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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ペットの後胴体に装着されるパンツ本体と、該パンツ本体に取り付けられるサスペンダ
ーとを備え、前記パンツ本体は、ペットの背中側に位置する背中側カバー部と、ペットの
腹部側に位置する腹側カバー部と、ペットの後脚間の股下部分に位置する股下カバー部と
を備え、前記サスペンダーは、ペットの首部が挿通される首掛け部と、該首掛け部と前記
背中側カバー部との間に連結される背中側部と、前記首掛け部と前記腹側カバー部との間
に連結される腹側部とを備えたペット用おむつパンツにおいて、
　前記首掛け部は、長尺体の一端部側を他端部側に縫製することにより首挿通口が形成さ
れ、
　前記腹側部は一本のゴムバンドから構成され、腹側部の一端部は、首掛け部側に縫製に
より連結され、
　腹側部の他端部側は、腹側カバー部の前縁部で且つ左右方向の中央に連結され、
　前記背中側カバー部および腹側カバー部の前縁部には、ゴムバンドが縫製により取り付
けられていることを特徴とするペット用おむつパンツ。
【請求項２】
　前記請求項１に記載のペット用おむつパンツにおいて、前記腹側部の他端部側には、面
ファスナーが設けられ、該他端部側は、腹側カバー部に設けられた連結部に挿通されて折
り返され、前記面ファスナー同士を係合させることにより連結されることを特徴とするペ
ット用おむつパンツ。
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【請求項３】
　ペットの後胴体に装着されるパンツ本体と、該パンツ本体に取り付けられるサスペンダ
ーとを備え、前記パンツ本体は、ペットの背中側に位置する背中側カバー部と、ペットの
腹部側に位置する腹側カバー部と、ペットの後脚間の股下部分に位置する股下カバー部と
を備え、前記サスペンダーは、ペットの首部が挿通される首掛け部と、該首掛け部と前記
背中側カバー部との間に連結される背中側部と、前記首掛け部と前記腹側カバー部との間
に連結される腹側部とを備えたペット用おむつパンツにおいて、
　前記首掛け部は、長尺体の一端部側を他端部側に縫製することにより首挿通口が形成さ
れ、
　前記腹側部は一本のゴムバンドから構成され、腹側部の一端部には、面ファスナーが設
けられ、該一端部側は、首掛け部側に設けられた連結部に挿通されて折り返され、前記面
ファスナー同士を係合させることにより連結され、
　腹側部の他端部側は、腹側カバー部の前縁部で且つ左右方向の中央に連結され、
　前記背中側カバー部および腹側カバー部の前縁部には、ゴムバンドが縫製により取り付
けられていることを特徴とするペット用おむつパンツ。
【請求項４】
　ペットの後胴体に装着されるパンツ本体と、該パンツ本体に取り付けられるサスペンダ
ーとを備え、前記パンツ本体は、ペットの背中側に位置する背中側カバー部と、ペットの
腹部側に位置する腹側カバー部と、ペットの後脚間の股下部分に位置する股下カバー部と
を備え、前記サスペンダーは、ペットの首部が挿通される首掛け部と、該首掛け部と前記
背中側カバー部との間に連結される背中側部と、前記首掛け部と前記腹側カバー部との間
に連結される腹側部とを備えたペット用おむつパンツにおいて、
　前記首掛け部は、長尺体の一端部側を他端部側に面ファスナーを介して連結することに
より首挿通口が形成され、
　前記腹側部は一本のゴムバンドから構成され、腹側部の一端部は、首掛け部側に縫製ま
たは面ファスナーにより連結され、
　腹側部の他端部側は、腹側カバー部の前縁部で且つ左右方向の中央に連結され、
　前記背中側カバー部および腹側カバー部の前縁部には、ゴムバンドが縫製により取り付
けられていることを特徴とするペット用おむつパンツ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、愛犬等のペット用おむつパンツに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ペットとして例えば愛犬を飼育することが多くなっており、室内だけでなく屋外
での散歩等等に際して、愛犬から排泄される糞尿、生理排泄物等の汚物を吸収・保持し、
