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(57)【要約】
【課題】リアリティのある実習を簡単な構成で行うこと
の可能なトレーニング装置を提供する。
【解決手段】測定対象を測定する測定装置に取り付け可
能なトレーニング装置であって、測定装置を用いて測定
対象を測定する場合に、測定対象の正常な状態を示す第
１疑似測定情報又は測定対象の異常な状態を示す第２疑
似測定情報を所定のタイミングで取得する取得手段３１
と、取得した疑似測定情報を出力する出力手段３２と、
を備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
測定対象を測定する測定装置に取り付け可能なトレーニング装置であって、
前記測定装置を用いて前記測定対象を測定する場合に、前記測定対象の正常な状態を示
す第１疑似測定情報又は前記測定対象の異常な状態を示す第２疑似測定情報を所定のタイ
ミングで取得する取得手段と、
取得した疑似測定情報を出力する出力手段と、
を備えるトレーニング装置。
【請求項２】
前記取得手段は、外部装置から送信された前記第１疑似測定情報又は前記第２疑似測定
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情報を受信することによって、前記第１疑似測定情報又は前記第２疑似測定情報を取得す
る、請求項１に記載のトレーニング装置。
【請求項３】
前記第１疑似測定情報及び前記第２疑似測定情報を記憶する記憶手段を備え、
前記取得手段は、記憶された前記第１疑似測定情報及び前記第２疑似測定情報の何れか
を抽出することによって、前記第１疑似測定情報又は前記第２疑似測定情報を取得する、
請求項１に記載のトレーニング装置。
【請求項４】
前記出力手段は、取得した疑似測定情報と、前記測定対象の疑似的な状態に関する情報
と、を出力する、請求項１〜３の何れかに記載のトレーニング装置。
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【請求項５】
前記測定装置の情報出力部を覆うように前記測定装置に取り付け可能に形成されている
、請求項１〜４の何れかに記載のトレーニング装置。
【請求項６】
前記トレーニング装置が前記測定装置に取り付けられた場合に前記測定装置の前記情報
出力部と重なるように設けられた表示部を備える、請求項５に記載のトレーニング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、トレーニング装置に関する。

30

【背景技術】
【０００２】
近年、例えば医療分野、防災分野、運輸分野、建設分野等の各種の産業分野においては
、技術が高度化且つ複雑化しており、かかる高度化且つ複雑化に対応可能な実践能力を有
する人材の育成が求められている。例えば、医療分野においては、生体のバイタルサイン
（生命兆候）を疑似的に発生可能な患者シミュレータ等を用いて、バイタルサインの測定
結果に応じた医療行為のトレーニングを行うシミュレーション教育が行われている。かか
る患者シミュレータの一例としては、特許文献１に記載されたものが知られている。
【０００３】
特許文献１に記載された技術では、患者に対して行われる医療行為が患者の体内でどの

40

ような生理学的効果を及ぼしているのかを知ることができるようになっている。
【０００４】
また、防災分野においては、実際の火災現場に近い状況を再現して、消防士が消火活動
のトレーニングを行うシミュレーション教育が行われている。実際の火災現場に近い状況
を再現可能な装置としては、例えば火災シミュレーショントレーラーが知られている（例
えば、非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平９−３０５１０１号公報
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【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】ドレーゲル・セイフティージャパン株式会社、
トレーラー

火災シミュレーション

、［online］、［平成２８年１１月２９日検索］、インターネット＜ＵＲＬ

：http://www.draeger.com/sites/ja̲jp/Pages/Fire‑Services/Fire‑simulation‑trailer
‑mobile.aspx＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら、患者シミュレータや火災シミュレーショントレーラー等のシミュレーシ
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ョン装置は一般的に高価であるため、トレーニングにかかるコストが嵩む虞があった。
【０００８】
また、医療分野において、患者シミュレータの代わりに健常者を患者役としてトレーニ
ングを行う場合には、異常なバイタルサインが発生するケースが少ないため、実用的なト
レーニングを行うことが困難であった。また、健常者を患者役としたときに、例えば教員
等が、異常なバイタルサインが発生したことを口頭で伝えたり、異常なバイタルサインを
示す情報が記載された紙を掲示する等してトレーニングを行う場合には、実際の臨床現場
とは環境が明らかに異なることから、トレーニングがリアリティに欠けたものとなる虞が
あった。
【０００９】
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さらに、防災分野においては、火災現場で発生し得る一酸化炭素（ＣＯ）や硫化水素（
Ｈ２Ｓ）等の有毒ガスを実際に発生させてトレーニングを行うことができず、トレーニン
グにおいて有毒ガスを検知するケースが少ないことから、実用的なトレーニングを行うこ
とが困難であった。また、シミュレーション装置の代わりに、火災現場で発生し得る有毒
ガスの種類や特性等を机上で学習したり、ｅラーニング等のバーチャル素材を活用した教
育や、消火活動の際に用いられる機器の作動方法を習得する等のトレーニングが行われる
