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集団ごとに収集された個人データの分析（2）
― 分散分析と HLM (Hierarchical Linear Model)の比較 ―

尾　関　美　喜1）

問題と目的

　近年，集団とそこに所属する個人から得られたデータ
の分析が大きく発展している。このようなデータは階層
的データと呼ばれ，同一集団に所属する個々人の回答が
相互独立ではないため，従来の方法で分析することが疑
問視されてきた。こうしたデータを分析するために，い
くつかの分析手法が開発されてきた。その中でも，多く
用いられているのがHLM （Hierarchical Linear Model；
Raudenbush & Bryk，2002）である。本論文では，同じデー
タを分散分析とHLMの両方で分析することで，HLMの
特徴を概観する。ここでは，組織風土と集団アイデンティ
ティが迷惑の認知に及ぼす影響を検討するために得られ
たデータをもとに論を進める。
　まずはこの論文で用いるデータセットに含まれる，組
織風土，集団アイデンティティ，迷惑行為について簡単
に説明する。このデータでは組織風土を，集団が系統立っ
て管理されている程度を示す管理性と，集団内で立場に
関係なく自分の態度や意見を自由に表明できる程度を示
す開放性の2つの概念でとらえる。これらは個々の集団
によって異なっていることから，集団レベルの概念とい
えよう。集団アイデンティティは，社会的アイデンティ
ティ理論に端を発する概念である。社会的アイデンティ
ティは，「自分がある社会集団に所属している」という
個人の認知と，その集団の成員であることに伴う価値や
情緒的意味をさす（Tajfel，1978；Tajfel，1981，p.225）。
このことから，集団アイデンティティは「自分はこの集
団の一員だ」という個人の認知であり，その集団に所属
することによって個々の成員が得られる社会的評価の認
知的な側面を含むと言える。そして集団アイデンティ
ティはその定義から，個人レベルの概念である。そして
迷惑の認知は，ある個人が当該行為をどの程度迷惑だと
感じるかの判断であることから，個人レベルの概念とし

て考える。
　個人レベルの概念は個人レベルの概念として，個々人
の回答した値をそのまま扱っても不自然ではないが，特
に問題になるのは組織風土をどのように扱うかだろう。
組織風土は集団の成員の認知を通してしか測定できない
とされているが，集団に帰属される概念であるため，個
人の回答値は「組織風土の認知」である。さらに，個人
レベルの概念でも，集団ごとに集団内で類似していれば，
個々の回答の独立性が保たれなくなる可能性がある。こ
のデータを従来の手法で分析するとき，どのような方法
が考えられるかを以下に述べる。

従来の分析方法
　まず考えられる方法は，全ての変数を個人レベルで分
析するという方法である。つまり，組織風土は個人の回
答した値をそのまま，集団アイデンティティの値ととも
に分析に投入するという方法である。ところが，この分
析方法では，組織風土は集団に帰属される値ではないた
め，「組織風土の認知」ということになってしまい，本来
検討したい組織風土の影響とは厳密には意味が異なる。
　この点を解消するために，個々人の回答した値を集団
ごとに平均し，集団ごとに同一集団から得られた回答に
は同一の値を投入し，集団単位で分析を行うという方法
が考えられる。この処置によって，組織風土を集団レベ
ルの概念として捉えても不自然ではなくなり，集団レベ
ルの迷惑度認知を「当該集団で迷惑だとされる程度」と
解釈することも可能だが，純粋に個人レベルの概念とし
てとらえている集団アイデンティティの集団レベルにお
ける解釈が問題になる。さらに，この方法では30集団
から600名のデータを収集した場合に，分析に用いられ
るデータ数は30になってしまうため，大幅な損失である。
そこで本研究で分散分析を行う場合，組織風土は集団ご
との平均点を与え，この得点に基づいて高群・低群を作
り，集団アイデンティティは集団内平均よりも集団アイ
デンティティが高い者を集団アイデンティティ高群，低
い者を低群とし，迷惑の認知については個人レベルのも
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のとして分析を行う。しかし，分散分析を用いた場合に
は，集団内での回答の類似性が存在していたとしても誤
差項として消えてしまい（Raudenbush & Bryk，2002），
回答者間の独立性の仮定に関する問題も解消しきれな
い。そこで，マルチレベル分析を使う方法が考えられる。

