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This paper investigates the possibility of predicting depressive tendency by lifestyle data. Previous studies
analyzed few aspects of lifestyle, whereas the current study utilizes multivariate analysis to examine multiple
perspectives of lifestyle, such as social, sleeping, and dietary habits. We created a questionnaire including depressive
tendency score (K6) as well as lifestyle, and recruited 987 participants, who answered it using a crowdsourcing
service. Classification models were obtained using machine learning to classify the participants as high or low
depressive tendency. Random forest classifier achieved 0.97 accuracy. Particularly effective features were chosen
from Chinese medicine, and personality describing neuroticism.

1. はじめに

うつ病とは，抑うつ気分や興味の消失を特徴とする気分障害
の一種である．世界中で約 3億人が発症しており，毎年 80万
人の自殺の原因となっている [WHO 17]．日本でも約 100万
人の患者がおり深刻な社会問題になっている [MHLW]．
うつ病は，生理学的な指標を用いた診断方法は確立されていな

いが，北米心理学会が策定した診断ガイドラインであるDSM-5

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th

Edition [Black 14]や，HAM-D (Hamilton’s Rating Scale for

Depression [Hamilton 80]などの質問票を用いて医師が診断
を行う. DSM-5は，うつ病の特徴を抑うつ気分，関心・歓心
の低下，体重の著しい増減，不眠・過眠，精神運動の激越・遅
滞，疲労，無価値・罪悪感，思考力・集中力・決断力の低下，
死に関する反復思考などとしている．抑うつ気分または関心・
歓心の低下が認められ，かつ 5 つ以上の特徴が２週間以上認
められる場合にうつ病と診断される．
うつ病の早期発見のため，K6 [Kessler 02] や QIDS-

SR [Rush 03] などの質問紙が存在し，医師によらずうつ傾
向の自己チェックができる．K6は，過去 30日間における抑う
つ気分や無価値であるという感覚ついて尋ねる 6問から成る．
0–24点で評価され，点数が高いほどうつ傾向が高いとされる．
13点を閾値としてうつ傾向があるとみなすと，DSM-4による
診断と高い相関が見られる [Kessler 02]．
しかし，K6は上述の通り抑うつ気分などについて明示的に

尋ねる内容であるため汎用性に欠ける．また，うつ傾向のある
人が，自らの状態について自覚的であるとは限らない．そのた
め，生活習慣など汎用的かつ客観的なデータを用いてうつ傾向
を予測する技術が求められている．
うつ傾向と生活習慣との関係について調査した先行研究と
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して，例えば人間関係の満足度 [Davidson 16]や，高齢者の孤
食傾向とうつ傾向との関係が指摘されている [Kimura 12]．
これらの先行研究は，生活習慣のごく限られた側面のみに焦

点を当ててうつ病との相関関係を調べている．また，うつ傾向
の予測を目的としていないため，予測モデルの学習・開発・テ
ストの手続きについて詳細に報告されておらず，未知のデータ
に対する汎化性能については議論されていない [Davidson 16]

[Kimura 12]．
そこで本研究では，より多面的な生活習慣からうつ傾向を

予測することを目的とする．そのため，本稿ではまずうつ傾向
の予測に有効な特徴について調査した．

2. 質問紙の構成，クラウドソーシングによる
生活習慣データの収集，および解析

2.1 質問紙の構成
質問紙は，うつ傾向と判定するための質問と，生活習慣等を

尋ねる質問の２部からなる．うつ傾向判定のための質問とし
て，K6 [Kessler 02]を用いた．
生活習慣等に関する質問は，中医学 [Zhu 08]，ストレス，認

知機能検査，性格 (Big5) [Oshio 12]，コミュニケーション，基
本データ (年齢，性別，職業など)，喫煙習慣，運動習慣，健康
状態， 病歴， 睡眠 [Doi 00]，食生活の 12カテゴリーから成
る計 290問を使用した．
これらの質問は，既存の質問集の中から，過去の文献でうつ

と関連性があるものを参考にし，また，医師や栄養士などの医
療識者と相談した上で選択した．今回の研究では，ストレス，
認知機能検査，中医学から K6 の質問に近い 1 問（憂鬱にな
るか問う質問）以外の，被験者全員が回答した質問を解析に用
いた．

2.1.1 質問紙の順序効果の検証
質問紙を使用するにあたって，妥当性，信頼性，順序効果に

ついて確認する必要がある．今回は，既存の質問紙の組み合わ
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表 1: ランダムフォレストの混同行列
予測されたクラス
低うつ傾向