に留まっており、実際の火災現場とは環境が明らかに異なることから、トレーニングがリ
アリティに欠けたものとなる虞があった。
【００１０】
本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、リアリティのあるトレーニングを簡単
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な構成で行うことの可能なトレーニング装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記課題を解決するために、本発明は、測定対象を測定する測定装置に取り付け可能な
トレーニング装置であって、前記測定装置を用いて前記測定対象を測定する場合に、前記
測定対象の正常な状態を示す第１疑似測定情報又は前記測定対象の異常な状態を示す第２
疑似測定情報を所定のタイミングで取得する取得手段と、取得した疑似測定情報を出力す
る出力手段と、を備えるトレーニング装置を提供する（発明１）。
【００１２】
ここで、所定のタイミングとは、例えば、所定の入力装置を用いて所定の情報が入力さ
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れたタイミングであってもよいし、所定の外部装置から送信された所定の情報を受信した
タイミングであってもよいし、測定装置を用いて測定対象の測定を開始したとき又は所定
の外部装置から所定の情報を受信したときから所定時間が経過したタイミングであっても
よい。
【００１３】
かかる発明（発明１）によれば、測定装置を用いて測定対象を測定する場合に、測定装
置に取り付けられたトレーニング装置において、測定対象の正常な状態を示す第１疑似測
定情報又は測定対象の異常な状態を示す第２疑似測定情報が出力されるので、例えば健常
者を患者役として医療行為のトレーニングを行う場合や、有毒ガスが発生していない環境
で消火活動のトレーニングを行う場合等であっても、トレーニング装置が測定装置に取り
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付けられているという簡単な構成で、測定対象の疑似測定情報に応じた実用的なトレーニ
ングを行うことができる。また、この発明（発明１）によれば、患者シミュレータや火災
シミュレーショントレーラー等の高価なシミュレーション装置を不要とすることができる
ので、トレーニングにかかるコストを抑えることができる。さらに、実習者は、実際の臨
床現場における医療行為や実際の火災現場における消火活動等と同様に測定装置によって
測定された結果を確認するような感覚で、疑似測定情報を知ることができるので、リアリ
ティのあるトレーニングを行うことができる。
【００１４】
上記発明（発明１）においては、前記取得手段は、外部装置から送信された前記第１疑
似測定情報又は前記第２疑似測定情報を受信することによって、前記第１疑似測定情報又
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は前記第２疑似測定情報を取得するのが好ましい（発明２）。
【００１５】
かかる発明（発明２）によれば、外部装置から送信された第１疑似測定情報又は第２疑
似測定情報を出力することが可能になるので、第１疑似測定情報及び第２疑似測定情報の
うち何れの疑似測定情報を出力させるのかを、例えば外部装置（又は、当該外部装置と通
信可能に接続された他の装置等）において容易に設定することができる。
【００１６】
上記発明（発明１）においては、前記第１疑似測定情報及び前記第２疑似測定情報を記
憶する記憶手段を備え、前記取得手段は、記憶された前記第１疑似測定情報及び前記第２
疑似測定情報の何れかを抽出することによって、前記第１疑似測定情報又は前記第２疑似
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測定情報を取得するのが好ましい（発明３）。
【００１７】
かかる発明（発明３）によれば、記憶された第１疑似測定情報及び第２疑似測定情報の
うち何れかの疑似測定情報を抽出して出力することが可能になるので、例えば、第１疑似
測定情報又は第２疑似測定情報を送信する他の装置と通信を行うことなく第１疑似測定情
報又は第２疑似測定情報を出力することができる。これにより、他の装置を設ける必要が
なくなることから、トレーニングにかかるコストをさらに抑えることができる。
【００１８】
上記発明（発明１〜３）においては、前記出力手段は、取得した疑似測定情報と、前記
測定対象の疑似的な状態に関する情報と、を出力するのが好ましい（発明４）。
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【００１９】
かかる発明（発明４）によれば、実習者は、疑似測定情報だけでなく測定対象の疑似的
な状態も知ることができるので、疑似測定情報及び疑似的な状態に基づいて適切な対応方
法を実習することが可能になる。これにより、実習者のスキルをさらに向上させることが
できる。
【００２０】
上記発明（発明１〜４）においては、トレーニング装置は、前記測定装置の情報出力部
を覆うように前記測定装置に取り付け可能に形成されているのが好ましい（発明５）。
【００２１】
かかる発明（発明５）によれば、実習者は、実際の臨床現場における医療行為や実際の
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火災現場における消火活動等と同様に、測定装置の情報出力部に出力された測定結果を確
認するような感覚で疑似測定情報を知ることができる。
【００２２】
上記発明（発明５）においては、前記トレーニング装置が前記測定装置に取り付けられ
た場合に前記測定装置の前記情報出力部と重なるように設けられた表示部を備えるのが好
ましい（発明６）。
【００２３】
かかる発明（発明６）によれば、実習者は、測定装置のみを用いて測定を行う場合と同
様の感覚で疑似測定情報を知ることができるので、よりリアリティのあるトレーニングを
行うことができる。
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【発明の効果】
