
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の顔面に密着可能とされかつ吸気と排気が可能な面体と、前記面体を顔面に密着
させるヘッドバンドとを備えるヘッドバンド付きマスクにおいて、
　前記ヘッドバンドが、バンドと、このバンドの長さを調整する少なくとも１つの長さ調
整環とを有し、
　前記長さ調整環は、前記バンドの両側部に沿って互いに並行して延びる第１、第２側縁
部と、前記バンドを横断して前記第１、第２側縁部の端部どうしをつなぎ前記バンドの長
さ方向において互いに対向する第１、第２端縁部と、これら第１、第２端縁部間を前記バ
ンドの長さ方向に２分するように前記第１、第２側縁部間に延びる中央支柱部とを有し、
前記各側縁部と前記第１端縁部と前記中央支柱部とが第１バンド通し孔を画成し、前記各
側縁部と前記第２端縁部と前記中央支柱部とが第２バンド通し孔を画成し、
　前記バンドは、前記長さ調整環の前記第２バンド通し孔を通過して前記中央支柱部を摺
動自在に跨いでから前記第１バンド通し孔を通過しており、
　前記第１バンド通し孔から出た前記バンドの端部は、前記ヘッドバンド付きマスクにお
いて前記長さ調整環の前記第１、第２バンド通し孔とは別のバンド挿通孔に通されて折り
返され、この折り返し部の前記端部が

前記長さ調整環に実質的に取り外し不能につながれて

10

20

JP 3840509 B2 2006.11.1

、前記第１端縁部および前記中央支柱部のいずれか
に掛け回されていて、さらに おり、
前記第１バンド通し孔の前記バンドの長さ方向における間隔が、前記第２バンド通し孔の
前記バンドの長さ方向における間隔より狭くされている一方、前記第２バンド通し孔の前



いることを特徴とするヘ
ッドバンド付きマスク。
【請求項２】
　

【請求項３】
　前記長さ調整環は、前記第１端縁部を境に前記第１バンド通し孔とは反端側に形成され
た、前記バンドを挿通可能な第３バンド通し孔を備え、前記折り返し部の前記端部は、前
記第１端縁部に掛け回 た後に前記第３バンド通し孔に通され、その通された前記端部
を折り重ねて一体化することにより前記端部が前記第３バンド通し孔から抜け出ないよう
にされて、前記長さ調整環に実質的に取り外し不能につながれている請求項１に記載のヘ
ッドバンド付きマスク。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はヘッドバンド付きマスクに関し、更に詳細には粉塵用や防毒用として使用するの
に好適なヘッドバンド付きマスクに関する。
【０００２】
【従来の技術】
防塵、防毒マスクには、面体を顔面に密着させて使用するためにヘッドバンドが装備され
ている。このヘッドバンドは、着用者の頭や首まわりに掛け回すためそれらの大きさに合
わせて長さを調整し得るような構造となっている。例えば、従来、この種のマスクにおけ
るヘッドバンドの長さ調整は、図１３に示されるように面体又は相互に接続しようとする
相手側のバンドに取り付けたバンド通し環１を用いて行われていた。
【０００３】
このバンド通し環１は、バンド２が通る開口部３を有する板状体４を備えている。この板
状体４には、開口部３の直上、即ち開口部３を形成している一平面から外れた板状体４の
一表面側にバンド掛け回し用の軸５が設けられている。言い換えれば、バンド掛け回し用
の軸５は、板状体４の一表面側に設けられ、バンド挿通用の開口部３は板状体４における
軸５の真下に位置する部位に形成されている。
【０００４】
このバンド通し環１を用いてバンド２の長さを調整する場合には、バンド２の一端側を板
状体４の開口部３に通して軸５に掛け回し、再び板状体４の開口部３を通して折り返す。
このようにバンド通し環１を介して折り返されたバンド２の一端部側が余剰部２ａとなり
、この余剰部２ａはこのバンド通し環１に向かって延びるバンド２と共に環状部材６に通
されて束ねられる。
【０００５】
また、バンド２の長さを調整する別な従来例としては、図１４に示されるように、並列し
て形成された２つの開口部７ａ、７ｂを有するバンド通し７が知られている。この使用方
法としては、バンド２を一方の開口部７ａに通し、次いで開口部７ａ、７ｂ間の桟部分７
ｃを跨いで他方の開口部７ｂに通す。バンド２とバンド通し７とは互いに摺動可能な状態
にある。
【０００６】
更に具体的には、バンド通し７の開口部７ｂから出たバンド２の一端側は、例えば面体に
設けられたバンド挿通孔８に通されて折り返される。このバンド挿通孔８を通って折り返
されたバンド２の一端部側が余剰部２ａとなり、この余剰部２ａの先端部は、バンド通し
７の２つの開口部７ａ、７ｂに既に通されているバンド２に重なるように各開口部７ａ、
７ｂに通されている。
【０００７】
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記間隔が指を入れて前記第２端縁部を把持できる大きさにされて

