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多重共線性を考慮した
回帰式の変数選択問題の定式化

田村　隆太，小林　健，高野　祐一，宮代　隆平，中田　和秀，松井　知己

重回帰分析では，複数の説明変数の間に強い線形従属性（多重共線性）が存在すると，回帰式の推定が数値的
に不安定になり，分析結果の信頼性が低下する．このような多重共線性を回避するための簡単かつ有効な方法と
して，説明変数の有用な部分集合を選択して回帰式に使用する変数選択がある．本稿では，多重共線性を回避す
る制約条件の下で回帰式の残差二乗和を最小化する変数選択問題を，最適化ソルバーで直接求解可能な混合整数
最適化問題に帰着する三種類の定式化を紹介する．

キーワード：重回帰分析，変数選択，多重共線性，混合整数最適化，条件数，分散拡大要因

1. はじめに

多重共線性とは重回帰分析においてしばしば直面す
る問題であり，回帰式の複数の説明変数の間に強い線
形従属性が存在することである [1–3]．説明変数間の
強い従属関係は，個々の説明変数が目的変数に与える
影響を不明瞭にし，偏回帰係数の推定が数値的に不安
定になるため，分析結果の信頼性も損なわれる．
多重共線性を回避する方法として，説明変数の有用な

部分集合を選択して回帰式に使用する変数選択が有効
である．また近年は，変数選択問題の厳密解法として混
合整数最適化が注目を集めている．この解法は 1970 年
代から提案されてはいたが [4]，当時は計算機が非力
だったために実用規模の問題を解くことは難しかった．
しかし，計算機や最適化アルゴリズムの性能が飛躍的
に向上した現在では [5]，混合整数最適化が実用的な変
数選択の手法となりつつある．ステップワイズ法 [6]

に代表される多くの発見的解法とは対照的に，混合整
数最適化の最大の利点は，回帰式の評価指標に関して
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最良の部分集合を選択できることである．
本稿では，多重共線性を回避する制約条件の下で，回

帰式の残差二乗和を最小化する変数選択問題を対象と
する．2 節では関連研究を紹介し，3 節では多重共線
性の指標である相関係数行列の条件数と分散拡大要因
（variance inflation factor, VIF）について説明する．
4 節では，条件数を用いた混合整数半正定値最適化問
題による定式化 [7] を提示する．5 節では，VIFを用
いた混合整数二次最適化問題による二種類の定式化 [8]

を提示する．これらの混合整数最適化問題は，最適化
ソルバーで直接求解することが可能である．多重共線
性を回避する制約条件は一見扱い難そうに思えるが，
上手く変形することで扱いやすい制約条件に帰着する
ことが可能であり，このような定式化の醍醐味が読者
に伝われば幸いである．最後に 6 節で本稿のまとめを
述べる．

2. 関連研究

本節では，多重共線性を回避する方法について説明
し，混合整数最適化による変数選択の既存研究を紹介
する．

2.1 多重共線性を回避する方法
多重共線性を回避する方法として，直交変換，罰則

付き回帰，変数選択などの方法が知られている [2]．直
交変換は主成分回帰 [9, 10]や PLS回帰 [11, 12]に代
表される方法であり，相関の強い説明変数を合成して
使用する．直交変換を施すことで，推定の数値的不安
定性は解消される．一方で，変数を合成してしまうと
元の変数の効果がわかり難くなるため，分析結果の解
釈が難しくなり [13]，予測精度の悪化や外れ値の影響
があることも指摘されている [14, 15]．
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罰則付き回帰には ridge回帰 [16]，lasso 回帰 [17]，
elastic net [18]などの方法があり，これらの方法では
偏回帰係数の値をゼロに近づける罰則項を導入して推
定する．このことにより，モデルの過剰適合が軽減さ
れ予測精度の向上が見込めるが，一方で罰則項の存在
により偏回帰係数の推定値に偏りが生じ，分析結果の
解釈の観点からは望ましいとは言えない [13, 19]．
変数選択は，候補となる説明変数の中から有用な部

