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福祉用具共通試験方法－汚物受け機能 
Common testing methods for assistive products－  

Bucketforexcreta function 
 

序文 

この規格は，福祉用具に付随する“機能”に着目した福祉用具の品目にとらわれない共通試験方法であ

る。これらの機能別の試験方法の組み合わせによって，様々な福祉用具について最低限のリスクを評価す

ることが可能となる。 

 

1 適用範囲 

この試験方法は，汚物を受けるための機能を持ったものに適用する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで，西暦年を付記してあるものは，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS T 9231 集尿器 

JIS T 9233 ストーマ 

JIS K 6251 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引張特性の求め方 

JIS K 6252 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－引裂強さの求め方 

JIS K 6257 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム－熱老化特性の求め方 

JIS K 6718-1 プラスチック－メタクリル樹脂板－タイプ，寸法及び特性－第 1 部 

JIS K 6735 プラスチック－ポリカーボネ－ト板－タイプ，寸法及び特性

JIS Z 0202 包装貨物 

JIS Z 1655 プラスチック製通い容器 

JIS Z 1706 ポリエチレンかん 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

 

3 試験環境 
 試験は，JIS Z 8703 に規定する温度 23±5 ℃，相対湿度 (65±20) ％で行う。 

 

4 排泄物を溜める部分がバケツ形のもの試験方法 

この試験は，ポータブルトイレの便受けバケツや便器など，排泄物を受ける部分が，バケツ形状の容器

に対して行う。 
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4.1 試験装置 

a) 水 

水道水 

b) 試験水 

0.1g/L のメチレンブルー水溶液 

c) 白く吸湿性のある布や画用紙 

d) 合成繊維（モノフィラメント系） 

e) 合成繊維（モノフィラメント系）をつり下げ固定するためのおもり 

分銅など 

f) 台ばかり 

g) つり上げ用具 

幅約 7cm の鋼板を曲げ，ゴムで覆ったものをロープに取り付けたもの 

h) 剛性のある基礎 

コンクリートブロックなど 

i) 木板 

厚さ 50mmの堅い木板（例 700kg/m3を超える堅い木） 

j) 懸垂荷重試験及び耐衝撃性試験用おもり 

砂袋など 

4.2 満水容量測定試験 

試験は，以下の手順によって行う。 

a) 用具の質量をひょう量する。 

b) 用具に水を口まで満たして，ひょう量する。 

  なお，満水とは，合成繊維モノフィラメント系の両端におもりを付け，容器のつばの両端に張ったと

き，糸に水が触れた状態とする。ただし，容器の胴部につり手の取付け穴，オーバーフロー用の穴，

切欠きなどがある場合は，穴又は切欠きからあふれでるまで水を満たした状態を満水とする。 

c) b)と a)のひょう量差から容量を測定し，その 90％を定格容量とする。 

  なお，水の質量は 1kg を容量 1Ｌに換算する。 

  （水と用具の質量の合計－用具の質量）×0.9＝定格容量 

 
合成繊維モノフィラメント系

おもり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 容量測定試験 
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4.3 懸垂荷重試験 

この試験は取っ手具がある用具に適用する。 

試験は，以下の手順によって行う。 

a) 用具に定格容量の 2.5 倍の質量のおもりを入れ，図 2 のように容器の取っ手の中央部につり上げ用具

を使用して静かにつり上げ，5 分以上放置する。 

b) 試験終了後，取っ手金具，容器などに使用に耐えられない破損や，亀裂，変形などが用具にあるかど

うかを目視で確認する。 

 

例１ 例２

つり上げ用具

60°±3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 懸垂荷重試験 

 

