
JP 5651148 B2 2015.1.7

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央部が碗状ないし皿状に膨らんだ円形、楕円形ないし卵形の保持ネットと、腰部に巻
回される第１の紐体と、装着者の股間を通して背部に延びることにより前記保持ネットの
下縁部を股間部分において後方ないし後上方に引き上げる複数本の第２の紐体とを備えた
、尿漏れ防止サポーター。
【請求項２】
　周縁に保形テープが取り付けられてヒートセットにより浅い碗状ないし皿状に整形され
た前記保持ネットと、この保持ネットの側縁の高さ中間ないし中間より下方の位置から側
方に延びる前記第１の紐体と、この第１の紐体の先端を前記保持ネットの反対側側縁の高
さ中間ないし中間より下方の位置へと連結する止着手段と、前記保持ネットの下縁から左
右方向に間隔を開けて下方に延びる前記第２の紐体と、左右の第２の紐体のそれぞれの先
端をそれぞれの側において前記第１の紐体に止着する止着具とを備えた、請求項１記載の
尿漏れ防止サポーター。
【請求項３】
　下ばきとなるパンツ本体と、このパンツ本体の股間の前方部に取り付けられた中央部が
碗状ないし皿状に膨らんだ円形、楕円形ないし卵形の保持ネットと、前記パンツ本体の布
地に縫着されて前記保持ネットの下縁部を股間部分において後方ないし後上方に引き上げ
るための複数本の紐体とを備えた、尿漏れ防止パンツ。
【請求項４】
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　下ばきとなるパンツ本体と、中央部が碗状ないし皿状に膨らんだ円形、楕円形ないし卵
形の保持ネットと、この保持ネットをこのパンツ本体の股間の前方部に懸吊している複数
本の紐体とを備え、当該複数本の紐体は、上端がパンツ本体の胴回りの帯体の前部に連結
されて下端が前記保持ネットの側縁に連結された左右の第１の紐体と、上端がパンツ本体
の胴回りの帯体の背部に連結されて下端が前記保持ネットの下縁に連結された左右の第２
の紐体とを有している、尿漏れ防止パンツ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、加齢によって生ずることの多い、男性の排尿後の尿漏れを防止するサポー
タ及びパンツに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　加齢に伴って膀胱の収縮力が低下することにより、排尿に時間がかかるようになり、更
に男性の場合は、前立腺が肥大することによって尿道が圧迫される傾向が生ずるため、尿
の出が悪くなり、膀胱や尿道に尿が残留している状態で排尿が終了するということが起こ
る。周知のように男性は、ずぼんに設けられている開口から陰茎を外に出して排尿するが
、この場合に、尿が残留していることを感知することなく陰茎をずぼんの中に戻すと、ず
ぼんの中で垂れ下がった姿勢となった陰茎からずぼんの内側に尿が漏れだすという、非常
に不都合な問題が起こる。
【０００３】
　この問題を防止するため、高い吸水性を備えたパッドを用いた袋体をずぼんの内側の股
間部に装着して、排尿後に陰茎をこの袋体に納めることにより、排尿後に漏れた尿をこの
パッドに吸収して、ずぼんや下着が汚れるのを防止することが行われている。
【０００４】
　しかし、この方法は、尿漏れ自体を防止するものではなく、漏れた尿を吸収してパッド
の外に漏れないようにするだけであり、パッドも使い捨てなので不経済でもあり、問題の
根本的な解決にはなっていない。
【０００５】
　一方、ランニングなどの運動時に着用する男性用のパンツとして、陰茎と陰嚢を体の中
心に固定するようにした男性用スポーツパンツが特許文献１で提案されている。要約書に
よれば、この男性用スポーツパンツは、ウエストサイズを調整する機構と、陰茎および陰
嚢の固定度合いを調整する機構とを別々に備え、パンツ本体の股間部にハンモック状の陰
茎および陰嚢を収納する凹部を有し、該凹部の位置を上下に調整することにより、陰茎お
よび陰嚢の体の中心線における位置並びに固定度合いを調節でき、内股と直接触れる事が
無くなり、発汗や擦れ、蒸れ等による湿疹やカブレ、陰金田虫等の発生を回避出来る、と
いうものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－４７８８８号公報
【特許文献２】特開２０１１－１２７２５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　吸水性のパッドを用いた尿漏れ防止具は、尿漏れ自体を防止するものでなく、漏れた尿
