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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乳児に授乳する授乳方法において、
　授乳デバイスを準備するステップと、
　前記授乳デバイスに授乳期女性の乳房の匂いを付加するステップであって、
　　匂いキャリヤを準備するサブステップと、
　　漏出した母乳を吸収する授乳パッドとして前記匂いキャリヤを用いることにより、前
記匂いキャリヤを女性の乳房に接触させ、前記匂いキャリヤに前記乳房の匂いを吸収させ
るサブステップと、
　　前記匂いキャリヤを前記授乳デバイスに結合するに先立ち、前記匂いキャリヤの一部
を廃棄するサブステップであって、前記匂いキャリヤの残余部分よりも漏出した母乳を高
濃度で含む部分を、前記匂いキャリヤの廃棄部分として選択するサブステップと、を含む
ステップと、
　前記授乳デバイスに前記匂いキャリヤを結合するステップと、
　前記授乳デバイスを用いて乳児に授乳するステップと
を有したことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、前記女性の乳房の匂いは、前記乳児の生物学的な実母
のものとしたことを特徴とする方法。
【請求項３】
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　請求項１に記載の方法において、前記匂いキャリヤを前記女性の乳房と接触させるのに
先立ち、さらに、溶媒および／または緩和剤で前記匂いキャリヤを処理するサブステップ
を有したことを特徴とする方法。
【請求項４】
　乳児に授乳する授乳デバイスにおいて、前記授乳デバイスは栄養物貯蔵手段および貯蔵
した栄養物を分配する栄養物ディスペンサを有し、女性の乳房の匂いを担持する匂いキャ
リヤを有し、授乳中、前記女性の乳房の匂いを前記乳児に嗅がすことを可能とし、前記授
乳デバイスの少なくとも１層の外面下に前記匂いキャリヤを収容し、前記匂いキャリヤか
ら匂いが拡散し前記授乳デバイスから放出するよう、前記少なくとも１層の外面は、少な
くとも１つの拡散開口を備えたことを特徴とする授乳デバイス。
【請求項５】
　請求項４に記載の授乳デバイスにおいて、前記女性の乳房の匂いは自然に分泌されたも
のとしたことを特徴とする授乳デバイス。
【請求項６】
　請求項４または５に記載の授乳デバイスにおいて、前記女性の乳房の匂いは、授乳期女
性のものとしたことを特徴とする授乳デバイス。
【請求項７】
　請求項４または５に記載の授乳デバイスにおいて、前記女性の乳房の匂いは、前記乳児
の生物学的な実母のものとしたことを特徴とする授乳デバイス。
【請求項８】
　請求項４～７のいずれか一項に記載の授乳デバイスにおいて、前記栄養物ディスペンサ
の近傍に前記匂いキャリヤを配置したことを特徴とする授乳デバイス。
【請求項９】
　請求項４～８のいずれか一項に記載の授乳デバイスにおいて、前記栄養物ディスペンサ
は、乳首を備え、前記乳首と連携するよう前記匂いキャリヤを構成したことを特徴とする
授乳デバイス。
【請求項１０】
　請求項４に記載の授乳デバイスにおいて、少なくとも１個の拡散開口を選択的に閉じる
手段を備えたことを特徴とする授乳デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、乳児ケアに関する。本発明は、とくに、乳児の授乳を行う方法、授乳デバイ
ス、乳児をあやす方法、おしゃぶりデバイスおよび匂いキャリヤに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、多くの乳児は、母乳栄養ではなく、授乳デバイス、例えば粉ミルクまたは搾り出
した母乳で満たした哺乳瓶、により授乳される。母親が乳児の栄養必要量を満たすのに十
分な母乳を分泌できない、母親および乳児が医学的な理由から別居している（例えば、早
産の場合）、母乳を抽出するにあたり母親が搾乳器の使用を好む、ならびに美容上または
社会的理由から母親が母乳による授乳を選択できない等、この理由は様々である。
【０００３】
　多くの状況下で必要および／または望ましいとはいえ、授乳デバイスで乳児を授乳する
ことは、困難に満ちている。とくに、以前に母乳栄養を受けている、または新たな食習慣
にさらされている場合、乳児が授乳デバイスからの栄養摂取を拒むことは、一般的に見受
けられることである。このことは、乳児の栄養摂取および水分摂取の減少につながる可能
性があり、概して有害である。
【０００４】
　授乳デバイスによる乳児の授乳においてさらに問題となるのは、母乳による授乳と比較
して、母子間の触れ合いが減少することである。乳児は、とくに空腹の場合、母親が近く
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にいないことを感じると、悲しみや不安に陥ることが多い。さらに、授乳時、乳児の母親
