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(57)【要約】

（修正有）

【課題】依存症に有効な対処ができる依存症対処支援シ
ステム、依存症対処支援方法及びコンピュータプログラ
ムを提供する。
【解決手段】依存症対処支援システム１００は、ユーザ
Ａの携帯する出力装置である端末装置５と、端末装置５
での出力を制御する制御装置１と、を備える。制御装置
５は、予め登録された条件とユーザの現状を示す現状デ
ータとに基づいて、ユーザに対して嗜癖行動への欲求を
生じさせる状況であるハイリスク状況の発生を検出し、
ハイリスク状況が発生したことを示す警告を、ユーザに
対応付けられた端末装置５に出力させるとともに、ハイ
リスク状況に対するユーザのアクションを促す出力を行
わせる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザの携帯する出力装置と、
前記出力装置での出力を制御する制御装置と、を備え、
前記制御装置は、
予め登録された条件と前記ユーザの現状を示す現状データとに基づいて、ユーザに対し
て嗜癖行動への欲求を生じさせる状況であるハイリスク状況の発生を検出し、
前記ハイリスク状況が発生したことを示す警告を、前記ユーザに対応付けられた出力装
置に出力させるとともに、前記ハイリスク状況に対する前記ユーザのアクションを促す出
力を行わせる
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依存症対処支援システム。
【請求項２】
前記アクションは、前記ハイリスク状況における前記ユーザの前記嗜癖行動への欲求の
レベルを入力することを含む
請求項１に記載の依存症対処支援システム。
【請求項３】
前記アクションは、前記嗜癖行動への欲求を抑える行動である対処行動を含む
請求項１又は２に記載の依存症対処支援システム。
【請求項４】
前記対処行動は、前記ユーザに対応付けて予め記憶されている
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請求項３に記載の依存症対処支システム。
【請求項５】
前記アクションは、前記ハイリスク状況における前記ユーザの前記嗜癖行動への欲求の
レベルを入力することをさらに含み、
前記制御装置は、前記欲求のレベルに応じて前記対処行動を決定する
請求項３に記載の依存症対処支援システム。
【請求項６】
前記条件はハイリスク地域を示したマップ情報であり、
前記現状データは前記ユーザの現状の位置を示す位置情報であり、
前記ハイリスク状況の発生を検出することは、前記位置情報と前記マップ情報とを比較
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することを含む
請求項１〜請求項５のいずれか一項に記載の依存症対処支援システム。
【請求項７】
前記条件はハイリスク状況の発生に対応した生体信号の閾値であり、
前記現状データは前記ユーザから測定された現状の生体信号であり、
前記ハイリスク状況の発生を検出することは、前記現状の生体信号と前記閾値とを比較
することを含む
請求項１〜請求項５のいずれか一項に記載の依存症対処支援システム。
【請求項８】
通信装置をさらに含み、
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前記制御装置は、発生を検出した前記ハイリスク状況を特定するデータと、前記ハイリ
スク状況に対する前記アクションの結果を示すデータと、を対応付けて他の装置への送信
を前記通信装置に行わせる
請求項１〜請求項７のいずれか一項に記載の依存症対処支援システム。
【請求項９】
予め登録された条件とユーザの現状を示す現状データとに基づいて、前記ユーザに対し
て嗜癖行動への欲求を生じさせる状況であるハイリスク状況の発生を検出し、
前記ユーザに対応付けられた出力装置が、前記ハイリスク状況が発生したことを示す警
告を出力するとともに、前記ハイリスク状況に対する前記ユーザのアクションを促す出力
を行う、ことを含む
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依存症対処支援方法。
【請求項１０】
コンピュータを依存症対処支援システムに含まれる制御装置として機能させるコンピュ
ータプログラムであって、
前記制御装置は、
予め登録された条件とユーザの現状を示す現状データとに基づいて、前記ユーザに対し
て嗜癖行動への欲求を生じさせる状況であるハイリスク状況の発生を検出し、
前記ハイリスク状況が発生したことを示す警告を、前記ユーザに対応付けられた出力装
置に出力させるとともに、前記ハイリスク状況に対する前記ユーザのアクションを促す出
力を行わせる
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コンピュータプログラム。
【請求項１１】
コンピュータを依存症対処支援システムに含まれる出力装置として機能させるコンピュ
ータプログラムであって、
前記出力装置は、
ユーザの現状を示す現状データを取得し、
前記現状データを制御装置に送信し、
前記制御装置からの、前記ユーザに対して嗜癖行動への欲求を生じさせる状況であるハ
イリスク状況が発生したことを示す信号に従って、警告を出力するとともに、前記ハイリ
スク状況に対する前記ユーザのアクションを促す出力を行う