前記折り返し部の前記端部は、前記第１端縁部と前記中央支柱部とのいずれかに掛け回
されて重なり合い、重なり合う前記端部どうしを一体化することにより実質的に取り外し
不能につながれている請求項１に記載のヘッドバンド付きマスク。

され



【発明が解決しようとする課題】
このように、従来のマスクでは、ヘッドバンドの長さを調整したときに余剰部２ａとなる
バンドの一端側が着用者にとって邪魔になるため実質的に締め付け作用をしているバンド
に環状部材６やバンド通し７を用いて束ねていた。しかし、それでもなお余剰部２ａの先
端部は、環状部材６等から飛び出して自由に動ける状態となることが多く、着用者にとっ
てはその先端部が非常に邪魔であった。
【０００８】
余剰部２ａの先端部をそのような状態にしないように、バンドの長さ調整を行う度に環状
部材６等を移動させて余剰部２ａの端部を束ねることは非常に煩わしく、しかもそのよう
にしてしまうと、着用後に締め付け直しをする場合に、今度は余剰部２ａの端部が掴み難
くなってしまう。このように、従来のマスクには面体を顔面に密着させるまでの操作が面
倒であり、迅速にできない、という問題があった。
【０００９】
本発明の目的は、かかる従来の問題点を解決するためになされたもので、余剰部が邪魔に
なることなく、しかも面体を顔面に密着させる際のヘッドバンドの締め付け操作を迅速に
行うことができる長さ調整環を備えるヘッドバンド付きマスクを提供することにある。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明はヘッドバンド付きマスクに関し、前述した従来技術の問題を解決するために以
下のように構成されている。すなわち、本発明は、着用者の顔面に密着可能とされかつ吸
気と排気が可能な面体と、前記面体を顔面に密着させるヘッドバンドとを備えるヘッドバ
ンド付きマスクにおいて、前記ヘッドバンドが、バンドと、このバンドの長さを調整する
少なくとも１つの長さ調整環とを有し、前記長さ調整環は、前記バンドの両側部に沿って
互いに並行して延びる第１、第２側縁部と、前記バンドを横断して前記第１、第２側縁部
の端部どうしをつなぎ前記バンドの長さ方向において互いに対向する第１、第２端縁部と
、これら第１、第２端縁部間を前記バンドの長さ方向に２分するように前記第１、第２側
縁部間に延びる中央支柱部とを有し、前記各側縁部と前記第１端縁部と前記中央支柱部と
が第１バンド通し孔を画成し、前記各側縁部と前記第２端縁部と前記中央支柱部とが第２
バンド通し孔を画成し、前記バンドは、前記長さ調整環の前記第２バンド通し孔を通過し
て前記中央支柱部を摺動自在に跨いでから前記第１バンド通し孔を通過しており、前記第
１バンド通し孔から出た前記バンドの端部は、前記ヘッドバンド付きマスクにおいて前記
長さ調整環の前記第１、第２バンド通し孔とは別のバンド挿通孔に通されて折り返され、
この折り返し部の前記端部

