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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーシング手段（２；１２；２２）を備えたユーザ受け入れ用システム（１；１１；２
１）であって、
　前記ケーシング手段が、
　前記ケーシング手段（２；１２；２２）の外側から内側に液体および／または湿り蒸気
を導くのに適した親水性繊維および疎水性繊維を含む材料からなる少なくとも１つの第１
の部分（３；１３；２３）と、
　前記第１の部分（３；１３；２３）の反対側に位置し、使用時に、前記体の一部と接触
するように意図されていない少なくとも１つの第２の部分（５；１５；２５）と、
　前記少なくとも１つの第１の部分（３；１３；２３）と前記少なくとも１つの第２の部
分（５；１５；２５）とを接合する第３の部分（４；１４；２４）と、
　前記第１の部分（３；１３；２３）と前記第２の部分（５；１５；２５）の間に挟まれ
た前記パッド（６）と、を備え、
　前記第１の部分が、使用時に、ユーザの体の一部に接するか、またはその近くに来るよ
うに意図されており、
　第２の部分（５；１５；２５）および／または前記第３の部分（４；１４；２４）が、
前記ケーシング手段（２；１２；２２）の内側から外側に液体および／または湿り蒸気を
導くのに適した材料からなり、
　前記パッド（６）が、前記パッド（６）の容積収縮効果によって汗および／または湿り
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蒸気を前記ケーシング手段（２；１２；２２）から排出し、前記パッド（６）の容積拡張
効果によって空気を前記ケーシング手段（２；１２；２２）の外側から内側に取り入れる
ことで、前記ケーシング手段の内側を通気することができる多孔性構造を有し,
　前記多孔性構造が、跳ね返りを伴って圧縮可能である可変容積を有し、
　前記第２の部分（１５）および／または前記第３の部分（２４）上には、前記ケーシン
グ手段（１２；２２）の内側、すなわち前記パッド（６）と外側を連結する複数の穴（１
７；２７）であって、それによって所望の通気を得るために空気が前記パッド（６）に入
ることができるとともに、先に吸収され、前記第１の部分（１３；２３）を通って外側か
ら内側に送られた汗および／または湿気が、前記第２の部分（１５）および／または前記
第３の部分（２４）を通って内側から前記ケーシング手段（１２；２２）の外方向に出る
ことができる、複数の穴（１７；２７）が設けられていることを特徴とするユーザ受け入
れ用システム（１；１１；２１）。
【請求項２】
　前記パッド（６）が、細長い形状の要素（７）の構造体を備える、請求項１に記載のユ
ーザ受け入れ用システム。
【請求項３】
　前記パッド（６）がプラスチック製である、請求項１または２に記載のユーザ受け入れ
用システム。
【請求項４】
　前記プラスチックが、約１ｋｇ／ｍ２を超える押し付けに対する抵抗を有する、請求項
３に記載のユーザ受け入れ用システム。
【請求項５】
　前記第２の部分（２５）が、液体に対して不透過性である材料からなる、請求項１から
４のいずれかに記載のユーザ受け入れ用システム。
【請求項６】
　前記第２の部分（１５）が、液体に対して透過性である材料からなる、請求項１から４
のいずれかに記載のユーザ受け入れ用システム。
【請求項７】
　前記第３の部分（４）が、前記第１の部分（３）に連結された第１の環状縁部および／
または前記第２の部分（５）に連結された第２の環状縁部、および／または前記ケーシン
グ手段（２）の迅速開閉装置を備える、請求項１から６のいずれかに記載のユーザ受け入
れ用システム。
【請求項８】
　前記ケーシング手段（２）が、ポリウレタン発泡体製であって、前記第１の部分（３）
と前記パッド（６）の間に挿入された第４の部分（９）を備える、請求項１から７のいず
れかに記載のユーザ受け入れ用システム。
【請求項９】
　前記ケーシング手段（２）が、汗および／または湿気を前記第１の部分（３）から前記
パッド（６）に吸収することをさらに促すように、また全体的には前記ケーシング手段（
２）の内側の通気を改善するのに適した別の複数の貫通穴が設けられた第４の部分（９）
を備える、請求項１から８のいずれかに記載のユーザ受け入れ用システム。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれかに記載のシステム（１１）を備える、シート（１０；１０’
）。
【請求項１１】
　シート（１４’）および背もたれ（１５’）が設けられ、前記シート（１４’）と前記
背もたれ（１５’）の間の少なくとも一方、または両方が、前記システム（１１）を備え
る、請求項１０に記載のシート。
【請求項１２】
　前記ケーシング手段（１２）の前記第１の部分（１３）が、前記ケーシング手段（１２
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）の外側から内側に液体および／または湿り蒸気を導くように構成された「プッシュプル
」織物からなり、使用時に、ユーザの体の一部と接触するように意図されており、
