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mediationとmoderationの区別は多くの研究者が議論してきた (e.g., Baron & Kenny, 1986; James

& Brett, 1984)．

“mediation”（媒介）とは 独立変数が媒介変数に影響を与え，媒介変数が従属変数に影響を与える

ような関係のこと．

“moderation”（調整）とは 独立変数が従属変数に与える影響の強度や方向性に，調整変数が影響

を与えること．調整変数の値によって独立変数が従属変数に与える影響が違ってくること．

つまり交互作用．

本稿ではこれを発展させた概念 “mediated moderation”と “moderated mediation”について定式化

する．この 2つのプロセスは先行研究でも触れられてはいるが，厳密に定式化されてこなかった．

本稿ではこの 2つの概念を厳密に定式化する．そして，そう定式化することでこの 2つのプロセス

が本質的に等価であることを示したい．

Defining Terms and Illustrating Processes

まずmediationとmoderationを定式化しよう．従属変数を Y，独立変数を Xとする．本稿では実

験研究のみを考えるので，Xは −1と +1に contrast codingされているとする．媒介変数は Meとす

る．これは連続変数である．最後に，調整変数を Moとする．これは実験研究では特性や文脈だっ

たりすることが多い．これも連続変数だと考える（もちろん contrast codeも可能である）．なお，

これら連続変数はすべて平均値でセンタリングすることとする1．

さて，Baron & Kenny (1986)のアプローチでmediationを表現しよう．まず，

Y = β10 + β11X + ε1 (1)

Me = β20 + β21X + ε2 (2)

Y = β30 + β31X + β32Me+ ε3 (3)

の 3つの式を立て2，以下の条件が満たされればmediationになる．

∗rep:村山航mailto: murakou@orion.ocn.ne.jp本レジュメはかなり元論文の表現を書き換えながら作ってある．
1多重共線性などを生まないようにするため．交互作用項自体には影響がない．
2β などの直後にある notationの最初の数字は数式番号と対応しているだけで特に意味はない．
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1. 式 1で，実験操作が従属変数に影響を持つ．つまり b11が有意である3．

2. 式 2で，実験操作が媒介変数に影響を持つ．つまり b21が有意である．

3. 式 3で，実験操作の効果を統制しても，媒介変数が従属変数に影響を持つ．つまり b32が有

意である．

4. 式 3で，媒介変数を投入したときの実験操作が従属変数に与える影響 (β31)が，媒介変数を投

入しなかったとき (β11)に比べて，小さくなっている（絶対値としても小さくなっている4）．

なお，このとき以下の関係が成り立つ．

β11 − β31 = β21 × β32

つまり，媒介変数を投入したことによって減少する実験操作の直接効果は，媒介変数により間接

効果と等しい5．4つめの条件をどのように評価するかということや，1つめの条件が必要かについ

ては現在も議論がある．

moderationは次のように表現される．

Y = β40 + β41X + β42Mo + β43XMo+ ε4 (4)

ここで，交互作用項の b43が有意なら，moderationが成り立つ6

mediated moderationとmoderated mediationの定義

それでは，いよいよmediated moderationとmoderated mediationの説明に移ろう．

mediated moderationはまず moderationが生じていることが前提条件である．その上で，この

mediated moderationとは，moderationが媒介変数のところで生じている状態のことを指す．もう

少し正確にいうと，独立変数が媒介変数に与える影響と，媒介変数が従属変数に与える影響のどち

らか（もしくは両方とも）に moderationが生じている（調整変数の値によってこれらの影響の大

きさが違ってくる）ことを意味する．

moderated mediationとは，moderationが生じていないことを前提条件と考える．その上で，こ

の moderated mediationとは，mediationプロセスが調整変数の値によって違ってくることを示す．

mediationを考慮しなければ moderationが生じていないので，傍目には moderationはまったく生

じていないように見える．しかし実のところ，mediationのレベルでmoderationが生じているので

ある．

3母数と標本推定値を区別しているが，とりあえず β は bと同じだと考えてよい．
4より強力な媒介モデルでは，ここの値を 0と仮定する．
5図を書くとすぐに分かる．
6ここは次のように式を書き換えると分かり易い．