が常にいない場合、触れ合いの減少がとくに問題であるが、母親が部分的に授乳デバイス
を用いて乳児に授乳しても、母乳による授乳がもたらす密着および触れ合いの感触を失う
こととなる。母親と乳児との間の緊密な接触は、彼らの人生における互いの長期的な関係
において強い形成力を有すると考えられる。
【０００５】
　栄養摂取を拒絶する問題を軽減するため、数多くの試みがなされてきた。例えば、改善
した栄養調合が提案された。さらに、授乳デバイスそのものも、より簡単に栄養摂取がで
き、乳児が安心するよう構成された。例えば、特許文献１（仏国特許発明第２５９５５６
９号）において、女性の乳房における解剖学的構造の形状、肌合いおよび柔軟性を模し、
かつ、母親の匂いを含浸した粘着性の襟を有するゴム製の多重感覚哺乳瓶が記載されてい
る。これにより、授乳中、乳児を安心させ、かつ、安心感を高める瓶を提供する。
【０００６】
　残念ながら、母親の存在を模した既知の授乳デバイスは、改良した栄養調合と組み合わ
せたとしても、栄養摂取の拒絶および触れ合いの減少の問題を解決しない。母乳栄養およ
び／または母親の存在による乳児の相対的な幸福に関与する要因は数多くあり、非常に重
要であるが、従来技術においてさほど理解されていない。結果的に、授乳デバイスからの
栄養摂取を改良する、または単に母親の存在を模倣する従来の方法は、効果的ではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】仏国特許発明第２５９５５６９号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、従来技術に関連する少なくとも一部の問題を軽減する方法およびデバ
イスを提供することにある。とくに、本発明は、以下のうち少なくとも１つ、すなわち、
母子間の触れ合い、母乳栄養から人工栄養への移行、乳児による新たな食品の受け入れ、
乳児における吸啜行動の促進、乳児における水分摂取の促進、および授乳が適切でない場
所で乳児をあやすこと、のうち少なくとも１つを容易にする方法およびデバイスを提供す
ることを意図している。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１態様によれば、本発明は、乳児に授乳する方法にあり、この方法は、授乳デバイス
を準備するステップと、授乳デバイスに女性の乳房の匂いを付加するステップと、授乳デ
バイスを用いて乳児に授乳するステップとを有する。
【００１０】
　本明細書に用いる用語「匂い（odour）」は、意識的に（例えば良い匂い）または半意
識的に（例えばフェロモン）せよ、嗅覚が感知できるあらゆる特質を称する。匂いは、単
独の構成要素または構成要素の組み合わせを備えることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の第１態様による方法が従来技術より優れた改善を示す１つの理由は、通常、母
乳栄養中に乳児が感じるであろう基本的な嗅覚刺激を、授乳デバイスの存在下で提供する
ことにある。女性の乳房からの特定の嗅覚刺激は、母子関係の向上に不可欠であり、愛着
および触れ合いを促進する。さらに、女性の乳房部からの化学的シグナルは、吸啜行動の
扇動、乳児の動作の誘導補助、およびこれらによる栄養摂取の増加を促す推定フェロモン
を含む。
【００１２】
　本発明の第１態様は、人工栄養中、乳児が期待する天然の嗅覚刺激を与えるため、とく
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に離乳中の乳児に適している。このことは、乳児の食生活が変化した場合、例えば母乳か
ら人工粉ミルク、であっても、授乳デバイスに不慣れなために授乳デバイスを拒絶するこ
とが減少することを意味する。
【００１３】
　本発明の第１態様によれば、人工的におよび自然に分泌された女性の乳房の匂いの双方
を使用することができる。しかし、自然に分泌される匂いは自由に利用できるため、これ
らの使用が望ましい。
【００１４】
　本願人は、女性の乳房の匂いは、授乳期女性のものとすると好適であることを見出した
。授乳下において、乳児は、授乳期女性の乳房から生じる匂いを認識し、これを、例えば
、授乳期女性の乳房以外の部位から生じる匂いおよび授乳期でない女性の乳房の匂いより
も好む。
【００１５】
　好適には、女性の乳房の匂いを乳児の母親のものとし、とくに、母乳栄養を受けた乳児
は、彼らの母親の匂いに馴染み、特異的に反応する。養母の匂いを用いることもできるが
、母親の匂いは、乳児の生物学的な実母の匂いであることが望ましい。
【００１６】
　とくに、授乳デバイスに女性の乳房の匂いを付加するのに都合の良い方法として、本発
明の第１態様による方法は、匂いキャリヤを準備するサブステップと、匂いキャリヤを女
性の乳房に接触させ、乳房の匂いを吸収させるサブステップと、授乳デバイスに匂いキャ
リヤを結合するサブステップとを有する。匂いキャリヤを女性の乳房に接触させるのに先