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コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本開示は、依存症対処支援システム、依存症対処支援方法、及び、コンピュータプログ
ラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
アルコールやギャンブルなどの嗜癖行動への依存症に対しては、医療的な対処が必要と
考えられている。医療的な対処の一つとして、医師等による治療的な介入が知られている
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。治療的な介入では、医師等との対面によって、先の面会からの期間の患者の嗜癖行動や
嗜癖行動への欲求を生じさせる状況が把握され、その内容に基づく指導や助言が行われる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０−１０８１６２号公報
【特許文献２】特表２０１０−５１７６７５号公報
【発明の概要】
【０００４】
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しかしながら、対面による医療的な介入では、嗜癖行動への欲求を生じさせる状況が発
生したときのタイムリーな対処ができない場合がある。そのため、依存症への対処として
より有効な対処が望まれる。
【０００５】
ある実施の形態に従うと、依存症対処支援システムは、ユーザの携帯する出力装置と、
出力装置での出力を制御する制御装置と、を備え、制御装置は、予め登録された条件とユ
ーザの現状を示す現状データとに基づいて、ユーザに対して嗜癖行動への欲求を生じさせ
る状況であるハイリスク状況の発生を検出し、ハイリスク状況が発生したことを示す警告
を、ユーザに対応付けられた出力装置に出力させるとともに、ハイリスク状況に対するユ
ーザのアクションを促す出力を行わせる。
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【０００６】
他の実施の形態に従うと、依存症対処支援方法は、予め登録された条件とユーザの現状
を示す現状データとに基づいて、ユーザに対して嗜癖行動への欲求を生じさせる状況であ
るハイリスク状況の発生を検出し、ユーザに対応付けられた出力装置が、ハイリスク状況
が発生したことを示す警告を出力するとともに、ハイリスク状況に対するユーザのアクシ
ョンを促す出力を行う。
【０００７】
他の実施の形態に従うと、コンピュータプログラムは、コンピュータを依存症対処支援
システムに含まれる制御装置として機能させるコンピュータプログラムであって、制御装
置は、予め登録された条件とユーザの現状を示す現状データとに基づいて、ユーザに対し
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て嗜癖行動への欲求を生じさせる状況であるハイリスク状況の発生を検出し、ハイリスク
状況が発生したことを示す警告を、ユーザに対応付けられた出力装置に出力させるととも
に、ハイリスク状況に対するユーザのアクションを促す出力を行わせる。
【０００８】
他の実施の形態に従うと、コンピュータプログラムは、コンピュータを依存症対処支援
システムに含まれる出力装置として機能させるコンピュータプログラムであって、出力装
置は、ユーザの現状を示す現状データを取得し、現状データを制御装置に送信し、制御装
置からの、ユーザに対して嗜癖行動への欲求を生じさせる状況であるハイリスク状況が発
生したことを示す信号に従って、警告を出力するとともに、ハイリスク状況に対するユー
ザのアクションを促す出力を行う。
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【０００９】
更なる詳細は、後述の実施形態として説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施の形態に係る依存症対処支援システム（以下、システムと略する）
の構成を表した概略図である。
【図２】図２は、システムに含まれる制御装置の構成を表した概略図である。
【図３】図３は、システムに含まれる端末装置の構成を表した概略図である。
【図４】図４は、依存症対処支援方法の概略を表した図である。
【図５】図５は、依存症対処支援方法を説明するための図である。
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【図６】図６は、端末装置に表示される入力用画面の一例を表した図である。
【図７】図７は、端末装置に表示される対処行動の選択用画面の一例を表した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
＜１．依存症対処支援システム、依存症対処支援方法、及び、コンピュータプログラム
の概要＞
【００１２】
（１）本実施の形態に含まれる依存症対処支援システムは、ユーザの携帯する出力装置
と、出力装置での出力を制御する制御装置と、を備え、制御装置は、予め登録された条件
とユーザの現状を示す現状データとに基づいて、ユーザに対して嗜癖行動への欲求を生じ
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させる状況であるハイリスク状況の発生を検出し、ハイリスク状況が発生したことを示す
警告を、ユーザに対応付けられた出力装置に出力させるとともに、ハイリスク状況に対す
るユーザのアクションを促す出力を行わせる。
【００１３】
ハイリスク状況は、嗜癖行動が誘発される状況を指す。依存症がギャンブル依存症であ