ことを特徴とする。
【００１１】
　

【００１２】
　また、本発明のヘッドバンド付きマスクでは、長さ調整環が、第１端縁部を境に前記第
１バンド通し孔とは反端側に形成された、バンドを挿通可能な第３バンド通し孔を備え、
折り返し部の端部が、第１端縁部に掛け回 後に第３バンド通し孔に通され、その通
された端部を折り重ねて一体化することにより第３バンド通し孔から抜け出ないようにさ
れて、長さ調整環に実質的に取り外し不能につながれていることを特徴とする。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のヘッドバンド付きマスクを図に示される実施形態に基づいて更に詳細に説
明する。図１には本発明の一実施形態に係るヘッドバンド付きマスク１０が示され、図２
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は、前記第１端縁部と前記中央支柱部とのいずれかに、掛け回
わされ、重なり合う前記端部どうしを一体化することにより実質的に取り外し不能につな
がれている

本発明のヘッドバンド付きマスクは、前述した特徴を有するが、更に以下のような特徴
も有する。すなわち、折り返し部の端部は、第１端縁部と中央支柱部とのいずれかに掛け
回されて重なり合い、重なり合う前記端部どうしを一体化することにより実質的に取り外
し不能につながれていることを特徴とする。

された



にはヘッドバンド付きマスク１０の着用状態が示されている。このヘッドバンド付きマス
ク１０は、面体１１と、このヘッドバンド付きマスク１０の着用者１２の顔面に面体１１
を密着させるための長さ調節可能なヘッドバンド１３とを有する。
【００１５】
面体１１は、着用者１２の顔面に密着して口許と鼻孔の周辺とを覆う、柔軟弾性材料で形
成された覆い体１４を備え、この覆い体１４には、フィルタ取付け部が設けられ、このフ
ィルタ取付け部には吸気を濾過するフィルタ１５が交換可能に取り付けられている。この
覆い体１４の前面には、ヘッドバンド１３を面体１１に接続するヘッドバンド取付け板（
以下、取付け板と称する）１６が留め具１６ａによって取り付けられている。
【００１６】
このヘッドバンド取付け板１６は、４つの接続アーム１７、１７、１８、１８を備える十
字型をしたもので、２つの接続アーム１７は、覆い体１４を正面から見てそれぞれ左右斜
め上方に延び、また他の２つの接続アーム１８は左右斜め下方に延びている。このような
ヘッドバンド付きマスク１０は防塵用としても、或いは防毒用としても使用することがで
き、その用途に応じてフィルタの種類を選択する。
【００１７】
ヘッドバンド１３は、柔軟な材料から形成され、着用者１２の後頭部１２ａに当てること
ができるような形状をした環状部材１９と、この環状部材１９から取付け板１６の各接続
アーム１７に延びた２つの第１バンド部材２０と、取付け板１６の各接続アーム１８から
それぞれ延び、着用者１２の頸部１２ｂに掛け回される一対の第２バンド部材２１とを有
する。図１に示されるヘッドバンド付きマスク１０において、第１バンド部材２０は第１
バンド２２に長さ調整環２３を取り付けた新規な構造を有し、また第２バンド部材２１は
第２バンド３２にバックル２４を取り付けた従来技術の構造を有する。
【００１８】
ヘッドバンド１３の環状部材１９は、ポリエチレンやポリプロピレン、ポリエステル樹脂
などの非伸縮性の材料から形成され、第１、第２バンド部材２０、２１の第１、第２バン
ド２２、３２は、伸縮性又は非伸縮性の帯片から形成される。この第１、第２バンド２２
、３２については、幅や厚み、素材について特に制限がないから、従来用いられている種
々の帯片を使用することができる。代表的には、例えばゴム又はプラスチックエラストマ
ーのシートからなるものの他に、ナイロンやポリウレタン繊維からなる織り紐や編み紐、
組み紐、不織布等を挙げることができる。
【００１９】
かかる各第１バンド部材２０では、第１バンド２２の後端部２２ｂが環状部材１９に形成
されたバンド挿通孔１９ａに通されて第１バンド２２どうしで重なり合う部分を縫い合わ