　前記第２の部分（１５）には、前記ケーシング手段（１２）の内側と外側を連結する複
数の穴（１７）であって、それによって所望の通気を得るために前記空気が前記ケーシン
グ手段（１２）に入ることができるとともに、先に吸収され、前記第１の部分（１３）を
通って外側から内側に送られた汗および／または湿気が、前記第２の部分（１５）を通っ
て内側から前記ケーシング手段（１２）の外方向に出ることができる複数の穴（１７）が
設けられる、請求項１０または１１に記載のシート。
【請求項１３】
　前記ケーシング手段（１２）が、ポリウレタン発泡体製であって、前記第１の部分（１
３）と前記パッド（６）との間に挿入された第４の部分（１９）を備える、請求項１２に
記載のシート。
【請求項１４】
　前記ケーシング手段（１２）が、汗および／または湿気を前記第１の部分（１３）から
前記パッド（６）に吸収することをさらに促すように、また全体的には空気が前記パッド
（６）から前記第１の部分（１３）を通ることによって前記シート（１０；１０’）の通
気を改善するのに適した別の複数の貫通穴（１７’）が設けられた第４の部分（１９）を
備える、請求項１２または１３に記載のシート。
【請求項１５】
　前記第２の部分（１５）および／または前記第３の部分（１４）が、ポリウレタン発泡
体製である、請求項１２から１４のいずれかに記載のシート。
【請求項１６】
　請求項１から７のいずれかに記載のシステム（２１）を備える靴（２０）であって、
　前記第１の部分（２３）が、使用時に、ユーザの足底とまたはその近くに接触するよう
に意図された中敷きの少なくとも一部分を形成し、
　前記第２の部分（２５）が、地面に接触するように意図された前記靴（２０）の靴底（
３２）の少なくとも一部分を形成し、
　前記第３の部分（２４）が、地面と接触するようには意図されず横方向に配置されて、
周囲に沿って、前記第１の部分（２３）と前記第２の部分（２５）を接合し、それによっ
て前記第１の部分（２３）および前記第２の部分（２５）との共働により、前記パッド（
６）を収容するチャンバを画定する、靴（２０）。
【請求項１７】
　前記第１の部分（２３）が、前記ケーシング手段（２２）の内側に液体および／または
湿り蒸気を導くように構成された「プッシュプル」織物からなり、
　前記第３の部分（２４）には、前記ケーシング手段（２２）の内側と外側を連結する複
数の穴（２７）であって、それによって所望の通気を得るために前記空気が前記ケーシン
グ手段（２２）に入ることができるとともに、先に送られた汗および／または湿気が、前
記第３の部分（２４）を通って前記ケーシング手段（２２）の外側に出ることができる、
複数の穴（２７）が設けられる、請求項１６に記載の靴（２０）。
【請求項１８】
　前記ケーシング手段（２２）が、さらに、前記第１の部分（２３）上に重ね合わされ、
かつ、使用時に、ユーザの足底と接触するように意図された別の中敷き（２８）の少なく
とも一部分を形成するスポンジ材料製の別のパッド部分（２８）を備える、請求項１６ま
たは１７に記載の靴。
【請求項１９】
　請求項１から９のいずれかに記載のシステム（１）を備えるマットレス（５０）。
【請求項２０】
　請求項１から９のいずれかに記載のシステム（１）を備える子供用ベビーカー（６０）
。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザを受け入れるためのシステム、すなわち詳細には、家具用もしくは自
動車用のマットレス、肘掛け椅子、またはソファ、クッション、パッド入りシートもしく
は背もたれ、リュックサック、運動器具、子供用ベビーカー、子供用シート（例えば車用
シートまたは幼児椅子）、単車用シートの上方に置き、もしくはこれらに組み込み、また
は靴の内側に組み込むのに使用可能なシステムに関する。特に、対象のシステムは、皮膚
を乾いた状態に保ち、皮膚から汗および湿気を除去しながら、個人の体の一部、例えば背
中または足底などを接触関係で受け入れるために使用される。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術は、使用時、ユーザの皮膚と接触して、皮膚を乾いた状態に維持することがで
きる通気性織物を含む。
【０００３】
　例えば、特許文献１から、水蒸気に対して透過性であり、液体に対して不透過性である
織物繊維の層を含む衣類用通気性織物が知られており、この場合吸収手段は、繊維の層の
側部の少なくとも一部に配置される。
【０００４】
　特許文献２は、一方側が、例えばポリエステルまたはポリプロピレン製などの疎水性織
物によって形成され、反対側が、例えば綿またはビスコースレーヨンなどのセルロース繊
維の、疎水性繊維および親水性繊維の混合体によって形成された織物を示している。
【０００５】
　特許文献３は、一緒に固定され、かつ１本のヤーンによって互いから離間した状態で維
持される第１の疎水性層および第２の親水性層を含む織物を示している。
【０００６】
　さらに、ユーザの皮膚と接触する外部層によって吸引された汗および湿気を横方向に導
くチャネルが設けられたマットレス、クッションまたはシートが、例えば特許文献４、特