4.4 無負荷漏れ試験 

試験は，以下の手順によって行う。 

a) 用具に定格容量の試験水を入れる。 

b) 試験水の色を判別するために，白く吸湿性のある布や画用紙などを敷いた平面が平らな場所に用具を

移し，12±1 時間放置する。 

c) 目視によって，漏れから生じるしみや汚れがないことを確認する。 

4.5 耐衝撃性試験 

試験は，以下の手順によって行う。 

a) 容器に定格容量のおもりを入れる。 

b) 用具を，表 1 に示す高さまで持ち上げ，表 2 に示すそれぞれの姿勢で 3 回ずつ，剛性のある基礎床面

に置いた木板の上に落とす。 

c) 目視によって，使用に耐えられない破損や亀裂，変形が用具にあるかどうかを確認する。 

参考 JIS Z 1706（ポリエチレンかん）の解説には，使用上支障となる底面や，かど部の割れの有無

を調べるのが目的であるから，”破損がないこと”には，かどのリブの曲がり，白化現象は含

まれないものとしている。 

d) その後，試験水の色を判別するために，白く吸湿性のある布及び画用紙の上で，容器に試験水を入れ

る。 

e) 目視によって，漏れ，及び本体の破損にから生じるしみや汚れがないことが用具にあるかどうかを確

認する。 
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表 1 落下高さ 

総重量（kg） 10 未満 
10 以上 
15 未満

15 以上 
20 未満

20 以上 
25 未満

25 以上 
30 以下 

高さ（cm） 80 70 60 55 50 

注記 高さの許容量は±2％又は±10ｍｍのいずれか大きい方とする。 

 

表 2 落下姿勢 

落下姿勢 備考 
面落下 供試品の設定は，水平度 2°以内とし，落下面に衝突するときの水

平度も 2°以内が望ましい。 
りょう落下 

角落下 

落下するときの姿勢は，供試品の重心における重力の方向線が，

衝撃を与えるりょう又は角を通過するようにする。 
なお，りょう落下の設定時におけるりょうの水平度は，2°以内が

望ましい。 

 

 
りょう落下 角落下面落下

 

 

 

 

 

 

図 3 落下姿勢 

 

5 排泄物を溜める部分が箱状のものの試験方法 

この試験は，蓄尿部分が箱状のものに対して行う。 

5.1 試験装置 

a) 水 

水道水 

b) 試験水 

0.1g/L のメチレンブルー水溶液 

c) つり下げ器具 

図 4 参照。 

d) 剛性のある基礎 

コンクリートブロックなど 

e) 木板 

厚さ 50mmの堅い木板（例 700kg/m3を超える堅い木） 

f) 用具より大きい面積の白く吸湿性のある布や画用紙など 

g) おもり 

表 3 に示す質量のおもり 
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5.2 満水容量測定試験 

試験は，以下の手順によって行う。 

a) 用具の質量をひょう量する。  

b) 用具に水を口まで満たして栓をし，ひょう量する。 

c) b)と a)のひょう量差から容量を測定し，その 90％を定格容量とする。 

  なお，水の質量は 1kg を容量 1Ｌに換算する 

  （水と用具の質量の合計－用具の質量）×0.9＝定格容量 

5.3 懸垂荷重試験 

この試験は取っ手具がある用具に適用する。 

試験は，以下の手順によって行う。 

a) 用具の底部に表 3 に示す荷重を固定し，つり下げ器具によって図 4 のように取っ手中央部をつり下げ

る。 

b) 5 分間放置した後，荷重を取り去って，取っ手部に使用に耐えられない破損や，亀裂，変形などがあ

るかどうかを目視で確認する。 

 

表 3 定格容量別荷重値

定格容量（L） 5L まで 10L まで 20L まで 30L まで 
荷重(kg) 25 40 60 90 

 

R4
0

接合ピン　

φ８Ｕ字形丸棒

おもり 固定ベルト

つり下げ器具拡大つり下げ器具

 

図 4 懸垂荷重試験 

 

5.4 無負荷漏れ試験 

試験は，以下の手順によって行う。 

a) 用具に定格容量の試験水を入れて栓をする。 

b) 試験水の色を判別するために，白く吸湿性のある布や画用紙などを敷いた，平面が平らな場所に，口

 



