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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液透過性の表面層、液不透過性の裏面層、及び該表面層と該裏面層との間に配置される
液吸収性の吸収層を備え、ペットの背中付近に配置される背当部と、該ペットの腹付近に
配置される腹当部と、前記背当部と前記腹当部との間に配置され前記ペットの股付近に配
置される股当部と、を有するペット用おむつであって、
　前記背当部に設けられ、前記股当部側と反対側又は前記股当部側に向けて凸となるよう
に形成される第１切れ込み部と、
　前記第１切れ込み部よりも前記股当部側に設けられ、前記股当部側と反対側又は前記股
当部側に向けて凸となるように形成される第２切れ込み部と、
　前記第２切れ込み部から前記第１切れ込み部に向かって延びるように形成される第１易
切開部と、を更に備えるペット用おむつ。
【請求項２】
　前記第１切れ込み部及び／又は前記第２切れ込み部は、複数の切開部と、隣り合う２つ
の前記切開部の間に設けられる非切開部と、を含んで構成される請求項１に記載のペット
用おむつ。
【請求項３】
　前記第１易切開部は、ミシン目により構成され、
　前記切開部の長さは、前記ミシン目の長さよりも長く構成される請求項２に記載のペッ
ト用おむつ。
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【請求項４】
　前記第１切れ込み部から前記背当部の端部側に延びる第２易切開部を更に備える請求項
１～３のいずれかに記載のペット用おむつ。
【請求項５】
　前記吸収層は、液吸収性を有する吸収性コアと、該吸収性コアを被覆するコアラップシ
ートと、を備えて構成され、
　前記吸収性コアは、前記腹当部及び前記股当部に配置され、
　前記コアラップシートは、前記腹当部、前記股当部及び前記背当部に配置される請求項
１～４のいずれかに記載のペット用おむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、犬やネコ等のペットに装着するペット用おむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、犬やネコ等のペットに用いられるペット用おむつが提案されている。このような
ペット用おむつは、装着時にペットの背中付近に配置される背当部と、ペットの腹付近腹
当部と、ペットの股（後足の付け根間）付近に配置される股当部と、を備え、腹当部及び
股当部に液吸収性の吸収体が配置されている。
　また、背当部に尻尾を通すための尻尾通し穴を設け、尻尾を有するペットに好適に装着
できるペット用おむつも提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、尻尾通し穴をミシン目により形成すると共に、この尻尾通し
穴を、環状部分と、この環状部分を区画する区画部分とを含んで構成したペット用おむつ
が提案されている。
　特許文献１で提案されたペット用おむつによれば、装着対象のペットの尻尾の大きさや
位置に応じて、環状部分及び区画部分を構成するミシン目を適宜切開して、この切開した
部分に尻尾を通すことで、装着対象のペットの尻尾の大きさや位置に対応して尻尾通し穴
を形成できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－７５６７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、犬やネコ等のペットは、性別によって、尿道口の位置が異なる。即ち、メス
のペットの尿道口は、後足の付け根間に位置するのに対して、オスのペットの尿道口は、
後足の付け根間よりも前方に配置される性器の先端に位置する。そのため、ペット用おむ
つを同じ種類のペットや同程度の大きさのペットに装着する場合でも、オスのペットに装
着する場合は、後足の付け根間よりも前側から排泄される尿を好適に吸収するため、吸収
体が配置された腹当部を、できるだけ身体の前側まで位置させることが好ましい。一方、
ペット用おむつをメスのペットに装着する場合は、後足の付け根間から排泄される尿を好