る場合には、賭博場の近傍に患者がいる状況、賭博場や賭博競技の開始時刻に近づくこと
、などである。ハイリスク状況に対するユーザのアクションは、嗜癖行動への欲求を低減
させるためのアクションを指す。現状データに基づいてハイリスク状況の発生が検出され
ることで、例えば賭博場に近づいたタイミングなど、リアルタイムでハイリスク状況の発
生が検出される。さらに、検出されるとアクションが促されることによって、リアルタイ
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ムでユーザの嗜癖行動への欲求が抑えられる。そのため、医師等の依存症への対処を有効
に支援できる。
【００１４】
（２）好ましくは、アクションは、ハイリスク状況におけるユーザの嗜癖行動への欲求
のレベルを入力することを含む。ハイリスク状況の発生時にユーザにレベルの入力が促さ
れることによって、ユーザは自らの嗜癖行動への欲求のレベルを冷静に確認することにな
る。その結果、嗜癖行動への欲求を抑える方向に作用する。
【００１５】
（３）好ましくは、アクションは、嗜癖行動への欲求を抑える行動である対処行動を含
む。ハイリスク状況の発生時にユーザに実行が促されることによって、ユーザは、ハイリ
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スク状況において対処行動を実行することができる。これにより、嗜癖行動に対する欲求
の高まりを減退させ、嗜癖行動を回避させることができる。
【００１６】
（４）好ましくは、対処行動は、ユーザに対応付けて予め記憶されている。これにより
、ユーザごとに嗜癖行動への欲求を抑える効果の高い対処行動を記憶させることができる
。その結果、ユーザの嗜癖行動への欲求を抑えるのにより効果的となる。
【００１７】
（５）好ましくは、アクションは、ハイリスク状況におけるユーザの嗜癖行動への欲求
のレベルを入力することをさらに含み、制御装置は、欲求のレベルに応じて対処行動を決
定する。これにより、欲求のレベルに応じて嗜癖行動への欲求を抑える効果の高い対処行
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動を記憶させることができる。その結果、ユーザの嗜癖行動への欲求を抑えるのにより効
果的となる。
【００１８】
（６）好ましくは、条件はハイリスク地域を示したマップ情報であり、現状データはユ
ーザの現状の位置を示す位置情報であり、ハイリスク状況の発生を検出することは、位置
情報とマップ情報とを比較することを含む。ハイリスク地域は、嗜癖行動への欲求を引き
起こす場所的な条件を指す。これにより、ユーザがハイリスク地域に居るときにリアルタ
イムに警告が出力されるようになる。
【００１９】
（７）好ましくは、条件はハイリスク状況の発生に対応した生体信号の閾値であり、現
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状データはユーザから測定された現状の生体信号であり、ハイリスク状況の発生を検出す
ることは、現状の生体信号と閾値とを比較することを含む。これにより、ユーザの生態信
号を用いてもリアルタイムにハイリスク状況の発生を検出することができる。
【００２０】
（８）好ましくは、依存症対処支援システムは通信装置をさらに含み、制御装置は、発
生を検出したハイリスク状況を特定するデータと、ハイリスク状況に対するアクションの
結果を示すデータと、を対応付けて他の装置への送信を通信装置に行わせる。他の装置は
、例えば、医師等の依存症への対処を行うスタッフに関連付けられた装置であってもよい
。これにより、他の装置を用いて依存症に対処できたり、解析などのデータ利用ができた
りする。
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【００２１】
（９）本実施の形態に含まれる依存症対処支援方法は、予め登録された条件とユーザの
現状を示す現状データとに基づいて、ユーザに対して嗜癖行動への欲求を生じさせる状況
であるハイリスク状況の発生を検出し、ユーザに対応付けられた出力装置が、ハイリスク
状況が発生したことを示す警告を出力するとともに、ハイリスク状況に対するユーザのア
クションを促す出力を行う、ことを含む。現状データに基づいてハイリスク状況の発生が
検出されることで、リアルタイムでハイリスク状況の発生が検出される。さらに、検出さ
れるとアクションが促されることによって、リアルタイムでユーザの嗜癖行動への欲求が
抑えられる。そのため、医師等の依存症への対処を有効に支援できる。
【００２２】
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（１０）本実施の形態に含まれるコンピュータプログラムは、コンピュータを依存症対
処支援システムに含まれる制御装置として機能させるコンピュータプログラムであって、
制御装置は、予め登録された条件とユーザの現状を示す現状データとに基づいて、ユーザ
に対して嗜癖行動への欲求を生じさせる状況であるハイリスク状況の発生を検出し、ハイ
リスク状況が発生したことを示す警告を、ユーザに対応付けられた出力装置に出力させる
とともに、ハイリスク状況に対するユーザのアクションを促す出力を行わせる。これによ
り、コンピュータを（１）〜（８）に記載の依存症対処システムに含まれる制御装置とし
て機能させることができる。
【００２３】
（１１）本実施の形態に含まれるコンピュータプログラムは、コンピュータを依存症対