立ち、この方法は、匂いキャリヤの匂い保持能力を高めるため、任意におよびさらなるサ
ブステップとして、溶媒、緩和剤、生物学的な添加物、他の物質、またはこれらの組み合
わせによる匂いキャリヤの処理ステップを含むことができる。匂いキャリヤに付加した物
質は、多量の匂いの吸収を可能とする作用を示すだけでなく、さらにまたは代わりに、皮
膚のトリートメントも供給することができ、例えば炎症を防ぐ。一般的にグリセリルエス
テル、とくにプロピレングリコールは、匂いキャリヤに好んで利用される物質の代表例で
ある。
【００１７】
　好適には、例えば接着剤を用いて、女性の乳房に付着させることで、前記匂いキャリヤ
を女性の乳房に接触した状態に保持する。代案としてまたは付加的に、例えば再度接着剤
を用いて、衣料品に付着させることで、匂いキャリヤを女性の乳房に接触した状態に保持
する。匂いの吸収が十分なレベルに達するよう、数時間にわたる接触が望ましい。
【００１８】
　匂いキャリヤを女性の乳房と接触させ、匂いキャリヤが授乳デバイスに結合するに先立
ち、この方法は、さらに、漏出した母乳を吸収する授乳パッドとして匂いキャリヤを用い
るサブステップを有することも考えられる。
【００１９】
　匂いキャリヤが授乳デバイスに結合するに先立ち授乳パッドとして匂いキャリヤを用い
ることは、女性の乳房の匂いを授乳デバイスに付加する方法として好都合かつ非常に効果
的であると同時に、有用な第２の役割を果たすことを可能にする。
【００２０】
　例えば、全ての匂いキャリヤを授乳デバイスに結合することが不都合な場合、匂いキャ
リヤが授乳デバイスに結合するに先立ち、母乳パッドとして匂いキャリヤを用いた後、匂
いキャリヤの一部を廃棄することができる。
【００２１】
　さらに、母乳が漏出しやすい授乳期女性用の授乳パッドとして匂いキャリヤを用いる場
合、匂いキャリヤを通過した漏出した母乳の配分に基づいて、匂いキャリヤの廃棄部分を
選択することができる。好適には、匂いキャリヤの残余部分よりも漏出した母乳を高濃度
で含む部分を、匂いキャリヤの廃棄部分として選択する。
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【００２２】
　母乳は、比較的不安定であり、本発明の作用に悪影響を及ぼし得る悪臭を放つ副産物を
生成する可能性があるため、漏出した母乳を高濃度で含む匂いキャリヤのこれらの部分を
除去することが望ましい。
【００２３】
　第２態様によれば、本発明は、乳児に授乳する授乳デバイスにあり、この授乳デバイス
は、栄養物貯蔵手段および貯蔵した栄養物を分配する栄養物ディスペンサを含む。ここに
おいて、女性の乳房の匂いを担持する匂いキャリヤと連携するよう授乳デバイスを構成し
、授乳中、女性の乳房の匂いを乳児に嗅がすことができる。
【００２４】
　好適には、授乳中、女性の匂いを乳児に嗅がすよう、女性の乳房の匂いを担持する他の
匂いキャリヤを備える。
【００２５】
　匂いキャリヤは、人工的におよび自然に分泌された女性の乳房の匂いの双方を担持する
ことができる。しかし、自然に分泌される匂いは自由に利用できるため、これらの使用が
望ましい。
【００２６】
　本願人は、女性の乳房の匂いは、授乳期女性のものとすると好適であることを見出した
。授乳中において、乳児は、授乳期女性の乳房から生じる匂いを認識し、これを、例えば
、授乳期女性の乳房以外の部位から生じる匂いおよび授乳期でない女性の乳房の匂いより
も好む。
【００２７】
　好適には、女性の乳房の匂いは、乳児の母親のものとし、とくに、母乳栄養を受けた乳
児は、彼らの母親の匂いに馴染み、特異的に反応する。養母の匂いを用いることもできる
が、母親の匂いは、乳児の生物学的な実母の匂いであることが望ましい。
【００２８】
　本発明の第２態様によれば、授乳デバイスは、授乳中、女性の乳房の匂いを乳児に嗅が
すのにとくに適切であるが、必要に応じて他の匂いも担持可能であることに留意されたい
。本発明の第２態様によれば、授乳デバイスを用いることで、男性または女性の腋窩また
は頸部の匂い、人工的に生成した人間の匂い、食物の匂いまたは香水の香りといった人間
に自然な他の匂いからの嗅覚刺激を授乳中の乳児に与えることができる。また、匂いキャ
リヤを用いずに使用するよう、授乳デバイスを組み立てることも可能である。
【００２９】
　例えば、綿、セルロースまたは生地といった、匂いを担持するのに適切なあらゆる材料
を用いて匂いキャリヤを形成することができる。例えば、匂い保持能力を高めるため、溶
媒、緩和剤、生物学的な添加物、他の物質、またはこれらの組み合わせにより、匂いキャ
リヤを処理することができる。匂いキャリヤに付加した物質は、多量の匂いの吸収を可能
とする作用を示すだけでなく、さらにまたは代わりに、皮膚のトリートメントも供給する
ことができ、例えば炎症を防ぐ。一般的にグリセリルエステル、とくにプロピレングリコ
ールは、匂いキャリヤに好んで利用される物質の代表例である。