適に吸収するため、吸収体が配置された股下部を、できるだけ身体の後側まで（尻尾の近
くまで）位置させることが好ましい。
【０００６】
　ここで、特許文献１で提案されたペット用おむつは、尻尾の大きさや位置に応じて環状
部分における所望の位置に尻尾通し穴を形成できる。しかしながら、このペット用おむつ
では、環状部分及び区画部分のどの位置を切開しても尻尾通し穴を形成できるため、吸収
体をペットの身体の適切な位置に配置するという観点から、ペットの性別に応じた好適な
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位置に尻尾穴を形成することが難しかった。そのため、ペットの性別に応じた適切な位置
でペット用おむつを装着できない場合があった。
【０００７】
　従って、本発明は、ペットの性別に応じた適切な位置で装着できるペット用おむつを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、液透過性の表面層、液不透過性の裏面層、及び該表面層と該裏面層との間に
配置される液吸収性の吸収層を備え、ペットの背中付近に配置される背当部と、該ペット
の腹付近に配置される腹当部と、前記背当部と前記腹当部との間に配置され前記ペットの
股付近に配置される股当部と、を有するペット用おむつであって、前記背当部に設けられ
、前記股当部側と反対側又は前記股当部側に向けて凸となるように形成される第１切れ込
み部と、前記第１切れ込み部よりも前記股当部側に設けられ、前記股当部側と反対側又は
前記股当部側に向けて凸となるように形成される第２切れ込み部と、前記第２切れ込み部
から前記第１切れ込み部に向かって延びるように形成される第１易切開部と、を更に備え
るペット用おむつに関する。
【０００９】
　また、前記第１切れ込み部及び／又は前記第２切れ込み部は、複数の切開部と、隣り合
う２つの前記切開部の間に設けられる非切開部と、を含んで構成されることが好ましい。
【００１０】
　また、前記第１易切開部は、ミシン目により構成され、前記切開部の長さは、前記ミシ
ン目の長さよりも長く構成されることが好ましい。
【００１１】
　また、ペット用おむつは、前記第１切れ込み部から前記背当部の端部側に延びる第２易
切開部を更に備えることが好ましい。
【００１２】
　また、前記吸収層は、液吸収性を有する吸収性コアと、該吸収性コアを被覆するコアラ
ップシートと、を備えて構成され、前記吸収性コアは、前記腹当部及び前記股当部に配置
され、前記コアラップシートは、前記腹当部、前記股当部及び前記背当部に配置されるこ
とが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のペット用おむつによれば、ペットの性別に応じた適切な位置で装着できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態に係るペット用おむつを示す平面図である。
【図２】図１のＸ－Ｘ線断面図である。
【図３】図１のＹ－Ｙ線断面図である。
【図４】第１実施形態に係るペット用おむつの尻尾通し穴部を示す拡大平面図である。
【図５】第１実施形態のペット用おむつをメスのペットに装着した状態を示す図である。
【図６】第１実施形態のペット用おむつをオスのペットに装着した状態を示す図である。
【図７】第２実施形態のペット用おむつの尻尾通し穴部の近傍を示す平面図である。
【図８】尻尾通し穴部の変形例を示す平面図である。
【図９】尻尾通し穴部の変形例を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明のペット用おむつの好ましい各実施形態について、図面を参照しながら説
明する。
　まず、第１実施形態のペット用おむつについて、図１～図４を参照しながら説明する。
　第１実施形態のペット用おむつ１は、図１に示すように、平面視において縦長状に構成
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され、長手方向の中央部が幅方向の内方に括れた形状を有する。このペット用おむつ１は
、長手方向の一端側に配置される背当部Ａと、長手方向の他端側に配置される腹当部Ｃと