がずぼんや下着を汚すのを防止するものであり、尿を吸収したパッドを廃棄するので、尿
漏れしているということを認識させることにもなり、尿漏れを防止するという点で不完全
である。
【０００８】
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　また特許文献１で提案されている男性用スポーツパンツは、尿漏れの防止を目的とする
ものでないから当然のことではあるが、尿漏れを防止する機能がないか、あるとしても不
十分である。
【０００９】
　この発明は、加齢に起因する男性本人も感知できない排尿後の尿漏れを防止する手段を
提供するもので、簡便に使用することができて尿漏れ自体を防止することができ、汚れて
も洗濯をすることにより繰り返し使用が可能なサポータ及びパンツを提供することを課題
としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明の尿漏れ防止サポータは、中央部が碗状ないし皿状に膨らんだ円形、楕円形な
いし卵形の保持ネット１と、装着したときに保持ネット１の周縁下方部分を下腹部に密接
させると共に保持ネット１の下縁部を股間部分において後方ないし後上方に引き上げる複
数本の紐体２（２ａ、２ｂ）、３を備えている。
【００１１】
　好ましい構造では、保持ネット１は、ヒートセットにより浅い碗状ないし皿状に成形さ
れ、その周縁には、保持ネット１の周縁形状を保持すると共に装着感を向上させる保形テ
ープ１２が縫着や熱融着などにより取り付けられる。
【００１２】
　複数本の紐体２、３は、腰部に巻回するか又は胴部に巻回した帯体４２に先端が係止さ
れる第１の紐体２ａ、２ｂと、装着したときに股間を通して背後へと伸びることにより保
持ネット１の下縁部を股間部分において後方ないし後上方に引き上げる複数本の第２の紐
体３とで形成することができる。
【００１３】
　第１の紐体２は、保持ネット１の側縁の高さ中間ないしそれより下方の位置に、当該紐
体２の基端が保持ネット１の側方に延びるように、好ましくは側方から若干斜め下方に延
びるように縫着などにより取り付けるのが好ましい。第２の紐体３は、保持ネット１の下
縁から左右方向に間隔を隔てて下方に延びるように基端を取り付ける。第２の紐体３の先
端は、腰部に巻回した第１の紐体２ａ又は胴部に巻回された帯体４２の装着したときに人
体の背後となる位置に先端を止着するか、又は当該止着をするための止着具３１を設ける
。
【００１４】
　人体に装着したときの保持ネット１の下方部の下腹部への密接及び保持ネット１の下縁
部の股間部分における後方ないし後上方への引き上げを確実にするために、第１の紐体２
及び第２の紐体３は、長手方向の伸縮弾性を備えた弾性紐体とするのが好ましい。
【００１５】
　第１の紐体２ａを腰部に巻回するように設けるときは、保持ネット１から両側に延びる
第１の紐体２ａの先端相互を連結するか、又は保持ネット１の一方の側縁から延びる第１
の紐体２ａの先端を保持ネット１の他方の側縁に連結する止着手段２１、２２を設ける。
一方、第１の紐体２ｂの先端を胴部に巻回した帯体４２に連結するように設けるときは、
保持ネット１から両側に延びる第１の紐体２ｂの先端を帯体４２に縫着や熱融着などによ
り連結するか、又は当該連結するための止着手段２１、２２を設ける。
【００１６】
　保持ネット１を下ばきとなるパンツ本体４の股間の前方部に取り付けて、尿漏れ防止パ
ンツとすることもできる。この場合、前記構造で保持ネット１から延びる複数本の紐体２
ａ、３をパンツ本体４の布地に縫着して設けることができる。
【００１７】
　また、前記構造で保持ネット１から延びる複数本の紐体２ｂ、３の先端をパンツ本体４
の胴部に設けられている帯体４２に縫着などにより連結して、当該複数本の紐体２ｂ、３
により保持ネット１をパンツ本体４の股間の前方部に懸吊した構造の尿漏れ防止パンツと
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することもできる。
【発明の効果】
【００１８】
　陰茎や陰嚢をサポートしていない状態では、男性の尿道５は、図１０に示すように、膀
胱６から一旦下降して前立腺７を通った後上昇して再び下降している。このままの状態で
は、排尿後にずぼんの開口内に陰茎を戻すと、自然に垂れ下がった陰茎の先から、膀胱や
尿道の下降した部分に残った尿が漏れ出る。
【００１９】
　この発明のサポータを装着して、陰嚢及び陰茎を当該サポータの保持ネット１内に納め
ると、下方部が下腹部に押し付けられて下縁が股間において後方ないし後上方に引かれて
いる保持ネット１により、陰嚢が持ち上げられ、持ち上げられた陰嚢の中央に陰茎が上向