分集合を選択して回帰式に使用する方法であり，部分
集合選択，特徴選択，素性選択などと呼ばれることも
ある．変数選択問題に対しては多くの解法が提案され
ているが [20–23]，それらの多くは発見的解法やメタ戦
略とみなすことができる．多重共線性を除去する場合
には，多重共線性がなくなるまで説明変数を一つずつ
削除していく方法がよく用いられる [2]．しかながら，
このような方法では，回帰式の評価指標に関して最良
の部分集合を最終的に得られる保証はない．変数選択
問題の厳密解法としては，変数集合の包含関係に基づ
く枝刈り操作を組み合わせた総当り法 [24]が知られて
いるが，候補変数が多い場合には実用的な方法とは言
い難い．そこで本稿では，混合整数最適化による変数
選択に着目する．

2.2 混合整数最適化による変数選択
混合整数最適化では，選択する説明変数の数を制限

する基数制約の下で，回帰式の残差二乗和や絶対偏差
を最小化する問題として，変数選択問題を定式化する
ことが多い [4, 19, 25]．この定式化では選択変数の数
を指定する必要があるが，適切な数を事前に指定する
ことは難しい．一方で，回帰式の評価指標に基づいて，
選択変数の数も同時に最適化する定式化が提案されて
おり，Mallows の Cp 規準 [26]，自由度調整済み決定
係数 [27]，AICや BIC などの情報量規準 [27]，離散
型Dantzig選択器 [28]などの評価指標が活用されてい
る．また，ロジスティック回帰 [29, 30]，逐次ロジット
回帰 [31]，サポートベクターマシン [32]，クラスター
分析 [33]などの分類モデルの変数選択や，分類木 [34]

の構築に対しても，混合整数最適化手法が提案されて
いる．変数選択の問題構造を活用して，分枝限定法を
高速化する研究も行われている [35, 36]．混合整数最
適化による変数選択は，医学 [37, 38]，マーケティン
グ [39, 40]，化学 [41–43]，金融 [44] などの分野の問
題に応用され，データ解析環境 Rのパッケージも公開
されている [45]．

2.3 混合整数最適化による多重共線性の除去
多重共線性を除去するための簡易的な方法として，相

関の強い説明変数のペアに対して，少なくとも一方の
変数を削除する制約条件を課すことが考えられる [13]．
しかしながら，この方法では 3個以上の変数間に存在
する線形従属性を除去することができない．このよう
な線形従属性を除去することができる方法として切除
平面法があり，多重共線性を有する変数集合を排除す
る妥当不等式を逐次的に追加する [13]．変数減少法を
利用して妥当不等式を強化し，切除平面法を高速化す
る方法も提案されている [7]．しかしながら切除平面法
を単純に実装すると，混合整数最適化問題を繰り返し
解くことになり，計算効率のよい方法とは言い難い．

3. 多重共線性の指標

本節では多重共線性の指標として，相関係数行列の
条件数と VIFについて説明する．

3.1 線形回帰
n個の標本 {(yi; xi1, xi2, . . . , xip) | i = 1, 2, . . . , n}

が与えられ，yi は標本 i の目的変数の値とし，xij は
標本 iの j 番目の説明変数の値とする．説明変数の添
え字集合を P := {1, 2, . . . , p} とし，変数はすべて以
下のように正規化されていることを仮定する：

n∑
i=1

xij =
n∑

i=1

yi = 0, (1)

n∑
i=1

(xij)
2 =

n∑
i=1

(yi)
2 = 1 (j ∈ P ). (2)

このとき，線形回帰式は以下のように書ける：

y = Xa+ ε,

ただし，y := (y1, y2, . . . , yn)
�,

X :=
(
x1,x2, . . . ,xp

)

=

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

x11 x12 · · · x1p

x21 x22 · · · x2p

...
...