6 

X XXXX：0000  

を下にして用具を移し（水平位），12±1 時間放置する。 

c) 目視によって，漏れから生じるしみや汚れがないことを確認する。 

5.5 耐衝撃性試験 

試験は，以下の手順によって行う。 

a) 試験水を口まで満たして栓をする。 

b) 試験水の色を判別するために，白く吸湿性のある布及び画用紙を，剛性のある基礎床面に置いた木板

の上に敷く。 

c) 用具を，表 1 に示す高さまで持ち上げ，表 2 に示すそれぞれの姿勢で落とす。 

d) 目視によって，せんからの漏れ，及び本体の破損にから生じるしみや汚れがないこと，使用に耐えら

れない破損や亀裂，変形が用具にあるかどうかを確認する。 

e) 試験は，5 回ずつ繰り返して行う。 

参考 JIS Z 0202 包装貨物－落下試験方法では落下回数はそれぞれ 3 回ずつとなっているが，JIS Z 

1706 ポリエチレンかん－落下試験方法では面落下が 5 回となっているため，厳しい方の基準

に合わせた。 

5.6 栓の破損試験 

この試験は，栓付き容器に適用する。 

試験は，以下の手順によって行う。 

a) 栓を表 4 に規定するトルク(力）で締め付け，60±5℃で 72 時間放置する。 

B) 72 時間放置した後，せんの破損の有無を目視で確認する。 

 

表 4－定格容量別トルク

定格容量 
項目 

10L まで 30L まで

トルク（N・m） 3 4 
 

6 排泄物を溜める部分が袋状のものの試験方法 

6.1 ポータブルトイレ等にセットして使用する広口形状のもの 

6.1.1 試験装置 

a) 水 

水道水 

b) 試験水 

0.1g/L のメチレンブルー水溶液 

c) 白く吸湿性のある布や画用紙 

d) つり上げ用具 

幅約 7cm の鋼板を曲げ，ゴムで覆ったものをロープに取り付けたもの 

e) 懸垂荷重試験用おもり 

砂袋など 

6.1.2 容量測定試験 

試験は，以下の手順によって行う。 

a) 用具の質量をひょう量する。 
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b) 用具に水を満たして，ひょう量する。 

c) b)と a)のひょう量差から水の密度を 1 として容量を測定し，その 90％を定格容量とする。 

 （水と用具の質量の合計－用具の質量）×0.9＝定格容量 

 

6.1.3 懸垂荷重試験 

この試験は取っ手具付き用具に適用する。 

試験は，以下の手順によって行う。 

a) 用具に定格容量の 2.5 倍の質量のおもりを入れ，用具の取っ手の中央部につり上げ用具を使用して静

かにつり上げ，5 分以上放置する。 

b) 試験終了後，取っ手具，容器などに使用に耐えられない破損や，亀裂，変形などが用具にあるかどう

かを目視で確認する。 

6.1.4 無負荷漏れ試験 

試験は，以下の手順によって行う。 

a) 試験水の色を判別するために，白く吸湿性のある布や画用紙などを敷いた，平面が平らな場所の上に，

用具を吊り下げ，用具に定格容量の試験水を入れ，17±1 時間放置する。 

b) 目視によって，漏れから生じるしみや汚れがないことを確認する。 

6.2 ストーマ装具 

6.2.1 試験装置 

a)容量測定装置 

試験装置の例を，図 5 に示す。 

1) 設置板の作成 

設置板は，JIS K 6718-1 又は JIS K 6735 に規定する厚さ 5mm，幅 25 ㎝，長さ 40cm の板を用いる。

また，設置板は，上端から 13cm の位置，幅方向中央に直径 10mm の流入孔を開ける。3 方向バルブ

を介して内径 10mm の柔軟なチューブを接続する。設置板は垂直に保持し，流入孔の中心を通って

水平に細線を引く（図 5 b)参照)。 

2) 設置板表面の洗浄方法 

設置板の表面にエタノールa)を塗り，新しいガーゼなどb)で設置板の表面をふく。乾いてから再度

エタノールでふき，更に新しいガーゼなどで乾燥するまでよく拭く。その結果目視によって清浄に

なったと見られるまで，この操作を 3 回以上繰り返して行う。 

注記 1 設置板表面の汚染が消えない場合は，使用しないこと。 

  2 設置板表面の洗浄化操作は，試験の都度行うこと。 

注 a) 試薬用のものを用いる。 

 b) 使用中に繊維が切れたり，短繊維などの脱離しないもので，エタノールに可溶な添加物を含ま

ないものを用いる。 
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設置面
試験水

試験水

：試験水

柔軟性チューブ

三方向バルブ

設置板

流入孔

水平細線

a）装置             b）設置板 

図 5 ストーマ袋の試験容量測定装置例 

 