せて一体化され、他方の前端部２２ａは長さ調整環２３を介して面体１１へ向かい、取付
け板１６の接続アーム１７先端に着脱可能に取り付けられたバンド支持部材１７ａのバン
ド挿通孔に摺動自在に挿通されて折り返され、長さ調整環２３に接続されている。このよ
うに接続アーム１７先端のバンド支持部材１７ａにおけるバンド挿通孔に通されて長さ調
整環２３まで折り返されている第１バンド２２の折り返し部は、第１バンド２２における
余剰部２２ｃとなる。この長さ調整環２３については、後で詳述する。
【００２０】
図１において、従来構造の各第２バンド部材２１では、それぞれの第２バンド３２におけ
る前端部３２ａが取付け板１６の２つの接続アーム１８先端に着脱可能に取り付けられた
バンド支持部材１８ａのバンド挿通孔に通されて第２バンド３２どうしで重なり合う部分
が縫い合わされ、他方の後端部３２ｂ側には、バックル２４を構成している互いに係脱可
能な第１部材２５と第２部材２６とのうちの少なくとも一方がこのバンド部材２１の長さ
を調節できるように取り付けられている。
【００２１】
バックル２４における第１部材２５にはＤ型リング２５ａが形成され、他方の第２部材２
６にはフック２６ａが形成されている。２つの部材２５、２６は、第１部材２５のＤ型リ
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ング２５ａを第２部材２６のフック２６ａに引っかけるように係合させることで連結され
、リング２５ａをフック２６ａから外せばその連結を解くことができる。
【００２２】
図３は、長さ調整環２３が取り付けられた第１バンド部材２０を部分的に示す平面図、図
４は図３における４－４線で切断して示す断面図、図５は図４の要部拡大図である。図１
、図３～図５を参照して説明すると、この長さ調整環２３は、合成樹脂や金属などで形成
され、第１バンド２２の両側部に沿って互いに並行して延びる一対の第１、第２側縁部２
３ａ、２３ｂと、第１バンド２２を横断して第１、第２側縁部２３ａ、２３ｂの各端部ど
うしをつなぎ互いに離間並行する一対の第１、第２端縁部２３ｃ、２３ｄと、これら第１
、第２端縁部２３ｃ、２３ｄ間を第１バンド２２の長さ方向において２分する中央支柱部
２３ｅとを備え、この中央支柱部２３ｅの各端部も第１、第２側縁部２３ａ、２３ｂにつ
ながっている。
【００２３】
この長さ調整環２３において、第１、第２側縁部２３ａ、２３ｂと第１端縁部２３ｃと中
央支柱部２３ｅとが第１バンド通し孔２７ａを画成し、第１、第２側縁部２３ａ、２３ｂ
と第２端縁部２３ｄと中央支柱部２３ｅとが第２バンド通し孔２７ｂを画成している。こ
のような長さ調整環２３は、第１バンド２２に摺動可能に取り付けられている。長さ調整
環２３に対して第１バンド２２の前端部２２ａが第２バンド通し孔２７ｂを通って中央支
柱部２３ｅを跨いでから第１バンド通し孔２７ａを通り抜け、第１バンド通し孔２７ａか
ら延出する第１バンド２２の前端部２２ａが、面体１１におけるバンド支持部材１７ａの
バンド挿通孔３１に摺動可能に通されて折り返されている。その折り返し部は余剰部２２
ｃであって、余剰部２２ｃの先端側は、その端部２２ａを長さ調整環２３の第１端縁部２
３ｃに掛け回し、重なり合う第１バンド２２どうしを縫合線２２ｈで一体化してループ２
２ｄを形成し、長さ調整環２３の第１端縁部２３ｃにつながれている。
【００２４】
第１バンド２２の長さ方向における第１バンド通し孔２７ａの幅（第１端縁部２３ｃと中
央支柱部２３ｅとの間隔）は、第２バンド通し孔２７ｂの幅（中央支柱部２３ｅと第２端
縁部２３ｄとの間隔）よりも狭くされている。特に、第１バンド通し孔２７ａの幅は、図
５に示されるように第１バンド２２が長さ調整環２３を中心に図の左右方向へ引っ張られ
たとき、第１バンド通し孔２７ａに挿通されている第１バンド２２における挿通部２２ｅ
の通過方向が第１バンド通し孔２７ａの開口面に対して垂直（図５において第１バンド通
し孔２７ａの開口面に対して垂直な仮想線を符号３３で示す）に近くなる程に狭くされて