...
...

xn1 xn2 · · · xnp

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

とし，a := (a1, a2, . . . , ap)
� は推定すべき偏回帰係数

のベクトル，ε := (ε1, ε2, . . . , εn)
� は各標本に対する

残差のベクトルとする．
3.2 相関係数行列の条件数
説明変数の部分集合 S (⊆ P )を選択したと想定し，

行列X の部分行列XS := (xj)j∈S を考える．このと
き，回帰式の残差二乗和
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‖y −XSaS‖22 = (y −XSaS)
�(y −XSaS)

が最小となる偏回帰係数 âS ∈ R
|S| は最小二乗推定量

と呼ばれ，以下の正規方程式を解いて求めることがで
きる：

X�
SXSâS = X�

S y. (3)

集合 S に属する説明変数の相関係数行列は，仮定
(1)–(2)より，以下のように計算できる：

RS := (rj�)(j,�)∈S×S = X�
SXS .

このとき相関係数行列RS の条件数は，その最小固有
値 λmin(RS)と最大固有値 λmax(RS)を用いて，以下
のように定義される：

cond(RS) :=
λmax(RS)

λmin(RS)
. (4)

条件数が大きいと，正規方程式 (3)の係数行列 RS =

X�
SXS が悪条件となり，方程式の解 âS が数値誤差

の影響を強く受けることになる．条件数が 225を超え
ると，多重共線性の悪影響が強くなるとされる [2]．

3.3 分散拡大要因
VIFは説明変数ごとに定義され，� (∈ S)番目の説

明変数のVIFは，相関係数行列RS の逆行列の �番目
の対角成分により，以下のように定義される：

VIF(�, S) := [R−1
S ]��. (5)

選択された変数の間に強い相関が存在する場合には，
相関係数行列RS が特異行列に近づき，VIFの値が大
きくなる．VIFが 10 を超えると，多重共線性の兆候
とされる [2]．
VIFには定義 (5)と等価だが異なる形の定義が知ら

れている．この定義を説明するために，� (∈ S) 番目
の変数を目的変数とし，集合 S に属するほかの変数を
説明変数とした以下の線形回帰式を考える：

x� = XS\{�}a
(�,S) + ε(�,S), (6)

ここで，a(�,S) ∈ R
|S|−1 と ε(�,S) ∈ R

n はそれぞれ偏
回帰係数と残差を表すベクトルである．
式 (3)と同様に，以下の正規方程式を解いて最小二

乗推定量 â(�,S) を求めることができる：

X�
S\{�}XS\{�}â

(�,S) = X�
S\{�}x�. (7)

回帰式 (6) の決定係数は，仮定 (1)–(2) より，最小
二乗推定量を用いて以下のように計算できる：

R2(�, S) := 1− ‖x� −XS\{�}â
(�,S)‖22.

集合 S に属する説明変数の間に強い線形従属性が存在
すると，回帰式 (6)の当てはまりがよくなり，決定係
数 R2(�, S)の値が 1に近づく．
この事実に基づいて，以下のようにVIFを定義する

ことができ，式 (5)と等価な定義であることが知られ
ている [1, 3]：

VIF(�, S) :=
1

1−R2(�, S)

=
1

‖x� −XS\{�}â
(�,S)‖22

. (8)

4. 条件数に基づく定式化

本節では，条件数に基づく変数選択問題の定式化 [7]

について説明する．説明変数の選択を表す 0–1 決定変
数のベクトルを z := (z1, z2, . . . , zp)

�とし，選択され
た説明変数の添え字集合を S(z) := {j ∈ P | zj = 1}
とする．条件数の上限値を表すパラメータを κ (> 1)

とし，回帰式の残差二乗和を最小化する変数選択問題
は以下のように書ける：

minimize ‖y −Xa‖22 (9)

subject to zj = 0 ⇒ aj = 0 (j ∈ P ), (10)

cond(RS(z)) ≤ κ, (11)

a ∈ R
p, z ∈ {0, 1}p. (12)

zj = 0 の場合には，論理制約 (10) により偏回帰係数
aj の値がゼロになり，j番目の説明変数は回帰式から削
除される．このような論理制約は，big-M やタイプ 1

の特殊順序集合を用いて表現可能であり，論理制約を
直接記述できる最適化ソルバーも存在する．
条件数の上限制約 (11)は，行列の半正定値制約とし

て記述できる．まず，以下の対角行列Diag(1−z)と，
行列のアダマール積R ◦ (zz�)を考える：

Diag(1− z) =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

1− z1 0 · · · 0

0 1− z2
. . .