その汚物が外部に漏れないように、愛犬に装着するペット用おむつパンツが公知である（
例えば、特許文献１参照）。特に、愛犬が、老衰や事故、病気等によって寝たきりや寝た
きりに近い状態となっている場合には、愛犬に前記ペット用おむつパンツを使用するのが
好ましい。
【特許文献１】実用新案登録第３０１９２２３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記特許文献１に記載のペット用おむつパンツは、ペットの後胴体に装着されるパンツ
本体と、パンツ本体に取り付けられるサスペンダーとを備えたものである。このサスペン
ダーは、二本のゴムバンド等から構成されている。各バンドの両端には、それぞれ、おむ
つの腹側部分および背中側部分の端縁に着脱可能に連結される連結金具が取り付けられて
いる。また、二本のゴムバンド等は、２箇所で金具によって、長さ方向には移動可能な状
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態で相互に束ねられている。これら連結金具間のバンドの部分により形成されるループに
、愛犬の首が通されることになる。
【０００４】
　前記ペット用おむつパンツは、その装着時にサスペンダーの連結金具が、愛犬の首の周
囲に位置することとなる。かかるおむつパンツは、常時（長時間）装着していることが多
く、愛犬が首を動かすことでサスペンダーを伸長させた場合、連結金具が愛犬の首部部分
に押圧されることとなり、連結金具が不快感を与えるとともに非常に危険である。
【０００５】
　本発明は、愛犬等のペットに不快感を与えずに安全に装着できるペット用おむつパンツ
を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、前記課題を解決するためになされたもので、ペットの後胴体に装着されるパ
ンツ本体と、該パンツ本体に取り付けられるサスペンダーとを備え、前記パンツ本体は、
ペットの背中側に位置する背中側カバー部と、ペットの腹部側に位置する腹側カバー部と
、ペットの後脚間の股下部分に位置する股下カバー部とを備え、前記サスペンダーは、ペ
ットの首部が挿通される首掛け部と、該首掛け部と前記背中側カバー部との間に連結され
る背中側部と、前記首掛け部と前記腹側カバー部との間に連結される腹側部とを備えたペ
ット用おむつパンツにおいて、前記首掛け部は、長尺体の一端部側を他端部側に縫製する
ことにより首挿通口が形成され、前記腹側部は一本のゴムバンドから構成され、腹側部の
一端部は、首掛け部側に縫製により連結され、腹側部の他端部側は、腹側カバー部の前縁
部で且つ左右方向の中央に連結され、前記背中側カバー部および腹側カバー部の前縁部に
は、ゴムバンドが縫製により取り付けられていることにある。
【０００７】
　また、前記腹側部の他端部側には、面ファスナーが設けられ、該他端部側は、腹側カバ
ー部に設けられた連結部に挿通されて折り返され、前記面ファスナー同士を係合させるこ
とにより連結されるのが好ましい。
【０００８】
　本発明は、ペットの後胴体に装着されるパンツ本体と、該パンツ本体に取り付けられる
サスペンダーとを備え、前記パンツ本体は、ペットの背中側に位置する背中側カバー部と
、ペットの腹部側に位置する腹側カバー部と、ペットの後脚間の股下部分に位置する股下
カバー部とを備え、前記サスペンダーは、ペットの首部が挿通される首掛け部と、該首掛
け部と前記背中側カバー部との間に連結される背中側部と、前記首掛け部と前記腹側カバ
ー部との間に連結される腹側部とを備えたペット用おむつパンツにおいて、前記首掛け部
は、長尺体の一端部側を他端部側に縫製することにより首挿通口が形成され、前記腹側部
は一本のゴムバンドから構成され、腹側部の一端部には、面ファスナーが設けられ、該一
端部側は、首掛け部側に設けられた連結部に挿通されて折り返され、前記面ファスナー同
士を係合させることにより連結され、腹側部の他端部側は、腹側カバー部の前縁部で且つ
左右方向の中央に連結され、前記背中側カバー部および腹側カバー部の前縁部には、ゴム
バンドが縫製により取り付けられていることにある。
【０００９】
　本発明は、ペットの後胴体に装着されるパンツ本体と、該パンツ本体に取り付けられる
サスペンダーとを備え、前記パンツ本体は、ペットの背中側に位置する背中側カバー部と
、ペットの腹部側に位置する腹側カバー部と、ペットの後脚間の股下部分に位置する股下