許文献５、特許文献６、特許文献７および特許文献８から知られている。
【０００７】
　従来技術はまた、ユーザの皮膚が接触する衣類または対象物に関連付け可能なさまざま
な材料および／または多層構造も含む。これらの多層要素は、織物、ポリマーまたはポリ
マー発泡体から作製された複数の層を含む。層は、湿気および汗に対して透過性にも不透
過性にもなり得る。特に、少なくとも１つの透過性層と、少なくとも１つの不透過性層と
、後で外方向に導かれ、そこで例えば蒸発などによって排出される湿気および／または汗
を吸収し集める少なくとも１つの層（一般的にはポリマー製）とを作製することが知られ
ている。これらの多層要素は、皮膚によって発生した湿気および／または汗を取り除き、
除去することにより、ユーザの皮膚に直接接触する表面を乾燥させ、したがってより快適
にする目的を有する。
【０００８】
　これらの多層要素は、例えば特許文献９によって示されており、この特許は、マイクロ
ブラシ化されたポリエステルの第１の層と、水を吸収する織物（フェルト）の第２の層と
を含む、水を吸収するためのシート材料を開示している。シートは、さらに、例えばポリ
エステルおよび綿などの第３の透過性層を含むことができる。
【０００９】
　特許文献１０は、層状の織物を示しており、この織物では、体の湿気が、下側層によっ
て吸収され、次いで、毛細現象によって湿気を吸収することができる繊維を有する中間層
を経て、湿気吸収繊維および抗湿気繊維の両方を有する上側層に送られ、そこで湿気は蒸
発する。
【００１０】
　特許文献１１は、４つの層を含む皮膚のための多層保護コーティングを示しており、こ
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れらの層は、体から湿気および汗を除去する複数の細長い疎水性繊維（例えばポリエステ
ル織物）から作製された、皮膚と接触する第１の層、穿孔された疎水性材料（例えばＧＯ
ＲＥ－ＴＥＸ（登録商標））の膜層、水滴を保持し、凝縮させる多孔性発泡体の層、およ
びビニール製の外部カバリング層である。
【００１１】
　特許文献１２は、外部の不透過性層（例えばポリウレタン製）および内部の断熱層を含
むウエットスーツを開示している。可撓性であり、空気が２方向に横切ることができる三
次元ポリエステル織物が、外部層の内側に取り外し可能に取り付けられている。
【００１２】
　特許文献１３は、熱可塑性合成樹脂製の疎水性繊維および親水性繊維の混合体から作製
された２つの対向する表面層と、２つの表面層の間に挿入された親水性繊維の内部層とを
含む、汗を吸収するためのシートを開示している。
【００１３】
　特許文献１４は、液体に対して不透過性であるが、湿り蒸気に対して透過性であり、外
部層と、空気が通り抜ける開口部と、第１の層、断熱層および蒸気調節層を含む断熱シス
テムとを含む積層構造を開示している。
【００１４】
　特許文献１５では、複合体の、通気性かつ撥水性のシートは、多孔性でなく、湿り蒸気
に対して透過性であり、吸収層および反発層で両側がコーティングされた熱可塑性フィル
ムを含む。
【００１５】
　多層織物はまた、特に、汗および湿気が皮膚から織物の外部層に流れることを促すよう
に配置された、互いに異なる材料の複数の層を含む、衣料品または靴用の多層織物であり
、例えば特許文献１６、特許文献１７、特許文献１８、特許文献１９および特許文献２０
からも知られている。このようにして、織物の最も内側の層、すなわち皮膚と直接接触す
る表面は、乾いた状態に保たれる。これらの文献で開示された織物は、特に、少なくとも
１つの透過性層および／または１つの多孔性層を含み、これらの層はそれぞれ、液体が流
れ抜けること、ならびに後で外側に導かれ、そこで例えば蒸発によって排出される湿気お
よび／または汗を吸収および収集することを可能にする。
【００１６】
　特許文献２１は、ユーザが、より内部の親水性層およびより外部の疎水性層からなる外
部セクションにさらに接合される発泡体ゴムの中間穿孔層に接合された疎水性繊維の織物
と接触する、整形外科用支持体の要素を作製するための複合材料を示している。ユーザの
皮膚によって発せられた湿気は、疎水性繊維製の織物および中間層の穴を通り抜け、次い
で第１の親水性層によって分散されて、第２の疎水性層からの蒸発を増大させる。
【００１７】
　さらに、穴が設けられた、または多孔性材料（例えば発泡体またはフェルト）から作製
された少なくとも１つの層を含む積層構造によって、ユーザの皮膚に接触するように意図
された製品を作製することが知られている。
【００１８】
　特許文献２２は、例えば、足からの汗／湿気を放出させるように配置されたフェルトが
、外部靴底と足底ゾーンの間に得られた空間内に挿入される、蒸気に対して透過性を有す
る靴を開示している。
【００１９】
　特許文献２３は、コーティングを備えた積層構造を有する整形外科用機器を示しており
、このコーティングは、オープンセルから始まる多量のチャネルが設けられた材料を封入
し、このチャネルによって汗を皮膚から外方向に移動させることができる。
【００２０】
　特許文献２４は、非円形の繊維から作製され、抗菌剤が含浸された織物の層と、発泡体