...
...

. . .
. . . 0

0 · · · 0 1− zp

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

,
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R ◦ (zz�)=

⎛
⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

r11z1z1 r12z1z2 · · · r1pz1zp

r21z2z1 r22z2z2 · · · r2pz2zp
...

...
. . .

...

rp1zpz1 rp2zpz2 · · · rppzpzp

⎞
⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠

.

非負決定変数 λ ∈ R+ を導入し，条件数の上限制約
(11)は以下のように記述できる：

λI −Diag(1− z) 	 R ◦ (zz�) 	 κλI, (13)

ただし，I は適切なサイズの単位行列とする．
ここでは証明の概略を述べる．まず，R◦(zz�)を計

算すると，選択された変数の相関係数行列 RS(z) が残
り，ほかの成分はゼロになる．このとき制約条件 (13)

により，

λ ≤ λmin(RS(z)), λmax(RS(z)) ≤ κλ

が保証され，条件数の定義 (4)より上限制約 (11)が満
たされる．
さらに制約条件 (13) の双線形項 zz� を線形化

し [46, 47]，目的関数 (9)を半正定値制約を用いて線
形化する [48, 49]．問題 (9)–(12)は混合整数半正定値
最適化問題に帰着され，SCIP-SDP1 [50] などの最適
化ソルバーを用いて解くことができる．定式化の詳細
については論文 [7]を参照されたい．

5. VIFに基づく定式化

本節では，VIFに基づく変数選択問題の二種類の定
式化 [8]について説明する．VIFの上限値を表すパラ
メータを α (> 1)とし，選択された説明変数に対して
VIFの上限制約を課す．このとき，回帰式の残差二乗
和を最小化する変数選択問題は以下のように書ける：

minimize ‖y −Xa‖22 (14)

subject to zj = 0 ⇒ aj = 0 (j ∈ P ), (15)

z� = 1 ⇒ VIF(�, S(z)) ≤ α

(� ∈ P ), (16)

a ∈ R
p, z ∈ {0, 1}p. (17)

以降ではVIFの二種類の定義に基づいて，変数選択
問題 (14)–(17)を混合整数二次最適化問題に帰着する．
混合整数二次最適化問題は，Gurobi2や CPLEX3など

1 http://www.opt.tu-darmstadt.de/scipsdp/
2 https://www.octobersky.jp/products/gurobi.html
3 http : / /www-03 . ibm . com/ software /products / ja /
ibmilogcple

の最適化ソルバーを用いて解くことができる．
5.1 相関係数行列の逆行列に基づく定式化
本節では，相関係数行列の逆行列に基づく VIF の

定義 (5) を利用する．決定変数の正方行列 Q :=

(q�j)(�,j)∈P×P，U := (u�j)(�,j)∈P×P を導入する．こ
のとき VIFの上限制約 (16)は，以下のように論理制
約と線形制約で記述できる：

q�� ≤ α (� ∈ P ), (18)

QRP +U = I, (19)

zj = 1 ⇒ u�j = 0 (� ∈ P, j ∈ P ), (20)

zj = 0 ⇒ q�j = qj� = 0 (� ∈ P, j ∈ P ). (21)

ここでは証明の概略を述べる．制約条件 (20)–(21)

を考慮すると，Q の主小行列 Q1 に関する等式条件
Q1RS(z) = I が制約条件 (19) から導かれる．した
がってQ1 = R−1

S(z)
となり，制約条件 (18)が定義 (5)