いる。
【００２５】
また、長さ調整環２３における第２バンド通し孔２７ｂを画成している第２端縁部２３ｄ
は、長さ調整環２３を第１バンド２２に沿って摺動させる際の把持部として利用される。
従って、第２バンド通し孔２７ｂは、該第２バンド通し孔２７ｂに着用者１２の指を入れ
て第２端縁部２３ｄを把持し易い大きさとされていることが好ましい。
【００２６】
次に、長さ調整環２３を移動させて第１バンド部材２０の長さを調整する方法について説
明する。今、図３及び図４の状態から長さ調整環２３を第１バンド２２に沿って移動させ
て環状部材１９と面体１１におけるバンド支持部材１７ａとの間の距離を短くして第１バ
ンド部材２０を締め付ける場合には、長さ調整環２３の把持部である第２端縁部２３ｄを
指で掴み、これを矢印２８で示す右方向へ引っ張る。
【００２７】
すると、長さ調整環２３の第１端縁部２３ｃにつながれている余剰部２２ｃのループ２２
ｄが図３及び図４で見て右方向に引っ張られる。余剰部２２ｃに付与された引っ張り力は
、長さ調整環２３とバンド支持部材１７ａとの間の第１バンド２２に及ぶ。この結果、環
状部材１９とバンド支持部材１７ａとの間の第１バンド２２がバンド支持部材１７ａのバ
ンド挿通孔３１内を移動し、その移動した長さ分だけ長さ調整環２３が第１バンド２２に
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沿って矢印２８で示す方向へ移動する。
【００２８】
このように第１バンド部材２０を締め付ける場合には、長さ調整環２３を介して余剰部２
２ｃに付与された引っ張り力が、長さ調整環２３からバンド支持部材１７ａへ向かって延
びる部分の第１バンド２２に及び、この引っ張り力が第１バンド２２を長さ調整環２３の
第１バンド通し孔２７ａから積極的に引き出すことになるため、長さ調整環２３はスムー
ズに第１バンド２２の上を摺動する。
【００２９】
このような長さ調整環２３の摺動によって余剰部２２ｃの長さが増加し、これとは逆に環
状部材１９と取付け板１６のバンド支持部材１７ａとの間の第１バンド２２の実質長さが
短くなって第１バンド部材２０が締め付けられて行く。着用者１２がこのヘッドバンド付
きマスク１０を着用する際に第１バンド部材２０を締め付けると、第１バンド２２には弛
もうとする反作用力が働くことがある。この反作用力は第１バンド２２の余剰部２２ｃを
介して長さ調整環２３を矢印２８とは反対方向へ摺動させる引っ張り力となる。
【００３０】
しかし、長さ調整環２３の第２バンド通し孔２７ｂに挿通されている第１バンド２２の挿
通部２２ｆに対して、弛もうとする引っ張り力が図５で見て矢印２９方向へ作用した場合
、第１バンド２２が中央支柱部２３ｅを乗り越えて幅狭な第１バンド通し孔２７ａに入り
、その挿通部２２ｅが前述のように垂直に近くなることで形成される屈曲部２２ｇは、中
央支柱部２３ｅに圧接される。そのため、自ら弛もうとする引っ張り力のみでは長さ調整
環２３を第１バンド２２に対して摺動させることができず、結果として弛み方向への長さ
調整環２３の移動が起こらない。
【００３１】
このように、第１バンド部材２０における第１バンド２２の余剰部２２ｃは、その先端側
に形成したループ２２ｄにより長さ調整環２３の第１端縁部２３ｃにつながれていること
から、従来のように余剰部がフリーな状態となることはない。なお、この実施形態では、
第１バンド２２における余剰部２２ｃの先端側は、長さ調整環２３における第１バンド通
し孔２７ａを画成する第１端縁部２３ｃにつながれていたが、図６に示されるように余剰
部２２ｃの端部２２ａを長さ調整環２３の中央支柱部２３ｅに掛け回し、同様にループ２
２ｄを形成して該中央支柱部２３ｅにつないでもよい。
【００３２】
このヘッドバンド付きマスク１０では、長さ調整環２３をヘッドバンド１３における第１
バンド部材２０の長さを調整するために使用したが、本発明は、この第１バンド部材２０
に使用する場合に限定されない。図７～図１１は、長さ調整環２３を第２バンド部材２１
の長さを調整するために使用した例を示している。
