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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ほぼ環状を成す接顔パッドと、前記パッドの外周縁部に接合されたフィルタ部と、頭部
および耳部のいずれかに掛け回す掛けひもとを有する使い捨てマスクであって、
　前記接顔パッドが前記マスクの縦方向および横方向への変形に追随し得る柔軟弾性材料
によって形成されていて、０．８～３ｍｍの厚さと、０．４～３Ｎ・ｃｍの剛軟度とを有
し、
　前記フィルタ部が、少なくとも一枚の通気性シート材料からなるものであって、０．３
～３ｍｍの厚さと、０．２５～４Ｎ・ｃｍの剛軟度とを有しており、前記縦方向には前記
横方向へ互いに平行して延びる少なくとも一条の山折り部と少なくとも一条の谷折り部と
からなるひだであって、前記縦方向において互いに逆方向を向いた一対のひだが形成され
ていて、前記ひだが畳まれることによって平坦な状態にあり、かつ前記マスクの内側から
外側に向かって押されると前記ひだが伸びて前記外側に向かって山形に膨らむことが可能
であることを特徴とする前記マスク。
【請求項２】
　前記フィルタ部には、前記縦方向の中央部よりも上方に前記一対のひだの一方が形成さ
れているとともに、前記中央部よりも下方には前記一対のひだのもう一方が形成されてい
る請求項１記載のマスク。
【請求項３】
　前記接顔パッドが発泡ポリエチレンシート、発泡ポリビニルアルコールシート、不織布
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、フェルトのいずれかで形成されている請求項１または２に記載のマスク。
【請求項４】
　前記接顔パッドは、前記外周縁部が前記フィルタ部と接合する一方、内周縁部が着用者
の口許と鼻孔周囲とを納めることが可能な開口を形成しており、前記外周縁部と前記内周
縁部との間の部分に前記着用者の顔面に向かっての突出部が形成されており、前記突出部
には前記顔面の起伏に倣うことができる起伏が形成されている請求項１～３のいずれかに
記載のマスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、防じんマスクや医療用マスク等として使用するのに好適な使い捨てマスク
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種のマスクは公知である。例えば、特開平１０－５３６０号公報（特許文献
１）に開示の衛生マスクは，矩形を成す通気性のマスク本体の上方部分に山折り部と谷折
り部とを形成し、谷折り部の近傍をマスク着用者の顔に当接するもので、その谷折り部の
近傍にはノーズクリップとして作用する針金が取り付けられている。
【０００３】
　特開平１１－９９２１６号公報（特許文献２）に開示のマスクは、長方形を成すマスク
本体の長辺に平行な折り目を有するものであって、その長辺に平行に設けられた弾性部材
の両端部がマスク本体の短辺側に一体化されている。
【０００４】
　また、実用新案登録第２５３５７８２号公報（特許文献３）に開示の折りたたみ可能な
使い捨て式簡易防じんマスクは、半球状のマスク本体と接顔部とを有するもので、マスク
本体にはプリーツ状の折り目が設けられ、折り目に沿って畳んだマスク本体は接顔部で包
んだ後にマスク本体の左右両側部を係止部で止めておくことができる。
【特許文献１】特開平１０－５３６０号公報
【特許文献２】特開平１１－９９２１６号公報
【特許文献３】実用新案登録第２５３５７８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示のマスクは、フィルタ部を形成するマスク本体が平坦なもので、梱包
したときにかさばらず運搬に多くのスペースを必要とすることはないが、着用したときに
は、そのマスク本体が顔面に密着する傾向にある。顔面に密着した部分のマスク本体は、
通気性の部分として作用しないから、このマスクでは、マスク本体を大きくしても通気面
積が広くにはなり難いということがある。
【０００６】
　特許文献２に開示のマスクは、それに設けられた弾性部材が着用して山形に膨らんだマ
スク本体の横方向の変形を抑えるように作用することはあるが、マスク本体の縦方向の変
形、即ち折り目に従って畳まれるような変形を抑えることはできない。したがって、この
マスク本体は、弾性部材を有するにもかかわらず、依然として縦方向に変形してマスク着
用者の顔面に密着し易いということがある。
【０００７】
　特許文献３に開示のマスクは、フィルタとして作用するマスク本体が半球状に成形され
ているから、マスクを着用したときにマスク本体が顔面に密着するということはないが、
プリーツ状の折り目に従って畳んだマスク本体は、たわませた接顔部で包むから、そのマ