10

処支援システムに含まれる出力装置として機能させるコンピュータプログラムであって、
出力装置は、ユーザの現状を示す現状データを取得し、現状データを制御装置に送信し、
制御装置からの、ユーザに対して嗜癖行動への欲求を生じさせる状況であるハイリスク状
況が発生したことを示す信号に従って、警告を出力するとともに、ハイリスク状況に対す
るユーザのアクションを促す出力を行う。これにより、コンピュータを（１）〜（８）に
記載の依存症対処システムに含まれる出力装置として機能させることができる。
【００２４】
＜２．依存症対処支援システム、依存症対処支援方法、及び、コンピュータプログラム
の例＞
【００２５】
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本実施の形態に係る依存症対処支援システム（以下、システムと略する）１００は、ユ
ーザＡの依存症への対処を支援するシステムである。依存症とは、嗜癖行動への欲求が高
じ、自らの意思で嗜癖行動が止められない状態を言う。嗜癖行動とは、嗜癖の対象となる
物質等が得られる行動であって、アルコールなどの特定の物質を摂取すること、ギャンブ
ルなどの特定の行為をすること、これらの組み合わせ、などである。
【００２６】
嗜癖行動は、ある条件を満たした状況において誘発されることが多い。以降、嗜癖行動
が誘発される状況をハイリスク状況と称する。ハイリスク状況となる条件は、一例として
、嗜癖行動への欲求を引き起こす場所的な条件であるハイリスク地域、時間的な条件であ
るハイリスク期間、その組み合わせ、などである。例えば、依存症がギャンブル依存症で
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ある場合には、ハイリスク地域は賭博場の近傍などであり、ハイリスク期間は賭博場や賭
博競技の開始時刻を含む時間帯、などである。
【００２７】
依存症に対しては、医師等の専門家による医療的な対処が必要とされる。本システム１
００は、その対処を支援する。図１に示されるように、システム１００は、制御装置１と
、出力装置である端末装置５と、を含む。制御装置１と端末装置５とはインターネットな
どの通信網３を介して相互に通信可能である。
【００２８】
制御装置１は、例えば、サーバなどの一般的なコンピュータである。端末装置５は、例
えば、モバイルフォンやタブレットや腕時計型端末装置やヘッドマウント型端末装置など
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の携帯可能な端末装置であって、依存症患者であるユーザＡが携帯することが想定されて
いる。システム１００は、ユーザＡの依存症への医療的な対処を支援する。
【００２９】
医療的な対処の一つである治療的な介入では、医師等との対面先の面会からの期間の患
者の嗜癖行動や嗜癖行動への欲求を生じさせる状況が把握されて、次の期間の嗜癖行動を
抑えるための指導などが行われる。端末装置５はその期間のユーザＡに携帯され、すなわ
ち、ユーザＡに関連付けられ、医師等のユーザＡに対する嗜癖行動を抑えるための指導を
支援する。
【００３０】
具体的には、図１及び図２に示されるように、制御装置１は、条件データベース（ＤＢ
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）１２２を有する。条件ＤＢ１２２には、上記の条件が予め登録されている。条件は、一
例として、後述するマップ情報１２３である。制御装置１は、端末装置５からユーザＡの
現状を示す現状データを得、条件と現状データとに基づいてハイリスク状況の発生を検出
する。
【００３１】
ハイリスク状況が検出されると、制御装置１から端末装置５に通知され、端末装置５で
ユーザに対して警告がなされるとともに、ハイリスク状況に対するユーザＡのアクション
を促す出力が行われる。警告は、例えば、タッチパネル５４での表示などである。これに
より、ユーザＡは、ハイリスク状況の発生をリアルタイムに知ることができる。また、ア
クションを促す出力も、例えば、タッチパネル５４での表示などである。これにより、ユ
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ーザＡに対してリアルタイムでアクションが促され、アクションを実行することができる
。なお、ユーザＡのアクションについては後述する。
【００３２】
図２を参照して、制御装置１は、プロセッサ１１とメモリ１２とを有するコンピュータ
で構成される。メモリ１２は、一次記憶装置であってもよいし、二次記憶装置であっても
よい。制御装置１は、通信網３にアクセスするための通信装置１３をさらに有する。
【００３３】
メモリ１２は、条件ＤＢ１２２と、対処行動ＤＢ１２４とを有する。また、メモリ１２
は、プロセッサ１１によって実行されるプログラム１２１を記憶している。条件ＤＢ１２
２は、上記の条件を記憶している。条件は、一例として、後述するマップ情報１２３であ
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る。条件は、他の例として、時間的な条件であってもよいし、マップ情報と時間的な条件
との組み合せであってもよい。対処行動ＤＢ１２４は、後述する対処行動を記憶している
。
【００３４】
プロセッサ１１は、プログラム１２１を実行することによって検出処理１１１を実行す
る。検出処理１１１は、端末装置５から得たユーザＡの現状データと条件とに基づいてハ
イリスク状況の発生を検出する処理である。検出処理１１１の詳細については後述する。
【００３５】
プロセッサ１１は、プログラム１２１を実行することによって警告処理１１２を実行す
る。警告処理１１２は、検出処理１１１においてハイリスク状況の発生が検出されると、
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端末装置５に警告を出力させるための処理であって、一例として、端末装置５へのハイリ
スク状況の発生が検出されたことを通知する信号（以下、通知と称する）を通信装置１３
に送信させる処理である。これにより、端末装置５は警告を出力できる。
【００３６】
プロセッサ１１は、プログラム１２１を実行することによって提示処理１１３を実行す