、これら背当部Ａ及び腹当部Ｃとの間に配置される股当部Ｂと、を備え、背当部Ａにペッ
トの尻尾を通すための尻尾通し穴部１００が形成されている。尻尾通し穴部１００の詳細
については、後述する。
【００１６】
　尚、本実施形態において、背当部Ａは、装着対象のペットの背中付近（背中及び尻尾部
分を含む領域）に配置される部位を示す。腹当部Ｃは、装着対象のペットの腹付近に配置
される部位を示す。股当部Ｂは、装着対象のペットの股付近（後足の付け根間及びその近
傍）に配置される部位を示す。
【００１７】
　ペット用おむつ１は、図１～図３に示すように、表面層としての表面シート２と、裏面
層３を構成する裏面シート３１及び防水シート３２と、吸収層としての吸収体４と、表面
シート２の外面側に配置される一対のサイドシート５と、一対の第１弾性部材６１と、一
対の第２弾性部材６２と、一対のファスニングテープ７と、ランディングテープ８と、を
備える。
【００１８】
　表面シート２は、図１に示すように、矩形形状に構成される。この表面シート２は、主
として、装着対象のペットの身体に当接する側の面を構成する。表面シート２としては、
有孔又は無孔の不織布や多孔性プラスティックシートを用いることができる。
【００１９】
　裏面シート３１は、図１～図３に示すように、表面シート２よりも幅広で、表面シート
２と略等しい長さの矩形形状に構成される。裏面シート３１は、ペット用おむつ１の外形
形状と一致する形状を有する。この裏面シート３１は、ペット用おむつ１の反身体側の面
を構成する。
　防水シート３２は、図２及び図３に示すように、表面シート２よりも幅広かつ裏面シー
ト３１よりも幅狭に構成される。この防水シート３２は、裏面シート３１における表面シ
ート２側の面に配置される。
　裏面シート３１及び防水シート３２としては、疎水性の不織布、不透水性のプラスティ
ックフィルム、不織布と不透水性プラスティックフィルムとのラミネートシート、耐水性
の高いメルトブローン不織布を強度の強いスパンボンド不織布で挟んだＳＭＳ不織布等を
用いることができる。
【００２０】
　以上の表面シート２、裏面シート３１及び防水シート３２は、ペット用おむつ１の背当
部Ａから腹当部Ｃに亘って配置される。
【００２１】
　吸収体４は、図４に示すように、重ね合わせられた表面シート２及び裏面層３の間に介
在配置される。吸収体４は、図１～図３に示すように、液保持性を有する吸収性コア４１
と、この吸収性コア４１を被覆するコアラップシート４２と、を備える。
　吸収性コア４１は、図１に示すように、平面視において略矩形形状に構成され、腹当部
Ｃ及び股当部Ｂに配置される。より具体的には、吸収性コア４１は、一対の側部における
股当部Ｂに対応する部分がペット用おむつ１の幅方向の内方に括れ、かつ、背当部Ａ側の
端部における中央部が凹んだ形状を有している。
【００２２】
　コアラップシート４２は、吸収性コア４１の表面シート２側及び裏面層３側にそれぞれ
配置されて、吸収性コア４１を被覆する。コアラップシート４２は、図１に示すように、
吸収性コア４１よりも大きい矩形形状に構成され、腹当部Ｃ、股当部Ｂ及び背当部Ａに配
置される。
　即ち、第１実施形態では、背当部Ａには、吸収性コア４１は配置されず、コアラップシ
ート４２のみが配置される。
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【００２３】
　吸収性コア４１としては、フラッフ状パルプに高吸収ポリマーを保持させたものを用い
ることができる。吸収性コア４１に用いられるフラッフ状パルプとしては、例えば、化学
パルプ、セルロース繊維、レーヨン、アセテート等の人工セルロース繊維が挙げられる。
高吸収ポリマーとしては、デンプン系、アクリル酸系、アミノ酸系の粒子状又は繊維状の
ポリマーが挙げられる。
　コアラップシート４２としては、ティッシュ、不織布、開口フィルム等の液透過性のシ
ートを用いることができる。
【００２４】
　一対のサイドシート５は、図１に示すように、細長い矩形形状に構成され、表面シート
２の長手方向に沿う側部の身体側にそれぞれ配置される。一対のサイドシート５の長さは
、表面シート２及び裏面シート３１の長さと略等しく構成される。一対のサイドシート５