【００３０】
　匂いキャリヤに匂いを注入するため、授乳デバイスに使用する前に、十分量の匂いを吸
収するまで、皮膚の適切な領域に匂いキャリヤを接触させておく。したがって、例えば胸
部の匂いが必要な場合、接着剤を用いて乳房またはブラジャーに匂いキャリヤを固定する
ことができる。代わりにまたはさらに、頸部の匂いが必要な場合、衣類および／または適
当な皮膚に匂いキャリヤを固定することで、匂いキャリヤを頸部領域に保持することがで
きる。人工の匂いの場合、さらに簡便であり、直接、数滴の適当な液体を匂いキャリヤに
滴下するだけでよい。
【００３１】
　乳児が嗅げる匂いの量を増やすため、授乳デバイスにおける栄養物ディスペンサの近傍
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に匂いキャリヤを配置することができる。有利には、栄養物ディスペンサは、乳首を備え
、この乳首と連携するよう匂いキャリヤを構成することができる。
【００３２】
　授乳デバイスの少なくとも１層の外面下に、有利に匂いキャリヤを収容することができ
る。このことは、栄養物または他の匂いを有する匂いキャリヤの混入を最小限にし、さも
なければ入り込んで接触し得る。
【００３３】
　少なくとも１層の外面下に匂いキャリヤを収容する部位において、匂いキャリヤから匂
いが拡散し授乳デバイスから放出するよう、このまたはそれぞれの表面は、少なくとも１
つの拡散開口を備える。シャッターまたはカバーが存在することで、少なくとも１つの拡
散開口の開閉が可能となる。拡散開口は、匂いの拡散に適切なあらゆるサイズをとること
ができる。とくに、１ｍｍの平均横断面または細孔径を有することができる。
【００３４】
　第３態様によれば、本発明は、乳児をあやすためのおしゃぶりデバイスにあり、女性の
匂いを担持する匂いキャリヤと連携するよう構成し、おしゃぶりを使用する際、女性の匂
いを乳児に嗅がすことを可能とすることを特徴とする。
【００３５】
　好適には、おしゃぶりデバイスは、女性の匂いを担持する匂いキャリヤを備える。匂い
キャリヤは、人工的におよび自然に分泌された女性における乳房の匂いの双方を担持する
ことができる。しかし、自然に分泌される匂いは自由に利用できるため、これらの使用が
望ましい。
【００３６】
　おしゃぶりデバイスは、匂いキャリヤにより女性の嗅覚刺激を乳児に与えることができ
るため、女性が常に接していなくとも、安心感を高めることができる。
【００３７】
　好適には、女性の匂いは乳児自身の母親のものとし、生物学的な実母であることが望ま
しい。乳児自身の母親の匂いを組み込むことは、おしゃぶりデバイスを用いるたびに母子
間の触れ合いを促進するという利点を有する。
【００３８】
　例えば、綿、セルロースまたは生地といった、匂いを担持するのに適切なあらゆる材料
を用いて匂いキャリヤを形成することができる。例えば、匂い保持能力を高めるため、溶
媒、緩和剤、生物学的な添加物、他の物質、またはこれらの組み合わせにより、匂いキャ
リヤを処理することができる。匂いキャリヤに付加した物質は、多量の匂いの吸収を可能
とする作用を示すだけでなく、さらにまたは代わりに、皮膚のトリートメントも供給する
ことができ、例えば炎症を防ぐ。一般的にグリセリルエステル、とくにプロピレングリコ
ールは、匂いキャリヤに好んで利用される物質の代表例である。
【００３９】
　好適には、匂いキャリヤが担持する女性の匂いは、乳児自身の母親のものとする。乳児
は、他の女性の匂いよりも彼らの母親の匂いを好む。養母の匂いを用いることもできるが
、母親の匂いは、乳児の生物学的な実母の匂いであることが望ましい。
【００４０】
　本発明の第２態様による授乳デバイスの一部を形成する匂いキャリヤについては、匂い
キャリヤの導入を上述のように実施できる。
【００４１】
　おしゃぶりデバイスに用いる際、乳首領域から採取した匂いが所望の効果を有し得ない
ことに留意されたい。食物が無い状況で授乳に関する嗅覚刺激を乳児に提示することは、
動揺につながる。第３形態によれば、本発明は、乳房の匂いを含む多彩な女性の匂いを用
いることを想定しているが、腋窩の匂いおよび／または頸部の匂いの利用が望ましい。ま
た、男性の匂いならびに食物の匂い、香水の香りまたはフェロモンの混合物といった完全
に人工的な匂いを用いることもできる。
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【００４２】
　好適には、おしゃぶりデバイスは乳首を備え、乳首と連携するよう匂いキャリヤを構成
する。
【００４３】
　有利には、授乳デバイスの少なくとも１層の外面下に匂いキャリヤを収容することがで
きる。このことは、使用中における匂いキャリヤの混入を最小限にすることに役立つ。
【００４４】
　少なくとも１層の外面下に匂いキャリヤを収容する部位において、匂いキャリヤから匂
いが拡散しおしゃぶりデバイスから放出するよう、このまたはそれぞれの表面は、少なく