【００２４】
本発明のトレーニング装置によれば、リアリティのあるトレーニングを簡単な構成で行
うことができ、トレーニングにかかるコストを抑えながら実習者のスキルを向上させるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１実施形態に係るトレーニング装置の基本構成を概略的に示す図であ
る。
【図２】トレーニング装置の構成を示すブロック図である。
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【図３】端末装置の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係るトレーニング装置で主要な役割を果たす機能を説明
するための機能ブロック図である。
【図５】本発明の第１実施形態に係るトレーニング装置の主要な処理の一例を示すシーケ
ンス図である。
【図６】本発明の第２実施形態に係るトレーニング装置の基本構成を概略的に示す図であ
る。
【図７】状態データの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
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（第１実施形態）
以下、本発明の第１実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。ここで、本
実施形態に係るトレーニング装置は、測定対象の測定結果に応じた医療行為のトレーニン
グに用いられるものである。ただし、この実施形態は例示であり、本発明はこれに限定さ
れるものではない。
【００２７】
（１）トレーニング装置の基本構成
図１は、本発明の第１実施形態に係るトレーニング装置の基本構成を概略的に示す図で
ある。図１に示すように、トレーニング装置１０は、測定対象を測定する測定装置Ａの外
面に取り付け可能な装置であって、測定装置Ａを用いて測定対象（図示省略）を測定する
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場合に、測定対象の正常な状態を示す第１疑似測定情報又は測定対象の異常な状態を示す
第２疑似測定情報を端末装置２０から取得し、取得した疑似測定情報を表示部１６に表示
（出力）するように構成されている。本実施形態では、トレーニング装置１０と、端末装
置２０とは、有線又は無線で通信可能に接続されている。ここで、測定対象は、例えば、
動物や植物等の生物自体（例えば健常者）であってもよいし、生物の模型（例えばマネキ
ン人形）であってもよい。なお、本実施形態において、端末装置２０は、本発明の「外部
装置」の一例である。
【００２８】
測定装置Ａは、測定対象のバイタルサイン（例えば、脈拍数、心拍数、血圧、体温、呼
吸速度、酸素飽和度等）や血糖値、エコーやレントゲン等の生体情報を測定し、測定した
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生体情報を情報出力部Ａ１に出力（表示）する装置であれば如何なるものであってもよく
、例えば、心電計及び心電図モニタ、血圧計、体温計、並びに、パルスオキシメータ等が
挙げられる。なお、図１では、測定装置Ａが体温計である場合を一例として示している。
【００２９】
本実施形態において、トレーニング装置１０は、図１に示すように、測定装置Ａの情報
出力部Ａ１の全てを覆うように測定装置Ａに取り付け可能に形成されている。例えば、ト
レーニング装置１０は、溶接、ネジ止め、テープ、ベルト、バンド、粘着シート等を用い
て情報出力部Ａ１の前面側に固定されることによって、測定装置Ａに取り付けられてもよ
いし、測定装置Ａのうち情報出力部Ａ１を少なくとも含む一部又は全部と嵌合することに
よって、測定装置Ａに取り付けられてもよい。これにより、実習者は、実際の臨床現場に
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おける医療行為と同様に、測定装置Ａの情報出力部Ａ１に出力された測定結果を確認する
ような感覚で疑似測定情報を知ることができる。
【００３０】
また、トレーニング装置１０の表示部１６は、トレーニング装置１０が測定装置Ａに取
り付けられた場合に、測定装置Ａの情報出力部Ａ１の前面側にて情報出力部Ａ１と重なる
ように設けられてもよい。これにより、実習者は、測定装置Ａのみを用いて測定を行う場
合と同様の感覚で疑似測定情報を知ることができるので、よりリアリティのあるトレーニ
ングを行うことができる。ここで、よりリアリティのあるトレーニングを行うためには、
例えば、表示部１６が、情報出力部Ａ１とほぼ同じサイズに形成されてもよいし、情報出
力部Ａ１とほぼ同じ形状に形成されてもよい。また、表示部１６に表示される画面のレイ
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アウト（例えば、文字のサイズ、色、フォント等）が、情報出力部Ａに出力される画面の
レイアウトとほぼ同じに形成されてもよい。
【００３１】
端末装置２０は、例えば、携帯端末、スマートフォン、ＰＤＡ（Personal Digital Ass
istant）、パーソナルコンピュータ、双方向の通信機能を備えたテレビジョン受像機（い
わゆる多機能型のスマートテレビも含む。）等のように、個々のユーザによって操作され
る端末装置であってよい。
【００３２】
（２）トレーニング装置の構成
図２を参照してトレーニング装置１０について説明する。図２は、トレーニング装置１
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０の内部構成を示すブロック図である。図２に示すように、トレーニング装置１０は、Ｃ
ＰＵ（Central Processing Unit）１１と、ＲＯＭ（Read Only Memory）１２と、ＲＡＭ
（Random Access Memory）１３と、不揮発性メモリ１４と、表示処理部１５と、表示部１
６と、入力部１７と、センサ１８と、通信インタフェース部１９とを備えており、各部間