Y = β40 + (β41 + β43Mo)X + β42Mo + ε4

Xの効果（Xにかかる係数）は，β41だけでなく β43Moによっても決まるという式になる．b43が有意なら，Moが変化す
ることで，Xにかかる係数の値が違ってくる点に注意．この書き直しは，以下の mediated moderation, moderated mediation
の理解にも役立つ．
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mediated moderationとmoderated mediationの具体例

mediated moderationの具体例として Smeesters et al. (2003)の研究を取り上げる．かなり実際の

データを単純化して説明している．

彼らは道徳プライムが協調行動に，義務プライムが攻撃行動に影響を与えることを見出した．さ

らにその調整効果として，社会的志向性が関与していることを示した．具体的には他者志向的な人

には上のようなプライムの効果が見られるが，自己志向的な人にはプライムの効果が消えることを

示した．ここまではmoderationの話である．ここでさらに彼らは “他者に対する期待” がこの調整

プロセスを媒介しているのではないかと考えた．すなわち，他者志向的な人が自己志向的な人に比

べてプライミング効果が生じるのは，期待の媒介のしかたが他者志向的な人と自己志向的な人とで

違うからではないかという考えである．これがまさにmediated moderationである．

moderated mediationの具体例としては Petty et al. (1993)を取り上げよう．彼らはポジティブ気

分が説得されやすさに与える影響を見た．最初の研究で，ポジティブ気分は説得されやすさに与え

ることがまず分かった．その上で彼らは，認知的完結欲求を調整変数と考え，次のような仮説を検

討した．認知的完結欲求が高い人は，ポジティブ気分はポジティブな思考を通して説得されやすさ

に影響を与えるだろう．一方，認知的欲求が低い人は，そのような思考を媒介せずに直接説得され

やすさに影響を与えるだろう．これは調整変数の値によって，mediationプロセスが違ってくるの

で，moderated mediationの具体例となる．

Analytic Models for Moderated Mediation and Mediated Modera-

tion

このmoderated mediationとmediated moderationを定式化してみる．まず先ほどと同じ式 4を下

に記す．

Y = β40 + β41X + β42Mo + β43XMo+ ε4

次に，実験操作が媒介変数に与える影響を次のように定式化する．

Me = β50 + β51X + β52Mo + β53XMo+ ε5 (5)

最後の式は，式 3の moderated versionである．従属変数への効果を，媒介変数の効果と，それ

を統制した上での実験操作に分解する．このとき，それぞれの効果に moderationを考える．

Y = β60 + β61X + β62Mo + β63XMo+ β64Me+ β65MeMo+ ε6 (6)

それぞれのパラメータの意味を表 1に示す．

そして，この意味を図示化したものを Figure 1に示す．上の図は，全体として独立変数が従属変

数に与える影響を示している．β43が有意なら調整効果もあることになる．下のモデルは，そこに

媒介変数も考慮したモデルである．式 5と式 6での効果がここに書き込まれている．実験操作から

媒介変数を通るルート，直接従属変数に影響を与えるルートともに調整効果が生じていることを確

認して欲しい．

上のモデルを発展させて下のモデルを構成すると，上のモデルにあった調整効果の値（β43）が

変化する．この変化に関係する式が以下になる（この関係は母数でのみ成立する）．
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表 1: Interpretation of the Slope Parameters in Equations 4, 5, and 6

Slope

parameters Interpretaion of slope parameters

β41 Overall treatment effect onY at the level ofMo

β42 Moderator effect on Y on average across the two treatment levels

β43 Change in overall treatment effect onY asMo increases

β51 Treatment effect onMe at the average level ofMo

β52 Moderator effect onMeon average across the two treatment levels

β53 Change in treatment effect onMeasMo increases

β61 Residual direct treatment effect onY at the average level

β62 Moderator effect onY on average within the two treatment levels and at the average level ofMe

β63 Change in residual direct treatment effect onY asMo increases

β64 Mediator effect onY on average within the two treatment levels and at the average level ofMo

β65 Change in mediator effect onY asMo increases

β43 − β63 = β64β53 + β65β51 (7)