材料、例えば合成樹脂の層とを含む織物を開示している。特許文献２５、特許文献２６、
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特許文献２７、特許文献２８、特許文献２９、特許文献３０、および特許文献３１は、特
許文献２４に類似し、車用シート、子供用ベビーカー、クッション、およびマットレスの
一部分を作製するために使用される織物を開示している。
【００２１】
　特許文献３２からは、ジッパ閉鎖部によって接合された２つの外部層が、内部発泡体コ
アを封入し、コアおよびカバーを別々に洗うことを可能にするマットレスカバーもまた知
られている。ジッパ閉鎖部が設けられた別のマットレスカバーは、特許文献３３から示さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２２】
【特許文献１】国際公開第２００６／０１３３１７号
【特許文献２】国際公開第２００７／０３４２０４号
【特許文献３】米国特許第５７３５１４５号明細書
【特許文献４】仏国特許発明第２７００２５２号明細書
【特許文献５】中国特許第２９１２３８４号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２００８／０１２１６７４号明細書
【特許文献７】国際公開第９９／１０１９８号
【特許文献８】中国特許第２２９３４８１号明細書
【特許文献９】英国特許第２４３９５３２号明細書
【特許文献１０】米国特許第４７７５５７５号明細書
【特許文献１１】米国特許第４６９５４９６号明細書
【特許文献１２】国際公開第２００８／１１８０７０号
【特許文献１３】欧州特許第１９６７６２６号明細書
【特許文献１４】国際公開第０１／２３１２５号
【特許文献１５】国際公開第２００６／０７６７２２号
【特許文献１６】国際公開第２００７／１０７２６４号
【特許文献１７】欧州特許第１２６６５８４号明細書
【特許文献１８】米国特許第４５３０８７３号明細書
【特許文献１９】特開平８－３０２５０６号公報
【特許文献２０】英国特許第２１３８７４５号明細書
【特許文献２１】欧州特許第０６３９３６１号明細書
【特許文献２２】欧州特許出願公開第０７９２５９４号明細書
【特許文献２３】米国特許出願公開第２００５／０１４２３３４号明細書
【特許文献２４】特開平９－１３５７１６号公報
【特許文献２５】中国特許出願公開第２０１１６９２１９号明細書
【特許文献２６】欧州特許第１１９２８８６号明細書
【特許文献２７】欧州特許第１４５４５６０号明細書
【特許文献２８】英国特許第２２４８７７４号明細書
【特許文献２９】特開２００６－１２２４１７号公報
【特許文献３０】国際公開第９４／０１６０９号
【特許文献３１】中国特許出願公開第２０１２２４２０８号明細書
【特許文献３２】米国特許第５４８８７４６号明細書
【特許文献３３】中国特許出願公開第２０１２３８８５７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
本発明の１つの目的は、汗および湿気を除去することによってユーザの皮膚を乾いた状態
に維持する可能性を備えた、ユーザを受け入れるためのシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【００２４】
　１つの利点は、構造的に簡単かつ安価なシステムを作製することである。
【００２５】
　別の利点は、その使用が有意に簡単かつ実用的であるシステムを作製することである。
【００２６】
　さらに別の利点は、ユーザの皮膚からの汗および湿気を効果的に取り除くことができ、
ユーザに対してかなりの程度の快適性を確実にするシステムを提供することである。この
利点は、空気をシステムの内方向に、および、湿気をシステムの外方向に、交互に圧送す
る効果による特効性を備えて得ることができる。
【００２７】
　さらに別の利点は、既知のさまざまな製品、例えば家具用もしくは車両用のマットレス
、肘掛け椅子、またはソファ、クッション、パッド入りシートもしくは背もたれ、リュッ
クサック、運動器具、子供用ベビーカー、子供用シート（例えば車用シートまたは幼児椅
子）、単車用シート、靴などと組み合わせて容易に使用できる多目的システムを利用でき
るようにすることである。システムは、有利には、上に載せるだけで、または既知のタイ
プの取り外し可能な連結手段（例えばひも、ベルクロ、ボタンなど）によってこれらの製
品に装着することができ、または製品に組み込むことができる。
【００２８】
　そのような目的および利点ならびにさらなるその他のものはすべて、以下に記載する特
許請求項のいずれか一項によるシステムによって達成される。
【００２９】
　本発明は、一部の非限定的な実施形態を示す添付された図面を参照してより良好に理解
おおよび実施され得る。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】対象のシステムの第１の実施形態の概略断面図である。
【図１ｂ】図１のシステムが中に組み込まれたマットレスの概略断面図である。
【図２】対象のシステムが中に組み込まれた車両用シートの部分的断面の概略側面図であ
る。