の制御信号又はデータ信号を伝送するためのバス１０ａが設けられている。なお、本実施
形態において、入力部１７及びセンサ１８は、必ずしも必須の構成要素ではないが、本発
明をさらに好ましくするための構成要素である。
【００３３】
ＣＰＵ１１は、電源がトレーニング装置１０に投入されると、ＲＯＭ１２又は不揮発性
メモリ１４に記憶された各種のプログラムをＲＡＭ１３にロードして実行する。ＣＰＵ１
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１は、端末装置２０から送信された信号を通信インタフェース部１９を介して受信し、そ
の信号を解釈する。本実施形態では、ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１２又は不揮発性メモリ１４
に記憶されたプログラムを読み出して実行することにより、後述する取得手段３１、出力
手段３２及び記憶手段３３（図４に示す）の機能を実現する。
【００３４】
不揮発性メモリ１４は、例えばフラッシュメモリ等であって、ＣＰＵ１１が実行するプ
ログラムやＣＰＵ１１が参照するデータを格納する。
【００３５】
表示処理部１５は、ＣＰＵ１１から与えられる表示用データを表示部１６に表示する。
表示部１６は、例えば、マトリクス状に画素単位で配置された薄膜トランジスタを含むＬ
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ＣＤ（Liquid Crystal Display）モニタであり、表示用データに基づいて薄膜トランジス
タを駆動することで、表示されるデータを表示画面に表示する。
【００３６】
入力部１７は、ユーザの操作入力を受け入れるためのスイッチを備え、スイッチの押下
（操作）入力を認識してＣＰＵ１１へ出力するためのインタフェース回路を含む。また、
入力部１７は、ユーザの操作入力を受け入れるための複数の釦を備え、各釦の押下（操作
）入力を認識してＣＰＵ１１へ出力するためのインタフェース回路を含んでもよい。
【００３７】
センサ１８は、例えば、人感センサ、圧力センサ、加速度センサ、角速度センサ、温度
センサ、湿度センサ等であってよく、測定したデータをＣＰＵ１１へ出力するように構成
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されている。
【００３８】
通信インタフェース部１９は、端末装置２０と通信を行うためのインタフェース回路を
含む。
【００３９】
（３）端末装置の構成
図３を参照して端末装置２０について説明する。図３は、端末装置２０の内部構成を示
すブロック図である。図３に示すように、端末装置２０は、ＣＰＵ２１と、ＲＯＭ２２と
、ＲＡＭ２３と、不揮発性メモリ２４と、表示処理部２５と、表示部２６と、入力部２７
と、通信インタフェース部２８とを備えており、各部間の制御信号又はデータ信号を伝送
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するためのバス２９が設けられている。
【００４０】
ＣＰＵ２１は、電源が端末装置２０に投入されると、ＲＯＭ２２又は不揮発性メモリ２
４に記憶された各種のプログラムをＲＡＭ２３にロードして実行する。また、ＣＰＵ２１
は、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３又は不揮発性メモリ２４に記憶されているデータを、通信イ
ンタフェース部２８を介してトレーニング装置１０に送信してもよい。なお、本実施形態
では、ＣＰＵ２１は、トレーニング装置１０に対して送信される疑似測定情報を設定する
ためのアプリケーションを実行するように構成されている。このアプリケーションは、例
えば不揮発性メモリ２４に記憶されていてもよい。
【００４１】
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不揮発性メモリ２４は、例えばフラッシュメモリ等であって、ＣＰＵ２１が実行するプ
ログラムやＣＰＵ２１が参照するデータを格納する。
【００４２】
表示処理部２５は、ＣＰＵ２１から与えられる表示用データを表示部２６に表示する。
表示部２６は、例えば、マトリクス状に画素単位で配置された薄膜トランジスタを含むＬ
ＣＤ（Liquid Crystal Display）モニタであり、表示用データに基づいて薄膜トランジス
タを駆動することで、表示されるデータを表示画面に表示する。
【００４３】
端末装置２０が釦入力方式の装置である場合には、入力部２７は、ユーザの操作入力を
受け入れるための方向指示釦及び決定釦等の複数の指示入力釦を含む釦群と、テンキー等
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の複数の指示入力釦を含む釦群とを備え、各釦の押下（操作）入力を認識してＣＰＵ２１
へ出力するためのインタフェース回路を含む。
【００４４】
端末装置２０がタッチパネル入力方式の装置である場合には、入力部２７は、主として
表示画面に指先又はペンで触れることによるタッチパネル方式の入力を受け付ける。タッ
チパネル入力方式は、静電容量方式等の公知の方式でよい。
【００４５】
通信インタフェース部２８は、トレーニング装置１０と通信を行うためのインタフェー
ス回路を含む。
【００４６】
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（４）トレーニング装置における各機能の概要
本実施形態に係るトレーニング装置１０で実現される機能について、図４を参照して説
明する。図４は、本実施形態に係るトレーニング装置１０で主要な役割を果たす機能を説
明するための機能ブロック図である。図４の機能ブロック図では、取得手段３１及び出力
手段３２が本発明の主要な構成に対応している。他の手段（記憶手段３３）は必ずしも必
須の構成ではないが、本発明をさらに好ましくするための構成要素である。
【００４７】
取得手段３１は、測定装置Ａを用いて測定対象を測定する場合に、測定対象の正常な状
態を示す第１疑似測定情報又は測定対象の異常な状態を示す第２疑似測定情報を所定のタ
イミングで取得する機能を備える。ここで、所定のタイミングとは、例えば、所定の入力