マルチレベル分析の前提
　マルチレベル分析では，集団は個人を超えたところに
存在するという前提がある。集団レベルの変数の中には，
組織風土のように，個人の認知を通してしか測定できな
いものがあるが，集団は個々の成員に先立って独立した
形ですでに存在しており，個々の成員はそこから影響を
受けたり，その集団の様子を個人なりに認知したりして
いると考えれば，マルチレベル分析は理解しやすいだろ
う（Figure 1）。これがマルチレベル分析の第一の前提
である。同一集団の成員は，同じ集団から影響を受ける
ため，特に集団に関する事象についての価値観や認知が
似通っている可能性が高い。しかし，Figure 1に示した
ように，集団が異なれば，同じ事象についても成員の価
値観や認知は異なっている可能性のみならず，集団が個
人に与える影響自体が異なる可能性もある。それゆえに，
個人レベルの要因の影響力そのものが集団に規定される
可能性すらある。マルチレベル分析はこれらの可能性を
前提に開発された。分析の前にこの前提を理解し，分析
対象のデータがこの前提に合致するかを熟慮すべきなの
だが，この点は暗黙裡の了解事項とされてきたのか，あ
まり指摘されていない。
　実際の分析にあたって，マルチレベル分析を行うこと
が妥当か判断する指標は級内相関係数である。級内相関
係数は同一集団内において回答が類似しており，なおか
つ集団が異なることによって回答に差が生じている場合
に大きくなり，標本に応じて有意になる。すなわち，級
内相関係数が有意だということは，従来の分析で求め

られる回答の相互独立性の仮定に反することを意味す
る。このような場合に従来の分析手法で分析してしまう
と，第Ⅰ種の過誤を犯す確率が上がる（Barcikowski，
1981）。しかし，級内相関係数が有意ではないなら，集
団の違いに起因する集団間における回答の偏りや集団内
の類似性もなく，データの相互独立性が保証されるため，
一般線型モデルのような従来の方法で分析できる。

HLM
　HLMは従来一般線型モデルで行っていた分析をマル
チレベルで分析する場合に用いる手法とイメージすると
わかりやすい。従属変数の級内相関係数が有意だった場
合には，この手法を用いることになる。HLMでは，集
団レベルの変数については集団内で得られた回答を集団
ごとに平均し，この値を分析に投じる。個人レベルの値
については，各個人の回答した値が投じられる。そして
従属変数については，個人レベルの変数しか投入するこ
とができない。集団レベルの値については平均値を投入
するため，従来の分析と同様に誤差，集団レベルの変数
における個人の認知バイアスといったものも含めてしま
うが，変数間の独立の仮定が満たされない状態のデータ
を分析するために開発されているので，第Ⅰ種の過誤を
犯す確率は従来の分析手法に比べて低くなる。
　HLMの大きな特徴として，個人レベルの独立変数が
集団レベルのある変数によって異なるかどうかを検討可
能な点が挙げられる。従来，分散分析による交互作用の
検定では，個人レベルの独立変数と集団レベルの独立
変数が同時に投入されていても同列に扱われていたが，
HLMの交互作用は個人レベルの独立変数の傾きが集団
レベル変数によって規定され，個人レベルの独立変数の
効果についても，それぞれの集団からの影響を受けてい
ることが数式レベルで表現されている。この点で，個々
の成員は所属集団からの影響を受けているという集団研

Figure 1　階層的データの模式図
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究における伝統的な考え方を数式レベルで実現したとい
える。HLMを直感的に図示すると，Figure 2の形になる。
　ここまで述べたように，集団を対象とした研究を行っ
ている研究者にとっては，従来の分析手法よりも研究
対象の特徴をよく反映したと考えられる分析として，
HLMは近年日本でも注目されており，社会心理学の領
域でも実際に用いられるようになってきている（犬飼・
亀田・岡崎，2006；石盛・藤澤・小杉・清水・渡邊・藤
澤，2006；尾関・吉田，2007a）。

方法

　2005年 10月，2006年 7月～10月に，A県内の国公私
立大学の部活動・サークル集団を対象に行われた調査の
データをあわせて分析を行った。調査対象となった団体
に重複はなく，体育会系16団体，文科系14団体の計30

団体から回答を得た。
　調査対象者　分析の対象となったのは，回答に不備の
なかった601名（男性404名，女性197名）であった。
　尺度　組織風土　尾関・吉田（2007b）を用いた。集
団を系統立って管理している程度を示す管理性（6項目，
α = .83）と，集団内で学年や立場に関係なく自分の意見

や態度を自由に表明できる程度である開放性（6項目，
α = .80）からなる。集団アイデンティティ　尾関・吉田

（2007b）を用いた。成員性（7項目α = .80）と誇り（5項目，

α = .70）の2因子から成っているが，今回は分散分析の

結果が複雑になるのをさけるために各尺度ごとに全ての
項目の合計尺度得点を集団アイデンティティとして用い
た。迷惑行為　尾関・吉田（2007b）のうち，集団活動
に影響を及ぼす迷惑行為（8項目，α = .89）を用いた。