に基づく VIFの上限制約 (16)を表す．定式化の詳細
については論文 [8]を参照されたい．

5.2 正規方程式に基づく定式化
本節では，正規方程式 (7) に基づく VIF の定

義 (8) を利用する．決定変数のベクトル a(�) :=

(a
(�)
j )j∈P\{�} (� ∈ P ) を導入し，以下の制約条件を

考える：

zj = 1 ⇒ x�
j XP\{�}a

(�) = x�
j x�

(j ∈ P \ {�}), (22)

zj = 0 ⇒ a
(�)
j = 0 (j ∈ P \ {�}). (23)

ここでは p個の説明変数のうち最初の s個が選択され
る，すなわち S(z) = {1, 2, . . . , s}を仮定し，� ∈ S(z)

とする．制約条件 (23) より，ベクトル a(�) は以下の
ように分割できる：

a(�) =

⎛
⎝a

(�)
1

0

⎞
⎠ .

このとき制約条件 (22) より，式 (7) と同様の正規方
程式

X�
S(z)\{�}XS(z)\{�}a

(�)
1 = X�

S(z)\{�}x� (24)

が導かれ，a(�)
1 が最小二乗推定量になる．したがって，

定義 (8)より VIFは以下のように書ける：

VIF(�, S(z)) =
1

‖x� −XS(z)\{�}a
(�)
1 ‖22

=
1

‖x� −XP\{�}a(�)‖22
.

よって，VIFの上限制約 (16)は以下のように書くこ
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とができ，z� = 0の場合は冗長な制約となり，z� = 1

の場合に上限制約を表す：

z� ≤ α‖x� −XP\{�}a
(�)‖22 (� ∈ P ). (25)

ただし，この制約条件は逆凸制約となっており，混合
整数最適化の枠組みで取り扱うことは難しい．しかし
ながら，正規方程式 (24) を利用して，制約条件 (25)

の右辺は以下のように線形化することができる：

‖x� −XP\{�}a
(�)‖22

= x�
� x� − 2x�

� XP\{�}a
(�)

+ (a
(�)
1 )� X�

S(z)\{�}XS(z)\{�}a
(�)
1︸ ︷︷ ︸

式 (24) を代入

= x�
� x� − 2x�

� XP\{�}a
(�) + (a

(�)
1 )�X�

S(z)\{�}x�

= x�
� x� − x�

� XP\{�}a
(�).

したがって制約条件 (22)–(23) の下で，制約条件
(25)は

z� ≤ α(x�
� x� − x�

� XP\{�}a
(�)) (� ∈ P )

となり，VIF の上限制約 (16) は論理制約と線形制約
で記述できる．

6. おわりに

本稿では，多重共線性を考慮した変数選択問題に対
して，条件数に基づく混合整数半正定値最適化問題に
よる定式化と，VIFに基づく二種類の混合整数二次最
適化問題による定式化を提示した．これらの問題は最
適化ソルバーで直接求解することができ，求解が終了
すれば残差二乗和に関して最良の説明変数の部分集合
が得られる．また単一の問題として定式化されている
ため，計算を途中で打ち切ったとしても，良質な暫定
解を得られる可能性が高い．計算機実験の結果につい
ては，論文 [7, 8]を参照されたい．
数理最適化の国際会議 ISMP 2015の講演で，Dim-

itris Bertsimasは「私の統計学の授業では混合整数最
適化を教えている．その理由は，統計学のさまざまな
問題に対して混合整数最適化が利用される時代が将来
必ず訪れるからだ」と述べていた．計算機と最適化ア
ルゴリズムの性能は現在も向上を続けている．現状と
しては，候補変数が多い場合には混合整数最適化によ
る変数選択は膨大な計算時間を要するが，このような
状況も徐々に改善されていくだろう．統計的モデル選
択の標準的な手法として，混合整数最適化が利用され
る時代が訪れることを期待して，本稿を終えたい．

謝辞 本研究の一部は JSPS 科研費 JP26560165，
JP17K12983 の助成を受けたものです．
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“Feature selection for support vector machines via
mixed integer linear programming,” Information Sci-
ences, 279, pp. 163–175, 2014.
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