る。提示処理１１３は、端末装置５に、ハイリスク状況に対するユーザのアクションを促
す提示を行わせる処理である。ハイリスク状況に対するユーザのアクションは、嗜癖行動
への欲求を低減させるためのアクションであって、例えば対処行動であって、提示処理１
１３は、対処行動をユーザＡに提示させるための処理である。一例として、通信装置１３
に対処行動を特定するデータを端末装置５に送信させる処理である。これにより、端末装
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置５は対処行動を提示できる。
【００３７】
対処行動は、嗜癖行動への欲求を抑える行動であって、嗜癖行動に代わる行動を指す。
ハイリスク状況において行うことによって嗜癖行動に対する欲求の高まりを減退させ、嗜
癖行動を回避させることができる。対処行動の提示は、一例として、端末装置５のタッチ
パネル５４に、対処行動を選択可能に表示し、ユーザＡの選択を受け付けることで選択さ
れた対処行動を実行可能な状態とすることを含む。
【００３８】
なお、提示処理１１３は抽出処理１１４を含んでもよい。抽出処理１１４は、対処行動
ＤＢ１２４に記憶されている複数の対処行動の中から端末装置５に提示させる対処行動を
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抽出する処理である。
【００３９】
対処行動ＤＢ１２４は、例えば、ユーザごとに適した対処行動を記憶していてもよい。
例えば、ユーザＡの好むゲームや、ユーザＡの親しい他のユーザの装置へのアクセス、な
どが想定され、ユーザＡの嗜癖行動への欲求を抑えるのにより効果的である。プロセッサ
１１は抽出処理１１４において、例えば、ユーザＡについて記憶されている対処行動を対
処行動ＤＢ１２４から読み出す。
【００４０】
なお、他の例として、対処行動ＤＢ１２４は、評価値ごとに適した対処行動を記憶して
いてもよい。例えば、評価値が高い場合には予め登録された相手に電話をかける、評価値
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が低い場合には音楽の出力、などが想定され、ユーザＡの嗜癖行動への欲求を抑えるのに
より効果的である。この場合、プロセッサ１１は抽出処理１１４において、端末装置５か
ら送信された評価値に応じた対処行動を対処行動ＤＢ１２４から読み出す。また、対処行
動ＤＢ１２４は、ユーザごと、嗜癖行動ごと、評価値ごと、などの組み合わせであっても
よい。
【００４１】
ハイリスク状況に対するユーザのアクションは、他の例として、評価値の入力であって
、提示処理１１３は、評価値の入力を受け付ける入力用画面をユーザＡに提示させるため
の処理である。一例として、通信装置１３に入力用画面の表示を指示する信号を端末装置
５に送信させる処理である。これにより、端末装置５は入力用画面を表示できる。
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【００４２】
評価値は、ハイリスク状況におけるユーザＡの嗜癖行動への欲求のレベルを表す指標値
である。例えば、評価値が高いほど嗜癖行動への欲求のレベルが高いことを示し、低いほ
ど嗜癖行動への欲求のレベルが低いことを示す。ハイリスク状況の発生時にユーザＡに評
価値の入力が促されることによって、ユーザＡは自らの嗜癖行動への欲求のレベルを冷静
に確認することになる。その結果、嗜癖行動への欲求を抑える方向に作用する。
【００４３】
プロセッサ１１は、プログラム１２１を実行することによって送信処理１１５を実行す
る。送信処理１１５は、ユーザＡから取得した後述する評価値や、選択された対処行動な
どの情報を、ユーザＡと関連付けて、通信装置１３に、予めと登録されている送信先に送
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信させる処理である。送信先は、例えば、これら情報に基づいて医療的な指導を行う医療
スタッフの装置などが想定される。これにより、本システム１００で得られたユーザＡの
情報を有意義に用いることができる。
【００４４】
プロセッサ１１は、プログラム１２１を実行することによって更新処理１１６を実行し
てもよい。更新処理１１６は、対処行動の実行による嗜癖行動への欲求のレベルの変化に
基づいた処理の一例であって、その変化に基づいて、対処行動ＤＢ１２４に記憶されてい
るユーザＡに適した対処行動を更新する処理である。一例として、更新処理１１６は、嗜
癖行動への欲求のレベルの変化が閾値より小さい対処行動については、対処行動ＤＢ１２
４から削除することを含む。また、他の例として、対処行動ＤＢ１２４に対処行動ごとに
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優先順位が付加されている場合、対処行動への欲求のレベルの変化に応じた優先順位に変
更することを含む。これにより、ユーザＡに対して嗜癖行動への欲求を抑えるのにより効
果的な対処行動を提示することができる。その結果、ユーザＡの依存症への対処をより強
力に支援できる。
【００４５】
図３を参照して、端末装置５は、制御部５０と、タッチパネル５４と、を含む。制御部
５０は、プロセッサ５１とメモリ５２とを有するコンピュータで構成される。メモリ５２
は、一次記憶装置であってもよいし、二次記憶装置であってもよい。
【００４６】
メモリ５２は、プロセッサ５１によって実行されるプログラムとして、支援用プログラ
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ム５２１と、対処行動用プログラム５２２と、を記憶している。支援用プログラム５２１
は、プロセッサ５１に支援処理を実行させる。支援処理は、ユーザＡの依存症への対処を
支援するための処理である。対処行動用プログラム５２２は、プロセッサ５１に対処行動
を実行させる。
【００４７】
端末装置５は、通信網３にアクセスするための通信装置５３をさらに有する。通信装置
５３は、通信網３を介して制御装置１から制御信号などを受信し、プロセッサ５１に入力
する。プロセッサ５１は、制御装置１から制御信号に従って支援用プログラム５２１を実
行する。
10

