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(57)【要約】
【課題】本開示は、使用時において、着用者の顔面にお
ける違和感を抑制し易く、装着感に優れるマスクを提供
するものである。
【解決手段】マスク１は、縦方向Ｌ及び横方向Ｃを有す
るマスク本体３と、耳掛け部５とを備え、マスク本体３
は、肌対向面Ｓ１と非肌対向面Ｓ２とを備え、肌対向面
Ｓ１の一部を構成する布帛９を有し、マスク本体３は、
着用者の鼻を覆うように、横方向Ｃに沿って延在する上
端縁部３Ａから縦方向Ｌに延在し且つ合成繊維布帛から
なる鼻カバー部３９を有し、合成繊維布帛の肌対向面の
ＭＩＵ（平均摩擦係数）が０．０９～０．２０且つＭＭ
Ｄ（平均摩擦係数の変動）が０．００５～０．０１５で
あり、布帛９の肌対向面のＭＩＵが０．２５超又はＭＭ
Ｄが０．０１５超である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向及び横方向を有するマスク本体と、前記縦方向に沿って延在する前記マスク本体
の両側縁部のそれぞれから延出する耳掛け部とを備えるマスクであって、
　前記マスク本体は、肌対向面とその反対側に位置する非肌対向面とを備え、前記肌対向
面の一部を構成する布帛を有し、
　前記マスク本体は、着用者の鼻を覆うように、前記横方向に沿って延在する上端縁部か
ら前記縦方向に延在し且つ合成繊維布帛からなる鼻カバー部を有し、前記合成繊維布帛の
肌対向面のＭＩＵ（平均摩擦係数）が０．０９～０．２０且つＭＭＤ（平均摩擦係数の変
動）が０．００５～０．０１５であり、
　前記布帛の肌対向面のＭＩＵが０．２０超又はＭＭＤが０．０１５超である、
　前記マスク。
【請求項２】
　前記布帛がセルロース布帛である、請求項１に記載のマスク。
【請求項３】
　前記布帛を構成する繊維は、複数の短繊維を撚り合わせて構成されている、請求項１又
は２に記載のマスク。
【請求項４】
　前記合成繊維布帛は、複数の点状エンボス部を有し、前記複数の点状エンボス部の面積
の合計が前記合成繊維布帛の面積に対して１５～３０％であり、
　前記合成繊維布帛のＳＭＤ（表面粗さ）が２．０～４．５μｍである、請求項１～３の
いずれか一項に記載のマスク。
【請求項５】
　前記マスク本体は、使用時において、非肌対向面側に隆起するためのプリーツ構造を有
し、
　前記プリーツ構造は、前記マスク本体の前記上端縁部及び下端縁をそれぞれ構成する第
１基底部及び第２基底部と、それらの間の襞部とを備え、
　前記鼻カバー部が、前記縦方向において、前記第１基底部の、前記下端縁側の端部を越
えて延在する、請求項１～４のいずれか一項に記載のマスク。
【請求項６】
　前記マスク本体は、前記両側縁部のそれぞれにおいて、前記横方向の中央部に向かって
凹となる切欠き部が形成された、切欠き部形成領域と、前記切欠き部が形成されていない
、切欠き部非形成領域とを備え、
　前記マスク本体は、少なくとも前記両側縁部のそれぞれの前記切欠き部形成領域におい
て、前記切欠き部を非肌対向面側及び肌対向面側から覆うサイドシートを有し、
　前記マスク本体は、前記両側縁部のそれぞれの前記切欠き部非形成領域において、前記
縦方向に沿って延在する側縁部エンボス部を有し、
　前記両側縁部のそれぞれの前記切欠き部形成領域の剛性は、前記両側縁部のそれぞれの
前記切欠き部非形成領域の剛性よりも低い、請求項１～５のいずれか一項に記載のマスク
。
【請求項７】
　前記マスク本体は、前記両側縁部のそれぞれの前記切欠き部形成領域において、前記側
縁部エンボス部を有しない、請求項６に記載のマスク。
【請求項８】
　前記マスク本体は、前記布帛よりも非肌対向面側に非肌対向面側布帛が配置された積層
構造を有し、
　前記布帛は、織物であり、
　前記非肌対向面側布帛は、合成繊維布帛からなり、
　前記マスク本体は、前記両側縁部のそれぞれにおける前記切欠き部において、前記非肌
対向面側布帛が溶断されている、請求項６または７に記載のマスク。
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【請求項９】