の外側縁は、図２及び図３に示すように、裏面シート３１の側縁の位置と一致している。
一対のサイドシート５の外側縁側は、裏面シート３１の側部に接合されている。
　一対のサイドシート５の内側縁は、少なくともペット用おむつ１の長手方向の中央部に
おいて、自由端となっている。
【００２５】
　サイドシート５としては、撥水性又は疎水性を有するものが好ましく用いられ、具体的
には、スパンレース不織布、スパンボンド不織布、サーマルボンド不織布、メルトブロー
ン不織布、ニードルパンチ不織布、エアースルー不織布等の各種不織布を用いることがで
きる。不織布を構成する素材繊維としてはポリエチレン又はポリプロピレン等のオレフィ
ン系、ポリエステル系、ポリアミド系等の合成繊維の他、レーヨンやキュプラ等の再生繊
維、綿等の天然繊維を用いることができる。
【００２６】
　第１弾性部材６１は、図１及び図２に示すように、一対のサイドシート５それぞれの内
側縁近傍に配置される。より具体的には、第１弾性部材６１は、図２及び図３に示すよう
に、内側縁側で折り返されたサイドシート５の間に挟まれると共に、伸長状態でサイドシ
ート５に固定される。
　第１弾性部材６１は、ペット用おむつ１の背当部Ａから腹当部Ｃに亘って配置される。
【００２７】
　第２弾性部材６２は、図１～図３に示すように、ペット用おむつ１の長手方向ＬＤに沿
う一対の側部それぞれに配置される。より具体的には、第２弾性部材６２は、図２及び図
３に示すように、サイドシート５と裏面シート３１との間に配置される。また、第２弾性
部材６２は、伸長状態で、サイドシート５及び裏面シート３１に固定される。
　第２弾性部材６２は、ペット用おむつ１の股当部Ｂの全域、及び背当部Ａ及び腹当部Ｃ
の一部に配置される。
【００２８】
　一対のファスニングテープ７は、腹当部Ｃにおけるペット用おむつ１の幅方向ＷＤの両
側部に配置される。より具体的には、一対のファスニングテープ７は、腹当部Ｃにおける
サイドシート５及び裏面シート３１が幅方向ＷＤの外方に延出した部分に取り付けられて
おり、腹当部Ｃの両側部から幅方向の外方に延出する。ファスニングテープ７の一方の面
には、複数のフック部（図示せず）が設けられている。
　ランディングテープ８は、図１に示すように、背当部Ａの外面（裏面シート３１側の面
）に配置される。ランディングテープ８は、矩形形状に構成され、長手方向がペット用お
むつ１の幅方向ＷＤに沿うように取り付けられる。ランディングテープ８の外面には、複
数のループ部（図示せず）が設けられており、このループ部にファスニングテープ７のフ
ック部を係合させることで、ファスニングテープ７をランディングテープ８に係止させら
れる。
【００２９】
　次に、第１実施形態の尻尾通し穴部１００につき、図４を参照しながら説明する。図４
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は、第１実施形態に係る尻尾通し穴部１００を示す拡大平面図である。
　尻尾通し穴部１００は、図４に示すように、背当部Ａの幅方向ＷＤの中央部におけるコ
アラップシート４２が配置された領域に形成される。この尻尾通し穴部１００は、第１切
れ込み部１１０と、第２切れ込み部１２０と、一対の第１易切開部１３０と、を備える。
【００３０】
　第１切れ込み部１１０は、図１及び図４に示すように、ペット用おむつ１の長手方向Ｌ
Ｄにおける背当部Ａ側の端部（股当部Ｂ側と反対側）に向けて凸となるように湾曲した円
弧状（半円状）に形成される。この第１切れ込み部１１０は、図３及び図４に示すように
、背当部Ａを構成する部材（表面シート２、２枚のコアラップシート４２、防水シート３
２及び裏面シート３１）が切開されて形成された２つの切開部１１１と、これら２つの切
開部１１１の間に設けられる非切開部１１２と、を備える。
【００３１】
　２つの切開部１１１は、ペット用おむつ１の長手方向ＬＤに延びる縦中心線ＣＬ（図４
参照）に線対称の形状に形成される。非切開部１１２は、容易に切り離すことができる程
度の長さ（例えば、約３ｍｍ程度）に構成される。
　以上の第１切れ込み部１１０では、非切開部１１２を切り離すことで、２つの切開部１
１１がつながる。これにより、第１切れ込み部１１０により、円弧状（半円状）の尻尾通