【００４８】
通信装置５３は、例えばＧＰＳ（Global

Positioning

System）などで他の装置とも

通信し、ユーザの現状を示す現状データの一例として、端末装置５の位置情報を得る。従
って、この場合、通信装置５３は現状データを取得するための装置の一例と言える。これ
により、現状データが容易に得られる。
【００４９】
端末装置５は、現状データを取得するための装置の他の例として、カメラ５５を含んで
もよい。この場合、現状データは撮影データであって、ユーザＡの顔や、ユーザＡの周囲
などを撮影した撮影データである。ユーザＡの顔の撮影画像からはユーザＡの瞳孔のサイ
ズの変化や顔色がわかる。また、周囲の撮影画像からは、ユーザＡの現在位置がわかる。
カメラ５５は、プロセッサ５１の制御に従って、又は、自動的に撮影動作を行い、撮影デ
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ータをプロセッサ５１に入力する。これによっても、現状データが容易に得られる。
【００５０】
この場合、制御装置１のプロセッサ１１は、検出処理１１１において、撮影データに含
まれるユーザＡの瞳孔のサイズの変化と予め記憶している閾値とを比較すること、又は、
ユーザＡの顔色の変化と予め記憶している閾値とを比較すること、などによって、ハイリ
スク状況の発生を検出する。このように、画像データを用いることでもハイリスク状況の
発生を検出することが可能になる。そのため、位置情報を取得できない装置や状況であっ
ても、ハイリスク状況の発生を検出することができる。
【００５１】
端末装置５は、現状データを取得するための装置の他の例として、センサ５６を含んで
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もよい。この場合、現状データは生体信号であって、脈拍や、血圧値や、血中酸素濃度な
どである。センサ５６は、プロセッサ５１の制御に従って、又は、自動的にセンシングを
行い、生体信号をプロセッサ５１に入力する。これによっても、現状データが容易に得ら
れる。
【００５２】
この場合、制御装置１のプロセッサ１１は、検出処理１１１において、生体信号と予め
記憶している閾値とを比較することによって、ハイリスク状況の発生を検出する。このよ
うに、生体信号を用いることでもハイリスク状況の発生を検出することが可能になる。そ
のため、位置情報を取得できない装置や状況であっても、ハイリスク状況の発生を検出す
ることができる。
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【００５３】
プロセッサ５１は支援用プログラム５２１を実行することによって、取得処理５１１を
実行する。取得処理５１１は、ユーザＡの現状データを取得する処理である。現状データ
は、例えば、上述の位置情報や生体信号や画像データなどである。プロセッサ５１は取得
処理５１１を予め規定された時間間隔や、予め規定されたタイミングなどに実行する。こ
れにより、ユーザＡの現状データが取得される。
【００５４】
プロセッサ５１は支援用プログラム５２１を実行することによって、送信処理５１２を
実行する。送信処理５１２は、取得処理５１１によって取得された現状データを、通信装
置５３に制御装置１に対して送信させる処理である。プロセッサ５１は、取得処理５１１
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によって現状データが取得されると、現状データにユーザＡの識別データを関連付けて通
信装置５３に渡し、制御装置１に対して送信させる。これにより、制御装置１において検
出処理１１１が実行され、リアルタイムにハイリスク状況の発生が検出される。
【００５５】
プロセッサ５１は支援用プログラム５２１を実行することによって、表示処理５１３を
実行する。表示処理５１３は、通信装置５３が制御装置１から信号を受信すると実行され
る。表示処理５１３は、制御装置１からの信号に従う表示をタッチパネル５４に表示する
処理である。
【００５６】
表示処理５１３は、ハイリスク状況の発生が検出されたことを通知する警告をタッチパ
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ネル５４に表示する処理を含む。警告を表示する処理は、通知を受信すると実行される。
これによりユーザＡは、ハイリスク状況が発生したことをリアルタイムで知ることができ
る。
【００５７】
表示処理５１３は、さらに、タッチパネル５４にハイリスク状況に対するユーザのアク
ションを促す表示を行うための処理である。表示処理５１３は、実行する対処行動を選択
する選択画面をタッチパネル５４に表示する処理を含む。選択画面を表示する処理もまた
、通知を受信すると実行される。これにより、ハイリスク状況の発生が検出されると選択
画面が表示され、ユーザＡは、対処行動を選択できる。
【００５８】
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表示処理５１３は、又、ハイリスク状況の発生時におけるユーザＡの評価値の入力を受
け付けるための入力用画面をタッチパネル５４に表示する処理を含む。ハイリスク状況の
発生時に入力用画面が表示されることで、ユーザＡはハイリスク状況の発生時に評価値を
入力することになる。これにより、ハイリスク状況が発生したときにユーザＡは自らの嗜
癖行動への欲求のレベルを冷静に確認することになり、欲求を抑える方向に作用する。
【００５９】
プロセッサ５１は支援用プログラム５２１を実行することによって、評価処理５１４を
実行する。評価処理５１４は、入力用画面において評価値の入力を受け付けると実行され
る。評価処理５１４は、入力用画面を、入力された評価値を表すように更新することを含
む。これにより、ユーザＡは、ハイリスク状況の発生時における自らの嗜癖行動への欲求
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のレベルを視覚的に確認することができる。また、評価処理５１４は、通信装置５３に入
力用画面において入力された評価値を制御装置１に送信させることを含む。評価値が制御
装置１に送信されることで、制御装置１において評価値を用いた処理が可能になる。
【００６０】
プロセッサ５１は支援用プログラム５２１を実行することによって、対処行動制御処理