　前記非肌対向面側布帛は、前記マスク本体の前記横方向に延びる下端縁において前記肌
対向面側に折り返された第１折り返し部を有し、
　前記第１折り返し部が、前記布帛を覆っている、請求項８に記載のマスク。
【請求項１０】
　前記布帛は、前記下端縁において前記肌対向面側に折り返された第２折り返し部を有し
、
　前記第１折り返し部の前記縦方向の長さが、前記第２折り返し部の前記縦方向の長さよ
りも長い、請求項９に記載のマスク。
【請求項１１】
　前記マスク本体は、前記縦方向の中央部において、前記横方向の少なくとも一部に延在
する補助エンボス部を有する、請求項１～１０のいずれか一項に記載のマスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、マスクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、花粉用マスクや衛生マスクなど、種々の形状のマスクが知られている。
　例えば、下記特許文献１に開示された発明は、マスク本体と、着用者の両耳又は頭部に
掛けることによって前記マスク本体を前記着用者の顔面の所定の位置に固定する紐と、前
記マスク本体における前記着用者の顔面に当接する側の面から前記着用者の顔面に向かう
方向に起立すると共に、着用時に前記着用者の鼻梁を上方から覆うノーズグリップ部と、
を有するマスクである。
【０００３】
　下記特許文献１に開示されたマスクは、前記マスク本体における前記着用者の顔面に当
接する側の面から前記着用者の顔面に向かう方向に起立するノーズグリップ部を備えるこ
とにより、着用者の口や顔面の動きによって着用当初の位置からずれるのを抑制できると
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－３０６５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に開示される従来のマスクは、使用時では、前記マスク本体における前
記着用者の顔面に当接する側の面と着用者の顔面、特に鼻の部分と密着し易いがゆえに、
着用者が、その顔面において痒みや痛みなどの違和感を覚えやすかった。特に、前記マス
ク本体における前記着用者の顔面に当接する側の面が、例えばガーゼ等、毛羽立ちを有す
ることがある布帛から構成される場合、当該布帛が着用者の顔面に刺激を与え易く、その
違和感を感取され易かった。
　そこで、本開示は、使用時において、着用者の顔面における違和感を抑制し易く、装着
感に優れるマスク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】
【０００６】
　そこで、本開示に係るマスクは、
縦方向及び横方向を有するマスク本体と、前記縦方向に沿って延在する前記マスク本体の
両側縁部のそれぞれから延出する耳掛け部とを備えるマスクであって、
　前記マスク本体は、肌対向面とその反対側に位置する非肌対向面とを備え、前記肌対向
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面の一部を構成する布帛を有し、
　前記マスク本体は、着用者の鼻を覆うように、前記横方向に沿って延在する上端縁部か
ら前記縦方向に延在し且つ合成繊維布帛からなる鼻カバー部を有し、前記合成繊維布帛の
肌対向面のＭＩＵ（平均摩擦係数）が０．０９～０．２０且つＭＭＤ（平均摩擦係数の変
動）が０．００５～０．０１５であり、
　前記布帛の肌対向面のＭＩＵが０．２０超又はＭＭＤが０．０１５超である、
　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本開示によれば、使用時において、着用者の顔面における違和感を抑制し易く、装着感
に優れるマスクを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本開示の実施形態に係るマスク１を非肌対向面Ｓ２側から見た平面図で
ある。
【図２】図２は、本開示の実施形態に係るマスク１を肌対向面Ｓ１側から見た平面図であ
る。
【図３】図３は、図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った端面図である。