カバー部とを備え、前記サスペンダーは、ペットの首部が挿通される首掛け部と、該首掛
け部と前記背中側カバー部との間に連結される背中側部と、前記首掛け部と前記腹側カバ
ー部との間に連結される腹側部とを備えたペット用おむつパンツにおいて、前記首掛け部
は、長尺体の一端部側を他端部側に面ファスナーを介して連結することにより首挿通口が
形成され、前記腹側部は一本のゴムバンドから構成され、腹側部の一端部は、首掛け部側
に縫製または面ファスナーにより連結され、腹側部の他端部側は、腹側カバー部の前縁部
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で且つ左右方向の中央に連結され、前記背中側カバー部および腹側カバー部の前縁部には
、ゴムバンドが縫製により取り付けられていることにある。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のペット用おむつパンツは、特に老犬等のペットが常時装着した場合であっても
、連結金具がペットの首部分にないため、その連結金具で不快を感じることがなく、しか
も安全に着用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施の形態について図面を参照して説明する。本発明のペット用おむ
つパンツは、ペットの後胴体に装着し、ペットから排泄される糞尿、生理排泄物等の汚物
を吸収・保持し、その汚物が外部に漏れないようにするものである。
【００１２】
　前記おむつパンツ１は、図１～図３に示すように、パンツ本体２とサスペンダー５０と
から主構成されている。パンツ本体２は、ペットへの装着状態において、ペットの背中側
に位置する背中側カバー部１０と、ペットの腹部側に位置する腹側カバー部２０と、ペッ
トの後脚間の股下部分に位置する股下カバー部３０とを備えている。
【００１３】
　背中側カバー部１０と腹側カバー部２０とは、股下カバー部３０により一体的に形成さ
れており、背中側カバー部１０および腹側カバー部２０の左右方向の幅長は、股下カバー
部３０の幅長よりも大きく設定されている。
【００１４】
　背中側カバー部１０における股下カバー部３０の近傍には、ペットの尻尾が挿通される
尻尾挿通孔１２が形成されている。
【００１５】
　パンツ本体２の表地（背中側カバー部１０、腹側カバー部２０および股下カバー部３０
の表地）３は、通気性が良好な綿生地から形成されている。背中側カバー部１０の裏地１
１は、前記表地３と同材質の綿生地から形成されており、背中側カバー部１０は、蒸れな
いように通気性を有する表裏地３、１１の２層構造になっている。背中側カバー部１０の
左右両側縁部の外面には、一方の連結手段１２ａ、１２ｂがそれぞれ設けられている。
【００１６】
　股下カバー部３０および腹側カバー部２０の裏地５は、防水性を有するシートからなり
、股下カバー部３０および腹側カバー部２０は、前記表地３と防水性を有する裏地５との
２層構造になっている。
【００１７】
　腹側カバー部２０の左右両側縁部の内面には、前記一方の連結手段１２ａ、１２ｂに着
脱自在に係合する他方の連結手段２１ａ、２１ｂがそれぞれ設けられている。なお、連結
手段１２ａ、１２ｂ、２１ａ、２１ｂとしては、例えば互いに着脱自在な面ファスナーを
採用することができる。図２に示す左側の一方の連結手段１２ａは、左側の他方の連結手
段２１ａに係合されるとともに、右側の一方の連結手段１２ｂは、右側の他方の連結手段
２１ｂに係合される。この結果、パンツ本体２の左右縁部が環状となり、ペットの後ろ脚
が挿通される脚抜孔６が形成される。
【００１８】
　一方の連結手段１２ａ、１２ｂの幅長Ｌ１は、他方の連結手段２１ａ、２１ｂの幅長Ｌ
２よりも大きく設定されており、ペットの後胴体に応じて胴囲を調整できるように、両方
の連結手段１２ａ、１２ｂ、２１ａ、２１ｂの係合代を大きくしている。なお、背中側カ
バー部１０および腹側カバー部２０の前縁部（装着時の胴囲となる縁部）１０ａ、２０ａ
には、ゴムバンド１０ｂ、２０ｂが縫製等により取り付けられている。
【００１９】
　パンツ本体２の左右縁部には、ゴムバンド６ａが縫製等により取り付けられており、脚
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抜孔６の周長（直径）が変更できるように伸縮自在になっている。また、この伸縮自在な