【００３３】
図２に示されるように着用者１２の頸部１２ｂに掛け回される一対の第２バンド部材２１
にこの長さ調整環２３を使用する場合、図７及び図８に示されるように互いに係脱可能な
第１部材２５及び第２部材２６のそれぞれと取付け板１６の各接続アーム１８とをつない
でいる第２バンド３２に長さ調整環２３が介在させられる。すなわち、各第２バンド部材
２１では、図１に示されるように第２バンド３２の前端側の端部３２ａが面体１１におけ
るバンド支持部材１８ａのバンド挿通孔に通されて固定される。第２バンド３２の後端側
の端部３２ｂは、図７及び図８に示されるように長さ調整環２３に対して第２バンド通し
孔２７ｂを通って、中央支柱部２３ｅを跨いでから第１バンド通し孔２７ａを通り抜け、
バックル２４へ向かって延びている。
【００３４】
長さ調整環２３の第１バンド通し孔２７ａから出た第２バンド３２の端部３２ｂは、バッ
クル２４を構成している第１部材２５のバンド挿通孔２５ｂ及び第２部材２６のバンド挿
通孔２６ｂのいずれかに移動可能に通されて折り返されている。その折り返された部分は
余剰部３２ｃであって、余剰部３２ｃの先端側は、端部３２ｂを長さ調整環２３の第１端
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縁部２３ｃに掛け回し、重なり合う第２バンド３２どうしを縫合線３２ｈで一体化してル
ープ３２ｄを形成することにより第１端縁部２３ｃにつながれている。
【００３５】
長さ調整環２３を有する第２バンド部材２１を着用者１２の頸部１２ｂに掛け回す場合に
は、第２バンド部材２１のバックル２４を頸部１２ｂの後ろ側に回し、第１部材２５のＤ
型リング２５ａを第２部材２６のフック２６ａに引っかけるように係合させることで連結
される。その後、各第２バンド部材２１の長さ調整環２３の把持部である第２端縁部２３
ｄを指で掴み、第２バンド３２に沿って長さ調整環２３を移動させることで各第２バンド
部材２１の長さがそれぞれ短くなり、その結果、第２バンド部材２１を頸部１２ｂに締め
付けることができる。図７及び図８に示される例では、長さ調整環２３が一対の第２バン
ド部材２１の双方に設けられているが、いずれか一方の第２バンド部材２１だけに長さ調
整環２３を設けてもよい。
【００３６】
図９～図１１は、第２バンド部材２１の更に別な例を示している。この第２バンド部材２
１は、図７及び図８で示された例と異なって、バックル２４を用いる代わりに四角形状の
輪体、即ち連結環３０を継手として用いている。一対の第２バンド部材２１は、この連結
環３０によって予め接続されて実質１本の第２バンド部材２１とされている。この第２バ
ンド部材２１を着用者１２の頸部１２ｂに掛け回す場合、これを頭から被るようにして図
１１に示されるように頸部１２ｂに掛け回す。この例では、図７及び図８に示されたバッ
クル２４の第１部材２５及び第２部材２６が連結環３０に代わっただけで、連結環３０と
バンド支持部材１８ａとの間の第２バンド３２に長さ調整環２３を介在させる取付け構造
は図７及び図８に示される実施形態と同じである。
【００３７】
図１２（ａ）、図１２（ｂ）は、図１～図１１とは異なる態様の長さ調整環１２３を示す
平面図と、同図の１２ｂ－１２ｂ線切断面を示す図である。図１２（ａ）、図１２（ｂ）
では、第１バンド２２に長さ調整環１２３を摺動可能に取り付けた第１バンド部材２０の
一部を示し、図１～図１１に示す長さ調整環２３と同一又は相当する構成部分には同一の
参照符号を付けてその説明を省略する。
【００３８】
この長さ調整環１２３は、第１端縁部２３ｃを境に中央支柱部２３ｅとは反端側に第３バ
ンド通し孔１２０を備える。バンド長さ方向における第３バンド通し孔１２０の幅は、第
１バンド２２を挿通可能であり、かつ好ましくは第１バンド２２の厚みのほぼ２倍より小
さい。この第３バンド通し孔１２０は、次のようにして画成することができる。すなわち
、図３及び図４に示される長さ調整環２３において第１端縁部２３ｃを越えて第１、第２
側縁部２３ａ、２３ｂを延長し、その延長縁部１２２ａ、１２２ｂの端部間に、第１端縁