し穴が形成される。
【００３２】
　第２切れ込み部１２０は、第１切れ込み部１１０よりも股当部Ｂ側に配置される。より
具体的には、第２切れ込み部１２０は、図１に示すように、背当部Ａにおける股当部Ｂと
の境界近傍に、吸収性コア４１に近接して配置される。第２切れ込み部１２０は、第１切
れ込み部１１０と同様に、ペット用おむつ１の長手方向ＬＤにおける背当部Ａ側の端部に
むけて凸となるように湾曲した円弧状（半円状）に形成される。この第２切れ込み部１２
０は、背当部Ａを構成する部材（表面シート２、２枚のコアラップシート４２、防水シー
ト３２及び裏面シート３１）が切開されて形成された２つの切開部１２１と、これら２つ
の切開部１２１の間に設けられる非切開部１２２と、を備える。
【００３３】
　２つの切開部１２１は、ペット用おむつ１の長手方向ＬＤに延びる縦中心線ＣＬに線対
称の形状に形成される。非切開部１２２は、容易に切り離すことができる程度の長さ（例
えば、約３ｍｍ程度）に構成される。
　以上の第２切れ込み部１２０では、非切開部１２２を切り離すことで、２つの切開部１
２１がつながる。これにより、第２切れ込み部１２０により、円弧状（半円状）の尻尾通
し穴が形成される。
【００３４】
　一対の第１易切開部１３０は、図４に示すように、第２切れ込み部１２０から第１切れ
込み部１１０に向かって延びる。より具体的には、一対の第１易切開部１３０は、第１切
れ込み部１１０の股当部Ｂ側の端部と、第２切れ込み部１２０の幅方向ＷＤの側部とをつ
なぐように形成される。
【００３５】
　第１実施形態では、一対の第１易切開部１３０は、背当部Ａに形成されたミシン目によ
り構成される。ミシン目それぞれの長さ（切開された部分の長さ）Ｌ１は、第１切れ込み
部１１０を構成する切開部１１１の長さ、及び第２切れ込み部１２０を構成する切開部１
２１の長さよりも短く構成される。また、ミシン目それぞれの長さＬ１は、ミシン目にお
ける非切開部分の長さＬ２よりも短く構成される。具体的には、ミシン目それぞれの長さ
Ｌ１は、３ｍｍ～５ｍｍに形成され、非切開部分の長さＬ２は、４ｍｍ～６ｍｍに形成さ
れる。
【００３６】
　以上の尻尾通し穴部１００において、第１切れ込み部１１０の幅方向ＷＤの長さＷ１は
、好ましくは２０ｍｍ～５０ｍｍである。また、第１切れ込み部１１０の長手方向ＬＤの
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長さＬ３は、好ましくは２０ｍｍ～５０ｍｍである。
　また、第２切れ込み部１２０の幅方向ＷＤの長さＷ２は、好ましくは２０ｍｍ～５０ｍ
ｍである。また、第２切れ込み部１２０の長手方向ＬＤの長さＬ４は、好ましくは２０ｍ
ｍ～５０ｍｍである。
　また、第１切れ込み部１１０と第２切れ込み部１２０との間の長さＬ５は、好ましくは
１５ｍｍ～４０ｍｍである。
【００３７】
　以上のペット用おむつ１は、第１弾性部材６１がペット用おむつ１の長手方向ＬＤに沿
って伸長状態で一対のサイドシート５に固定されている。また、第２弾性部材６２がペッ
ト用おむつ１の長手方向ＬＤに沿って、股当部Ｂにおける両側部に伸長状態で固定されて
いる。そのため、ペット用おむつ１は、自然状態（外力を付加しない状態）では、ペット
用おむつ１の長手方向ＬＤに沿う一対の側部に、長手方向ＬＤに伸縮可能な一対のレッグ
ギャザー部１１が形成される（図５及び図６参照）。また、一対のサイドシート５におけ
る自由端側が立ち上がり、サイドシート５の内面と表面シート２の外面との間に、ポケッ
ト部１２が形成される（図２参照）。
【００３８】
　次に、第１実施形態のペット用おむつ１をペットに装着した状態につき、図５及び図６
を参照しながら説明する。図５は、第１実施形態のペット用おむつ１を、ペットとしての
メスの犬に装着した状態を示す図である。図６は、第１実施形態のペット用おむつ１を、
ペットとしてのオスの犬に装着した状態を示す図である。
【００３９】
　まず、ペット用おむつ１をペットとしてのメスの犬に装着する場合について、図５を参
照しながら説明する。
　メスの犬の尿道口は、後足の付け根間に位置する。そのため、後足の付け根間から排泄
される尿を吸収体４（吸収性コア４１）により好適に吸収するため、吸収性コア４１が配