スク本体を長時間そのままにしておくと、接顔部にはたわませたことによる癖がついて、
その癖が顔面に対するフィット性を悪くするということがある。
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【０００８】
　そこで、この発明は、これら従来のマスクにおいて、梱包したときにかさばらず経済的
に運搬することが可能であり、着用したときには接顔部が顔面によく密着する一方、フィ
ルタ部は顔面に密着することがないように改良を施すことを課題にしている。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するためにこの発明が対象とするのは、環状を成す接顔パッドと、前記
パッドの外周縁部に接合されたフィルタ部と、頭部および耳部のいずれかに掛け回す掛け
ひもとを有する使い捨てマスクである。
【００１０】
　かかるマスクにおいて、この発明が特徴とするところは、次のとおりである。前記接顔
パッドは、前記マスクの縦方向および横方向への変形に追随し得る柔軟弾性材料によって
形成されていて、０．８～３ｍｍの厚さと、０．４～３Ｎ・ｃｍの剛軟度とを有している
。前記フィルタ部は、少なくとも一枚の通気性シート材料からなるものであって、０．３
～３ｍｍの厚さと、０．２５～４Ｎ・ｃｍの剛軟度とを有しており、前記縦方向には前記
横方向へ互いに平行して延びる少なくとも一条の山折り部と少なくとも一条の谷折り部と
からなるひだであって、前記縦方向において互いに逆方向を向いた一対のひだが形成され
ていて前記ひだが畳まれることによって平坦な状態にあり、かつ前記マスクの内側から外
側に向かって押されると前記ひだが伸びて前記外側に向かって山形に膨らむことが可能で
ある。
【００１１】
　請求項２に係るこの発明の実施態様において、前記フィルタ部には、前記縦方向の中央
部よりも上方に前記一対のひだの一方が形成されているとともに、前記中央部よりも下方
には前記一対のひだのもう一方が形成されている
【００１３】
　請求項３に係るこの発明の実施態様において、前記接顔パッドは、発泡ポリエチレンシ
ート、発泡ポリビニルアルコールシート、不織布、フェルトのいずれかで形成されている
。
【００１４】
　請求項４に係るこの発明の実施態様において、前記接顔パッドは、前記外周縁部が前記
フィルタ部と接合する一方、内周縁部が前記着用者の口許と鼻孔周囲とを納めることが可
能な開口を形成しており、前記外周縁部と前記内周縁部との間の部分に前記着用者の顔面
に向かっての突出部が形成されており、前記突出部には前記顔面の起伏に倣うことができ
る起伏が形成されている。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１に係るこの発明では、ひだが畳まれている状態にあるフィルタ部が平坦である
から、マスクを梱包するときにフィルタ部が山形を成している場合に比べてかさばるとい
うことがない。また、この発明に係るマスクでは、接顔パッドがマスクの縦方向及び横方
向への変形に追随し得るように柔軟弾性材料によって形成されており、平坦なフィルタ部
には縦方向において互いに逆方向を向いた一対のひだ部が形成されているので、このフィ
ルタ部をマスクの内側から外側に向かって押すと、一対のひだが伸びてフィルタ部が外側
に向かって山形に膨らむ。そのようになったフィルタ部は高い剛性を有していて、しかも
その周縁部が接顔パッドによって内側から支えられているから、元の平坦な状態に簡単に
戻るということがなく、山形に膨らんだ状態を長く維持することができる。かような状態
にあるマスクを着用すると、柔軟弾性材料からなる接顔パッドが顔面によくフィットする
一方、山形に膨らんだフィルタ部は広い面積にわたって顔面に密着して通気面積を減少さ
せるということがない。また、フィルタ部は、その厚さを厚くすることによって、フィル
タ部の剛性を高くすることができる。剛性の高い接顔パッドは、山形に膨らんだフィルタ
部の周縁部分を内側から支えて、フィルタ部が元の平坦な形に簡単に戻ることを防ぐこと
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ができる。その接顔パッドは、柔軟な発泡プラスチックで形成されることによって、顔面
に対して柔らかくフィットすることが可能になる。
【００１６】
　請求項２に係るこの発明の実施態様では、フィルタ部の縦方向における中央部の上方に
山折り部と谷折り部とからなるひだが形成されているとともに、そのひだとは逆方向を向
くように前記中央部の下方にも山折り部と谷折り部とからなるひだが形成されていること
によって、フィルタ部は、この中央部を頂部として上方と下方とに裾野が広がるように山
形に膨らむことが可能で、その中央部を外側から押されても、潰れて元の平坦な形に簡単
に戻るということがない。
【００１９】