結果

分散分析による分析結果
　組織風土（管理性，開放性）については，集団ごとに
平均値を算出し，集団ごとに1つの値を割り当てた。さ
らに，この集団内平均値をもとに，管理性と開放性につ
いて高群・低群に分類した。集団アイデンティティにつ
いては，集団内平均以上の回答者を集団アイデンティ
ティ高群に，集団内平均未満の回答者を集団アイデン
ティティ低群に分類した。
　続いて，管理性（高vs.低）× 開放性（高vs.低）× 集
団アイデンティティ（高vs.低）の3要因分散分析を行っ
た。この結果，管理性の主効果，開放性の主効果，集団
アイデンティティの主効果は全て有意だった（管理性  F

（1,593）= 114.30， p < .001；開放性  F （1,593）= 25.66， p 

< .001；集団アイデンティティ  F（1，593）= 12.85， p < 

.001）。交互作用については，管理性×開放性の交互作
用のみが有意傾向であった（ F （1,593）= 3.34， p < .10）。
多重比較（Bonferroni）の結果，管理性の高い集団（ M = 

Figure 2　HLMの模式図
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41.21， SD = 0.60）では管理性の低い集団（ M = 32.26， SD 

= 0.58）よりも，開放性の高い集団（ M = 38.85， SD = 0.63）
では開放性の低い集団 （ M = 34.62， SD = 0.55）よりも，
迷惑度が高く認知されることが示された。管理性と開放
性の両方が高い集団では最も迷惑度が高く認知され，管
理性と開放性の両方が低い集団では最も迷惑度が低く認
知されることが示された。そして集団内で相対的に集団
アイデンティティの高い成員（ M = 38.23，SD = 0.58）は
低い成員（ M = 35.24，SD = 0.60）よりも迷惑度を高く認
知していた。

HLMによる分析結果
　従来，マルチレベル分析が一般的になるまでは，上記
のような分散分析が一般に行われており，現在もマルチ
レベル分析を用いた研究は数少ない。しかし，このデー
タは複数の部活動・サークル集団からデータが収集され
ているので，回答には集団ごとの類似性がある可能性
がある。この点を明らかにするために，迷惑行為の迷惑
度認知について，HAD4（清水・村山・大坊，2006）を
用いて級内相関係数を算出したところ，ρ = .64， p < .001

であり，級内α係数は .97であった。これは，集団ごと
に成員の迷惑度認知の程度は類似しており，集団によっ
て個々の成員が感じる迷惑の程度が異なることを示して
いる。さらに，級内α係数が高いことから，所属集団が
違うことによって生じる迷惑度認知の偏りはかなり安
定的にみられるということである。このような場合，分
散分析のような従来の手法で分析するよりもマルチレベ
ル分析を行う方が適切なため，HLMによる分析を行っ
た。なお，分析には専用の分析ソフトであるHLM 6.03 

（Student Edition）を用いた。
　分析モデル　まず，個人レベルの式は以下の式（1）
のように定義される。Yijは集団  jに所属する回答者  iの
迷惑度認知を，Xijはその回答者の集団アイデンティティ
得点を示す。β0 jは切片，β1 jは個人レベルの独立変数の
回帰係数，rijは残差である。
　ここでは，集団内において集団アイデンティティが相
対的に高いか否かを問題にしているので，集団アイデン
ティティは集団内平均値でセンタリングしたが 2），セン
タリングは研究者が自分の研究目的に合わせて行う。全
体平均でセンタリングした場合は，センタリングを行わ

ないモデル（素得点を用いたモデル）に全体平均を足す
形になるため，結果的に要因の効果は2つのモデル間で
対応するが，集団内平均でセンタリングしたモデルはセ
ンタリングを行わないモデルとは対応しない。センタリ
ングについては，Kreft & de Leeuw （1998）に詳しく述
べられている。

 （1）

　続いて，集団レベルの式は以下のように定義される。
ここでは，相対的に管理性や開放性が全体の平均よりも
高いかどうかが迷惑度認知に及ぼす影響を検討するため
に，管理性と開放性については全体平均でセンタリング
した。W 1 jは集団  jにおける管理性の集団内平均値，W 2 j