【図３】図２のシートの概略斜視図である。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ断面によるシートの背もたれの概略斜視図である。
【図５】対象のシステムが中に組み込まれる靴の概略側面図である。
【図６】図５のＶＩ－ＶＩ断面による、部分的な概略の拡大断面図である。
【図７】対象のシステムが中に組み込まれる車両用の子供用シートの概略斜視図である。
【図８】対象のシステムが中に組み込まれるシートにおける子供用ベビーカーの斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図１を参照すれば、対象のシステムの実施形態が、全体的に１で示されている。
【００３２】
　図１の特有のケースでは、システムはマットレス（既知のものであるが、図示せず）の
上側に、既知の取り付け手段を用いて、自由にまたは固定させて置く、例えば載せること
ができるクッションまたはマットレスカバーの形状である。
【００３３】
　図１ｂは、図１のシステムが中に組み込まれたマットレス５０を示し、システムは以下
で詳細に開示される。システムは、マットレス５０の内側、特にユーザが横になることが
できるゾーンに位置していることに留意されたい。
【００３４】
　システム１は、外部カバリングまたはケーシング２を備える。ケーシング２は、人体に
接触するように意図された第１の部分３を有する。第１の部分３は、液体または湿り蒸気
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をケーシングの外側から内側に導くように構成された親水性繊維および疎水性繊維を含む
（既知のタイプの）材料から作製される。特に、第１の部分３は、汗および湿気をケーシ
ング２の外側から内側に導くように構造化される。
【００３５】
　第１の部分３は、例えば衣類分野で使用されることが知られている、すなわち「プッシ
ュプル」と呼ばれる効果を及ぼすことができる織物から作製することができる。このタイ
プの織物は、前述したように、ユーザの皮膚と接触して、汗および／または湿気を吸収し
、汗および／または湿気を外方向に、これらを例えば蒸発によって取り除くことができる
場所に導く能力を有する衣料品にすでに使用されている。対象のケースでは、ケーシング
２の第１の部分３を形成することができる「プッシュプル」織物は、汗および／または湿
気を吸収し、汗および／または湿気をケーシング２の内側、すなわちシステム１の内側に
送るように構成される。
【００３６】
　本出願では、「プッシュプル」という表現は、当業者にはよく知られている、いわゆる
「プッシュプル」効果をおよぼすことができる任意の織物または材料を意味し、知られて
いるタイプのもののような単なる「プッシュプル」織物ではない。
【００３７】
　ケーシング２は、第１の部分の反対側の少なくとも第２の部分５と、第１の部分３と第
２の部分５を接合する少なくとも第３の周囲部分４とを有する。第２の部分５および／ま
たは第３の部分４は、例えばＧＯＲＥ－ＴＥＸ（登録商標）または湿り蒸気を外方向に出
し、空気を内方向に入れることができる何らかの多孔性材料などの、空気および湿気に対
して透過性である材料から作製される。ケーシング２、特にその部分４、５は、複数の穴
または微小穴（図示されていない）が設けられた通気性の穿孔された織物から作製するこ
とができる。
【００３８】
　ケーシング２は、ケーシング２が巻き付く内部パッド６を封入する。パッド６は第１の
部分３と第２の部分５の間に挿入される。ケーシング２は、パッド６から取り外すことが
でき、それにより、ケーシング２はパッド６と別々に洗うことができる。特に、ケーシン
グ２には、パッド６をケーシング２内に挿入し、そこから引き出すことができる、既知の
タイプであるが図示しない、迅速開閉装置を設けることができる。ケーシングの迅速開閉
装置は、例えば、任意選択で、第３のケーシング部分４に沿って少なくとも部分的に延び
るケーシング２の一対の長手方向フラップを取り外し可能に連結させる通常のジッパファ
スナまたは他の装置を備えることができる。いずれにせよ、ケーシング２をパッド６に一
体化させたシステム１を提供することが可能である。ケーシング２はさらに、第１の部分
３とパッド６の間に挿入されたポリウレタン発泡体の透過性層９を含むことができる。こ
の層には、さらに第１の部分３からパッド６への汗および／または湿気の吸収、したがっ
てユーザの快適性を向上させるために略垂直である複数の穴（図１および図１ｂには示さ
ず）を設けることができる。
【００３９】
　内部パッド６は、ケーシング２の内側の通気を可能にするために多孔性構造を有する。
パッドは跳ね返りによる圧縮可能な可変容積構造を有する。例として示される図１の実施
形態では、第３のケーシング部分４は、パッドの構造の容積の変動効果（「押し入れ－押
し出し」圧送効果）によって空気を入れ、湿気を排出するように作製される。換言すれば
、ケーシング２（および特にその部分３、４、５）は、パッド６が中に受け入れられる可
変容積を有する圧送チャンバまたは空洞を画定する。
【００４０】
　パッド６は、例えば、図１に見ることができる、細長い形状を備えた要素７の構成体を