　請求項４に係るこの発明の実施態様では、接顔パッドがマスク着用者の顔面に向かって
の突出部を有することによって、接顔パッドの顔面に対するフィット性が向上する。
 
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　添付の図面を参照して、この発明に係る使い捨てマスクの詳細を説明すると、以下のと
おりである。
【００２１】
　図１は、着用状態にあるマスク１の斜視図である。マスク１は、山形に膨らんだ通気性
のフィルタ部３と、着用者２の顔面に当接している接顔パッド４（図３，４参照）と、着
用者２の頭部に掛け回した上下各一条の掛けひも６とを有する。
【００２２】
　図２，３，４は、マスク１の外面側斜視図と、内面側斜視図と、図２のＩＶ－ＩＶ線断
面図とであって、いずれの図においても、図１に示されたマスク１がほぼ平坦となるよう
に畳まれた状態にある。
【００２３】
　フィルタ部３は、図２において長円形ないし矩形を成しており、上縁部７と、下縁部８
と、これら両縁部７，８をつなぐ両側縁部９とを有し、両側縁部９と９との間には、マス
ク１の横方向へ延びる上方山折り部１１と下方山折り部１２とが形成されている。マスク
１の縦方向において、両山折り部１１と１２との間には中央フィルタ部１３が形成されて
おり、中央フィルタ部１３の上方と下方とには、上方フィルタ部１４と下方フィルタ部１
５とが形成されている。上方フィルタ部１４と下方フィルタ部１５の側方部分には、掛け
ひも６の端部が溶着や接着等の固定手段を介して取り付けられている。
【００２４】
　接顔パッド４は、図３，４から明らかなように、平坦な環状を成しており、外周縁部１
６と内周縁部１７とを有する。外周縁部１６は、フィルタ部３の上縁部７と下縁部８と両
側縁部９とに溶着や接着等の手段を介して接合している。両側縁部９では、その接合の手
段を介して、上下の山折り部１１，１２と上下の谷折り部２１，２２とにおいて重なり合
ったフィルタ部３（図４参照）がその重なり合った状態で接顔パッド４に接合している。
また、内周縁部１７の内側には開口１８が形成されており、その開口１８の内側にはマス
ク着用者の口許と鼻孔周辺部分とを納めることができる。内周縁部１７のうちの上方部分
１９は、その鼻孔周辺部分に対するフィット性が良好となるように、マスク１の横方向中
央部において逆Ｕ字状ないし逆Ｖ字状を成している。
【００２５】
　図４におけるこれらフィルタ部３と接顔パッド４とにおいて、フィルタ部３は、中央フ
ィルタ部１３と上方フィルタ部１４とが、上方山折り部１１とその近傍に形成された上方
谷折り部２１との間に延びる上方折り込み部２４を介してつながっていて、上方ひだ２０
ａを形成している。また、中央フィルタ部１３と下方フィルタ部１５とが、下方山折り部
１２とその近傍に形成された下方谷折り部２２との間延びる下方折り込み部２６を介して
つながっていて、下方ひだ２０ｂを形成している。上方ひだ２０ａと下方ひだ２０ｂとは
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、マスク１の縦方向において互いに逆方向を向いた一対のひだを形成している。図３では
、これら上方谷折り部２１と下方谷折り部２２との一部分が開口１８の内側に現れている
。
【００２６】
　図４にはまた、フィルタ部３が膨らんだときのマスク１が仮想線で示されている。この
発明に係る実線で示されたマスク１は、開口１８に指を入れてフィルタ部３を内側から外
側に向かって押すと、上下の山折り部１１，１２のそれぞれと上下の谷折り部２１，２２
のそれぞれとが伸びて、上方ひだ２０ａと下方ひだ２０ｂとが広がり、フィルタ部３は山
形を成すように膨らむ。上方フィルタ部１４と上方折り込み部２４とは、中央フィルタ部
１３からほぼ一様な角度で斜め上方へ向かう斜面を形成し、この斜面と対称を成すように
、下方フィルタ部１５と下方折り込み部２６とが、中央フィルタ部１３からはほぼ一様な
角度で斜め下方へ向かう斜面を形成している。接顔パッド４は、フィルタ部３がこのよう
に変形することに伴い、フィルタ部３に向かって凸となるように僅かに変形する傾向にあ
る。
【００２７】
　山形に膨らんだ図４のマスク１は、接顔パッド４の開口１８をマスク着用者の口許に向
ければ、鼻孔周辺部分が逆Ｕ字状の部分１９に納まって、接顔パッド４はその内周縁部１
７が顔面にフィットする。フィルタ部３の中央フィルタ部１３は、それがマスク１の外側
から内側に向かって押されても、斜面を形成するように伸びている上方フィルタ部１４と
上方折り込み部２１および下方フィルタ部１５と下方折り込み部２６に支えられており、
しかもフィルタ部３の上縁部７と下縁部８と両側縁部９とは接顔パッド４の外周縁１６に
接合されているので、簡単には潰れることがない。しかし、このようなフィルタ部３は、
上方山折り部１１、上方谷折り部２１、下方山折り部１２、下方谷折り部２２が再現する
