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階層線形モデル (hierarchical linear model; HLM) もしくはマルチレベルモデル (multilevel
model) では，独立変数をどのようにセンタリング (centering) するかが問題になる。ここでは，セ
ンタリングの違いが推定値や結果の解釈にどう影響を与えるかを，自分なりの視点でまとめる。

なお，センタリングには全体平均センタリング (grand mean centering) と，集団平均センタリン
グ（group mean centering)の 2種類が一般的にあるとされている。以下では，Enders and Tofighi
(2007) に倣って，grand-mean centering を CGM (centering at the grand mean)，group-mean
centering を CWC (centering within cluster) と表記する。なお，レベル 1 の独立変数に特化して
解説を行う。

また，ここで扱う数値例は，Raudenbush and Bryk (2002) がよく用いていた，社会経済的地位
(SES) から数学の成績を予測するデータに基づいている1。したがって，従属変数 Yij は，j 番目

の学校における i 番目の生徒の数学の成績，独立変数 Xij は j 番目の学校における i 番目の生徒

の SES だと考えていくとよい。

1 問題の捉え方

そもそも階層線形モデルとは，データが階層構造をなしており，従属変数 Yij に級間分散 (between
group variance) があった場合（データが独立でない場合）に適用する手法である。より具体的に
は，Yij を

Yij = intercept + uj + rij (1)

V ar(uj) = τ00 (2)

V ar(rij) = σ2 (3)

のように，級間のコンポーネント uj と級内のコンポーネント rij (within group variance) に分割
し，それぞれの分散を何らかの独立変数で予測するモデルということができる。級間分散の大きさ

は，級内相関係数 (intraclass correlation; ICC)

ρ̂ =
ˆτ00

σ̂2 + ˆτ00

(4)

によって評価することができる2。Yij の ICC が大きければ，階層線形モデルによって，データの
非独立性を考慮した分析を行うということである。

∗e-mail: murakou@orion.ocn.ne.jp 覚書なので，不正確な部分があるかもしれません。気づいた方はご連絡ください。
1実際にはデータをコンバートして分析を走らせるのが面倒だったので，テキストから該当する分析の推定結果を探し

て，そのまま引用している。
2一般にこの値が 0.05 もしくは 0.10 以上だと，substantial な級間分散があると判断し，階層線形モデルを適用するこ

とが多いが，どのような場合でもデータが階層構造だった場合には階層線形モデルを適用すべきだという研究者もいる。ま
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重要なのは，HLM におけるセンタリングの問題も，このデータの非独立性にいかに対処するか
という問題と密接に関係しているという点である。データの非独立性は，式 (1) を基本とする階層
線形モデルを使うことで対処できているのではないか，と思う人もいるかもしれない。それはその

通りである。しかし，式 (1) の階層線形モデルで考慮しているのは，従属変数 Yij の非独立性だ

けである。式 (1) には，独立変数 Xij の級間要素・級内要素がまったく考えられていない点に注

意して欲しい。データが階層構造をなしている場合，従属変数だけでなく，独立変数も級間変動が

あると考えるのが自然である。そのような場合には，どのようなセンタリングを行うかを考えるこ

とで，独立変数の非独立性を考慮することになるのである。言い換えるならば，もし独立変数の級

間分散がないなら（独立変数の ICC がほぼ 0 であるならば），センタリングについては深く考え
る必要がないということになる。実際，そのような（まれな）ケースにおいては，センタリングを

どうするかは，パラメタ推定値に影響を与えない3。

2 CGM と CWC の概念的な差異

それでは，CGM と CWC を用いることが，独立変数の独立性とどのように関係するのだろう
か。とりあえず，独立変数 Xij に大きな級間分散があるとしよう。つまり，

Xij = interceptx + uj + rij (5)

のような場合である。Xij に級間の要素 uj と級内の要素 rij が交絡している状態だといっても

よい。

ここで，CGM (Xij − X..) を用いた場合，Xij から定数が引かれているだけなので，Xij には

級間の要素も級内の要素もそのまま残っている。つまり，CGM を用いた独立変数では，級内の要
素と級間の要素が交絡したままなのである。

一方，CWC (Xij − X.j) を用いるとどうだろうか。この場合，各測定値から，そのグループの
平均値 X.j が差し引かれている。各グループの平均値 X.j とは級間の要素 uj の推定値にほかな