部２３ｃに並行に第３端縁部１２１を配置して端部どうしをつなぐ。このような長さ調整
環１２３を実際に製作する場合には、先に説明した長さ調整環２３と同様に合成樹脂や金
属などで一体的に形成される。
【００３９】
この長さ調整環１２３の場合、余剰部２２ｃの端部２２ａが第１端縁部２３ｃに掛け回さ
れた直後に第３バンド通し孔１２０に通される。そのため第１端縁部２３ｃに掛け回され
ている部分がこの第１端縁部２３ｃに対して強く圧接することから、ヘッドバンド１３の
通常の使用状態において第１バンド２２に作用する引っ張り力では第１端縁部２３ｃへの
掛け回し部分が該第１端縁部２３ｃに対して摺動することはなく、余剰部２２ｃの端部２
２ａが長さ調整環１２３に実質的に取り外し不能につながれる。
【００４０】
このように余剰部２２ｃの端部２２ａを第１端縁部２３ｃに掛け回した直後に第３バンド
通し孔１２０に通すことだけで、余剰部２２ｃの端部２２ａは長さ調整環１２３に実質的
に取り外し不能につながれるが、第３バンド通し孔１２０に通した端部２２ａの引き出し
長さを調整したりするときなどに、該端部２２ａが第３バンド通し孔１２０から抜け出て
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しまうことも予想される。そこで、第３バンド通し孔１２０に通された端部２２ａが抜け
出ないように、第３バンド通し孔１２０に通された後の端部２２ａを折り重ねて二重にし
、縫製（縫合線１２４）して一体化して抜け止め部１２５としておくことが好ましい。
【００４１】
また、第３バンド通し孔１２０の幅が、第１バンド２２の厚さのほぼ２倍よりも大きい場
合であっても、二重にされた端部２２ａは曲げ剛性が高くなって変形し難くなるから、第
３バンド通し孔１２０を容易に通り抜けることがなく、抜け止め部１２５として機能する
ことが可能である。特に、第３バンド通し孔１２０に通された後の端部２２ａを折り重ね
、縫製により一体化して二重にすると、図１２（ｂ）に示すように折り重ねた端部２２ａ
の端縁が縫製部を中心として、重ね合わせた他方のバンド２２表面から離れる方向に立ち
上がる。そのため端部２２ａが第３バンド通し孔１２０から抜け出ようとすると、この立
ち上がった部分が第１端縁部２３ｃに係止するため、第３バンド通し孔１２０からの余剰
部２２ｃの端部２２ａの抜け出しが一層確実に防止されるので好ましい。
【００４２】
この長さ調整環１２３を用いた第１バンド部材２０では、第１バンド部材２０の長さの調
整を、長さ調整環１２３を第１バンド２２に沿って移動させて行う他に、余剰部２２ｃの
端部２２ａの第３バンド通し孔１２０からの引き出し長さを変えることでも可能となる。
例えば、このヘッドバンド付きマスク１０の使用が長期になると、第１バンド部材２０の
第１バンド２２に劣化による伸びが生じ、長さ調整環１２３の移動だけでは調整仕切れな
い場合が生じることも考えられる。そのようなときには、余剰部２２ｃの端部２２ａを第
３バンド通し孔１２０から引き出すことにより対応することができる。
【００４３】
また、この長さ調整環１２３を使用した場合、余剰部２２ｃの端部２２ａを第３バンド通
し孔１２０から十分に引き出した後に、それを二重に折り重ねて縫製することができ、例
えば図４の例のように第１端縁部２３ｃに掛け回した状態で縫い合わせる必要がないから
、縫い合わせの作業がそれだけ容易になり、第１バンド部２０の製作が容易になる。
【００４４】
長さ調整環１２３の上述の説明では、これを第１バンド部２０に用いた場合を例としたが
、第２バンド部材２１についても図７～図１０に示す長さ調整環２３に代えて態様の異な
る長さ調整環１２３を第２バンド３２に摺動可能に取り付けて用いることができる。
【００４５】
【発明の効果】
　本発明のヘッドバンド付きマスクによれば、バンドを長さ調整環の中央支柱部を跨いで
第１及び第２バンド通し孔に通し、このバンドの一端部を面体などのバンド挿通孔に摺動
可能に通して折り返し、この折り返された端部は、長さ調整環の第１端縁部