【図４】図４は、セルロース布帛９の肌対向面を側面からみた電子顕微鏡写真（倍率は５
０倍）である。
【図５】図５は、鼻カバー部３９の肌対向面を側面からみた電子顕微鏡写真（倍率は５０
倍）である。
【図６】図６は、鼻カバー部３９の肌対向面を上方からみた電子顕微鏡写真（倍率は２０
倍）である。
【図７】図７は、本開示の実施形態に係るマスク１の着用状態を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
［態様１］
　縦方向及び横方向を有するマスク本体と、前記縦方向に沿って延在する前記マスク本体
の両側縁部のそれぞれから延出する耳掛け部とを備えるマスクであって、
　前記マスク本体は、肌対向面とその反対側に位置する非肌対向面とを備え、前記肌対向
面の一部を構成する布帛を有し、
　前記マスク本体は、着用者の鼻を覆うように、前記横方向に沿って延在する上端縁部か
ら前記縦方向に延在し且つ合成繊維布帛からなる鼻カバー部を有し、前記合成繊維布帛の
肌対向面のＭＩＵ（平均摩擦係数）が０．０９～０．２０且つＭＭＤ（平均摩擦係数の変
動）が０．００５～０．０１５であり、
　前記布帛の肌対向面のＭＩＵが０．２０超又はＭＭＤが０．０１５超である、
　前記マスク。
【００１０】
　本態様のマスクは、前記マスク本体において、着用者の鼻を覆うように配置され且つ所
定の摩擦特性を有する合成繊維布帛からなる鼻カバー部を備えるので、当該鼻カバー部が
着用者の顔面、特に鼻の部分に接触しても、当該部分に刺激を与えにくい。また、前記本
態様のマスクは、前記マスク本体において、前記鼻カバー部を備えることにより、前記合
成繊維布帛よりもＭＩＵ又はＭＭＤが高く、着用者の顔面に触れたときに当該顔面に刺激
を与え易い前記布帛が、着用者の顔面、特に鼻の部分に直接接触することを抑制し易い。
したがって、本態様のマスクは、着用者の顔面における違和感を抑制し易く、装着感に優
れる。
【００１１】
［態様２］
　前記布帛がセルロース布帛である、態様１に記載のマスク。
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【００１２】
　本態様のマスクは、前記布帛がセルロース布帛からなるので、マスク本体の吸湿性を確
保し易く、装着感に優れる。
【００１３】
［態様３］
　前記布帛を構成する繊維は、複数の短繊維を撚り合わせて構成されている、態様１又は
２に記載のマスク。
【００１４】
　本態様のマスクは、前記布帛を構成する繊維が、複数の短繊維を撚り合わせて構成され
ているので、前記短繊維の繊維端や前記短繊維を撚り合わせて構成された繊維束からはみ
出た短繊維が、当該布帛における肌対向面から着用者の顔面が存在する方向に突出し易く
、着用者の顔面、特に鼻の部分にチクチク感等の刺激を与え易い。しかし、本態様のマス
クは、前記構成を有する鼻カバー部を所定の位置に備えるので、マスク本体がこのように
着用者の顔面、特に鼻の部分に刺激を与え易い質感の前記布帛により構成されていても、
着用者の顔面における違和感を抑制し易く、装着感に優れる。
【００１５】
［態様４］
　前記合成繊維布帛は、複数の点状エンボス部を有し、前記複数の点状エンボス部の面積
の合計が前記合成繊維布帛の面積に対して１５～３０％であり、
　前記合成繊維布帛のＳＭＤ（表面粗さ）が２．０～４．５μｍである、態様１～３のい
ずれかに記載のマスク。
【００１６】
　本態様のマスクは、鼻カバー部を構成する前記合成繊維布帛が複数の点状エンボス部が
設けられているにもかかわらず所定の範囲内のＳＭＤを有するので、前記マスクの使用開
始の段階において、前記鼻カバー部の凹凸感を着用者に感取され難く、着用者の顔面にお
ける違和感を抑制し易い。また、前記マスクは、所定の点状エンボス部を複数有するので
、前記鼻カバー部を構成する前記合成繊維布帛の毛羽立ちを抑制し易く、特に使用時間が
一定程度経過しても、毛羽立ちが抑制された状態を維持し易く、着用者の顔面における違
和感を抑制し易い。したがって、本態様のマスクは、使用開始段階及び使用開始から一定