らないので，Xij − X.j では，式 (5) から級間の要素 uj が除去された形になることが想像できよ

う。つまり，CWC を用いると，独立変数から級間の要素を分離し，純粋に Xij の群内における

効果を調べることができるようになるのである。実際，CWC をした Xij − X.j の ICC を算出す
るとその値が 0 になり，級間分散が 0 であることが分かる。このように，CGM では級内効果と
級間効果が交絡しており，CWC では級内効果だけが取り出されているという点が，2 つのセンタ
リングを考える上で，重要な点である。

た，上記の公式では分散比で ICC を定義しており，定義の上から負の値は取らない。しかし，級内相関は「相関」の名前
が示すとおり，マイナスの値も取りうる指標である。これは，級内の非類似性が級間よりも大きいような場合であり，デー
タ測定の状況によっては起こりうる (e.g., Murayama, Elliot, and Yamagata (submitting))。この場合，上記の公式で
ICC の値を推定することはできず，分散分析の分散成分の差を用いた方法で算出する必要がある（公式はたとえば Kenny
and LaVoie (1985) 参照のこと）。したがって，ICC を上記の公式で算出しようとして推定値が変な値になったときには，
この可能性を疑う必要がある。ICC が負の場合でも，データが非独立であることを示しているので，データの階層性を考
慮した分析が必要になるが，通常の HLM や multilevel structural equation modeling のソフトウェアでは，こうした場
合の分析には対処できず，特殊な方法を用いる必要がある。詳しくは Kenny, Mannetti, Pierro, Livi, & Kashy (2002)
を参照のこと。

3なお，階層線形モデルと密接に関係している手法に，multilevel structural equation modeling (ML-SEM) がある
が，ML-SEM では，モデルに投入されるすべての変数に関して，最初から式 (1) のような級間要素と級内要素の分割を
行っているため，センタリングについて，深く考える必要はない。
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3 4 つの基本モデル

CGM と CWC の違いを知る上で，以下に述べる 4 つのモデルを比較することが助けになる。
なお，以下では，Xij の純粋な群内の効果（クラス内における SES の効果）を βw，Xij の純粋

な群間の効果（クラス平均 SES が数学の成績に与える効果）を βb とする。この 2 つの効果の違
いについては，Figure 1 にも図示した。HLM では，主にこれらの効果を推定することが目的にな
る。文脈効果については後述する。

 
bβ  

wβ  cβ  
-1 0 

図 1: 級間効果 βb，級内効果 βw，文脈効果 βc の具体的意味（Raudenbush & Bryk, 2002 より）：
βb は各群の平均値をもとにした回帰直線の傾き（破線），βw は各群内の回帰直線の傾き（実線），

βc は X を統制したとき（たとえば X = 0 のとき）の群の効果（そして βb と βw の差でもある）。

3.1 CGM の独立変数をレベル 1 に投入したモデル (model CGM)

1 つは，単純に CGM の独立変数を投入したモデルである（model CGM）。

Yij = β0j + β1j(Xij − X..) + rij (6)

β0j = γ00 + u0j (7)

β1j = γ10 (8)

である。SES と数学の成績のデータから，推定結果を Table 1 に示してある。このモデルで γ̂10 =
2.391 である。したがって，γ̂10 を群内の効果と解釈し，“（クラス内で）SES が 1 高い人は，数学
の成績が 2.391 高くなる” と解釈したくなる。しかし，上に書いたように，CGM の場合，独立変
数に級間の要素と級内の要素が交絡しているため，そのような解釈はできない。むしろ，この交絡

のため，γ̂10 は群内の効果と群間の効果が交絡した解釈不可能な値となる。実際，この式において

γ10 =
W1βb + W2βw

W1 + W2
(9)

のように，得られた回帰係数は，群内の効果 βw と群間の効果 βb の重みづけ平均になることが知

られている。W1 と W2 の具体的な算出式については Bryk and Raudenbush (2002, p138) を参照
のこと。なお，傾きにランダム効果を仮定した場合，CGM を用いるとその分散成分が過小評価さ
れることも知られている (Enders & Tofighi, 2007)。
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表 1: 4 つのモデルの推定結果（カッコ内は標準誤差）

model name γ̂10 γ̂01 notes

model CGM 2.391 (0.106) - γ10 = W1βb+W2βw

W1+W2

model CWC 2.191 (0.109) - γ10 = βw

model CGM-M 2.191 (0.109) 3.675 (0.378) γ10 = βw, γ01 = βc = βb − βw

model CWC-M 2.191 (0.109) 5.866 (0.362) γ10 = βw, γ01 = βb

3.2 CWC の独立変数をレベル 1 に投入したモデル (model CWC)

では，CWC の独立変数をレベル 1 に投入したモデルではどうなるだろうか（model CWC）。

Yij = β0j + β1j(Xij − X.j) + rij (10)