面体を顔面に密着させる際のヘッドバンドの締め付け操作
を迅速に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のヘッドバンド付きマスクを示す斜視図である。
【図２】ヘッドバンド付きマスクを着用者に装着させて示す斜視図である。
【図３】長さ調整環を取り付けた第１バンド部材の部分平面図である。
【図４】図３の４－４線で切断して示す第１バンド部材の断面図である。
【図５】長さ調整環の第１バンド通し孔を通る第１バンドを示す部分断面図である。
【図６】第１バンドの余剰部の端部を中央支柱部につないだ長さ調整環を示す断面図であ
る。
【図７】長さ調整環を取り付けた第２バンド部材を示す正面図である。
【図８】図７の８－８線で切断して示す第２バンド部材の断面図である。
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および中央支
柱部のいずれかに掛け回され、さらに長さ調整環に実質的に取り外し不能につながれてい
ることに加えて、第１端縁部と中央支柱部との間隔よりも第２端縁部と中央支柱部との間
隔が広いから、その第２端縁部と中央支柱部との間に指を入れて第２端縁部を把持するこ
とが容易で、そのことによって



【図９】長さ調整環を取り付けた第２バンド部材の他の例を示す正面図である。
【図１０】図９の１０－１０線で切断して示す第２バンド部材の断面図である。
【図１１】第２バンド部材を着用者の頸部に掛け回して示す斜視図である。
【図１２】図１２（ａ）は、態様の異なる長さ調整環を用いた第１バンド部材の部分平面
図、図１２（ｂ）は図１２（ａ）の１２ｂ－１２ｂ線での切断断面図である。
【図１３】従来のバンド長さ調整構造を概略的に示す断面図である。
【図１４】従来の更に別のバンド長さ調整構造を概略的に示す断面図である。
【符号の説明】
１０　ヘッドバンド付きマスク
１１　面体
１２　着用者
１２ａ　後頭部
１２ｂ　頸部
１３　ヘッドバンド
１５　フィルタ取付け部
１６　ヘッドバンド取付け板
２０　第１バンド部材
２１　第２バンド部材
２２　第１バンド
２２ａ　第１バンドの前端部
２２ｂ　第１バンドの後端部
２２ｃ　第１バンドの余剰部
２２ｄ　ループ
２３、１２３　長さ調整環
２３ａ、２３ｂ　第１、第２側縁部
２３ｃ、２３ｄ　第１、第２端縁部
２３ｅ　中央支柱部
２４　バックル
２５　第１部材
２５ａ　Ｄ型リング
２５ｂ　バンド挿通孔
２６　第２部材
２６ａ　フック
２６ｂ　バンド挿通孔
２７ａ　第１バンド通し孔
２７ｂ　第２バンド通し孔
３０　連結環
３１　バンド挿通孔
３２　第２バンド
１２０　第３バンド通し孔
１２５　抜け止め部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

(12) JP 3840509 B2 2006.11.1



フロントページの続き

(56)参考文献  実開昭６０－０９７７２７（ＪＰ，Ｕ）
              特開２０００－０５４２１３（ＪＰ，Ａ）
              実開昭４８－０４５８０５（ＪＰ，Ｕ）
              特開２０００－２２００２２（ＪＰ，Ａ）
              実開平０６－０５２５４６（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A62B 18/00 - 18/08

(13) JP 3840509 B2 2006.11.1


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