に保持される。保持ネット１は下方部が下腹部に押し付けられているだけで、上半部を前
方に開くことが容易にできるため、保持ネットから陰茎を出し入れすることは比較的容易
にでき、排尿時に保持ネットから出した陰茎をずぼんの開口から外に出すことも容易にで
きる。そして、排尿後に陰茎を保持ネット１内に戻すと、陰茎は上向に保持され、かつ陰
嚢が保持ネットによって持ち上げられていることから、尿道の下降した部分が持ち上げら
れているため、排尿後に尿道に残留する尿も少なくなり、排尿後の尿漏れを防止すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】この発明のサポータの実施例を示す正面図
【図２】保持ネットのネット地の組織の一例を示す図
【図３】図１のサポータの装着状態を示す正面図
【図４】同側面図
【図５】この発明のパンツの第１実施例を装着状態で示す正面図
【図６】同側面図
【図７】この発明のパンツの第２実施例を示す正面図
【図８】同側面図
【図９】図７のパンツに取り付けたこの発明のサポータを示す正面図
【図１０】立位の自然状態にあるときの男性の尿道を模式的に示す側面図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、実施例を示す図面を参照して、この発明の実施形態を説明する。図１ないし４は
、この発明のサポータの一例を示した図である。図において、１は保持ネット、２ａは第
１の紐体、３は第２の紐体である。保持ネット１は、正面視で円形、楕円形ないし卵形に
裁断したネット地１１の周縁に保形テープ１２を縫着してなり、ネット地１１は、ヒート
セットにより、中央が碗状ないし皿状に膨らんだ形状に成形されている。
【００２２】
　ネット地１１は、図２に示すような編み地で、鎖編み列を形成する経糸群に所定間隔で
緯糸ないし振り糸となる挿入糸を挿入してなる編地である。経糸１３として熱融着性ポリ
ウレタン糸とポリエステル糸やナイロン糸との合糸を用い、挿入糸１４として高融点ポリ
ウレタン糸を芯糸としたカバーリング糸を用いている。ネット地１１は、上記の糸使いで
編成された編地をヒートセットして、碗状ないし皿状に成形すると共に、熱融着性ポリウ
レタン糸の表面相互が接触している交絡点で経糸１３をそれ自身及び挿入されている高融
点ポリウレタン糸に融着させることにより、目ずれ、ほつれ、スリップインなどが生じる
のを防止した生地である。
【００２３】
　保持ネット１の周縁の保形テープ１２は、特許文献２で本願の出願人が開示した構造の
織テープを用いている。すなわち、経緯の弾性糸を含む表面側と裏面側との２層の織組織
をその両者の間を往復している繋ぎ経糸で繋いだ２層組織とし、繋ぎ経糸の渡り部分によ
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り区画された２層の織組織の間に、緯糸と交織されない多数本の挿入経糸を充填した構造
をしており、かつこの挿入経糸の本数が交織経糸の本数より多いために、２層の交織組織
が挿入経糸群によって離間された状態となっている。このため、曲げられたときに外側が
内側より大きく引き延ばされて縮もうとし、曲げ方向の変形に対する弾性復元力を備えて
いる。この弾性復元力により、保持ネット１の周縁部に屈曲性を付与すると共に、その周
縁が一平面上に位置するように復元する保形性を備えている。
【００２４】
　装着時の肌触りを良くするため、この保形テープ１２は、ネット地１１の周縁の裁断部
が肌に当たらないように、ネット地１１の周縁の裏側（肌に当たる側）に添設した状態で
縫着されている。
【００２５】
　第１の紐体２ａは、基端の幅中心を保持ネット１の高さ中心より下方の位置にして、保
持ネット１の両側の側縁にそれぞれ縫着されて、若干下方向に延びるように設けられてい
る。下方向に延びるように設けられているのは、この第１の紐体２ａを腰に巻回したとき
に、第１の紐体２ａの下縁が縫着されている保持ネット１の下方部が、その上縁が縫着さ
れている中間部より強く引張られて、保持ネット１の下方部分がより強く下腹部に押接さ
れるようにするためである。これにより、重力により垂れ下がろうとする陰嚢や陰茎の保
持ネット１による保持が確実になされると共に、保持ネット１の上部が開きやすくなり、
保持ネット１への陰茎の出し入れが容易となる。
【００２６】
　第１の紐体２ａのそれぞれの先端には、面ファスナーの雌雄２１、２２が縫着されて先
端相互を連結できるようになっている。またこの第１の紐体２ａの、保持ネット１を下腹
部に当てて腰に第１の紐体２ａを巻回して装着したときに第１の紐体２ａの尻の両方の膨