程度時間が経過した段階のいずれにおいても、着用者の顔面における違和感を抑制し易く
、装着感に優れる。
【００１７】
［態様５］
　前記マスク本体は、使用時において、非肌対向面側に隆起するためのプリーツ構造を有
し、
　前記プリーツ構造は、前記マスク本体の前記上端縁部及び下端縁をそれぞれ構成する第
１基底部及び第２基底部と、それらの間の襞部とを備え、
　前記鼻カバー部が、前記縦方向において、前記第１基底部の、前記下端縁側の端部を越
えて延在する、態様１～４のいずれかに記載のマスク。
【００１８】
　本態様のマスクは、前記鼻カバー部と前記プリーツ構造とが所定の位置関係にあるので
、前記布帛が着用者の顔面に触れることをより抑制し易く、着用者の顔面における違和感
をより確実に抑制し易い。
【００１９】
［態様６］
　前記マスク本体は、前記両側縁部のそれぞれにおいて、前記横方向の中央部に向かって
凹となる切欠き部が形成された、切欠き部形成領域と、前記切欠き部が形成されていない
、切欠き部非形成領域とを備え、
　前記マスク本体は、少なくとも前記両側縁部のそれぞれの前記切欠き部形成領域におい
て、前記切欠き部を非肌対向面側及び肌対向面側から覆うサイドシートを有し、
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　前記マスク本体は、前記両側縁部のそれぞれの前記切欠き部非形成領域において、前記
縦方向に沿って延在する側縁部エンボス部を有し、
　前記両側縁部のそれぞれの前記切欠き部形成領域の剛性は、前記両側縁部のそれぞれの
前記切欠き部非形成領域の剛性よりも低い、態様１～５のいずれかに記載のマスク。
【００２０】
　本態様のマスクは、前記プリーツ構造及び前記構成を有する側縁部エンボス部により、
使用時において、前記マスク本体の立体構造の保形性を維持し易いと共に、前記切欠き部
を備えることにより、当該切欠き部が変形誘導の起点となるので、使用時において、マス
ク本体の顔面へのフィット性を高め易い。
　また、本態様のマスクは、前記マスク本体が、少なくとも前記両側縁部のそれぞれの前
記切欠き部形成領域において、前記切欠き部を前記非肌対向面側及び肌対向面側から覆う
サイドシートを備えるので、切欠き部が着用者の顔面に直接触れることを抑制し易いと共
に、前記切欠き部形成領域の剛性は、前記切欠き部非形成領域の剛性よりも低く構成され
ているので、当該切欠き部形成領域が着用者の顔面に触れても、着用者の顔面における違
和感を抑制し易い。
　以上より、本態様のマスクは、使用時において、マスク本体の顔面へのフィット性を高
めつつ、着用者の顔面における違和感をより確実に抑制し易い。
【００２１】
［態様７］
　前記マスク本体は、前記両側縁部のそれぞれの前記切欠き部形成領域において、前記側
縁部エンボス部を有しない、態様６に記載のマスク。
【００２２】
　前記切欠き部形成領域が着用者の顔面に触れても、当該部分が前記側縁部エンボス部を
有しないので、本態様のマスクは、着用者の顔面に刺激を与えにくく、着用者の顔面にお
ける違和感をより確実に抑制し易い。
【００２３】
［態様８］
　前記マスク本体は、前記布帛よりも非肌対向面側に非肌対向面側布帛が配置された積層
構造を有し、
　前記布帛は、織物であり、
　前記非肌対向面側布帛は、合成繊維布帛からなり、
　前記マスク本体は、前記両側縁部のそれぞれにおける前記切欠き部において、前記非肌
対向面側布帛が溶断されている、態様６または７に記載のマスク。
【００２４】
　前記布帛は、織物であるので吸湿性を維持しつつ通気性を有するので蒸れにくい。さら
に、前記マスク本体は、前記両側縁部のそれぞれにおける前記切欠き部において、前記非
肌対向面側布帛が溶断されているので、当該溶断部分において前記非肌対向面側布帛と前
記布帛とが溶着し、両布帛の位置ずれを抑制し易いと共にマスクの強度をより確実に確保
し易く、前記マスク本体の立体構造の保形性を維持し易いので、マスク本体の顔面へのフ
ィット性をより確実に確保し易く、着用者の顔面における違和感をより確実に抑制し易い
。
【００２５】
［態様９］
　前記非肌対向面側布帛は、前記マスク本体の前記横方向に延びる下端縁において前記肌