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装置（例えば入力部１７）を用いて所定の情報が入力されたタイミングであってもよいし
、所定の外部装置（例えば端末装置２０）から送信された所定の情報を受信したタイミン
グであってもよいし、測定装置Ａを用いて測定対象の測定を開始したとき又は所定の外部
装置（例えば端末装置２０）から所定の情報を受信したときから所定時間が経過したタイ
ミングであってもよい。また、取得する疑似測定情報の種類（本実施形態では、例えば、
脈拍数、心拍数、血圧、体温、呼吸速度、酸素飽和度、血糖値等）は、１つであってもよ
いし、複数であってもよい。
【００４８】
また、取得手段３１は、端末装置２０（外部装置）から送信された第１疑似測定情報又
は第２疑似測定情報を受信することによって、第１疑似測定情報又は第２疑似測定情報を
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取得してもよい。これにより、端末装置２０から送信された第１疑似測定情報又は第２疑
似測定情報を出力することが可能になるので、第１疑似測定情報及び第２疑似測定情報の
うち何れの疑似測定情報を出力させるのかを、例えば端末装置２０（又は、端末装置２０
と通信可能に接続された他の装置等）において容易に設定することができる。
【００４９】
取得手段３１の機能は、例えば以下のように実現される。なお、ここでは、取得手段３
１は、端末装置２０から送信された第１疑似測定情報又は第２疑似測定情報を受信するこ
とによって、第１疑似測定情報又は第２疑似測定情報を取得する場合を一例として説明す
る。
【００５０】
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取得手段３１の機能を説明するにあたり、実習者が、測定装置Ａを用いて測定対象を測
定している場合を想定する。この場合、端末装置２０のＣＰＵ２１は、疑似測定情報を設
定するためのアプリケーションの実行を開始するための指示が入力部２７を用いて入力さ
れたことを認識すると、当該アプリケーションの実行を開始して、以下に説明する当該ア
プリケーションの処理を行う。
【００５１】
このアプリケーションの処理内容について説明すると、ＣＰＵ２１は、例えば、疑似測
定情報を入力するためのテキストボックスと、入力された疑似測定情報をトレーニング装
置１０に送信するためのボタンと、を含む表示画面を生成して、生成した表示画面を表示
部２６に表示させるように表示処理部２５を制御する。そして、端末装置２０のユーザ（
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例えば教員等）は、入力部２７を用いて、表示画面内のテキストボックスに疑似測定情報
を入力して、疑似測定情報を送信するためのボタンを押下する。ここで、端末装置２０の
ユーザは、入力される疑似測定情報が測定対象の正常な状態を示すものであるか否かを認
識しており、疑似測定情報の内容を任意に決定することができる。第１疑似測定情報及び
第２疑似測定情報の例を説明すると、疑似測定情報が脈拍の場合には、第１疑似測定情報
とは、例えば１分間当たりの脈拍が６０回以上１００回以下の値とし、これ以外の値を第
２疑似測定情報としてもよい。また、疑似測定情報が血圧の場合には、第１疑似測定情報
とは、例えば収縮期血圧が１３０ｍｍＨｇ未満で拡張期血圧が８５ｍｍＨｇより高い値と
し、これ以外の値を第２疑似測定情報としてもよい。さらに、疑似測定情報が体温の場合
には、第１疑似測定情報とは、例えば３６．０℃以上３７．２℃以下の値とし、これ以外
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の値を第２疑似測定情報としてもよい。さらにまた、疑似測定情報が酸素飽和度の場合に
は、第１疑似測定情報とは、例えば９５％以上の値とし、これ以外の値を第２疑似測定情
報としてもよい。
【００５２】
次に、端末装置２０のＣＰＵ２１は、疑似測定情報を送信するためのボタンが押下され
たことを認識すると、入力された疑似測定情報を、通信インタフェース部２８を介してト
レーニング装置１０に送信する。
【００５３】
一方、トレーニング装置１０のＣＰＵ１１は、端末装置２０から送信された疑似測定情
報を通信インタフェース部１９を介して受信（取得）すると、受信した疑似測定情報を例
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えばＲＡＭ２３に記憶する。このようにして、トレーニング装置１０のＣＰＵ１１は、第
１疑似測定情報又は第２疑似測定生体情報を、端末装置２０から送信された疑似測定情報
を受信したタイミング（所定のタイミング）で取得することができる。
【００５４】
出力手段３２は、取得した疑似測定情報を出力する機能を備える。出力手段３２の機能
は、例えば以下のように実現される。トレーニング装置１０のＣＰＵ１１は、取得手段３
１の機能に基づいて疑似測定情報を取得すると、例えばＲＡＭ２３に記憶された疑似測定
情報を表示部１６に表示（出力）させるように表示処理部１５を制御する。また、ＣＰＵ
１１は、疑似測定情報が音声データで構成されている場合には、疑似測定情報を、例えば
トレーニング装置１０に設けられた音声出力装置（例えばスピーカ等）から出力させても
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よい。
【００５５】
記憶手段３３は、取得した疑似測定情報を記憶する機能を備える。記憶手段３３の機能
は、例えば以下のように実現される。トレーニング装置１０のＣＰＵ１１は、取得手段３
１の機能に基づいて疑似測定情報を取得すると、例えばＲＡＭ２３に記憶された疑似測定
情報を不揮発性メモリ１４に記憶する。
【００５６】
（５）本実施形態のトレーニング装置の主要な処理のシーケンス
次に、本実施形態のトレーニング装置１０により行われる主要な処理のシーケンスの一
例について、図５のシーケンス図を参照して説明する。
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【００５７】