置された股当部Ｂを、できるだけ犬の身体の後側まで（尻尾の近くまで）位置させること
が好ましい。
　そこで、ペット用おむつ１をメスの犬に装着する場合には、まず、第２切れ込み部１２
０の非切開部１２２を切り離して第２切れ込み部１２０により尻尾通し穴を形成し、この
尻尾通し穴に犬の尻尾を通す。次いで、背当部Ａを犬の背中の後部に当てると共に、腹当
部Ｃを犬の後足の間から腹側に押し込む。次いで、腹当部Ｃの両側部を犬の胴回りに沿っ
て背中側に引っ張り、この腹当部Ｃに配置された一対のファスニングテープ７を、背当部
Ａの外面に配置されたランディングテープ８に係合させる。
【００４０】
　これにより、図５に示すように、吸収性コア４１を尻尾の近くまで位置させた状態で、
犬にペット用おむつ１を装着できる。また、装着対象の犬の尻尾が太い場合には、第１易
切開部１３０を第１切れ込み部１１０側に向かって切開することで（図５の矢印Ａ参照）
、好適な大きさの尻尾通し穴を形成できる。
【００４１】
　次に、ペット用おむつ１をオスの犬に装着する場合について、図６を参照しながら説明
する。
　オスの犬の尿道口は、後足の付け根間よりも前方に配置される性器の先端に位置する。
そのため、ペット用おむつ１を、オスのペットに装着する場合は、後足の付け根間よりも
前側から排泄される尿を好適に吸収するため、吸収体４（吸収性コア４１）が配置された
腹当部Ｃを、できるだけ身体の前側まで位置させることが好ましい。
　そこで、ペット用おむつ１をオスの犬に装着する場合には、まず、第１切れ込み部１１
０の非切開部１１２を切り離して第１切れ込み部１１０により尻尾通し穴を形成し、この
尻尾通し穴に犬の尻尾を通す。次いで、背当部Ａを犬の背中の後部に当てると共に、腹当
部Ｃを犬の後足の間から腹側に押し込む。次いで、腹当部Ｃの両側部を犬の胴回りに沿っ
て背中側に引っ張り、この腹当部Ｃに配置された一対のファスニングテープ７を、背当部
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Ａの外面に配置されたランディングテープ８に係合させる。
【００４２】
　このように、背当部Ａの端部側に設けた第１切れ込み部１１０に尻尾を通すことで、図
６に示すように、図５に示す状態に比して、腹当部Ｃ（吸収性コア４１）を犬の身体の前
側まで位置させた状態で、犬にペット用おむつ１を装着できる。これにより、ペット用お
むつ１を装着した場合に、腹当部Ｃにより性器の先端側まで好適に覆うことができるので
、腹当部Ｃ側からの尿の漏れを低減できる。また、装着対象の犬の尻尾が太い場合には、
第１易切開部１３０を第２切れ込み部１２０側に向かって切開することで（図６の矢印Ｂ
参照）、好適な大きさの尻尾通し穴を形成できる。
　更に、この場合、第２切れ込み部１２０が形成されている位置の近傍に犬の肛門が位置
する。そのため、犬にペット用おむつ１を装着した状態において、糞については、ペット
用おむつ１に排泄させずに対応したい場合には、第２切れ込み部１２０の非切開部１２２
を切り離して第２切れ込み部１２０を開口させることで、ペット用おむつ１を装着した状
態で、糞をペット用おむつ１の外部に排泄させられる。また、糞を排泄させるための開口
が小さい場合には、第１易切開部１３０を第１切れ込み部１１０側に向かって切開するこ
とで（図６の矢印Ｃ参照）、好適な大きさの開口を形成できる。これにより、第１切れ込
み部１１０により形成した尻尾通し穴を必要以上に大きく開口させることなく、糞をペッ
ト用おむつ１の外部に排泄させられる。
【００４３】
　以上説明した第１実施形態のペット用おむつ１によれば、以下のような作用効果を奏す
る。
【００４４】
　（１）メスの犬の尿道口は、後足の付け根間に位置するのに対して、オスの犬の尿道口
は、後足の付け根間よりも前方に配置される性器の先端に位置する。そこで、尻尾通し穴
部１００を、背当部Ａに設けた第１切れ込み部１１０と、背当部Ａにおける第１切れ込み
部１２０よりも股当部Ｂ側に設けた第２切れ込み部１２０と、を含んで構成した。これに
より、ペット用おむつ１をメスの犬に装着する場合には、股当部Ｂ側に位置する第２切れ
込み部１２０により尻尾通し穴を形成し、ペット用おむつ１をオスの犬に装着する場合に