β0j = γ00 + u0j (11)

β1j = γ10 (12)

推定結果はやはり Table 1 に示してある。 γ̂10 = 2.191 と値が変化している点に注意して欲し
い。これは，CWC によって級間分散が除去されたため，その効果が推定値に混入していないこと
に起因する。CWC の場合，独立変数は純粋な級内変動を represent しているので，この効果は純
粋な群内の効果であるということができる。すなわち，この式において

γ10 = βw (13)

であり，“（クラス内で）SES が 1 高い人は，数学の成績が 2.191 高くなる” と解釈できるように
なる。また，回帰係数にランダム効果を仮定した場合においても，回帰係数の分散成分が過小評価

されることはない。

3.3 CGM の独立変数をレベル 1，また独立変数の平均値をレベル 2 に投入し
たモデル (model CGM-M)

CGM を用いると，級内の効果と級間の効果が交絡すると述べた。しかし，面白いことに，ここ
で Xij の平均値 X.j をレベル 2 の（切片を説明する）独立変数として投入すると，この交絡を除
去することができる。級間の効果が交絡していたのだから，それをもう 1 つの独立変数として投
入して統制することで，級内の効果を分離できるというわけである。

Yij = β0j + β1j(Xij − X..) + rij (14)

β0j = γ00 + γ01X.j + u0j (15)

β1j = γ10 (16)

この式において，γ̂10 = 2.191 となり，CWC を用いたときと値が一致する。すなわち，この式
においては，

γ10 = βw (17)
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が成り立っているのである。したがって，CGM を用いて級内の効果をみたいなら，その群ごとの平

均値 X.j を独立変数として投入することが必須となる。この問題は，たとえば multilevel mediation
analysis の文脈などで最近は議論されてきた (Zhang, Z., Zyphur, M. J., & Preacher, 2009)。
さて，このとき，レベル 2 の独立変数の効果 γ01 は何を意味しているのだろうか。この効果は，

Xij の値が同じ場合における，X.j の効果である。つまり，SES が同じだったときに，SES の平均
値が違うクラスに所属することの効果であり，レベル 2 の効果が，レベル 1 の効果を超えて (over
and above) どの程度の影響力を持っているかの指標である。これは古くから文脈効果 (contextual
effect, compositional effect) と呼ばれてきた。contextual effect を βc とすると，この式において，

γ01 = βc (18)

が成り立っていることになる。Table 1 より，その値は 3.675 である。

3.4 CWC の独立変数をレベル 1，また独立変数の平均値をレベル 2 に投入し
たモデル (model CWC-M)

それでは，レベル 2 の独立変数 X.j を CWC のモデルに投入するとどうなるだろうか。

Yij = β0j + β1j(Xij − X.j) + rij (19)

β0j = γ00 + γ01X.j + u0j (20)

β1j = γ10 (21)

ここで重要なのは，CWC を用いたモデルでは，独立変数の効果は純粋な級内の効果であるた

め，レベル 2 の変数を投入しても，その推定値は基本的に影響を受けないことである4。これは，

X.j を投入したときだけでなく，他のレベル 2 の変数を投入したとしても同じである。実際，この
モデルにおいて，γ̂10 = 2.191 であり，model CWC とまったく同じ推定値である。CWC は群内
の効果のみを取り出しているので，当然

γ10 = βw (22)

も成り立っている。

それでは，このとき，レベル 2 の独立変数の効果 γ01 は何を意味しているのだろうか。この式

で，レベル 2 の独立変数はレベル 1 の独立変数と無相関のため，純粋な級間の効果を示している。
すなわち，

γ01 = βb (23)

である。すなわち，model CWC-M を用いると，純粋な級内の効果と，級間の効果の両方が推定
できるのである。この値は，Table 1 より 5.866 である。このことは，平均 SES が 1 違うクラス
に所属すると，平均して数学の成績が 5.866 点違ってくるということを意味している。