縁部に沿って、長尺の防水シートからなる排泄物漏れ止め部８が、パンツ本体２の内側に
設けられている。この排泄物漏れ止め部８は、ペットの後ろ脚の形状に応じて左右の縁部
とともに密着して伸縮するようになっている。従って、両方の排泄物漏れ止め部８は、サ
イドギャザーとなり、伸縮自在なパンツ本体２の左右縁部とともにペットに密着し、排尿
、排泄物等の汚物が漏れるのを二重に防止できる。
【００２０】
　股下カバー部３０の内側には、おむつシート４５を装着するおむつ装着部３２が設けら
れている。おむつシート４５として、表面材層、吸収材層および防漏材層の３層を備えた
積層体シートからなる従来周知ものが挙げられる。
【００２１】
　前記サスペンダー５０は、図４に示すように、パンツ本体２に着脱自在に取り付けて使
用されるもので、首掛け部５１と、背中側部５２と、腹側部５３とから構成されている。
【００２２】
　首掛け部５１は、長尺体としての帯状の伸縮自在なゴムバンドを首挿通口５１ｃが形成
されるように湾曲させ、その一端部５１ａ側を他端部５１ｂ側に重ね合わせて互いに縫製
５５により連結したものである。従って、かかる首掛け部５１の形成に際しては、金属製
等の硬質の連結具は使用していない。
【００２３】
　背中部５２は、一端部５５ａが首掛け部５１の他端部５１ｂにリング状の連結具５４を
介して連結される第１バンド５５と、この第１バンド５５の他端部５５ｂに、一端部５７
ａが連結される二股状の一対の第２バンド５７、５７とを有している。すなわち、第１バ
ンド５５と第２バンド５７、５７とは、首掛け部５１と同様に帯状の伸縮自在なゴムバン
ドからなり、第１バンド５５の他端部５５ｂと第２バンド５７の一端部５７ａとが、三角
形状の連結具５８により連結されている。第１バンド５５の一端部５５ａは、二つ折りさ
れて折返具５６に挿通されているため、その長さ調整が可能である。
【００２４】
　第２バンド５７の他端部５７ｂは、背中側カバー部１０の前縁部１０ａに所定間隔をお
いて設けられた連結部１５に着脱自在に連結される。この連結部１５は、可撓性を有する
紐の両端を背中側カバー部１０に固定したもので、このリング状の係合部１５に第２バン
ド５７、５７の他端部５７ｂを挿通した後に折り返し、この他端部５７ｂを一対のボタン
ホック６０ａ、６０ｂで止めるようになっている。
【００２５】
　なお、背中部５２は、第１バンド５５の長さを任意に変更することにより、首掛け部５
１と背中側カバー部１０との間隔調整が可能となる。
【００２６】
　腹側部５３の一端部５３ａは、首掛け部５１に縫製６２により連結されている。また、
腹側部５３の他端部５３ｃ側の一面には、帯状の所定長さを有する面ファスナー６３が設
けられており、腹側部５３の他端側は、腹側カバー部２０の前縁部２０ａで且つ左右方向
の中央に設けられた連結部２５に連結される。この連結部２５は前記連結部１５と同様に
紐から構成されており、この連結部１５に腹側部５３の面ファスナー６３が設けられた部
分が挿通された後に折り返され、面ファスナー６３同士を係合させることにより、腹側部
５３の他端側は、腹側カバー部２０に連結される（図５参照）。
【００２７】
　腹側部５３は一本のゴムバンドから構成され、面ファスナー６３の折り返す位置を任意
に設定することにより、腹側部５３の長さを容易に変更できるため、首掛け部５１と腹側
カバー部２０との間隔調整が可能となる。
【００２８】
　次に、ペットとしての愛犬に、前記ペット用おむつパンツ１を装着する場合を説明する
。
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【００２９】
　先ず、おむつシート４５をパンツ本体２のおむつ装着部１４に装着する。このとき、お
むつシート４５は、愛犬の動き等によってずれるのを防止すべく、粘着剤、あるいは両面
テープ等の接着手段で装着部１４に固定するのが好ましい。
【００３０】
　次に、サスペンダー５０の首掛け部５１の首挿通口５１ｃに愛犬の首を挿通するととも
に、背中側カバー部１０の尻尾挿通孔１２に、愛犬の尻尾を挿通する。
【００３１】
　股下カバー部３０を、愛犬の後部から左右後足の間の股下に通して、腹側カバー部２０
を下腹に位置させる。さらに、背中側カバー部１０および腹側カバー部２０の両側を、愛