は、第１切れ込み部１１０により尻尾通し穴を形成できる。よって、ペット用おむつ１を
メスの犬に装着する場合には、吸収性コア４１が配置された股当部Ｂを尻尾の近くまで位
置させられ、ペット用おむつ１をオスのペットに装着する場合には、吸収性コア４１が配
置された腹当部Ｃをペットの身体の前側まで位置させられるので、ペットの性別に応じた
適切な位置でペット用おむつ１を装着させられる。
【００４５】
　（２）尻尾通し穴部１００を、第２切れ込み部１２０から第１切れ込み部１１０に向け
て延びる一対の第１易切開部１３０を含んで構成した。これにより、ペット用おむつ１を
メスの犬に装着する場合に、第１易切開部１３０を第２切れ込み部１２０側から第１切れ
込み部１１０側に向けて適宜切開することで、好適な大きさの尻尾通し穴を形成できる。
よって、第２切れ込み部１２０の大きさを小さくしつつ、好適な大きさの尻尾通し穴を形
成できる。また、第２切れ込み部１２０よりも股当部Ｂ側には、尻尾通し穴を拡大させな
いので、第２切れ込み部１２０を、吸収性コア４１のより近傍に配置できる。その結果、
第２切れ込み部１２０からの尿等の漏れを低減できる。
　また、ペット用おむつ１をオスの犬に装着する場合に、第１易切開部１３０を第１切れ
込み部１１０側から第２切れ込み部１２０側に向けて適宜切開することで、好適な大きさ
の尻尾通し穴を形成できる。
　更に、ペット用おむつ１をオスの犬に装着する場合には、第２切れ込み部１２０が形成
されている位置の近傍に犬の肛門が位置する。そのため、犬にペット用おむつ１を装着し
た状態において、糞については、ペット用おむつ１に排泄させずに対応したい場合には、
第２切れ込み部１２０の非切開部１２２を切り離して第２切れ込み部１２０を開口させる
ことで、ペット用おむつ１を装着した状態で、糞をペット用おむつ１の外部に排泄させら



(9) JP 5813976 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

れる。また、糞を排泄させるための開口が小さい場合には、第１易切開部１３０を第１切
れ込み部１１０側に向かって切開することで（図６の矢印Ｃ参照）、好適な大きさの開口
を形成できる。これにより、第１切れ込み部１１０により形成した尻尾通し穴を必要以上
に大きく開口させることなく、糞をペット用おむつ１の外部に排泄させられる。
【００４６】
　（３）第１切れ込み部１１０を、２つの切開部１１１と、非切開部１１２と、を含んで
構成し、第２切れ込み部１２０を、２つの切開部１２１と、非切開部１２２と、を含んで
構成した。これにより、非切開部１１２，１２２により、第１切れ込み部１１０及び第２
切れ込み部１２０の不要な開口を防げる。よって、尻尾通し穴等に使用しない場合に第１
切れ込み部１１０及び第２切れ込み部１２０が開口することによる悪影響を防げる。
　例えば、ペット用おむつ１をオスの犬に装着する場合には、第２切れ込み部１２０が形
成されている位置の近傍に犬の肛門が位置する。ここで、第２切れ込み部１２０は、非切
開部１２２により、閉鎖状態が維持されている。これにより、ペット用おむつ１を装着し
たオスの犬が糞を排泄した場合であっても、排泄された糞が第２切れ込み部１２０から脱
出することを防止できる。
【００４７】
　（４）第１易切開部１３０をミシン目により構成し、切開部１１１，１２１の長さを、
ミシン目の長さＬ１よりも長く構成した。これにより、第１切れ込み部１１０の位置及び
第２切れ込み部１２０の位置を、第１易切開部１３０よりも視認しやすくできると共に、
第１切れ込み部１１０及び第２切れ込み部１２０を、第１易切開部１３０よりも容易に開
口させられる。よって、第１切れ込み部１１０及び第２切れ込み部１２０の位置を、ペッ
ト用おむつ１を犬に装着する飼い主に容易に認識させられるので、ペットの性別に応じた
適切な位置でペット用おむつ１を装着させられる。
【００４８】
　（５）吸収体を、吸収性コア４１と、この吸収性コア４１を被覆するコアラップシート
４２と、を含んで構成し、コアラップシート４２を、背当部Ａにも配置させた。これによ
り、第１切れ込み部１１０及び第２切れ込み部１２０が形成された位置に、コアラップシ
