチメントに比べて、時間的安定性が

やや低いことが知られているためである（実際、中尾他（2019）では、児童版 ECR-RS におけ

る再検査信頼性（5 ヶ月）は、アタッチメント回避は r=.69 であるが、不安は r=.49 であった）。

そのため、本来であれば、児童版 ECR-RS と hyper-QU は、同時期において実施する方がより

望ましいと考えられる。

　このような限界点はあるものの、本研究では、少なくとも、日本においてかつ児童期においても、

母親に対するアタッチメントの安定性が、学校生活を支える基盤として機能している可能性を示

唆することはできたと考えられる。しかし、この関連性は、有意ではあるが必ずしも強いものと

は言い難いため、今後は、これらを媒介するあるいは調整する要因について、さらなる検討が必

要であろう（このような方向性の検討例としては、乳幼児期のアタッチメントと児童期の IQ と

の関連性を媒介するメカニズムを検討した West, Mathews, & Kerns（2013）をあげることが

できる）。

Table 3 児童版 ECR-RS と hyper-QU との相関

ECR-RS 
hyper-QU 

 
       

 -.09  .17*  -.16* -.05 -.08 -.08 -.10

N=190-196   -.28** .10 -.13   -.22**   -.19**  -.15*   -.19** 

4  -.01 .18  -.18 .07 -.03 -.02 -.09

N=63-69   -.39** .10 -.11  -.29* -.15 -.22  -.28*

5  -.17 .20  -.22 -.20 -.10 -.13 -.08

N=81  -.24* .07 -.02 -.18  -.22* -.20 -.21

6  .01 -.02   .06 -.05 -.14 -.02 -.11

N=46  -.31* .24  -.36* -.20 -.23 -.02 -.10

 -.02 .11  -.16 -.01 -.01 -.05 -.16

N=84-90   -.31** .06 -.15  -.27*  -.25*  -.22*  -.24* 

 -.16  .23*  -.17 -.09 -.15 -.10 -.14

N=106  -.25* .13 -.10  -.19* -.14 -.11 -.14

p<.05 p<.01 
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付録

　全体（N=196）におけるアタッチメント不安とアタッチメント回避との間の相関は、r ＝ .24（p<.01）であっ

た。hyper-QU における下位尺度間の相関は、Table A に示した。

p<.05 p<.01 

Table A hyper-QU における下位尺度間の相関（N=190-196）