b) 試験水 

0.1g/L のメチレンブルー水溶液 

c) 台ばかり 

d) 静的負荷装置 

試験装置の例を図 6 に示す。本体は水平に設置された 2 枚の板からなる。板は試験中変形や，たわ

みが生じない硬さをもち，ストーマ用具がはみ出さない十分な大きさをもつもので，上部板は水平を

維持しながら上下に滑らかに可動し，水平方向には±5°以上の傾きを生じないもの。  

 

試料

: 試験水

荷重

 

図 6 静的負荷装置例 

 

d) プッシュプルゲージ 

 

 

図 7 プッシュプルゲージ 
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6.2.2 容量測定試験 

 試験は，以下の手順によって行う。 

a) 試料の準備 

1) 接皮側に直径 10mm 以上のストーマ孔があけられていないストーマ装具については，接皮側中央に

直径 10mm のストーマ孔をあける。 

2) 二品系ストーマ装具は，製造者又は販売業者が推薦する方法で接合し，装着する。 

3) 非粘着式ストーマ装具の場合は，メチレンブルーで着色した試験水の流入によって液漏れを起こさ

ないようにするため，接着剤又は両面粘着テープを使用する。 

4) 下部開放式ストーマ袋をもつストーマ装具の場合は，製造業者又は販売業者が推薦する方法によっ

て密閉する。ただし，密閉される位置は，装具下端から 3±0.5cm でなければならない。 

5) ストーマ装具に含まれる空気はすべて排出する。ただし，成形品部分など通常の使用方法で保留さ

れている空気は排出しなくてよい。 

6) 排気口のある場合は，その部分を粘着テープなどによって試験水の漏れが起こらないように密閉す

る。 

b) 試料の装着 

ストーマ器具は，接皮側のストーマ孔の中心を通って，水平に細線を引く。この細線と設置板の細

線が重なるように，また接皮側のストーマ孔と設置板の流入孔が同心円状になるように装着する。 

c) 試験手順 

1) トーマ装具の設置された設置板を±1g の精度でひょう量する。 

2) 柔軟性チューブから試験水 25±5ml/秒の速度で注入する。 

注記 1 逆流防止弁のないストーマ装具の場合，水面がストーマ孔の中央にくるまで注入する。 

  2 逆流防止弁のあるストーマ装具の場合，逆流防止弁下の貯留部を充てんし，更に逆流防

止弁の上 1 ㎝まで水面がくるよう注入する。 

3) チューブを外し，試験水が充てんされた装具を，設置板ごと±1g の精度でひょう量する。  

4 )3)と 1)のひょう量差から試験水の密度を 1 として試験容量を求める。 

6.2.3 無負荷漏れ試験 

  試験は，以下の手順によって行う。 

a) 6.2.2（試験容量測定試験）と同様の手順で，試験水を試験容量まで充てんする。  

b) 設置面を上側にして水平に静置する。 

c) 17±1 時間後漏れの有無を調べる。  

d) c)で漏れない場合，垂直に 4±1 時間静置する。 

e) 漏れの有無を調べ，漏れの有無・漏れがあった場合，漏れの起きた場所を記録する。 

6.2.4 負荷漏れ試験 

  試験は，以下の手順によって行う。 

a) 一品系ストーマ装具（袋部と粘着式面板とが一体となっているもの） 

1) 静的負荷装置（図 6）の上部板の質量を測定する。 

2) 6.2.2（試験容量測定試験）と同様の手順で，試験水を試験容量まで充てんする。 

3) 初孔又は既製孔のあるストーマ装具については，試験水が漏れないよう粘着テープなどで密閉する。 

4) 静的負荷装置の下部板からはみ出さないように，試験水を充てんしたストーマ装具を設置する。  

5) 静的負荷装置の上部板に衝撃がないように，200±5N｛20.39±0.51kgf｝の力を 60±5 秒間加える。 
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6) 漏れの有無を調べ，漏れの有無・漏れがあった場合，漏れの起きた場所を記録する。 