らみの上方に位置する部分に、第２の紐体３の先端を係止するフック３２が取り付けられ
ている。この第１の紐体２ａは、比較的広幅の長手方向に伸縮性を備えたゴム織りないし
ゴム編みの編織物である。
【００２７】
　２本の第２の紐体３は、左右に間隔を開けて下方に延びるように、基端を保持ネット１
の下縁に縫着されている。２本の第２の紐体３は、ゴム紐で、中間部に長さ調整環３３が
設けられ、先端に第１の紐体２ａに設けたフック３２に係脱する掛け具３１が取り付けら
れている。
【００２８】
　上記のように構成されたこの発明のサポータは、保持ネット１の下縁が陰嚢の下部付け
根に位置させて、第１の紐体２ａを腰に巻回して先端の面ファスナー２１、２２を止め、
２本の第２の紐体３を股間を通してそれぞれの先端の掛け具３１を尻の左右の膨らみの上
方部分でそれぞれの側のフック３２に係止することにより装着する。紐体２ａ、３の長さ
を装着者の身体に合わせて調節して、上記のように装着することにより、装着者の陰嚢は
保持ネット１の内側下部に収納された状態で持ち上げられ、陰茎は両方の陰嚢の間に上向
にして保持される。
【００２９】
　このように尿漏れ防止サポータを装着した後、通常構造のパンツ及びずぼんを履く。排
尿するときは、保持ネット１の上半部を前方に開いてずぼん及びパンツの開口から陰茎を
外に出して通常の動作で排尿する。排尿が終わったら、陰茎を保持ネット内に戻す。この
とき、陰茎は尿道の出口を上に向けた上向姿勢で保持ネット１内に収納され、陰嚢及びそ
の間を通っている尿道の膀胱に近い部分は保持ネット１により常時持ち上げられた状態と
なるので、排尿後に膀胱や尿道に残留した尿が漏れ出るのが防止される。
【００３０】
　図５、６に示す尿漏れ防止パンツは、図１～４で示した尿漏れ防止サポータを下ばきと
なるパンツ本体４と一体化した構造である。紐体２ａ、３は、伸張可能な状態でパンツの
生地の内側に縫着されており、パンツを履くことにより、紐体２ａ、３は、伸張された状
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ける開口４１は、通常のものより大きめにして、パンツの内側に位置させた保持ネット１
の中央部が開口４１から露出するようにし、紐体２ａ、３の伸縮を利用して開口４１と保
持ネット１との位置関係をずらすことで、排尿時に保持ネット１からの開口４１を通して
の陰茎の出し入れを可能にすることができる。
【００３１】
　図７～９に示す第２実施例の尿漏れ防止パンツは、保持ネット１を複数本の紐体２ｂ、
３でパンツ本体４の胴回りの帯体４２に懸吊した構造である。すなわち、パンツ本体の帯
体４２の前部４３の両側に先端を縫着した左右の第１の紐体２ｂと、パンツ本体の帯体４
２の背部４４の両側に先端を縫着した左右の第２の紐体３とにより、保持ネット１をパン
ツ本体４の股間の前方部となる位置に懸吊した構造である。
【００３２】
　保持ネット１は、図１で説明した保持ネットと同じ構造であるが、紐体２ｂ、３を取り
付ける部分に、短いテープ１３で連結リング２４、３４が取り付けられている。紐体２ｂ
、３は、図９に示すように、連結リング２４、３４を通して折り返した先端を長さ調整環
２３、３３に止着することにより、基端が連結リング２４、３４を介して保持ネット１の
周縁に連結されている。
【００３３】
　第１の紐体２ｂの基端を挿通する連結リング２４は、保持ネット１の略高さ中心の位置
に取り付けられている。また、第２の紐体３の基端を挿通する連結リング３４は、保持ネ
ット１の下縁に左右に間隔を開けて取り付けられている。紐体２ｂ、３の先端は、パンツ
本体４の胴部の帯体４２の前部４３の両側と背部４４の両側に縫着され、保持ネット１が
、紐体２ｂ、３により、パンツ本体の内側の股間部前方に自由に揺れ動ける状態で懸吊さ
れている。
【００３４】
　上記の構造の尿漏れ防止パンツは、パンツを履くときに左右の脚を左右の第１と第２の
紐体２ｂ、３の間に通して履くと、パンツを履き終えたとき、着衣者の陰嚢が保持ネット
１の内側下部に収納された状態で持ち上げられ、陰茎は両方の陰嚢の間に上向にして保持
される。保持ネット１の下方部の下腹部への密接及び保持ネット１の下縁部の股間部分に
おける後方ないし後上方への引き上げ力は、適切な弾力性を備えた紐体２ｂ、３を用いて
その長さを着衣者の体格に合わせて調整することにより、適切に調整できる。
【符号の説明】
【００３５】
　１　保持ネット
　２　第１の紐体
　３　第２の紐体
　４　パンツ本体
　21,22　面ファスナー
　31　掛け具
　32　フック
　33　長さ調整環
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