備えることができる。これらの要素７は、例えば不規則に一緒に絡み合わせることができ
る。パッド６は、（例えばポリウレタンなどの）プラスチックまたは別の材料から作製す
ることができる。パッドのプラスチックは、約１ｋｇ／ｍ２を超える押し付けに対する抵
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抗を有することができる。
【００４１】
　第３の部分４は、第１の部分３に連結された環状縁部を有することができる。第３の部
分４はまた、第２の部分５に連結された別の環状縁部を有することもできる。さまざまな
ケーシング部分間の連結は、例えば通常の閉じ目のような取り外せないタイプのものでよ
い。
【００４２】
　使用時、前部の、すなわちユーザと接触する第１の部分は、汗を吸収し、親水性繊維お
よび疎水性繊維の組み合わせによる「プッシュプル」効果を活用して、汗をケーシングの
内側に導く。多孔性または空気に対して何らかの透過性である構造を有するパッド６の材
料は、ケーシング内部の通気を可能にする。システム１の周囲ゾーンに配置され、通常は
ユーザと接触しない第３のケーシング部分４は、先に吸収され、第１の部分３を通って外
側から内方向に送られた汗および／湿気が内側からケーシングの外方向に出ることを可能
にする。
【００４３】
　汗および／または湿気が出て行くことは、システム１が上に置かれているマットレス上
で自然に動くユーザによるパッドの押し付けによる圧送効果（「押し入れ－押し出し圧送
効果」）によって促すことができる。
【００４４】
　ユーザの動きは、湿り気のある空気を（部分４および５を通して）ケーシングの内側か
らケーシングの外方向に圧送し、かつ乾いた空気をケーシングの外側からケーシングの内
方向に吸引するという両方の効果を交互に引き起こす。このため、空気交換およびより良
好な通気、ならびにシステムからの汗および／または湿気の除去が可能になり、それに伴
ってユーザが感じる快適性が向上する。
【００４５】
　図示しない本発明によるシステムの他の実施形態では、圧送効果（「押し入れ－押し出
し圧送効果」）、すなわちパッド６の容積の変動は、例えば上記で開示した所望の効果を
得るために、パッド６を交互に圧縮および拡張することができる任意の空気圧式または電
気式または油圧式の駆動手段によって駆動される機械装置によって得ることができる。
【００４６】
　第３のケーシング部分４はさらに、ケーシングの外方向および内方向の両方の、液体、
特に水に対する障壁として働くことができる。あるいは、第３の部分４はまた、液体に対
して透過性にもなり得る。
【００４７】
　第２の部分５はまた、ケーシング２の内側への空気の流入に寄与することができる。さ
らに、液体、任意選択で蒸気に対しても不透過性である材料から作製することができるこ
の第２の部分５は、湿気が出ることを防止し、特に液体を保持して外側が湿ることを防止
することができる。
【００４８】
　図２および図３では、本発明によるシステム１１が中に組み込まれた車両用シート１０
が示される。
【００４９】
　シート１０は、いずれもシステム１１を備える、シート１４’および背もたれ１５’を
備える。図示しない１つの実施形態では、システム１１をシートのみまたは背もたれのみ
に組み込むことができる。
【００５０】
　図４は、人体と接触するように意図された第１の外部部分１３と、第１の部分１３の反
対側の第２の部分１５と、第１の部分１３と第２の部分１５を接合する第３の周囲部分１
４とを備えるケーシング１２を有するシステム１１が中に挿入されたシートの部分的断面
を示している。第１の部分１３は、例えば、親水性繊維および疎水性繊維が設けられた「
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プッシュプル」織物を含み、それによって汗および／または湿気を外側からケーシング１
２の内方向に導く。
【００５１】
　第２の部分１５および第３の部分１４はそれぞれ、通常はポリウレタン発泡体製のシー
トの充填本体１８の部分および射出成形によって得られた部分を含む。ケーシング１２は
、図１のシステム１の実施形態と同様に、例えば不規則に一緒に絡み合わせることができ
る細長い形状の要素７の構成体を備えるパッド６を含むチャンバまたは空洞を実質的に形
成する。パッド６はプラスチック（例えばポリエチレンなど）または別の材料から作製す
ることができる。
【００５２】
　ケーシング１２はさらに、第２の部分１５および第３の部分１４のようにこれもまたポ
リウレタン発泡体製の、第１の部分１３とパッド６の間に挿入された第４の部分１９を含
む。任意選択である第４の部分１９は、第１の部分１３が薄すぎるまたは硬すぎる場合に
ユーザの快適性をより大きくすることを確実にする。第４の部分１９は、既知のタイプの
シートで行われるように、第１の部分１３に固定することができることに留意されたい。
【００５３】
　第３の部分１４は、ケーシング１２の内側、すなわちパッド６が中に収容されるチャン
バとシート１０の外側を連結する複数の穴１７であって、それによって所望の通気を得る
ために空気が前記チャンバ内に入ることができると共に、先に吸収され、第１の部分１３