対向面側に折り返された第１折り返し部を有し、
　前記第１折り返し部が、前記布帛を覆っている、態様８に記載のマスク。
【００２６】
　上記下端縁部近傍において、前記布帛が前記非肌対向面側布帛に覆われているので、上
記下端縁部近傍において、前記布帛が着用者の顔面に直接接触し難く、本態様のマスクは
、着用者の顔面における違和感をより確実に抑制し易い。
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【００２７】
［態様１０］
　前記布帛は、前記下端縁において前記肌対向面側に折り返された第２折り返し部を有し
、
　前記第１折り返し部の前記縦方向の長さが、前記第２折り返し部の前記縦方向の長さよ
りも長い、態様９に記載のマスク。
【００２８】
　上記下端縁部近傍における剛性が増すのでマスク本体の立体構造の保形性が高まり、本
態様のマスクは、マスク本体の顔面へのフィット性をより確実に確保し確保し易く、着用
者の顔面における違和感をより確実に抑制し易い。
【００２９】
［態様１１］
　前記マスク本体は、前記縦方向の中央部において、前記横方向の少なくとも一部に延在
する補助エンボス部を有する、態様１～１０のいずれかに記載のマスク。
【００３０】
　前記補助エンボス部により前記マスク本体の立体構造の保形性をより一層維持し易いの
で、本態様のマスクは、マスク本体の顔面へのフィット性をより確実に確保し易く、着用
者の顔面における違和感をより確実に抑制し易い。
【００３１】
　以下、本開示のマスクの好適な実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する
。なお、本開示においては、特に断りのない限り、「水平面上に置いた対象物（例えば、
マスク等）を、垂直方向の上方側から対象物の厚さ方向に見ること」を、単に「平面視」
といい、さらに、当該平面視による図を「平面図」という。
【００３２】
　本開示において用いる各種方向等については、特に断りのない限り、以下のとおりであ
る。
【００３３】
　本明細書において、「縦方向」は「平面視における矩形状の対象物の上下の方向」を指
し、「横方向」は「平面視における矩形状の対象物の左右の方向」を指し、「厚さ方向」
は「水平面上に置いた対象物に対して垂直方向」を指す。これらの縦方向、横方向及び厚
さ方向は、それぞれ互いに直交する関係にある。
　また、「平面方向」とは、対象物の縦方向及び横方向からなる平面が延在する方向を指
すものとする。
【００３４】
　また、本明細書では、特に断りのない限り、対象物（例えば、マスク等）の厚さ方向に
おいて、「対象物の着用時に、着用者の肌面に対して相対的に近位側」を「肌対向面側」
といい、「対象物の着用時に、着用者の肌面に対して相対的に遠位側」を「非肌対向面側
」という。なお、本明細書においては、対象物を構成する各種部材（例えば、マスク本体
、マスク本体の肌対向面の一部を構成する布帛、非肌対向面側布帛等）の「肌対向面側の
表面」及び「非肌対向面側の表面」を、それぞれ単に「肌対向面」及び「非肌対向面」と
いう。
【００３５】
［実施形態］
　図１は、本開示の実施形態に係るマスク１を非肌対向面Ｓ２側から見た平面図である。
図２は、本開示の実施形態に係るマスク１を肌対向面Ｓ１側から見た平面図である。図３
は、図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿った端面図である。図４は、セルロース布帛９の肌対向
面を側面からみた電子顕微鏡写真（倍率は５０倍）である。図５は、鼻カバー部３９の肌
対向面を側面からみた電子顕微鏡写真（倍率は５０倍）である。図６は、鼻カバー部３９
の肌対向面を上方からみた電子顕微鏡写真（倍率は２０倍）である。図７は、本開示の実
施形態に係るマスク１の着用状態を示す模式図である。
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【００３６】
　図１～３に示すように、本実施形態に係るマスク１は、マスク本体３と、マスク本体３
の両側縁部３ｃ、３ｃのそれぞれから延出する耳掛け部５、５とを備える。着用者がマス