先ず、端末装置２０のＣＰＵ２１は、実習者が、測定装置Ａを用いて測定対象を測定し
ている場合に、疑似測定情報を設定するためのアプリケーションの実行を開始するための
指示が入力部２７を用いて入力されたことを認識すると、当該アプリケーションの実行を
開始する。
【００５８】
そして、端末装置２０のＣＰＵ２１は、例えば、端末装置２０のユーザ（例えば教員等
）が入力部２７を用いて疑似測定情報（第１疑似測定情報又は第２疑似測定生体情報）を
入力（設定）し（ステップＳ１００）、疑似測定情報を送信するためのボタンを押下した
ことを認識すると、入力された疑似測定情報を、通信インタフェース部２８を介してトレ
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ーニング装置１０に送信する（ステップＳ１０２）。
【００５９】
一方、トレーニング装置１０のＣＰＵ１１は、端末装置２０から送信された疑似測定情
報を通信インタフェース部１９を介して受信（取得）すると（ステップＳ１０４）、受信
した疑似測定情報を例えばＲＡＭ２３に記憶する。また、ＣＰＵ１１は、例えばＲＡＭ２
３に記憶された疑似測定情報を表示部１６に表示させるように表示処理部１５を制御する
ことによって、疑似測定情報を出力する（ステップＳ１０６）。
【００６０】
これにより、実習者は、トレーニング装置１０の表示部１６に表示された疑似測定情報
を知ることができ、疑似測定情報に応じた医療行為のトレーニングを行うことができる。
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【００６１】
上述したように、本実施形態のトレーニング装置１０によれば、測定装置Ａを用いて測
定対象を測定する場合に、測定装置Ａに取り付けられたトレーニング装置１０において、
測定対象の正常な状態を示す第１疑似測定情報又は測定対象の異常な状態を示す第２疑似
測定情報が出力されるので、例えば健常者を患者役として医療行為のトレーニングを行う
場合であっても、トレーニング装置１０が測定装置Ａに取り付けられているという簡単な
構成で、測定対象の疑似測定情報に応じた実用的なトレーニングを行うことができる。ま
た、本実施形態のトレーニング装置１０によれば、患者シミュレータ等の高価なシミュレ
ーション装置を不要とすることができるので、トレーニングにかかるコストを抑えること
ができる。さらに、実習者は、実際の臨床現場における医療行為と同様に、測定装置Ａに
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よって測定された結果を確認するような感覚で、疑似測定情報を知ることができるので、
リアリティのあるトレーニングを行うことができる。
【００６２】
（第２実施形態）
以下、本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態に係るトレーニング装置は
、測定対象の測定結果に応じた消火活動のトレーニングに用いられるものである点におい
て、第１実施形態と異なっている。以下、第１実施形態と異なる構成について説明する。
【００６３】
本実施形態に係るトレーニング装置は、図６に示すように、測定対象を測定する測定装
置Ｂの外面に取り付け可能な装置であって、測定装置Ｂを用いて測定対象を測定する場合
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に、測定対象の正常な状態を示す第１疑似測定情報又は測定対象の異常な状態を示す第２
疑似測定情報を端末装置２０から取得し、取得した疑似測定情報を表示部１６に表示（出
力）するように構成されている。ここで、本実施形態では、測定対象がガスである場合を
一例として説明する。
【００６４】
測定装置Ｂは、少なくとも１種類のガス（例えば、一酸化炭素（ＣＯ）、硫化水素（Ｈ
２Ｓ）、酸素、可燃性ガス等）の有無及び濃度等を測定し、測定結果を情報出力部Ｂ１に

出力（表示）する装置であれば如何なるものであってもよく、例えば、携帯型のガス検知
器等が挙げられる。なお、本実施形態では、４つのガス吸引部Ｂ２が測定装置Ｂに設けら
れており、これにより、４種類のガス（例えば、一酸化炭素（ＣＯ）、硫化水素（Ｈ２Ｓ
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）、酸素、可燃性ガス）の有無及び濃度等を測定することが可能になっている。
【００６５】
なお、トレーニング装置１０及び端末装置２０の構成は、第１実施形態と同様であって
もよい。
【００６６】
次に、本実施形態に係るトレーニング装置１０における各機能について説明する。取得
手段３１は、測定装置Ｂを用いて測定対象を測定する場合に、測定対象の正常な状態を示
す第１疑似測定情報又は測定対象の異常な状態を示す第２疑似測定情報を所定のタイミン
グで取得する機能を備える。なお、ここでは、取得する疑似測定情報の種類が複数（すな
わち、一酸化炭素（ＣＯ）、硫化水素（Ｈ２Ｓ）、酸素、可燃性ガスの４種類）である場
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合を一例として説明しているが、疑似測定情報の種類は１つであってもよい。
【００６７】
また、端末装置２０のユーザ（例えば教員等）は、第１実施形態と同様に、トレーニン
グ装置１０に送信される疑似測定情報の内容を任意に決定してもよい。ここで、本実施形
態における第１疑似測定情報及び第２疑似測定情報の例を説明すると、疑似測定情報が一
酸化炭素（ＣＯ）の場合には、第１疑似測定情報とは、例えば濃度が５０ｐｐｍ以下の値
とし、これ以外の値を第２疑似測定情報としてもよい。また、疑似測定情報が硫化水素（
Ｈ２Ｓ）の場合には、第１疑似測定情報とは、例えば濃度が１０ｐｐｍ以下の値とし、こ
れ以外の値を第２疑似測定情報としてもよい。さらに、疑似測定情報が酸素の場合には、
第１疑似測定情報とは、例えば空気中の酸素の割合が１８％以上の値とし、これ以外の値
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を第２疑似測定情報としてもよい。さらにまた、疑似測定情報が可燃性ガスの場合には、