とも１つの拡散開口を備える。シャッターまたはカバーが存在することで、少なくとも１
つの拡散開口の開閉が可能となる。拡散開口は、匂いの拡散に適切なあらゆるサイズをと
ることができる。とくに、１ｍｍの平均横断面または細孔径を有することができる。
【００４５】
　第４態様によれば、本発明は、乳児をあやす方法にあり、この方法は、おしゃぶりを準
備するステップと、おしゃぶりに女性の匂いを付加するステップと、おしゃぶりを用いて
乳児をあやすステップとを有する。
【００４６】
　本発明の第４形態による方法の好適な特徴は、本発明の第３態様によるおしゃぶりに関
して記載の様々な好適な特徴により、同様に生じる。
【００４７】
　第５態様によれば、本発明は、匂いを吸収する吸収性部分を備える匂いキャリヤにあり
、匂いキャリヤが吸収した匂いを乳児が嗅げるように授乳またはおしゃぶりデバイスと連
携するよう構成する。
【００４８】
　好適には、授乳パッドとして使えるよう匂いキャリヤを構成するため、二重の機能を実
行することができる。例えば、綿、セルロースまたは生地といった、匂いを担持するのに
適切なあらゆる材料を用いて匂いキャリヤを形成することができる。
【００４９】
　好適には、例えば、匂い保持能力を高めるため、溶媒、緩和剤、生物学的な添加物、他
の物質、またはこれらの組み合わせにより、匂いキャリヤを処理することができる。匂い
キャリヤに付加した物質は、多量の匂いの吸収を可能とする作用を示すだけでなく、さら
にまたは代わりに、皮膚のトリートメントも供給することができ、例えば炎症を防ぐ。一
般的にグリセリルエステル、とくにプロピレングリコールは、匂いキャリヤに好んで利用
される物質の代表例である。
【００５０】
　本発明の第２態様による授乳デバイスの一部を形成する匂いキャリヤについては、例え
ば、（何らかの匂いを含む）匂いキャリヤの導入を上述のように実施できる。一度導入す
れば、例えば、本発明の第２態様による授乳デバイスまたは本発明の第３態様によるおし
ゃぶりデバイスにおいて、本発明の第４態様による匂いキャリヤを用いることができる。
【００５１】
　使用前に匂いキャリヤを保管する必要がある場合、好適には低温（例えば－２０℃）下
において、密閉容器内に保管することができる。このことは、使用前にパッドから拡散す
る匂いの量を減らすのに役立つ。使用中、匂いキャリヤが匂いを拡散するので、その効果
が持続するよう、匂いを定期的に入れ替えるまたは再導入する必要がある。そのため、と
くに匂いキャリヤの保管が重要となる。
【００５２】
　好適には、匂いキャリヤは、環状または非環状とすることができ、かつ、任意に綿製と
することができる、ディスク形状のパッドを備える。
【００５３】
　有利には、パッドは、ディスク状パッドと同心でディスク状の着脱可能部分を有するこ
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とができる。匂いキャリヤの残余部分と同部位、または異なる部位に着脱可能部分を設置
することができる。
【００５４】
　好適には、孔境界により、ディスク状パッドの残余部分から着脱可能部分を分離する。
【００５５】
　パッドは、乳房の乳頭に対応する窪みを備えることができる。ここにおいて、匂いキャ
リヤが着脱可能部分を備え、好適には、着脱可能部分上に窪みを配置することができる。
【００５６】
　液体がパッドの一部に浸透することを防ぐよう、匂いキャリヤが液体非浸透性バリアを
備えることも、好適な特徴である。このことは、例えば、漏出した母乳の拡散を防止する
という状況において好都合である。ここにおいて、匂いキャリヤは着脱可能部分を備え、
着脱可能部分の外方への液体の浸透を防ぐのに適するよう、着脱可能部分にバリアを配置
することができる。また、他の構成において、着脱可能部分とパッドの残余部分との間に
バリアを配置することができる。
【００５７】
　あるいは、または上述の関連する好適な特徴に加えて、匂いキャリヤが授乳またはおし
ゃぶりデバイスと連携できるよう、パッドは、少なくとも１つのスリットを備えることが
できる。
【００５８】
　匂いキャリヤは、人の皮膚に前記匂いキャリヤを貼付するよう、接着部分を備えること
ができる。あるいはまたは加えて、匂いキャリヤは、衣類に匂いキャリヤを貼付するよう
、接着部分を備えることができる。接着部分は、それぞれ吸収性部分と分離または一体と
することができる。
【００５９】
　接着部分の存在、または匂いキャリヤの片側への接着剤の応用により、授乳パッドとし
ての匂いキャリヤの有用性が高まる。重要なことは、匂いおよび／または母乳を効果的に
吸収する部位に匂いキャリヤを保持するという点であり、接着剤は、これを行うのにふさ
わしい方法である。
【００６０】
　有利には、授乳またはおしゃぶりデバイスの少なくとも１層の外面下に保持するよう匂
いキャリヤを構成し、混入を防ぐ。
【００６１】
　当然のことながら、本発明は、少なくとも２つの状況、すなわち授乳およびあやすこと