５１５を実行する。対処行動制御処理５１５は、表示処理５１３でタッチパネル５４に表
示された選択画面において実行する対処行動の選択を受け付けると開始される。対処行動
制御処理５１５は、選択された対処行動を実行するための処理であって、プロセッサ５１
が選択された対処行動用プログラム５２２を読み出して実行する処理である。これにより
、選択画面でユーザＡが対処行動を選択すると、選択された対処行動が実行される。
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【００６１】
本システム１００では、図４〜図７に表される支援動作が行われる。すなわち、図４及
び図５を参照して、端末装置５は、リアルタイムでユーザＡの現状データとして位置情報
を取得し（ステップＳ１０１）、制御装置１に送信する（ステップＳ１０３）。
【００６２】
制御装置１は、予め記憶しているマップ情報１２３と位置情報とを比較することで、ハ
イリスク状況の発生を検知する（ステップＳ１０５）。図５の例では、範囲Ｅ１，Ｅ２を
ハイリスク状況となる範囲とするマップ情報１２３が予め登録されている。範囲Ｅ１，Ｅ
２は、例えば、賭博場の近傍などである。この場合、制御装置１のプロセッサ１１は、端
末装置５の位置情報が範囲Ｅ１，Ｅ２に含まれている場合にハイリスク状況が発生したと
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検出する。
【００６３】
ハイリスク状況の発生が検出されるまで、ステップＳ１０１〜Ｓ１０５の処理は繰り返
される。そして、ハイリスク状況の発生が検出されると、すなわち、ユーザＡが範囲Ｅ１
又はＥ２に居ることが検出されると、制御装置１は端末装置５に対して、ハイリスク状況
の発生を通知する（ステップＳ１０７）。
【００６４】
端末装置５のプロセッサ５１は、制御装置１からの通知を受けると警告をタッチパネル
５４に表示する（ステップＳ１０９）。警告は、例えば図５に示されたように、タッチパ
ネル５４に「登録地点に近づきました。対処行動を実行します」などのテキストの表示で
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ある。これにより、ユーザＡは、ハイリスク状況となる範囲Ｅ１，Ｅ２のいずれかに居る
ことを知ることができる。
【００６５】
さらに、端末装置５のプロセッサ５１は、制御装置１からの通知を受けると、ハイリス
ク状況の発生時におけるユーザＡの評価値の入力を受け付けるための入力用画面をタッチ
パネル５４に表示する（ステップＳ１１１）。入力用画面は、例えば図６に示される画面
５４２のような画面である。画面５４２は、嗜癖行動であるギャンブルへの欲求のレベル
の数値での指定や、現在の気分の数値での指定、などを受け付ける。画面５４２は、ギャ
ンブルへの欲求のレベルとして「７１」、現在の気分の数値「２３」を受け付けている。
【００６６】
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ユーザＡの入力を受け付けると（ステップＳ１１３）、プロセッサ５１は画面５４２を
タッチパネル５４に表示して入力された評価値をユーザＡに示すとともに（ステップＳ１
１５）、入力された評価値を制御装置１に送信する（ステップＳ１１７）。これにより、
制御装置１は、ユーザＡの現在の依存症の程度を示すデータを得ることができるとともに
、解析など行うことができる。
【００６７】
また、制御装置１は、医師等のスタッフの装置など他の装置に評価値を送信してもよい
（ステップＳ１１９）。これにより、例えばスタッフなど、他の装置のユーザが、ユーザ
Ａの現在の依存症の程度を確認できる。なお、ステップＳ１１７，Ｓ１１９では、評価値
はユーザＡの識別情報と関連付けて送信されてもよい。図４の評価情報は、評価値と、ユ
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ーザＡの識別情報とを含む情報を指す。これらが送信されることにより、複数ユーザの依
存症への対処を支援できる。
【００６８】
制御装置１は、端末装置５に表示させる対処行動を対処行動ＤＢ１２４から抽出し（ス
テップＳ１２１）、抽出した対処行動を端末装置５に通知する（ステップＳ１２３）。制
御装置１の対処行動ＤＢ１２４にユーザごとに適した対処行動が登録されている場合、ス
テップＳ１２１でプロセッサ１１は、ユーザＡに関連付けられた対処行動を抽出する。ユ
ーザの評価値ごとに適した対処行動が登録されている場合、ステップＳ１２１でプロセッ
サ１１は、ユーザＡについて、ステップＳ１１７で送信された評価値に応じた対処行動を
抽出する。
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【００６９】
端末装置５のプロセッサ５１は、ステップＳ１２３で通知された対処行動の実行を選択
するための選択画面をタッチパネル５４に表示する（ステップＳ１２５）。選択画面は、
例えば図７に示される画面５４３のような画面である。画面５４３は、複数の対処行動と
してゲーム１、ゲーム２、Ｂへのメール送信、Ｃへの電話発信を提示し、その中から実行
する行動の選択を受け付ける。
【００７０】
画面５４３でいずれかの行動を選択するユーザＡの操作を受け付けると（ステップＳ１
２７）、端末装置５のプロセッサ５１は、選択された対処行動を実行する（ステップＳ１
３１）。例えば、画面５４３においてゲームＡを起動することが選択された場合、プロセ
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ッサ５１はゲームＡのプログラムを読み出して実行することでゲームＡを起動する。これ
により、ユーザＡは、ハイリスク状況が発生する範囲として予め登録していた範囲Ｅ１に
到達した場合に、ゲームＡを起動し実行することができる。その結果、ユーザＡは、ギャ
ンブルへの欲求の度合いをゲームＡの実行によって抑えることができる。これにより、ギ
ャンブルの実行を回避できる可能性が高い。
【００７１】
好ましくは、プロセッサ５１は、ステップＳ１３１の対処行動の実行が完了すると、又
は、実行中に、ユーザＡの評価値の入力を受け付ける入力用画面をタッチパネル５４に表
示し（ステップＳ１３３）、ユーザＡの入力を受け付ける（ステップＳ１３５）。そして
、入力された評価値を制御装置１に送信する（ステップＳ１３９）。ステップＳ１３３〜