は集団  jにおける開放性の集団内平均値を示す。γ 00は集
団レベルの切片，つまり全体の平均値であり，その分散
推定値はτ00である。τ00は従属変数の集団間分散でもあ
る。γ .1は管理性の固定効果，γ .2は開放性の固定効果を
それぞれ示す。u 0 j，u 1 jはそれぞれ変量効果であり，ど
ちらも平均0の多変量正規分布に従う。分散推定値はそ
れぞれτ0 jとτ1 jである。
　固定効果とは，独立変数として投入された要因そのも
のの効果のことである。したがって固定効果の有意性で
仮説が支持されるかを検討する。変量効果については後
述する。

 （2）

　個人レベルの式（1）に集団レベルの式（2）を代入し，
以下の式（3）に示すモデルを得た。式（3）では，u0 jと
u1 jの分散成分は管理性と開放性を統制した場合におけ

るβ0jとβ1jの残差分散を意味する。

 （3）

　式（3）のモデルについて分析を行ったところ，切片の
変量効果u0 j，傾きの変量効果u1 jはともに有意であっ
たため（切片χ2（27） = 1065.39， p < .001；傾きχ2（27） = 

64.43），変量効果を投入したままで分析を行った。変量
効果は多くの水準からなる母集団からランダムに選ばれ
た要因の効果でもある（豊田，1994）。変量効果が有意
な場合，回帰係数の推定自由度にはサンプル集団数が用
いられるが，これは回帰係数の推定にあたって個人差よ
りも集団の違いによる影響を考慮すべきだと判断される
ためである。反対に変量効果が有意でない場合は，母集
団の特徴を反映できているとみなすことができる。この

2） 「センタリングする」とは，HLMの文脈において使
われる用語で，平均偏差をとることを意味する。例
えば集団内平均値をもとに平均偏差をとる場合に，
「グループ内平均でセンタリングする」という表現
が用いられることもある。
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場合は変量効果を分析モデルからはずしてもよい（南風
原，2006）。変量効果を用いない分析では，回帰係数の
推定自由度に回答者数を用いるのだが，変量効果が有意
でない場合に集団数を推定自由度に用いると，データの
希薄化が深刻化する。このようにHLMは変量効果を用
いることによってデータの希薄化を防ぐと同時に，研究
者が検討したい要因を固定効果とみなすことで研究者が関
心のある要因の効果を詳細に検討することを可能にした。
　固定効果については，集団アイデンティティの効果が
有意であり（γ 10 = 0.36，p < .001），集団内で相対的に集
団アイデンティティの高い成員ほど迷惑度を高く認知す
ることが示された。管理性の効果が有意傾向であり（γ 01 

= 1.08，p < .10），開放性の効果は有意ではなかった（γ 02 

= 0.53，ns）。管理性と集団アイデンティティのレベル
間交互作用は有意ではなく（γ 11 = –.00，ns），開放性と
集団アイデンティティのレベル間交互作用も有意ではな
かった（γ 12 = .00，ns）。個人レベルの分散成分はR2 = 

37.47だった。以上の結果から，集団内で相対的に集団
アイデンティティの強い成員ほど迷惑度を高く認知する
が，迷惑度認知に組織風土の影響はないことが示された。

考察

　分散分析で高低群を分ける基準と，HLMのセンタリ
ングの方法を一致させて分析を行ったが，分散分析に
よる分析とHLMによる分析では異なる結果が得られた。
分散分析では組織風土の主効果がいずれも有意だったに
もかかわらず，HLMによる分析では管理性が有意傾向
にとどまり，開放性の効果は有意ではなかった。こうし
た結果の違いは，分散分析で第Ⅰ種の過誤を犯した可能
性が高いことが原因の一つとして考えられる。級内相関
係数が有意な場合は個々の回答の相互独立性が満たされ
ないことは前に述べたが，このような場合に従来の分析
手法によって分析を行うと，結果には何らかのゆがみが
生じる可能性が高いことを示唆している。研究者は階層
的データを扱う際にこうした事象が起きうることを念頭
におく必要があるだろう。
　HLMと並び，マルチレベル分析の中でごく最近脚
光を浴びているのがMultilevel covariance structure 

analysis （Muthen，1997）3）である。Multilevel covariance 

structure analysisと比較すると，HLMはいくらか劣る
点もある。HLMの短所として，原則的に一回の分析で
1つの従属変数を投入することしかできないことに加え
て 4），多重比較が不可能な点が挙げられる 5）。Multilevel 

covariance structure analysisが個人の回答から集団レベ
ルの変数を抽出して作り出すのに対し，HLMは集団レ
ベルに平均値を投入せざるを得ない点で，誤差が混入す