を通って外側から内側に送られた汗および／または湿気が第２の部分１５を通って内側か
らケ－シング１２の外方向に出ることができる、複数の穴を１７を含む。穴１７は、有利
には、金属材料を有さないシートの支持枠のゾーンに面するように、シート１４’の充填
本体１８の適切な位置に作製することができる。換言すれば、穴１７は、シートの金属製
の支持枠内に得られたそれぞれの穴に面する。
【００５４】
　第４の部分１９は、第１の部分１３からパッド６への汗および／または湿気の吸収を促
すように、また全体的には空気がパッド６から第１の部分１３を通ることによってシート
の通気を改善するのに適した別の複数の貫通穴１７’を含む。
【００５５】
　図示しない実施形態では、第４の部分１９は、別の複数の穴を有さず、汗および／また
は湿気の吸収は、第４の部分１９が作製される材料、すなわちポリウレタン発泡体の特性
によって得られる。
【００５６】
　この実施形態では、システム１１のケーシング１２は、シートのすでに存在する部分、
特に第１の部分１３として働くシートの外部カバーと、第２の部分１５、第３の部分１４
、および第４の部分１９を形成するその充填本体１８とを使用することによって作製され
ることに留意されたい。
【００５７】
　使用時、システム１１は、図１を参照して先に開示したものと実質的に同じ方法で作動
する。特に、前部の、すなわちユーザと接触するケーシング１２の第１の部分１３は、汗
および／または湿気を吸収し、シート１０の内側を通気することができる材料（例えばポ
リウレタン）のパッド６の内側に、別の複数の穴１７’を通して汗および／または湿気を
導く。特に、汗および／または湿気は、次いで、ケーシング１２の第２の部分１５上に設
けられた複数の穴１７を通してシート１０の外側に導かれる。汗および／または湿気の排
出は、システム１０上で自然に動くユーザによるパッド６の押し付けによる圧送効果（「
押し入れ－押し出し圧送効果」）によって促すことができる。ユーザの動きは、湿り気の
ある空気をケーシング１２の内側からケーシング１２の外方向に圧送するとともに、乾い
た空気をケーシングの外側からケーシングの内方向に吸引するという両方の効果を交互に
引き起こし、これらの圧送および吸引はいずれも、好ましくは第２の部分１５内に作製さ
れた穴１７を通して行われる。このため、空気の交換およびより良好な通気、ならびにシ
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ステム１１からの汗および／または湿気の除去が可能になり、それに伴ってシート１０に
座るユーザが感じる快適性が向上する。当業者に明らかなように、システム１１をシート
１０に組み込むことは簡単であり、追加の製造コストを生じさせない。実際には、シート
１０の充填本体１８を形成するための金型を、パッド６を受け入れることができるハウジ
ングまたはチャンバを充填本体１８内に得るように適切に変更するだけで十分である。
【００５８】
　図５では、本発明によるシステム２１が中に組み込まれた、既知のタイプの靴２０が示
されている。
【００５９】
　図６は、システム２１が中に挿入された靴の部分的断面を示しており、システム２１は
、ユーザの足と接触するように意図された第１の部分２３と、第１の部分２３の反対側に
ある第２の部分２５と、周囲に沿って第１の部分２３と第２の部分２５を接合するように
横方向に配置されるが、地面と接触するようには意図されない第３の部分２４であって、
それによって第１の部分２３および第２の部分２５との共働により、パッド６を収容する
チャンバを画定する、第３の部分２４とを含むケーシング２２を備える。第１の部分２３
は、例えば、「プッシュプル」の通気性材料または織物から作製された、すなわち親水性
繊維および疎水性繊維が設けられた中敷きであって、それによって汗および／または湿気
を靴２０の内側からケーシング２２の内側、特にパッド６内に導く、中敷きを含む。
【００６０】
　第２の部分２５は、地面と接触するように意図された靴２０の靴底３２の少なくとも一
部を形成し、第３の部分２４は、靴２０の上側３１の下方と境を接する。パッド６は、上
述し、図１、図１ｂ、および図２～図４に示したシステムの実施形態と同様に、プラスチ
ック（例えばポリエチレンなど）または別の材料から作製された、例えば不規則に一緒に
絡み合わせることができる細長い形状の要素７の構成体を備える。
【００６１】
　靴２０には、第１の部分２３上に重ね合わされ、かつ使用時、ユーザの足底との接触が
意図された別の中敷き２８の少なくとも一部を形成する発泡体材料製のパッドの別の部分
２８を設けることができる。中敷き２３および別の中敷き２８は、より良好な通気性、し
たがって靴２０の内側からケーシング２２の内側への汗および／または湿気の通過を可能
にするように穿孔される。
【００６２】
　ケーシング２２の第３の部分２４では、上述のチャンバを外部環境と連通させる複数の
穴２７が作製される。穴２７は、例えば円筒形であり、適切な傾斜に従って配置すること
ができる。
【００６３】
　使用時、システム２１は、図１を参照して先に開示したものと実質的に同じ方法で作動