10

Ｓ１３９は、ステップＳ１１５〜Ｓ１１７と同じである。これにより、制御装置１は、対
処行動を実行したことによる嗜癖行動への欲求のレベルの変化を知ることができる。
【００７２】
制御装置１のプロセッサ１１は対処行動を実行したことによる嗜癖行動への欲求のレベ
ルの変化に基づいて、例えば、ユーザＡについての対処行動ＤＢ１２４を更新してもよい
（ステップＳ１４３）。これにより、以降、ユーザＡに対して対処行動への欲求を抑える
のにより効果的な対処行動を提示することができる。その結果、ユーザＡの依存症への対
処をより強力に支援できる。
【００７３】
なお、以上の説明では、本実施の形態に係る支援方法が、図１に示された制御装置１と
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端末装置５とによって実現されるものとしている。しかしながら、システム構成は図１の
構成には限定されない。他の例として、端末装置５のみで全ての処理が実行されてもよい
。この場合、制御装置１は端末装置５に内包され、プロセッサ５１に相当する。又は、制
御装置１で実行する処理の少なくとも一部が端末装置５で実行されてもよい。すなわち、
端末装置５のプロセッサ５１が、検出処理１１１、警告処理１１２、提示処理１１３、抽
出処理１１４、送信処理１１５、及び更新処理１１６の少なくとも一部、又は、すべて実
行してもよい。また、制御装置１も１台の装置で実現されるものに限定されず、２台以上
の装置が協働することによって実現されるものであってもよい。
【００７４】
＜３．付記＞
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本発明は、上記実施形態に限定されるものではなく、様々な変形が可能である。
【符号の説明】
【００７５】
１

：制御装置

２

：ゲーム

３

：通信網

５

：端末装置

１１

：プロセッサ

１２

：メモリ

１３

：通信装置

５０

：制御部

５１

：プロセッサ

５２

：メモリ

５３

：通信装置

５４

：タッチパネル

５５

：カメラ

５６

：センサ

１００

：システム

１１１

：検出処理

１１２

：警告処理
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１１３

：提示処理

１１４

：抽出処理

１１５

：送信処理

１１６

：更新処理

１２１

：プログラム

１２２

：条件ＤＢ

１２３

：マップ情報

１２４

：対処行動ＤＢ

５１１

：取得処理

５１２

：送信処理

５１３

：表示処理

５１４

：評価処理

５１５

：対処行動制御処理

５２１

：支援用プログラム

５２２

：対処行動用プログラム

５４２

：画面

５４３

：画面

Ｅ１

：範囲

Ｅ２

：範囲

【図１】
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【図４】

【図５】
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