この式の意味はこのあとすぐに考えるとして，この定式化で mediated moderationと moderated

mediationを考え直してみよう．

Mediated Moderation

mediated moderationでは調整効果が生じているのが前提条件なので，β43 , 0である．そして

mediated moderation大切なことは，媒介プロセスがこのmoderationを説明しているということで

ある．これは β63が減少することを意味する（式 7の左側が有意に低下する）．そして，その減少

分を媒介プロセスが説明するので，“β53 , 0かつ β64 , 0” または/かつ “β65 , 0かつ β51 , 0” と

いうことになる．これは式 7の右側の意味である．直接効果では moderationは減少するが，その

moderationを媒介効果が受け持つというイメージになる．

Moderated Mediation

moderated mediationではまず実験操作が結果に影響を与えているが，調整効果がないことが前

提である．従って，β41 , 0，β43 = 0である．そして，媒介プロセスで調整変数が関わってくると

考える．つまり，β53か β65が有意だと考える．このとき，β53 , 0なら β64 , 0でないといけない

し，β65 , 0なら β65 , 0なら β51 , 0でないといけない．これが式 7の右側の意味である．

さらに，β43 , 0と考えたが，媒介プロセスを考えることで，実験操作の直接効果に moderation

が生じてもよい．つまり，β63 , 0となることも十分にありうる．ある人にとっては媒介プロセス

によって結果が生じ，別の人にとっては直接のプロセスで結果が生じるという考えである．
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Data-Based Examples

ここでは先ほどの具体例に仮想的なデータを与え，mediated moderationと moderated mediation

を実演する．

Mediated Moderation Example

Smeesters et al. (2003)の具体例で考える．プライムの有無を PRIME（道徳プライムを +1，義務

プライムを −1とする），調整変数（自己志向性－他者志向性）を S VOとする（連続変数）．媒介

変数（期待）を EXP，結果変数（行動）を BEHとする．交互作用の場合は，この 2つの変数名を

つないだものになる．基礎的な統計量を Table 2に示す．そして，仮想的なデータから得られた結

果を Table 3に示す．

Equation 4の結果から，まず実験操作と調整変数の間に交互作用があることがわかる（b43）．し

かし，moderationのある媒介効果を投入すると，この交互作用が有意でなくなっている（b63）．そ

のかわり，期待から行動への効果に調整効果が見られている（b65）．これはまさにもとからあった

全体的な交互作用が，媒介プロセスにおいて生じていたことを示している．

ここで調整変数は連続変数だが，平均値でセンタリングしてあり，標準偏差は 1.398である．調

整変数の値が平均より 1.398大きい人と，平均より 1.398小さい人で，パス図がどのように異なる

かちょっと自分で書き込んでみよう．

Moderated Mediation Example

次に Petty et al.(1993)の具体例に仮想的データを与えて実演してみる．気分の操作を MOOD（ポ

ジティブ操作を +1，統制群を −1とする），調整変数（認知的完結欲求）を NFCとする（連続変

数）．媒介変数（ポジティブ思考）を POS，結果変数（態度）を ATTとする．交互作用の場合は，

この 2つの変数名をつないだものになる．基礎的な統計量を Table 4に示す．そして，仮想的なデー

タから得られた結果を Table 5に示す．

Equation 4の結果から，まず気分の主効果はあったが，調整変数による交互作用はないことが分

かる（b43 = n.s.）．しかし，Equation 5から，実験操作が媒介変数に与える影響には調整変数によ

るmoderationが生じていることが分かる（b53 = 1.256∗）．さらに，Equation 6から，媒介変数が結

果変数に与える影響は有意である (b64 = 1.248∗∗）．さらに加えて，媒介変数を通らないルートでも

調整変数による反対方向のmoderationが生じていることも分かる（b63 = −2.169∗)．

ここで調整変数は連続変数だが，平均値でセンタリングしてあり，標準偏差は 1.405である．調

整変数の値が平均より 1.405大きい人と，平均より 1.405小さい人で，パス図がどのように異なる

かちょっと自分で書き込んでみよう．

Integrating the Two Process

以上の分析より，mediated moderationと moderated mediationが本質的には同じ定式化になると

いうことが分かっただろう．実際，この 2つの区別は連続的である．このことを式 7から考える．

もう１度式 7を書くと，以下のようになる．
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β43 − β63 = β64β53 + β65β51