犬の左右腹部に巻装しながら、それぞれの左右両側縁部に設けられた一方の連結手段１２
ａ、１２ｂと他方の連結手段２１ａ、２１ｂとを係合させることにより、愛犬の後胴体に
ペット用おむつパンツ１を装着させることができる。
【００３２】
　このとき、おむつシート４５は、愛犬の臀部に正確に配置されることから、排泄物等の
汚物をおむつシート４５に吸収または保持させることができる。仮におむつシート４５が
汚物を吸収できない場合であっても、伸縮性を有する排泄物漏れ止め部８と股下カバー部
３０とがおむつシート１６を袋状に収容し、且つ、排泄物漏れ止め部８およびパンツ本体
２の左右縁部が、愛犬の臀部左右に密着して汚物の漏れを防止する。
【００３３】
　サスペンダー５０の腹側部５３と首掛け部５１との連結に際しては、縫製６２により連
結し、しかも、首掛け部５１の首挿通口５１ｃの形成に際しては、一本のゴムバンドを縫
製５５により連結し、金属製等の硬質の連結具は使用していないため、愛犬が運動時等に
首を動かすことで腹側部５３を伸長させることがあっても、不快感を与えることはほとん
どなく安全である。また、腹側部５３は一本のゴムバンドから構成されているので、腹側
部５３の負担も軽減できる。
【００３４】
　なお、愛犬にペット用おむつパンツ１を装着するに際しては、予めパンツ本体２を愛犬
に装着するとともに、愛犬の首にサスペンダー５０の首掛け部５１を挿通した後に、サス
ペンダー５０をパンツ本体２に取り付けるようにしてもよい。
【００３５】
　本実施の形態では、首掛け部５１と背中部５２との連結や、背中部５２の第１バンド５
５と第２バンド５７、５７との連結に、連結具５４、５８をそれぞれ使用しているが、愛
犬の背面部で腰に近い部分に位置することから、背中部５２を急激に伸長させることがな
く、連結具５４、５８が不快感を与えることはなく、しかも、危険性もほとんどない。
【００３６】
　本発明は、前記実施の形態に限定されるものではない。例えば、図６に示すように、サ
スペンダー５０の腹側部５３の一端部５３ａにも、面ファスナー６５が設けられ、この一
端部５３ａを折り返して面ファスナー６５同士を係合させることにより、腹側部５３の一
端部５３ａを首掛け部５１に連結することも可能である。
【００３７】
　また、第２バンド５７、５７の他端部５７ｂには、ボタンホック６０ａ、６０ｂに換え
て面ファスナー６６を設けることも可能である。なお、図４に示したサスペンダー５０と
同一部材は同一符号を付して、それぞれの部材の説明は省略する。
【００３８】
　また、図７に示すように、首掛け部５１の他端部５１ｂ側には、紐からなる連結具７０
ａ、７０ｂが複数個設けられている。また、首掛け部５１の一端部５１ａ側には、面ファ
スナー７１が設けられており、この一端部５１ａを任意の連結具７０ａ、７０ｂに挿通し
た後に折り返して面ファスナー７１同士を係合させることにより、一端部５１ａと他端部
５１ｂとを連結する。なお、連結具７０ａ、７０ｂを任意に選択することで、首挿通口５
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【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明の一実施形態を示すペット用おむつパンツを装着した状態の斜視図である
。
【図２】同パンツ本体の外側を示す展開図である。
【図３】同パンツ本体の内側を示す展開図である。
【図４】同サスペンダーを示す平面図である。
【図５】同サスペンダーとパンツ本体との連結状態の背面要部を示す斜視図である。
【図６】サスペンダーの他の例を示す平面図である。
【図７】サスペンダーの他の例を示す要部平面図である。
【符号の説明】
【００４０】
１　　　ペット用おむつパンツ
２　　　パンツ本体
１０　　背中側カバー部
２０　　腹側カバー部
２５　　連結部
３０　　股下カバー部
５０　　サスペンダー
５１　　首掛け部
５１ａ　一端部
５１ｂ　他端部
５１ｃ　首挿通口
５２　　背中側部
５３　　腹側部
５３ａ　一端部
５３ｂ　他端部
５５　　縫製
６２　　縫製
６３　　面ファスナー
６５　　面ファスナー
７０ａ、７０ｂ　連結具
７１　　面ファスナー
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