4ただし推定の問題で，わずかな増減が生じることはある。
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3.5 文脈効果と級間効果

CGM-M model を用いると文脈効果 βc が，CWC-M model を用いると級間の効果 βb が推定で

きることをここまで示した。ところで，文脈効果とは，上に述べたように，“級間の効果が級内の
効果を超えてどれくらいあるのか” を示すものである。この文章的な表現は，実は数学的にも成り
立っている。具体的には，

βc = βb − βw (24)

が成り立つことが知られている（文脈効果＝級間効果と級内効果の差）。実際，数値例では βw =
2.191, βb = 5.866, βc = 3.675 であり，上式が成立している。したがって，CGM-M model を使っ
ても，CWC-M model を使っても，文脈効果と級間効果の両方を推定できる点には注意する必要
がある。検定をする場合も，多くの HLM ソフトウェアには係数の対比 (contrast) を検定するオ
プションがついているため，問題はないと思われる。βw, βb, βc の具体的な意味およびその等価関

係については，Figure 1 にも図的に示したので参考にして欲しい。

4 CGM が適切なとき

マルチレベルモデルを用いるのは，一般的にレベル 1 とレベル 2 の効果を分離したいような場合
である。したがって，独立変数においてレベル 1 の効果とレベル 2 の効果が交絡してしまう CGM
は，多くの場合適切ではない（また，少し触れたように，傾きのランダム効果の過小評価も生じ

る）。ただし，CGM が適切な場合もいくつか存在する。1 つは文脈効果に興味がある場合である。
big-fish little pond effect (Marsh et al., 2002) など，教育研究の文脈では文脈効果に興味がある
場合が少なくない。そうした場合は，CGM が便利である。ただし，その場合でも，レベル 2 の
独立変数 X.j を投入した CGM-M model を調べることが重要なのであり，そうでない限りレベル
1 の独立変数の効果が解釈不可能になってしまう点は注意する必要がある。また，上に書いたよう
に CWC-M model でも文脈効果の検討は，回帰係数の差をとることで可能だという点には留意す
る必要がある5。

もう 1 つの状況は，（今の点と本質的に同じだが）あるレベル 2 の変数の影響を，レベル 1 の独
立変数の効果を統制した上で調べたいような場合である。このことは，CGM と CWC における切
片のランダム効果 u0j （β0j) の意味を考えると理解しやすい（Figure 2)。式 (10) のような model
CWC の場合，β0j は Xij = X.j のときの Yij の値（の期待値）を示している（式から明らかであ

る）。したがって，ある生徒の SES がそのクラスの SES の平均値と等しい場合に，数学の成績が
（平均的に）どれくらいであるかを示しているといえよう。クラス A の平均 SES が -0.5 で，クラ
ス B の平均 SES が 1.2 だったとして，クラス A において SES = -0.5 の生徒と，クラス B にお
いて SES = 1.2 の生徒の違い（各クラス内の “平均的な生徒” の違い）がクラス間の違いである
と考えてモデル化を行っているのである（Figure 2 右）。
一方，式 (6) のような model CGM の場合，β0j は Xij = X.. のときの Yij の値（の期待値）を

示している（やはり式から明らかである）。つまり，すべてのデータをプールしたときの SES の平
均が 0.1 だったような場合，クラス A における SES = 0.1 の生徒（これはクラス A 内ではかな
り SES が高い方である）と，クラス B における SES = 0.1 の生徒（これはクラス B 内ではかな

5前述したように，ML-SEM のソフトウェアを使うと，レベル 1 の効果とレベル 2 の効果が自動的に分離される。その
ため，文脈効果を調べたいのなら，その差を自分で計算して検定する必要がある。Mplus を用いているのなら，差は model
constraint オプションで調べることができ，標準誤差も delta method を使って自動的に算出してくれる。
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り SES が低い方である）の違いがクラス間の違いであると考えてモデル化を行っている（Figure
2 左）。ここに β0j を説明するようなレベル 2 の変数 Wj を投入するなら，それは，SES がまった
く等しくて異なるクラスに所属する生徒の違いを，この変数で説明しようとしていることにほかな

らない。つまり，レベル 1 の SES の効果を統制した上で，レベル 2 の変数の効果をみていること
になるのである（共分散分析をイメージしてもらうと分かりやすい）。このような，レベル 1 の変
数の効果を統制した上で，レベル 2 の変数の効果をみたいような場合には，CGM が適当である。