私たちが定義するmediated moderationとは，|β43| − |β63| > 0の場合のことを指す．つまり媒介変

数を投入することで，もとあった直接の調整効果が減少したときのことを意味する．

こうすると，|β43| − |β63| < 0のとき，moderated mediationだと言いたくなるが，そこは少し注意

が必要である．私たちがこれまで議論してきたように，ここではその前提として β43 = 0を必ず置

くようにしたい．なぜなら，“調整変数の値によって，媒介プロセスが変わってくる” とmoderated

mediationを定義したならば，|β43| − |β63| < 0だけでなく，|β43| − |β63| > 0もmoderated mediationと

考えられるからである．すなわち，先ほどの mediated moderationも，広義のmoderated mediation

の１つとなってしまう．そこで本稿ではmoderated mediationは，β43 = 0でかつ |β43| − |β63| < 0で

ある状態だと定義したい7．

なお，ここでは |β43| − |β63|だけで 2つのプロセスを区別したが，当然その他の前提もある点は気

をつけておきたい．例えば mediated moderationの場合，途中で述べたように，全体的な調整効果

があることが前提条件である（β43 , 0）．

最後に，|β43| − |β63| = 0ならば，当然どちらも生じていない状態だということになる．

Remaining Issues and Conclusion

Overall Significance Testing

このように議論を進めると，単一の検定でmediated moderationやmoderated mediationの有無を

検討したくなる．式 7はまさにその候補である．すなわち

H0 : β43 − β63 = 0 (8)

H0 : β64β53 + β65β51 = 0 (9)

のどちらかの検定をすればいいだろう．この検定，特に上の式の検定は MacKinnon et al.(2002)

の枠組みでできそうである．しかし私たちは，単一の検定で mediated moderationや moderated

mediationの有無を検討することに反対である．この 2つのプロセスは複雑なプロセスであり，個々

のパラメタやその区間変動，理論的な観点などの視点を総合して，mediated moderationやmoderated

mediationを判断すべきであると思う．

Test of Simple Mediation

調整変数によって媒介効果が違うということがここまでのモデルで想定されてきた．では，その

単純効果はどのように考えればいいのだろうか．つまり，調整変数がある値だったときに媒介効果

などが有意かどうかを検討する方法である．

このとき，まず調整変数が二値である場合を考えると分かりやすい．ここでのポイントは調整変

数を対比コーディング8するのではなく，ダミーコーディング9することである．このようにダミー
7論文では “prototypic moderated mediation”と表現している．
8エフェクトコーディングとも呼ぶ．−1と +1で合計が 0になるようにコーディングすること．
90と 1でコーディングすること．
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コーディングをした上で，このダミー変数にかかっている係数の検定こそが，ある群における単純

効果の検定と等しくなる．この検定を行った後，0の群と 1の群を入れ替えて同じ検定をすると，

もう 1群における単純効果の検定ができる．連続変数の場合も，基本的に同じストラテジーで検討

できる．ただし，片方の群における単純効果が有意であり，もう片方の群での単純効果が有意でな

いからといって，moderated mediationを主張してはいけない．この検討は，あくまでも式 5や式 6

にある交互作用項の検定から考えるべきである．

Extensions to Purely Correlational Data

本稿では実験（独立変数が操作されたもの）に限って話を進めてきた．このとき，mediated mod-

erationであれmoderated mediationであれ，因果の流れをある程度しっかりと把握することができ

る10．本稿のモデルは純粋な相関データにも適用であるが，そのとき “何が媒介変数なのか”，“何

が原因変数なのか” ということをデータから明らかにすることはできない．先見的な理論がないと

いけない．その意味で，本稿のモデルを，相関データに適用するときには，注意が必要である．

Practical Issues

本稿のモデルは複雑なので，誤差が大きなバイアスをかけている可能性がある．それに対処する

ためには SEMなどが有用である．調整変数が二値ならば，本稿のモデルは他母集団分析に乗せる

ことができる11．しかし，調整変数が連続であるならば，ソフトウェアでの分析は難しい．

もう１つ本モデルの問題点がある．それは検定力が低いことである．mediated moderationや

moderated mediationに興味のある研究者は，検定力を上げるためにかなり頑張るべきだろう．

Conclusion

（省略）

10もちろん媒介効果を分析するときは相関の情報も入るので，因果について強力に言えるわけではない．
11この論文を読んでいたときからずっと感じていたが，mediated moderationにしろ moderated mediationにしろ，このア

プローチの方がはるかに実施しやすいし，分かりやすいように思う．
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