b) 二品系ストーマ装具（袋部と粘着式面板とが分離して，別々に交換することができるもの） 

  袋部と粘着式面板とが分離して，別々に交換することができるストーマ装具に対しては，一品系スト

ーマ装具の試験に加えて，以下のかん合式袋接合部の負荷静的耐久性試験を行う。 

1) 6.2.2（試験容量測定試験）と同様の手順で，試験水を試験容量まで充てんする。 

2) 設置板を垂直に静置し，袋の下部を下方向に 20±1N｛2.04±0.10kgf｝の力で衝撃を与えないように

60 秒間引っぱる（図 8）。 

 

 設置面

ストーマ装具

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 負荷漏れ試験 

 

3) 漏れの有無を調べる。 

4) 3)で漏れがない場合，袋の上部を上方向に 20±1N｛2.04±0.10kgf｝の力で衝撃を与えないように 60

秒間引っぱる。  

5) 漏れの有無を調べる。 

6) 5)で漏れがない場合，設置面を上側にして水平に 30 分間静置する。 

7) 漏れの有無を調べ，漏れの有無・漏れがあった場合，漏れの起きた場所を記録する。 

 

7 採尿器などに接続して，集尿・蓄尿用に用いられるもの（密閉タイプ）の試験方法 

7.1 試験装置 

a) 測定用シリンダ 容量 500 ミリリットル以上，目盛り 1 ミリリットルの測定用シリンダ 

b) ストップウォッチ 1 秒まで測定できるもの又はこれと同等の計測器 

c) 容量測定試験装置 図 9 に示すもの 

d) 流入速度試験装置 図 10 に示すもの 
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図 9 容量測定試験装置         図 10 流入速度試験装置 
 

e) 試験水 0.1g/L のメチレンブルー水溶液 

f) 剛性のある基礎 コンクリートブロックなど 

g) 木板 厚さ 50mm の硬い木板 例：700kg/m3 を超えるもの 

h) 静的負荷装置 試験装置の例を図 2 に示す。本体は水平に設置された 2 枚の板からなる。板は試験中

変形や，たわみが生じない硬さをもち，ストーマ用具がはみ出さない十分な大きさをもつもので，上

部板は水平を維持しながら上下に滑らかに可動し，水平方向には±5°以上の傾きを生じないもの。 

 

試料

: 試験水

荷重

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11 静的負荷装置例 

 