  

 ..X 2.X  
CGM CWC 

この切片（高さ）のばらつきが u0j この切片（高さ）のばらつきが u0j 

1.X  
図 2: センタリングによる uj の意味の違い

なお，CGM と似たオプションとして，センタリングをしないということも考えられる。CGM
とは，素得点に定数を加えた（引いた）だけであるので，センタリングをしない（素得点）という

オプションは CGM と本質的に同じだと考えられる。実際，傾きにランダム効果を考えない場合，
このオプションは CGM と同じ推定値を得ることができる。しかし，傾きにランダム効果を仮定
する場合，センタリングをしない場合と，CGM をする場合では，切片の分散（u0j) の意味に大き
な違いが生じ，結果としてレベル 2 の予測変数が切片を説明する効果が変わってくる。このこと
は Figure 3 から分かるだろう。センタリングをしない場合，切片の分散は X = 0 上における群ご
との回帰直線の切片の分散として定義される。一方，CGM では，X = X.. 上における群ごとの回

帰直線の切片の分散として定義される。もし回帰直線の傾きが群間で等しい（つまり傾きにランダ

ム効果を仮定しない）ならば，この 2 つのケースで切片の分散は同じになる（Figure 3 左）。しか
し，回帰直線の傾きが群間で異なる（つまり傾きにランダム効果を仮定する）ならば，この 2 つ
のケースで切片の分散が違ってくる（Figure 3 右）。一般的に，X = 0 というのは意味を持たない
場合が多いし，実際の測定値の範囲を逸脱していることも多い（SES の場合は意味を持つが，た
とえば身長が独立変数だったりすると，身長が 0cm というありえない数値の上での切片を検討す
ることになってしまう）。そのため，0 が特別な意味を持つ場合（ダミー変数を用いている場合な
ど）を除いて，センタリングをしないというオプションは避けたほうが無難だろう。

以上のように，CGM を用いるか，CWC を用いるかは，独立変数 Xij の非独立性（級内の要素

と級間の要素の交絡）を意識した上で，どのような効果に興味があるかに完全に依存する問題であ

る。したがって，分析ごとに興味がどこにあるのかを考えた上で，センタリングのオプションを決

定する必要がある。ここで 1 つ重要なのは，もし CGM を用いたことで推定できる効果と，CWC
を用いることで推定できる効果の両方に興味があるのなら，同一のデータに，異なるセンタリング

を用いた分析を繰り返し適用するのも，ありだということである。リサーチクエスチョンによって
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Group 1 

Group 2 
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0  ..X  
Group 1 

Group 2 

Group 3 

傾きにランダム効果を仮定しない場合 傾きにランダム効果を仮定する場合 
図 3: 傾きがランダムな場合における，センタリングによる切片の意味の違い

は，そういった分析の方法も，積極的に視野に入れる必要がある。

5 参考文献

Enders, C. K., & Tofighi, D. (2007). Centering predictor variables in cross-sectional multilevel
models: A new look at an old issue. Psychological Methods, 12, 121-138.

Hoffman, L. & Stawski, R. S. (2009). Persons as contexts: Evaluating between-person and
within-person effects in longitudinal analysis. Research in Human Development, 6, 97-120.

Kenny, D. A., & La Voie, L. (1985). Separating individual and group effects. Journal of
Personality and Social Psychology, 48, 339-348.

Kenny, D. A., Mannetti, L., Pierro, A., Livi, S., & Kashy, D. A. (2002). The statistical analysis
of data from small groups. Journal of Personality and Social Psychology, 83, 126-137.

Kreft, I., & De Leeuw, J. (1998). Introducing multilevel modeling. London: Sage (小野寺孝義
（編訳） (2006). 基礎から学ぶマルチレベルモデル　ナカニシヤ)

Ludtke, O., Marsh, H. W., Robitzsch, A., Trautwein, U., Asparouhov, T., & Muthen, B.
(2008). The multilevel latent covariate model: A new, more reliable approach to group-level
effects in contextual studies. Psychological Methods, 13, 203-229.

Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. (2002). Hierarchical linear models: Applications and data
analysis methods (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

Zhang, Z., Zyphur, M. J., & Preacher, K. J. (2009). Testing multilevel mediation using
hierarchical linear models: Problems and solutions. Organizational Research Methods, 12, 695-
719.

8