第１疑似測定情報とは、例えば可燃性ガスの濃度が２０％ＬＥＬ未満の値とし、これ以外
の値を第２疑似測定情報としてもよい。
【００６８】
なお、出力手段３２及び記憶手段３３の機能は、第１実施形態と同様であってもよい。
【００６９】
本実施形態のトレーニング装置１０によれば、測定装置Ｂを用いて測定対象を測定する
場合に、測定装置Ｂに取り付けられたトレーニング装置１０において、測定対象の正常な
状態を示す第１疑似測定情報又は測定対象の異常な状態を示す第２疑似測定情報が出力さ
れるので、例えば有毒ガスが発生していない環境で消火活動のトレーニングを行う場合で
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あっても、トレーニング装置１０が測定装置Ｂに取り付けられているという簡単な構成で
、測定対象の疑似測定情報に応じた実用的なトレーニングを行うことができる。また、本
実施形態のトレーニング装置１０によれば、火災シミュレーショントレーラー等の高価な
シミュレーション装置を不要とすることができるので、トレーニングにかかるコストを抑
えることができる。さらに、実習者は、実際の火災現場における消火活動と同様に、測定
装置Ｂによって測定された結果を確認するような感覚で、疑似測定情報を知ることができ
るので、リアリティのあるトレーニングを行うことができる。
【００７０】
以下、上述した各実施形態の変形例について説明する。
（変形例１）
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本変形例において、記憶手段３３は、第１疑似測定情報及び第２疑似測定情報を記憶し
、取得手段３１は、記憶された第１疑似測定情報及び第２疑似測定情報の何れかを抽出す
ることによって、第１疑似測定情報又は第２疑似測定情報を取得してもよい。これにより
、記憶された第１疑似測定情報及び第２疑似測定情報のうち何れかの疑似測定情報を抽出
して出力することが可能になるので、例えば、第１疑似測定情報又は第２疑似測定情報を
送信する他の装置と通信を行うことなく第１疑似測定情報又は第２疑似測定情報を出力す
ることができる。これにより、他の装置を設ける必要がなくなることから、トレーニング
にかかるコストをさらに抑えることができる。
【００７１】
本変形例における記憶手段３３の機能は、例えば以下のように実現される。トレーニン
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グ装置１０のＣＰＵ１１は、少なくとも１つの第１疑似測定情報と、少なくとも１つの第
２疑似測定情報とを事前に不揮発性メモリ１４に記憶してもよい。ここで、少なくとも１
つの第１疑似測定情報と、少なくとも１つの第２疑似測定情報とは、例えば、端末装置２
０から送信されたものであってもよいし、入力部１７を用いて入力されたものであっても
よい。
【００７２】
また、本変形例における取得手段３１の機能は、例えば以下のように実現される。なお
、ここでは、所定のタイミングが、疑似測定情報を出力するための指示が入力部１７を用
いて入力されたタイミングである場合を一例として説明する。トレーニング装置１０のＣ
ＰＵ１１は、疑似測定情報を出力するための指示が入力部１７を用いて入力されたことを
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認識すると、不揮発性メモリ１４に記憶された少なくとも１つの第１疑似測定情報及び少
なくとも１つの第２疑似測定情報の中から１つの疑似測定情報を、所定の順序に従って又
はランダムに抽出することによって、第１疑似測定情報又は第２疑似測定情報を取得する
。
【００７３】
（変形例２）
本変形例において、出力手段３２は、取得した疑似測定情報と、測定対象の疑似的な状
態に関する情報と、を出力してもよい。これにより、実習者は、疑似測定情報だけでなく
測定対象の疑似的な状態も知ることができるので、疑似測定情報及び疑似的な状態に基づ
いて適切な対応方法を実習することが可能になる。したがって、実習者のスキルをさらに
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向上させることができる。
【００７４】
本変形例における出力手段３２の機能は、例えば以下のように実現される。なお、ここ
では、トレーニング装置１０が医療行為のトレーニングに用いられる場合であって、図７
に示す状態データが不揮発性メモリ１４に記憶されている場合を想定する。状態データは
、複数の状態ＩＤごとに、測定対象の疑似的な状態を示す情報（図の例では、「特に問題
ないです。」、「先ほどから、喉の辺りに違和感があります。」、「全身が痒いです。」
、「寒気がします。」等のように、測定対象の疑似的な体調を示す情報）が対応付けられ
た状態で記憶されているデータである。各状態ＩＤは、第１疑似測定情報及び第２疑似測
定情報の何れか一方に対応付けられていてもよい。また、不揮発性メモリ１４には、第１
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疑似測定情報に該当する値が記述されたデータが記憶されていてもよい。
【００７５】
トレーニング装置１０のＣＰＵ１１は、取得手段３１の機能に基づいて疑似測定情報を
取得すると、不揮発性メモリ１４内の第１疑似測定情報に該当する値が記述されたデータ
にアクセスして、取得した疑似測定情報が第１疑似測定情報に該当するか否かを判別する
。次に、ＣＰＵ１１は、取得した疑似測定情報が第１疑似測定情報に該当すると判別した
場合に、状態データにアクセスして、第１疑似測定情報に対応付けられた状態ＩＤの中か
ら１つの状態ＩＤを選択し、選択した状態ＩＤに対応する内容を抽出する。また、ＣＰＵ
１１は、取得した疑似測定情報が第２疑似測定情報に該当すると判別した場合に、状態デ
ータにアクセスして、第２疑似測定情報に対応付けられた状態ＩＤの中から１つの状態Ｉ
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Ｄを選択し、選択した状態ＩＤに対応する内容を抽出する。そして、ＣＰＵ１１は、取得