する。図５および図６に見ることができるように、いずれもユーザの足底を上にのせる、
第１の層２３、すなわち（例えば穿孔された織物から作製された）中敷きおよび（例えば
これもまた穿孔された織物から作製された）別の中敷き２８は、汗および／または湿気を
吸収し、靴の内側を通気することができる材料のパッド６の内側に汗および／または湿気
を導く。汗および／または湿気は次いで、穴２７を通って靴の外側に導かれる。汗および
／または湿気が出て行くことは、ユーザが歩行中の足の自然な動きの間、足によるパッド
６の押し付けに起因する圧送効果（「押し入れ－押し出し圧送効果」）によって促すこと
ができる。ユーザの動きは、湿り気のある空気を靴の内側から靴の外方向に圧送するとと
もに、乾いた空気を靴の外側から靴の内方向に吸引するという両方の効果を交互に引き起
こし、圧送および吸引はいずれも穴２７を通して行われる。このため、空気の交換および
より良好な通気、ならびにシステムからの湿った汗蒸気の除去が可能になり、それに伴っ
てユーザが感じる快適性が向上する。パッド６は、さらに、その構造により、靴の硬度を
弱め、したがってさらにユーザにとって一層快適なものにするように衝撃吸収体としてさ
らに働くことにも留意されたい。
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【００６４】
　図７では、図２から図４のシート１０のものに類似する要素を備えて作製された、車両
において子供を運ぶためのシート１０’が示されており、したがって図２から図４のもの
とほぼ同じである。シート１０’には、システム１１が組み込まれ（上述し、図４に詳細
に示した）、シート１０’のさまざまなゾーン、特に子供が頭、背中、および下肢をのせ
る場所に配置される。そのようなゾーンは、非限定的な例として示されることが意図され
る。これらのゾーンでは、細長い要素７の構成体を備えるプラスチック製のパッド６の存
在により、皮膚によって発生した汗および／または湿気をシートの内側へと排出し、取り
除くことができ、それによってシートをより快適かつより乾燥した状態にする。上述した
システム１１とは異なり、シート１０’は、複数の穴１７が作製された第２の部分１５を
含み、この第２の部分は、ポリウレタン発泡体製ではなく、全体的にプラスチック材料製
であり適切な位置に穴を有するシート自体の硬度のある構造部分であることに留意された
い。
【００６５】
　図８では、図１のシステム１のものと類似する要素を備えて作製され、したがって同じ
番号によって示された子供用ベビーカー６０が示されており、特に第１の部分３および第
３の部分４を見ることができる。図示するベビーカーのシートはまた、上述し、図２～図
４に示したシート１０のように作製することができる。
【００６６】
　対象のシステムは、上述したように、マットレス上に効果的に置くことができ、または
車両用シートまたは靴に組み込むことができる。さらに、システムはまた、家具用の肘掛
椅子またはソファ、既知のタイプのさまざまな用途のパッド入りのシートまたは背もたれ
、クッション、リュックサック、運動器具、子供用ベビーカー、子供用シート（例えば車
用のシートもしくは幼児椅子）、単車用シートなどの上に置く、または組み込むこともで
きる。対象のシステムのすべての用途において、ケーシングをパッドとの組み込みタイプ
または取り外しタイプのものにすることが可能である。
 
 



(13) JP 5796723 B2 2015.10.21

【図１】 【図１ｂ】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(14) JP 5796723 B2 2015.10.21

【図６】

【図７】

【図８】



(15) JP 5796723 B2 2015.10.21

10

フロントページの続き

    審査官  青木　良憲

(56)参考文献  特開２００８－１１３７９８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０７３４２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０５６４０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０６５４０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０９９０３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              登録実用新案第３０５７１１６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特表２００１－５２４８５４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４３Ｂ　　　７／０８　　　　
              Ａ４３Ｂ　　１７／０８　　　　
              Ａ４７Ｃ　　２７／０８　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