i) 用具より大きい面積の白く吸湿性のある布や画用紙など 

j) 空気加熱装置（オーブン） 
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7.2 容量測定試験 

 試験は，以下の手順によって行う。 

a) タンク栓を用具に取り付けるため，適当な長さに入口チューブを切る。 

b) 用具を圧迫して，全ての空気を締め出す。 

c) 測定装置のタンク栓を止めておき，用具の入口チューブとタンク栓を結合する。 

d) タンク栓を開け，用具へ試験水を注ぐ。試験水の高さは，常に 500±5mm の高さになるようにする。

注入が止まったらタンク栓を閉める。 

e) 用具又は容量測定装置から，試験水が漏れていないかどうかを調べる。もし，漏れていれば，試験は

無効とし，やり直す。用具及び入口チューブから漏れがある場合は，新しい用具を使用する。 

f) 用具から測定用シリンダに試験水を移し，試験水の容量を測定する。測定結果は，10ml 未満を四捨五

入して表す。 

7.3 流入速度試験 

 試験は，以下の手順によって行う。 

a) 用具を圧迫して，全ての空気を締め出す。 

b) 測定装置のタンク栓を閉め，タンクの底が用具との接合線から 150mm 以上になるよう設定し，タンク

栓を入口チューブに接続する。  

c) タンク栓を開け，仕様の容量の 75%の試験水が用具に入る時間を測定する。タンク栓を開けたときス

トップウォッチをスタートさせ，用具に試験水が入り終わったときストップさせる。 

d) 用具又は容量測定装置から，試験水が漏れていないかどうかを調べる。もし漏れていれば，試験は無

効としやり直す。用具及び入口チューブから著しい漏れがある場合は，新しい用具を使用する。  

e) 流入速度を計算し，10ml/秒以上であることを確認する。 

7.4 無負荷漏れ試験 

 試験は，以下の手順によって行う。 

a) 測定用シリンダを使用して，表示容量の 75%に相当する試験水を用具に注入し，全ての空気を締め出

す。 

b) 試験水の色を判別するために，白く吸湿性のある布や画用紙などを敷いた，平面が平らな場所に，用

具を移し（水平位），17±1 時間放置する。 

c) 目視によって，漏れから生じるしみや汚れがないことを確認する。 

d) 用具を，仕様に従う吊り下げ方法によって吊るし（垂直位），4±1 時間放置する。 

e) 目視によって，漏れから生じるしみや汚れがないことを確認する。 

7.5 負荷漏れ試験 

 試験は，以下の手順によって行う。 

a) 測定用シリンダを使用して，表示容量の 75%に相当する試験水を用具に注入し，全ての空気を締め出

し，用具の入口チューブを閉じる。 

b) 試験水の色を判別するために，白く吸湿性のある布及び画用紙を静的負荷装置の下部板の上に敷き，

その上に用具を置く。 

c) 用具の上に，上部板を置き，総負荷 200±10N（20±1kgf）を，60～70 秒かけて徐々に加える。 

d) 目視によって，漏れから生じるしみや汚れがないことを確認する。 

 

 

  



13 

X XXXX：0000  

7.6 耐衝撃性試験 

 試験は，以下の手順によって行う。 

a) 測定用シリンダを使用して，仕様の容量の 50%に相当する試験水を用具に注入し，全ての空気を締め

出し，用具の入口チューブを閉じる。 

b) 試験水の色を判別するために，製白く吸湿性のある布及び画用紙を，セラミック製又は重い金属の床

（又は板）の上に敷く。 

c) 用具の上端部を持ち，床面上 50±10cm の高さまで持ち上げ，用具の下端が床面に当たるよう用具を落

とす。 

d) 目視によって，漏れから生じるしみや汚れがないことを確認する。 

7.7 耐荷重試験（引張荷重） 

 この試験は，長期使用のものに適用する。 

 試験は，以下の手順によって行う。 

a) JIS K 6251 に規定する引張試験方法によって，ダンベル 1 号形試験片を用いた引張強さを測定する。 

b) JIS K 6252 に規定する引裂試験方法によって，引裂き強さを測定する。 

参考 JIS T 9231 集尿器では，引張強さ及び引裂強さを表 5 のとおり規定している。 

 

表 5 耐荷重試験（引張強さ及び引裂強さ） 

項目 測定値 
引張強さ 1000N/cm2以上 
引裂強さ 100N/cm2以上 

 

7.8 耐久性試験  

  この試験は，長期使用のものに適用する。 

  試験は，以下の手順によって行う。 

a) JIS K 6257 の 4.に規定する空気加熱試験（ノーマルオーブン法）によって，温度 70±1℃で連続 72 時

間促進老化を行った後，JIS K 6251 に規定する引張試験方法によって，ダンベル 1 号形試験片を用い

た引張強さを測定する。 

b) JIS K 6252 に規定する引裂試験方法によって，引裂き強さを測定する。 

参考 集尿器では，引張強さ及び引裂強さを表 6 のとおり規定している。 

 

表 6 耐久性試験（引張強さ及び引裂強さ） 
項目 測定値 

引張強さ 500N/cm2以上 
引裂強さ 300N/cm2以上 

 

 

 