る確率が高い。さらにHLMは，分析に使用する統計パッ
ケージによるが 6），適合度指標を算出することができな
い。また，HAD4と構造方程式モデリング用の統計パッ
ケージであるAmosを併用すれば分析を視覚的に理解で
きるのに対し，HLMは自分の仮説モデルを数式で表現
しなければならないので，数式に苦手意識を持つ利用者
は抵抗感があるだろう。
　しかし，実際の分析場面では，HLMの方がユーザー
にとっては扱いやすい面もある。Multilevel covariance 

structure analysisでは集団レベルの概念でも級内相関が
有意にならなければ個人レベルの変数として扱わなけれ
ばならない。これは実際にデータを収集してから分析し
ない限り，何が集団レベルの変数になるのかわからない
ということであり，研究者が集団レベルの概念と想定し
ていた変数が個人レベルのものとして扱われなければな
らない場合が生じる。反対に，研究者が個人レベルの概
念と想定していた変数が集団レベルのものになることも
ある。特に後者の場合，例えばパーソナリティ変数のよ
うな個人に帰属されることが自然な概念について級内
相関が有意だった場合，集団レベルでの解釈が可能な
のかという問題が生じる。三浦（2007）は，Multilevel 

covariance structure analysisを実際に適用するにあたっ
ては，個人―集団の相互独立性の前提に違反することに
対する低減措置としてデータドリブン的に用いることは
統計数理的な妥当性とは別の意味で問題があることを指
摘したうえで，各変数の集団内類似性や従属変数に与え
る影響について仮説モデルを設定する必要が（「ある程
度」以上に）あると述べている。これに対して，HLM

の場合は従属変数の級内相関が問題にされるのみで，独
立変数の級内相関は一般的に議論されない。このことは
不自然にならない限りで研究者が自分の研究の前提に合
わせて各変数を集団レベルないしは個人レベルに割り当
てることが可能なことを意味しているだろう。この点で
は，HLMの方が，制約が少ないだけに扱いやすいかも
しれない。さらにHLMは個人レベルの従属変数に対し，
ある変数の個人の回答値を個人レベルの独立変数，同じ

3） 日本では二段抽出モデルと呼ばれることが多い（狩
野・三浦，1997；豊田，2000）。

4） HLM 6.03で2レベルモデルを分析する場合は，同時
に複数の従属変数を投入することができる。

5） 多重比較ではないが，3群間までなら交互作用を検
討することはできる（Raudenbush & Bryk，2002，
p.126-127）。

6） Mplusでは回帰係数の変量効果を扱うことはできな
いが，CFI, RMSEAなどの適合度指標を算出できる。
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集団ごとに収集された個人データの分析（2）

独立変数の集団内平均値を集団レベルの独立変数に投入
し，これらの主効果及びレベル間交互作用効果を検討す
ることも可能である（Raudenbush & Bryk，2002）。実
際にこのようなモデルでしか明らかにできなかった結果
も得られており（尾関・吉田，2007a），今後こうしたモ
デルが提供する新たな知見にも期待できる。特筆すべき
は，集団研究者の興味を集めてきた集団と個人の交互作
用については，Multilevel covariance structure analysis

よりもHLMの方が検討しやすい。
　上記の点で，一見Multilevel covariance structure 

analysis の方がより複雑なモデルの検討には優れ，扱い
やすさではHLMの方が上のように見えるかもしれない
が，それぞれの分析を仮説に応じて使い分ける必要があ
る。しかし，いずれの分析を用いるとしても，研究者が
自分の研究の理論モデルを熟慮したうえで分析モデルを
たてて，分析法の特徴を理解し，自分の理論モデルをマ
ルチレベル分析で検討することの妥当性を十分に考えな
ければならないことにはかわりはない。これは従来の統
計的手法にもいえることではあるが，マルチレベル分析
のような複雑な分析を用いる場合には一層の注意と綿密
な検討が必要だろう。
　日本では未だにマルチレベル分析はごく限られた数の
研究で使われたにすぎないが，従来の分析手法では検討
できなかった仮説を検討できるため，心理学の発展に大
いに貢献することが期待される。
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資　　　　　　　　　料

ABSTRACT

Analyzing Data Nested within Groups (2): 
Comparing ANOVA (Analysis of Variance) and HLM (Hierarchical Linear Model)

Miki OZEKI

This article aimed to stress the importance of analyzing nested data through an adequate way, by 

comparing ANOVA (Analysis of variance) and HLM (Hierarchical Linear Model). The data used re-

vealed that HLM uncovered only a signifi cant individual level factor, despite both individual and group 

level factors were actually signifi cant. This result implies that the probability of committing a Type I 

error increases when data with signifi cant intraclass correlation is not analyzed properly. 

Key words: nested data, ANOVA, HLM （Hierarchical Linear Model）