した疑似測定情報と、抽出した内容とを表示部１６に表示させるように表示処理部１５を
制御する。また、ＣＰＵ１１は、状態の内容が音声データで構成されている場合には、当
該内容を、例えばトレーニング装置１０に設けられた音声出力装置（例えばスピーカ等）
から出力させてもよい。
【００７６】
また、測定対象の疑似的な状態に関する情報は、端末装置２０から送信されてもよい。
この場合、測定対象の疑似的な状態に関する情報が、疑似測定情報を設定するためのアプ
リケーション上で入力され、端末装置２０のＣＰＵ２１は、入力された疑似測定情報と測
定対象の疑似的な状態に関する情報とを、通信インタフェース部２８を介してトレーニン
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グ装置１０に送信する。一方、トレーニング装置１０のＣＰＵ１１は、端末装置２０から
送信された疑似測定情報及び測定対象の疑似的な状態に関する情報を通信インタフェース
部１９を介して受信（取得）すると、受信した疑似測定情報及び測定対象の疑似的な状態
に関する情報を表示部１６に表示させるように表示処理部１５を制御してもよい。
【００７７】
なお、トレーニング装置１０が消火活動のトレーニングに用いられる場合には、状態デ
ータは、複数の状態ＩＤごとに、測定対象の疑似的な状態を示す情報（例えば、「視界が
悪いです。」、「腐卵臭がします。」、「気温が高いです。」等）が対応付けられた状態
で記憶されてもよい。
【００７８】

30

なお、上記各実施形態の取得手段３１、出力手段３２及び記憶手段３３の各機能を実現
するプログラムは、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体に記憶されていてもよい。こ
のプログラムを記録した記憶媒体は、図２に示されたトレーニング装置１０のＲＯＭ１２
又は不揮発性メモリ１４であってもよい。また、この記憶媒体は、例えばＣＤ−ＲＯＭド
ライブ等のプログラム読取装置に挿入されることで読み取り可能なＣＤ−ＲＯＭ等であっ
てもよい。さらに、この記憶媒体は、磁気テープ、カセットテープ、フレキシブルディス
ク、ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ等であってもよいし、半導体メモリであってもよい。
【００７９】
以上説明した各実施形態は、本発明の理解を容易にするために記載されたものであって
、本発明を限定するために記載されたものではない。したがって、上記各実施形態に開示
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された各要素は、本発明の技術的範囲に属する全ての設計変更や均等物をも含む趣旨であ
る。
【００８０】
上記各実施形態では、トレーニング装置１０のＣＰＵ１１が、取得手段３１の機能とし
て、端末装置２０から送信された疑似測定情報を受信したタイミングで第１疑似測定情報
又は第２疑似測定情報を取得する場合を一例として説明したが、この場合に限られない。
例えば、トレーニング装置１０のＣＰＵ１１は、センサ１８が所定値以上（又は所定値以
下）のデータを測定したタイミングで第１疑似測定情報又は第２疑似測定情報を取得して
もよい。この場合、ＣＰＵ１１は、センサ１８が所定値以上（又は所定値以下）のデータ
を測定したことを認識すると、不揮発性メモリ１４に記憶された少なくとも１つの第１疑
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似測定情報及び少なくとも１つの第２疑似測定情報の中から１つの疑似測定情報を、所定
の順序に従って又はランダムに抽出することによって、第１疑似測定情報又は第２疑似測
定情報を取得してもよい。
【００８１】
また、上記各実施形態では、トレーニング装置１０のＣＰＵ１１は、出力手段３２の機
能として、取得手段３１の機能に基づいて疑似測定情報を取得すると、取得した疑似測定
情報を出力する場合を一例として説明したが、この場合に限られない。例えば、トレーニ
ング装置１０のＣＰＵ１１は、取得手段３１の機能に基づいて疑似測定情報を取得したと
きから所定時間経過した後に、取得した疑似測定情報を出力してもよい。この場合、疑似
測定情報を取得してから出力するまでの待機時間が、疑似測定情報を設定するためのアプ
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リケーション上で入力され、端末装置２０のＣＰＵ２１は、入力された疑似測定情報と待
機時間とを、通信インタフェース部２８を介してトレーニング装置１０に送信してもよい
。一方、トレーニング装置１０のＣＰＵ１１は、端末装置２０から送信された疑似測定情
報及び待機時間を通信インタフェース部１９を介して受信（取得）すると、疑似測定情報
を受信したときから待機時間が経過した場合に疑似測定情報を表示部１６に表示させるよ
うに表示処理部１５を制御してもよい。
【００８２】
また、上記実施形態では、１つのトレーニング装置１０に対して端末装置２０から疑似
測定情報が送信される場合を一例として説明したが、この場合に限られない。例えば、端
末装置２０から複数のトレーニング装置１０に疑似測定情報が送信されてもよい。この場
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合、各トレーニング装置１０に送信される疑似測定情報の内容は同一であってもよいし、
異なっていてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
上述したような本発明のトレーニング装置は、リアリティのあるトレーニングを簡単な
構成で行うことができ、トレーニングにかかるコストを抑えながら実習者のスキルを向上
させることができるので、その産業上の利用可能性は極めて大きい。
【符号の説明】
【００８４】
１０…トレーニング装置
２０…端末装置
３１…取得手段
３２…出力手段
３３…記憶手段
Ａ，Ｂ…測定装置
Ａ１，Ｂ１…情報出力部
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