ク１を着用する際には、マスク本体３を着用者の顔面に対向するようにあてがい、着用者
の両耳のそれぞれに耳掛け部５を掛けて装着される。
【００３７】
［マスク本体］
　図１及び２に示すように、マスク本体３は、縦方向（Ｌ）と横方向（Ｃ）とを有し、着
用前（未使用）の状態において、平面視にて横方向（Ｃ）に長尺な矩形形状を有している
。また、マスク本体３は、肌対向面Ｓ１と、肌対向面Ｓ１とは反対側に位置する非肌対向
面Ｓ２とを備える。
【００３８】
　本実施形態において、マスク本体３を構成する基材シート７は、マスク本体３の肌対向
面Ｓ１の一部を構成するセルロース布帛９（本開示においては、「布帛」又は「マスク本
体の肌対向面の一部を構成する布帛」と称することがある。）と非肌対向面Ｓ２を構成す
る合成繊維布帛１１（本開示においては、「非肌対向面側布帛」と称することがある。）
との２層構造を有する。
　本開示におけるマスク本体の肌対向面の一部を構成する布帛は、吸湿性、通気性や肌触
りの良好な材料を適宜選択して形成することができるが、例えば打ち込み本数８０～１２
０本のガーゼ、木綿布、等セルロース系繊維からなる織物、編物又は不織布からなるシー
ト材料から形成されることが特に好ましい。
【００３９】
　本開示におけるマスク本体の肌対向面の一部を構成する布帛は、当該布帛の肌対向面の
ＭＩＵ（平均摩擦係数）が０．２０超又はＭＭＤ（平均摩擦係数の変動）が０．０１５超
である。
　当該布帛の肌対向面のＭＩＵは、着用者が布帛の肌対向面を擦るときに感取する滑り易
さ又は滑り難さの指標であり、この値が大きくなるほど、着用者がその滑り難さを感取し
易い。また、当該布帛の肌対向面のＭＭＤは、着用者が布帛の肌対向面を擦るときに感取
する滑らかさ又はざらつき感の指標であり、この値が大きくなるほど、着用者がそのざら
つき感を感取し易い。
　本開示におけるマスク本体の肌対向面の一部を構成する布帛は、上記のＭＩＵ又はＭＭ
Ｄを有するので、着用者の顔面、特に鼻の部分に一定程度の刺激や違和感を与える虞があ
る。
【００４０】
　なお、本明細書において、布帛のＭＩＵ及びＭＭＤの測定方法は、以下の通りとする。
　測定対象の布帛から所定サイズ（例えば、１００ｍｍ×１０ｍｍ）の試験片を切り出し
た後、該試験片の各方向（すなわち、測定対象布帛の縦方向及び横方向に対応する方向）
におけるＭＩＵ及びＭＭＤを、摩擦感テスター　ＫＥＳ　ＳＥ（カトーテック株式会社製
）を用いて測定し、当該各方向のそれぞれの平均値を算出することにより、当該布帛のＭ
ＩＵ及びＭＭＤをそれぞれ得ることができる。
【００４１】
　なお、本開示において、布帛が吸湿性を有するとは、以下の場合をいう。
　吸湿性の有無の評価対象となる布帛のサンプルを１１０℃で２４時間真空乾燥し、絶乾
時のサンプルの質量（Ｗ０）を測定する。次に、温度２０℃、湿度９０％ＲＨに調湿され
た恒温恒湿機に当該サンプルを２４時間静置し、静置後のサンプルの質量（Ｗ１）を測定
する。サンプルの質量がＷ１＞Ｗ０の場合に、当該サンプルに係る布帛が吸湿性を有する
と評価する。
【００４２】
　また、本開示における非肌対向面側布帛は、例えば坪量１０～４０ｇ／ｍ２のメルトブ
ローン不織布、スパンボンド不織布、ＳＭＳ不織布及びエアスルー不織布等の各種公知の
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合成繊維不織布シートのうち、通気性の良好な材料を適宜選択して形成することができる
。なお、本開示における非肌対向面側布帛は、織物や編物からなるシート材料であっても
よいが、当該布帛の上端縁、下端縁のそれぞれが着用者の顔面に刺激を与えにくい観点か
ら、不織布からなるシート材料であることが好ましい。
　また、当該不織布シートを構成する合成繊維としては、ポリエチレン（ＰＥ）繊維、ポ
リプロピレン（ＰＰ）繊維等のポリオレフィン系繊維、ポリエステル系繊維、ナイロンな
どのポリアミド系繊維等が挙げられる。後述するように、マスク本体を構成する基材シー
トは、好ましくはエンボス処理が行われる観点から、前記合成繊維は、熱融着性繊維であ
ることが好ましい。
【００４３】
　なお、マスク本体を構成する基材シートは、上記構成に限定されず、マスク本体の肌対