、において、未だ考案されていない方法を用い、快適性および安心感を提供するのに適切
な匂いを乳児に嗅がすことに役立つ。
　本発明をより確実に理解することができるよう、例示的実施形態として、添付図面の図
１～図９につき説明する。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１ａ】本発明の第１実施形態における主要な構成部材（コンポーネント）を示す。
【図１ｂ】本発明の第１実施形態における主要なコンポーネントを示す。
【図１ｃ】本発明の第１実施形態における主要なコンポーネントを示す。
【図１ｄ】本発明の第１実施形態における主要なコンポーネントを示す。
【図１ｅ】本発明の第１実施形態における主要なコンポーネントを示す。
【図１ｆ】本発明の第１実施形態における主要なコンポーネントを示す。
【図２】図１に示す実施形態のコンポーネントを組み立て、拡散開口をカバーしていない
状態の側面図を示す。
【図３】本発明の第２実施形態における主要なコンポーネントを示す。
【図４】図３に示す実施形態のコンポーネントを組み立て、拡散開口をカバーしていない
状態の斜視図を示す。
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【図５】匂いキャリヤの第１代替実施例を示す。
【図６】匂いキャリヤの第２代替実施例を示す。
【図７】匂いキャリヤの第３代替実施例を示す。
【図８】匂いキャリヤの第４代替実施例を示す。
【図９】匂いキャリヤの第５代替実施例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００６３】
　まず図１および図２につき説明すると、本発明の第１実施形態において授乳デバイス１
は、プラスチック製の容器２の形式とした栄養物貯蔵手段、乳首アセンブリ３の形式とし
た栄養物ディスペンサ、容器キャップ４の形式とした固定機構、綿で形成した環状の吸収
パッド５の形式とした匂いキャリヤ、および環状ゴムリングの形式としたシャッター（カ
バー）６を備える。
【００６４】
　プラスチック製の容器２は、栄養物を受け入れる開口を備える上端部７を有する。使用
にあたり、容器２に栄養物を充填した後、乳首アセンブリ３を用いてこの開口をカバーし
、この乳首アセンブリ３を容器キャップ４により所定位置に固定する。吸収パッド５に母
親の乳房の匂いを注入し、乳首アセンブリ３とキャップ４との間の所定位置に固定するこ
とで、乳首アセンブリ３を介して容器から栄養物を摂取する際、乳児の嗅覚に刺激を与え
る。授乳デバイス１を使用しない場合、容器キャップ４の頂面にカバー６を載置する。
【００６５】
　乳首アセンブリ３がプラスチック製の容器２の開口をカバーする機能を果たすことがで
きるようにするため、乳首アセンブリ３は、プラスチック製の容器２の開口よりわずかに
大きな外径を有する環状ディスクの形状をしたベース８を有する。このように、乳首アセ
ンブリ３のベース部８は、プラスチック製の容器２における開口のリム上に載置すること
ができるが、大幅にオーバーラップすることはない。乳首アセンブリ３における第２の重
要なコンポーネントは、乳首９自体であり、従来通り可撓性のラテックスまたはシリコー
ン層を用い、環状ベース部８における中心円形開口リムからテーパを有して延在し、球根
状の端部１０を形成し、この端部１０には開口部分を設け、乳児が吸啜し易くする。
【００６６】
　当然のことながら、乳首９の球根状の端部１０を介した栄養物ディスペンサとして乳首
アセンブリ３が効果的に機能するためには、ベース部８においてプラスチック製の容器２
の開口を封止しなくてはならない。以下に説明するように、このことは、容器キャップ４
により実現し、同時に、乳首アセンブリ３に近接する所定位置に環状の吸収パッド５を固
定する機能を果たす。
【００６７】
　容器キャップ４は、上方および下方に面する平坦面、ならびに乳首アセンブリ３におけ
るベース部８と同様の寸法の外径および中心開口１２を有する、環状ディスクの形状をし
た平面部分１１を備える。複数の拡散開口１３を平面部分１１に形成し、中心円形孔１２
を放射状に囲む。必要なとき、例えば授乳デバイス１を使用しない場合、に拡散開口１３
を閉鎖できるよう、中心開口６ａを有する環状カバー６を上方に面する平坦面上に着脱自
在に配置する。平面部分１１の外縁部から垂直下方に延長する、環状エッジ部分１４を設
け、この環状エッジ部分１４の内面面には第１ねじ山（図示せず）を備え、プラスチック
製の容器２の開口近傍における外側面に形成した相補的な第２ねじ山１５に係合し得るよ
うにする。
【００６８】
　プラスチック製の容器２に乳首アセンブリ３を封着し、同時に環状の吸収パッド５を所
定位置に保持するため、まず、乳首アセンブリ３をプラスチック製の容器のリムに配置し
、乳首９がプラスチック製の容器２から突出する状態にする。次に、乳首アセンブリ３の
ベース部８の上部に、同様に乳首アセンブリ３におけるベース部８と同様の寸法の直径お