予測されたクラス
高うつ傾向

実際のクラス
低うつ傾向

36 1

実際のクラス
高うつ傾向

1 36

せにより質問紙を構築したから，妥当性についてはすでに確か
められていると考えられるので検証を省略した．信頼性につい
ては，今回は検証していない．順序効果の有無を検証するため
に，大学院生 3 名に質問紙に答えてもらい，１週間後に同じ
質問紙で順序を変えたものに回答してもらった．結果，いずれ
の被験者についてもカッパ係数 [Cohen 60]が 0.9以上となっ
たため，順序効果は無視できると判断した．

2.2 実験協力者
日本語で読み書き可能であることを条件として，実験協力

者をクラウドソーシングを通じて募集した結果，987名から協
力を得た．
質問数が多く回答時間が長くなってしまうため，疲労などの

影響により実験協力者が真剣に回答しない可能性を考慮して，
同じ質問を 3 問尋ねた．それらの回答のうち，2 問以上異な
る回答をした被験者 5名を除いた．また，調査に 2度以上参
加した 43名の被験者については，初回のデータのみを利用し
た．年齢に関して，異常値は中央値で置き換えた．その結果，
男性 320人，女性 615人，合計 935人の実験協力者が解析の
対象となった．年齢の平均は 35.3 歳で，標準偏差は，9.2 で
あった．この実験協力者（935人）において，K6の点数の平
均は 8.15，標準偏差は 5.3だった．

2.3 解析手法
生活習慣等を特徴量として，うつ傾向が高い群と低い群に分

類するモデルを学習させた．K6スコアが 13点以上の実験協
力者を高うつ傾向群，その他を低うつ傾向群として判定した．
高うつ傾向群は 186人に対し，低うつ傾向群は 749人であっ
た．低うつ傾向群の実験協力者を無作為に選択し，高うつ傾向
群と人数を揃えた．
この新たな実験協力者群（男性 123人，女性 249人）の年

齢の平均は 34.6歳，標準偏差は 9.3だったので，元の実験協
力者群に近い分布を得た．実験協力者の K6 スコアの平均は
11.3，標準偏差は 6.0だった．
分類手法としてロジスティック回帰とランダムフォレストを

使用した．全実験協力者を 7:1:2の割合に分割し，それぞれ学
習，開発，テストのために用いた．グリッドサーチを利用し，
ハイパーパラメータを探索した．開発データにおける正解率が
最大となるハイパーパラメータを用いて，テスト性能を評価
した．
また，ランダムフォレストについては，予測に対する質問の

重要性をジニ係数を用いて計算した．ロジスティック回帰につ
いては，予測に対する質問の重要性を重みの絶対値を用いて計
算した．

3. 結果

うつ傾向の有無を予測するモデルで，ロジスティック回帰の
正解率は，0.95 だったのに対し，ランダムフォレストの正解
率は，0.97 だった（chance level = 0.5）． 表 1 は，ランダ

ムフォレストにおいての混同行列を示している．適合率，再現
率，F値全てで 0.97を示した．偽陽性・偽陰性の誤分類がな
された被験者がそれぞれ 1 名ずつおり，それらの実験協力者
の K6スコアはそれぞれ 10と 19であった．
正解率が高かったランダムフォレストによる予測への貢献が

高い質問上位 10問を表 2に示す．続いて正解率が高かったロ
ジスティック回帰による予測への貢献が高い質問上位 10問を
表 3に示す．
カテゴリーとして，ランダムフォレスト，ロジスティック回

帰ともに，中医学からの質問が，予測に重要な質問として多く
選ばれた．ランダムフォレストでは，神経質の度合いを問う性
格の質問も予測に有効であることが分かり，一方，ロジステッ
ク回帰では，食生活に関する質問も予測への貢献が高いことが
分かった．ランダムフォレストにおいて 1番貢献度が高かった
「怖がりやすく、不安感がありますか。」という質問では，高う
つ傾向群は，低うつ傾向群と比べると恐怖や不安感を多頻度で
感じると回答した．2番目に貢献度が高かった「元気がありま
すか。」という質問では，高うつ傾向群は，より元気がないと
回答する傾向が見られた．また，3番目の質問「疲れやすいで
すか。」には，高うつ傾向群は低うつ傾向群と比べて疲れやす
い頻度が高いと回答した．

4. 考察

ランダムフォレストとロジスティック回帰では，予測への貢
献が高い質問が異なる結果となった．今回は実験協力者の男女
比が偏っており，その影響が予測に有効な質問に影響した可能
性もあるので，今後の研究として，各性別で予測への貢献度が
高い質問を調べたい．また，今回の実験では 296問と多くの質
問を用いたため実験協力者への負担が大きかったと考えられる
ので，今後の研究では少ない質問数でうつ傾向を予測したい．

5. まとめ

今回の研究では，うつ傾向の予測に有効な生活習慣等を調
べた．ランダムフォレストを用いたうつを予測するモデルは，
正解率 0.97を示した．また，予測により有効な質問は，中医
学のカテゴリーに属する体質について問うものと性格のカテゴ
リーに属していた．
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