向面の一部を構成する布帛のみから構成される１層構造のものであってもよい。あるいは
、本開示に係る基材シートは、例えば肌対向面を形成する布帛と非肌対向面を形成する非
肌対向面側布帛との間に、微粒子を吸着させるフィルター機能及び／又は芳香剤、抗菌剤
を含む中間シートを介在させてもよい。また、マスク本体の肌対向面の一部を構成する布
帛と非肌対向面側布帛との間に、天然繊維又は合成繊維の織物、編物又は不織布からなる
布帛を１枚以上介在させてもよい。
【００４４】
　本実施形態において、セルロース布帛９は、複数のセルロース系短繊維を撚り合わせた
糸の編物からなるガーゼにより構成されている。セルロース布帛９の肌対向面Ｔ１は、図
４に示すように、セルロース系短繊維の繊維端が当該肌対向面Ｔ１から厚さ方向Ｔに突出
し易く、当該繊維端が着用者の肌に接触することにより、着用者にチクチク感等の刺激を
与えることがある。
【００４５】
　一方、本実施形態において、合成繊維布帛１１は、長繊維によるスパンボンド不織布に
より構成されている。合成繊維布帛１１は、セルロース布帛９とは異なり、その繊維端が
合成繊維布帛１１の表面（肌対向面又は非肌対向面）から厚さ方向Ｔに突出し難い。した
がって、合成繊維布帛１１は、着用者の肌に接触しても、着用者にチクチク感等の刺激を
与える虞が少ない。
　なお、本明細書において、短繊維とは、平均繊維長が０．５～１００ｍｍの繊維をいう
。また、長繊維とは、平均繊維長が１００ｍｍ超をいい、その中には連続繊維が含まれる
。
【００４６】
　本開示では、熱融着性繊維等の合成繊維、並びにセルロース系繊維のうち、パルプ以外
のもの、例えば、再生セルロース繊維及び半合成繊維の平均繊維長は、ＪＩＳ　Ｌ　１０
１５：２０１０の附属書Ａの「Ａ７．１　繊維長の測定」の「Ａ７．１．１　Ａ法（標準
法）目盛りが付いたガラス板上で個々の繊維の長さを測定する方法」に従って測定する。
　なお、上記方法は、１９８１年に発行されたＩＳＯ　６９８９に相当する試験方法であ
る。
【００４７】
　本開示において、マスク本体の肌対向面の一部を構成する布帛における単位面積当たり
の繊維端の数は、非肌対向面側布帛における単位面積当たりの繊維端の数より多いことが
好ましい。なお、マスク本体の肌対向面の一部を構成する布帛及び非肌対向面側布帛は、
それぞれの単位面積当たりの繊維端の本数を以下の方法により評価することができる。
　マスク本体の肌対向面の一部を構成する布帛と非肌対向面側布帛とからそれぞれ１０ｍ
ｍ×１０ｍｍのサンプルを切り出し、それぞれのサンプルにおいて、マスク本体の肌対向
面の一部を構成する布帛の肌対向面と非肌対向面側布帛の非肌対向面とを電子顕微鏡によ
り観察し、各サンプル表面から厚さ方向に突出する繊維端の本数を目視で数えることによ
り得ることができる。
【００４８】
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　本実施形態において、マスク本体３は、横方向（Ｃ）に延びる上端縁３ａ及び下端縁３
ｂを有する。また、マスク本体３は、上端縁３ａ全域から縦方向（Ｌ）に１０ｍｍ下方に
延びる矩形状領域である上端縁部３Ａを有する。さらに、マスク本体３は、横方向（Ｃ）
における両側部のそれぞれに、縦方向（Ｌ）に沿って延在する側縁部３ｃを有する。本実
施形態において、側縁部３ｃ、３ｃのそれぞれの、横方向（Ｃ）における長さは、１０ｍ
ｍであるが、本開示における側縁部の横方向における長さは、５ｍｍ～２０ｍｍ程度の範
囲で適宜変更可能である。マスク本体３の側縁部３ｃ、３ｃのそれぞれには、後述するサ
イドシート１３が配設されている。また、マスク本体３の側縁部３ｃ、３ｃそれぞれは、
後述の切欠き部１５が形成された切欠き部形成領域１７と当該切欠き部１５が形成されて
いない切欠き部非形成領域１９とに区画される。
【００４９】
　本開示において、マスク本体の縦方向の寸法、すなわち上端縁と下端縁との長さは、着
用前（未使用）の状態、すなわち非展開状態において、好ましくは６０ｍｍ～１００ｍｍ
程度であり、マスク本体の横方向の寸法は、１４０～１８０ｍｍ程度である。マスク本体