ように外側から手を当てれば、図４の実線の状態に畳むことができる。
【００２８】
　かようなマスク１において、フィルタ部３は、膨らんだ形状の維持が容易となるように
、一枚の通気性シートであって０．２５～４Ｎ・ｃｍの剛軟度を有するもの、または二枚
以上の通気性シートの積層体であって０．２５～４Ｎ・ｃｍの剛軟度を有するものに、上
方山折り部１１、上方谷折り部２１、下方山折り部１２、下方谷折り部２２を形成するこ
とによって得ることが好ましい。そのような剛軟度を有するフィルタ部３はまた、０．３
～３ｍｍの厚さを有していることが好ましい。通気性シートには、不織布や織布、ネット
、開孔プラスチックフィルム等を単独で、または積層して使用することができる。接顔パ
ッド４は、顔面にソフトにフィットさせるべきものであるから、柔軟弾性材料によって形
成されることが好ましく、また山形に膨らんだフィルタ部３の形状の維持に寄与し得るよ
うに０．８～３ｍｍの厚さと、０．４～３Ｎ・ｃｍの剛軟度とを有していることが好まし
い。かような接顔パッド４には、発泡ポリエチレンシートや発泡ポリビニルアルコールシ
ート、不織布、フェルト等を使用することができる。フィルタ部３と接顔パッド４の剛軟
度はＪＩＳ　Ｌ　１０９６の６．１９．２に規定のＢ法（スライド法）に準拠して測定さ
れる。マスク１における掛けひも６は、頭部に代えて耳部に掛けまわすものであってもよ
い。
【００２９】
　図５，６は、この発明の実施態様の一例を示す図３，４と同様な図である。このマスク
１では、外周縁部１６が図３と同一形状のフィルタ部３に接合する一方、内周縁部１７が
開口１８を形成している接顔パッド４の外周縁部１６と内周縁部１７との間の部分に、着
用者の顔面に向かっての突出部が形成されており、その突出部には顔面の起伏に倣うこと
ができる起伏が形成されている。このようなマスク１は、図６の如くに畳まれたときの厚
さが図４のマスク１よりも厚くなるが、着用時には顔面により良くフィットすることが可
能になる。
【００３０】
　図７もまた、この発明の実施態様の一例を示す図６と同様な図である。このマスク１で
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は、図６と同一の接顔パッド４に接合したフィルタ部３が中央フィルタ部１３と上方フィ
ルタ部１４との間に第１、第２上方山折り部１１，３１と第１、第２上方谷折り部２１，
４１とからなる上方ひだ２０ａを有し、中央フィルタ部１３と下方フィルタ部１５との間
に第１、第２下方山折り部１２，３２と第１、第２下方谷折り部２２，４２とからなる下
方ひだ２０ｂを有する。上方ひだ２０ａと下方ひだ２０ｂとは、マスク１の縦方向におい
て互いに逆方向を向いた一対のひだを形成している。この発明では、この図示例のように
、中央フィルタ部１３の上方と下方とのそれぞれに、複数の山折り部と谷折り部とを設け
ることができる。
【００３２】
　これまでの説明によって明らかなように、この発明に係る使い捨てマスク１は、フィル
タ部３が畳まれていることによって平坦でコンパクトなものになるから、それを梱包した
ときにはかさばることがなく、したがってそれを運搬するとき等に多くのスペースを必要
とすることがない。しかも、接顔パッド４は、フィルタ部３が畳まれているときに変形す
ることがないから、マスク１が長時間梱包された状態にあっても、顔面に対するフィット
性が悪くなるということがない。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　この発明によれば、梱包したときにかさばることがなく、また梱包することによって顔
面に対する密着性が悪くなるということのない使い捨てマスクの製造が可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】着用状態にある使い捨てマスクの斜視図。
【図２】使い捨てマスクの外面側斜視図。
【図３】使い捨てマスクの内面側斜視図。
【図４】図１のＩＶ－ＩＶ線断面図。
【図５】実施態様の一例を示す図３と同様な図。
【図６】実施態様の一例を示す図４と同様な図。
【図７】実施態様の一例を示す図６と同様な図。
【符号の説明】
【００３５】
　１　　使い捨てマスク
　３　　フィルタ部
　４　　接顔パッド
　６　　掛けひも
　１１　　山折り部
　１２　　山折り部
　１６　　外周縁部
　１７　　内周縁部
　１８　　開口
　２０ａ　　ひだ
　２０ｂ　　ひだ
　２０ｃ　　ひだ
　２１　　谷折り部
　２２　　谷折り部
　３１　　山折り部
　３２　　山折り部
　３５　　山折り部
　３６　　谷折り部
　４１　　谷折り部
　４２　　谷折り部
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】
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