よび中心開口１６を有する環状の吸収パッド５を水平に配置する。最後に、環状のエッジ
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部分１４がプラスチック製の容器２に面し、かつ、乳首アセンブリ３の乳首９が平面部分
１１の中心開口１２に貫通するよう、環状の吸収パッド５の上に容器キャップ４を下ろす
。相補的ねじ山によりプラスチックの容器２の上端部７に容器キャップ４をねじ付けるこ
とで、所定位置に堅固に固着する。
【００６９】
　本発明の第１実施形態による授乳デバイス１は、既知の授乳デバイスを変更するもので
ある。上述の構成は、従来の授乳デバイスが示すものと同様であるが、環状の吸収パッド
５、容器キャップ４の拡散開口１３およびカバー６を有する点で異なる。本発明の特徴は
、授乳デバイスに女性の乳房の匂いを付加することであり、とくに上述の第１実施形態で
説明した変更は、このことを容易にする。
【００７０】
　第１実施形態による授乳デバイス１に残りのコンポーネントに結合するに先立ち、女性
の乳房（図示せず）に接触させて吸収パッド５を固定し、皮膚が放出する匂いを吸収する
。このことは、例えば接着剤により、乳房本体および／またはブラジャー（図示せず）内
部にパッド５を固定することで実現することができる。容器キャップ４と乳首アセンブリ
３との間の適所に吸収パッド５を保持した後には、容器キャップ４における開放した拡散
開口１３から、吸収した匂いが分散し、授乳デバイス１から吸啜する乳児に嗅覚刺激を与
える。授乳デバイス１を使用しない場合、カバー６によって開口１３を閉鎖し、匂いキャ
リヤ５から分散する匂いを減少させる。
【００７１】
　図３および図４につき本発明の第２実施形態を説明すると、おしゃぶり１７が、裏打ち
部１８、乳首アセンブリ１９、綿製である環状の吸収パッド２０の形状をした匂いキャリ
ヤ、キャップ２１および環状のゴムリングの形状をしたシャッター（カバー）２２を備え
る。
【００７２】
　裏打ち部１８は、上側平坦面２３、下側平坦面（図示せず）、および第１ねじ山を有す
る（図示せず）リム面２４を有するディスクを有する。リング状のハンドル２５を裏打ち
部１８の下側平坦面に取り付けるとともに、上側平坦面２３が乳首アセンブリ１９を支持
する。
【００７３】
　第２実施形態における乳首アセンブリ１９は、第１実施形態における乳首アセンブリ３
と同様の構造を有するが、乳首２６自体がおしゃぶりの乳首であり、すなわち栄養物の分
注には適さない点で異なる。乳首アセンブリ１９のベース部２７は、裏打ち部１８と同一
の外径を有し、乳首アセンブリ１９の乳首２６を裏打ち部１８とは反対側に突出させ、裏
打ち部の上側平坦面２３上に載置する。
【００７４】
　乳児（図示せず）がしゃぶっている間に適切な嗅覚刺激を与えるため、第１実施形態に
記載した環状である綿製のパッド２０の形状をした、おしゃぶりの匂いキャリヤに女性の
匂いを注入し、この注入は、例えば皮膚と接触させることにより行い、乳首アセンブリ１
９のベース部２７上に配置する。環状の綿製のパッド２０は、乳首アセンブリ１９におけ
るベース部２７と同一の外径および乳首２６を収容する中心孔２８を有するため、ベース
部において乳首２６を取り囲むよう、ベース部２７上に水平に載置する。乳首アセンブリ
１９のベース部２７上に配置した後は、第１実施形態に記載の容器キャップ４と同様の構
造を有し、かつ、おしゃぶり１７の各コンポーネントを裏打ち部１８上に一体に固定する
ようねじ留めされるキャップ２１により、パッド２０を所定位置に保持する。また、乳首
２６を収容する中心開口部２２ａを有する環状のカバー２２を設け、必要に応じて拡散開
口２９を閉鎖できるようにする。
【００７５】
　使用にあたり、パッド２０からキャップ２１中の拡散開口２９を経ておしゃぶり１７の
周囲に匂いが拡散するため、乳首２６に吸いつく乳児に嗅覚刺激を与える。
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【００７６】
　多数の匂いキャリヤの代替例を第１および第２実施形態の双方に対して適用でき、これ
らを以下に説明する。これら匂いキャリヤのそれぞれの特徴を、個別にまたは組み合わせ
て実施することができる。
【００７７】
　図５につき説明すると、第１代替実施例である匂いキャリヤ３０は、円形の着脱可能部
分３１が中心開口部分を塞いでいる点を除き、本発明の第１および第２の実施形態の一部
であるパッドと同様の構造を有する。孔境界３２により、パッドにおける環状残余３３か
ら着脱可能部分として分離する。
【００７８】
　第１代替実施例である匂いキャリヤ３０は、とくに授乳期女性から乳房の匂いを吸収す
るのに適する。これは、着脱可能部分３１を含む全体を女性の乳房（図示せず）の所定位
置に授乳パッドのように固定するよう設計する。つまり、乳房の乳首に着脱可能部分３１
を整列配置する。乳房と接触する間、匂いキャリヤ３０は全体的に匂いを吸収し、漏出し