ート４２を配置させられる。よって、コアラップシート４２により、第１切れ込み部１１
０及び第２切れ込み部１２０から漏れ出す尿等の液体を吸収できるので、尻尾通し穴部１
００からの液体の漏れをより効果的に低減できる。
【００４９】
　次に、本発明の第２実施形態に係るペット用おむつ１について、図７を参照しながら説
明する。図７は、第２実施形態のペット用おむつ１を示す平面図である。
　尚、第２実施形態以降の説明にあたって、同一構成要件については同一符号を付し、そ
の説明を省略もしくは簡略化する。
　第２実施形態のペット用おむつ１は、尻尾通し穴部１００の構成において、第１実施形
態と異なる。
　第２実施形態では、尻尾通し穴部１００は、一対の第２易切開部１４０を更に備える。
　一対の第２易切開部１４０は、図７に示すように、第１切れ込み部１１０の幅方向ＷＤ
の側部から背当部Ａの端部側に延びる。
【００５０】
　一対の第２易切開部１４０は、背当部Ａに形成されたミシン目により構成される。ミシ
ン目それぞれの長さは、第１易切開部１３０を構成するミシン目と同じ長さに構成される
。
　また、第２実施形態では、第１切れ込み部１１０及び第２切れ込み部１２０は、非切開
部を含まず構成される。
　第２実施形態のペット用おむつ１によれば、上述した（１）、（２）、（４）及び（５
）の作用効果を奏する他、以下のような作用効果を奏する。
【００５１】
　（６）尻尾通し穴部１００を、一対の第２易切開部１４０を含んで構成した。これによ
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尻尾通し穴の大きさを、好適に調整できる。
【００５２】
　以上、本発明の好ましい各実施形態について説明したが、本発明は、上述した各実施形
態に制限されるものではなく、適宜変更が可能である。
　例えば、第１実施形態及び第２実施形態では、本発明を、一対のファスニングテープ７
とランディングテープ８とにより装着する展開型のペット用おむつ１に適用したが、これ
に限らない。即ち、本発明を、いわゆるパンツ型のペット用おむつに適用してもよい。
【００５３】
　また、第１実施形態では、第１切れ込み部１１０を、２つの切開部１１１とこれら２つ
の切開部１１１の間に設けられた非切開部１１２とにより構成し、第２切れ込み部１２０
を、２つの切開部１２１とこれら２つの切開部１２１の間に設けられた非切開部１２２と
により構成したが、これに限らない。即ち、第１切れ込み部及び第２切れ込み部を、３つ
以上の切開部と、２つ以上の非切開部とにより構成してもよい。
【００５４】
　また、図８に示すように、第２切れ込み部１２０のみを、２つの切開部１２１とこれら
２つの切開部１２１の間に設けられた非切開部１２２とにより構成し、第１切れ込み部１
１０を、非切開部を設けずに構成してもよい。
【００５５】
　また、第１実施形態及び第２実施形態では、第１切れ込み部１１０及び第２切れ込み部
１２０を、ペット用おむつ１の長手方向ＬＤにおける背当部Ａ側の端部（股当部Ｂ側と反
対側）に向けて凸となるように形成したが、これに限らない。即ち、図９に示すように、
第１切れ込み部１１０及び第２切れ込み部１２０を、股当部Ｂ側に向けて凸となるように
形成してもよい。
【００５６】
　また、第１実施形態及び第２実施形態では、第１易切開部１３０及び第２易切開部１４
０を、ミシン目により構成したが、これに限らない。即ち、第１易切開部及び第２易切開
部を、背当部Ａを構成する部材の一部（例えば、表面シート、防水シート及び裏面シート
）のみを第１易切開部及び第２易切開部の全長に亘って切開し、他の部材（例えば、コア
ラップシート）を切開せずに構成してもよい。
【符号の説明】
【００５７】
　１　ペット用おむつ
　２　表面シート（表面層）
　３　裏面層
　４　吸収体（吸収層）
　４１　吸収性コア
　４２　コアラップシート
　１１０　第１切れ込み部
　１１１　切開部
　１１２　非切開部
　１２０　第２切れ込み部
　１２１　切開部
　１２２　非切開部
　１３０　第１易切開部
　１４０　第２易切開部
　Ａ　背当部
　Ｂ　股当部
　Ｃ　腹当部
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