た母乳が主に円形の着脱可能部分３１中に蓄積される。母乳は、バクテリアおよび悪臭の
蓄積により比較的急速に腐敗する傾向があるため、孔境界３２により着脱可能部分３１を
分離し、匂いの吸収が終了した後に廃棄する。このため、匂いキャリヤ３０の残余部分３
３を、例えば第１または第２の実施形態による授乳デバイス１またはおしゃぶり１７に用
いることができる。
【００７９】
　図６は、第２代替実施例としての匂いキャリヤ３４を示し、とくに授乳期女性における
乳房の匂いを吸収するのに適しており、着脱可能部分３５がその中央に窪み３６を有する
点を除き、第１代替実施例の匂いキャリヤ３０と同様の構造を有する。第１代替実施例に
おける匂いキャリヤ３０と同様、第２代替実施例における匂いキャリヤ３４を乳房に貼り
付け、乳房の乳頭が収まるよう窪み３６を形成することで、匂いを吸収するおよび／また
は授乳パッドとして匂いキャリヤ３４を使用する間、第２代替実施例の匂いキャリヤ３４
をより簡単にかつ快適に装着できる。吸収が完了した後には、着脱可能部分３５を廃棄し
、上述の第１または第２実施形態での使用に適し、注入した母乳が比較的低濃度な環状の
残余部分３７を残す。
【００８０】
　図７につき説明する第３代替実施例における匂いキャリヤ３８は、とくに授乳期女性に
おける乳房の匂いを吸収するのに適切であり、第１代替実施例における匂いキャリヤ３０
と同様に適応し、かつ、同様の構造を有するが、さらに円形の着脱可能部分４０中に液体
非浸透性円形バリア３９を有し、母乳が匂いキャリヤ３８の中心から外方に浸透すること
を防ぐ。円形のバリア３９は、円形の着脱可能部分４０と同心であるが、わずかに小さな
直径を有するため、ちょうど円形の孔境界４１中に母乳に対する栓を形成する。吸収が完
了した後には、着脱可能部分を廃棄し、上述の第１または第２の実施形態での使用に適し
、注入した母乳が比較的低濃度な環状の残余部分４２を残す。
【００８１】
　図８につき説明する第４代替実施例における匂いキャリヤ４３は、とくに授乳期女性に
おける乳房の匂いを吸収するのに適切であり、第３代替実施例における匂いキャリヤ３８
における全ての特徴を備え、さらに匂いキャリヤ４３を人間の皮膚および／または衣類に
貼付するのに適切な接着部分４４を有する。接着部分４４は、匂いキャリヤ４３における
パッドの外周縁４５から一定深さの位置に延在し、片側に接着剤層４６を有する。円形の
着脱可能部分４８の除去を妨害しない、適切に穿孔した剥離シート４７により、接着部分
４４とパッドとを着脱可能に結合する。吸収が完了した後には、乳房および／または衣類
から匂いキャリヤ４３を分離し、着脱可能部分４８および接着部分４４を廃棄する。この
ことにより、上述の第１または第２の実施形態での使用に適し、注入した母乳が比較的低
濃度である環状の残余部分４９が残る。異なる接着部分の必要性を省くため、他の実施例
（図示せず）において、パッドに接着剤を直接塗布することもできる。
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【００８２】
　図９につき説明する第５代替実施例における匂いキャリヤ５０は、中心から放射状に伸
びる多数のスリット５２を有するディスク状としたコットン製のパッド５１を備える。ス
リット５２は、パッド５１の中心に対する同心円における周縁まで延長し、この同心円は
第１および第２の実施形態の一部に記載の匂いキャリヤ５，２０における中心開口１６，
２８と等しい直径を有する。これらは、第１および第２の実施形態におけるデバイスと連
携する匂いキャリヤに代替することができる。
【００８３】
　第６代替実施例における匂いキャリヤ（図示せず）は、前および後側の平坦面ならびに
綿製のパッドの後方平坦面に同心および着脱可能に貼付した環状のコットン部分を備える
。後側面に女性の乳房を接触させる場合、環状のコットン部分が乳房の乳頭を取り囲んで
匂いを吸収する一方、綿製のパッドは、授乳パッドとして機能する。綿製のパッドから除
去すれば、例えば第１または第２の実施形態のデバイスにおける匂いキャリヤのように、
環状の綿パッド部分を用いることができる。
【００８４】
　上述の実施形態は単なる典型例であり、授乳デバイスまたはおしゃぶりデバイスへの匂
いの付加は、様々な方法で可能であり、本発明に包含されかつ互換性を有する。授乳デバ
イス、おしゃぶり、およびこれら個々の構成要素における基本構成を変化させることがで
きる。例えば、円、四角または三角といった多様な形、または拡散開口としてあらゆる大
きさの孔を用いることができる。同様に、授乳デバイス本体は、ボトルの形態である必要
は無く、たとえば、経鼻食道チューブシステムとすることもできる。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】
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