の縦方向及び横方向の寸法をこのように構成すると、大人の着用者の標準的な大きさの頬
及び顎の部分を十分に被覆できる点で好ましい。
【００５０】
　本実施形態において、マスク本体３は、着用時において、非肌対向面Ｓ２側に隆起する
ためのプリーツ構造Ｐを有する。
　より具体的には、図３に示すように、マスク本体３を構成する基材シート７には、マス
ク本体３の上端縁３ａの近位側から、第１襞部２７ａと第２襞部２７ｂと第３襞部２７ｃ
とが形成されている。第１襞部２７ａ～第３襞部２７ｃのそれぞれの構成乃至位置関係は
、マスク本体３の着用前（未使用）の状態、すなわち非展開状態において以下の通りであ
る。
【００５１】
　第１襞部２７ａは、第１基部２１ａと；第１基部２１ａと第１頂部２３ａとの間の裾部
Ｓ３と；第１頂部２３ａと；第１頂部２３ａと第２基部２１ｂとの間の裾部Ｓ４とを含む
。第１襞部２７ａにおいて、第１頂部２３ａは、上端縁３ａよりも下端縁３ｂ側に位置す
る。また、第１襞部２７ａにおいて、裾部Ｓ３の縦方向（Ｌ）の長さは、裾部Ｓ４の縦方
向（Ｌ）の長さよりも短い。
【００５２】
　第２襞部２７ｂは、第２基部２１ｂと；第２基部２１ｂと第２頂部２３ｂとの間の裾部
Ｓ５と；第２頂部２３ｂと；第２頂部２３ｂと第３基部２１ｃとの間の裾部Ｓ６とを含む
。第２襞部２７ｂは、第１襞部２７ａよりも非肌対向面Ｓ２側に位置する。また、第２襞
部２７ｂにおいて、第２頂部２３ｂは、第１襞部２７ａの第１頂部２３ａよりもさらに下
端縁３ｂ側に位置し、第２基部２１ｂは、第１襞部２７ａの第１基部２１ａよりもさらに
下端縁３ｂ側に位置する。また、第２襞部２７ｂにおいて、裾部Ｓ５の縦方向（Ｌ）の長
さは、裾部Ｓ６の縦方向（Ｌ）の長さよりも短い。
【００５３】
　第３襞部２７ｃは、第３基部２１ｃと；第３基部２１ｃと第３頂部２３ｃとの間の裾部
Ｓ７と；第３頂部２３ｃと；第３頂部２３ｃと底部２５との間の裾部Ｓ８と；底部２５と
；底部２５と第４基部２１ｄとの間の裾部Ｓ９と；第４基部２１ｄとを含む。第３襞部２
７ｃは、第２襞部２７ｂよりも非肌対向面Ｓ２側に位置する。また、第３襞部２７ｃにお
いて、第３頂部２３ｃは、第２襞部２７ｂの第２頂部２３ｂよりもさらに下端縁３ｂ側に
位置し、第３基部２１ｃは、第２襞部２７ｂの第２基部２１ｂよりもさらに下端縁３ｂ側
に位置する。また、第３襞部２７ｃにおいて、第４基部２１ｄは、第３基部２１ｃよりも
下端縁３ｂ側に位置する。また、第３襞部２７ｃにおいて、底部２５は、マスク本体３の
下端縁３ｂよりも上端縁３ａ側に位置すると共に、第４基部２１ｄよりも下端縁３ｂ側に
位置する。また、第３襞部２７ｃにおいて、裾部Ｓ７の縦方向（Ｌ）の長さと裾部Ｓ９の
縦方向（Ｌ）の長さとの和は、裾部Ｓ８の縦方向（Ｌ）の長さよりも短い。
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【００５４】
　さらに、マスク本体３は、上端縁３ａと第１基部２１ａとの間の基底部Ｓ１０、第４基
部２１ｄと下端縁３ｂとの間の基底部Ｓ１１を含む。
　このように、上記の第１襞部２７ａ～第３襞部２７ｃ及び基底部Ｓ１０、基底部Ｓ１１
により形成される蛇腹状の構造がマスク本体３のプリーツ構造Ｐである。
【００５５】
　マスク本体３は、着用前（未使用）の状態において、基底部Ｓ１０と裾部Ｓ３との少な
くとも一部、裾部Ｓ４と裾部Ｓ５との少なくとも一部、裾部Ｓ６と裾部Ｓ７との少なくと
も一部、裾部Ｓ９と基底部Ｓ１１との少なくとも一部がそれぞれ重なって折り畳まれるこ
とにより、厚さ方向Ｔにおいて、扁平な構造を有する。
【００５６】
　一方、マスク本体３は、マスク１の着用状態においては、図４に示すように、着用者の
顎の長さに応じてマスク本体３の下端縁３ｂが縦方向（Ｌ）の下方に引き延ばされると共
に、マスク本体３が非肌対向面Ｓ２側に隆起し、Ω形状に変形する。本実施形態において
は、マスク１の着用状態において、裾部Ｓ８は最も隆起する面であり、着用者の鼻の先端
又は口元に対応する位置に配置される。
【００５７】
　なお、本開示において、マスク本体は必ずしもプリーツ構造を備える必要はなく、また
プリーツ構造を備える場合であっても、その構造は上記に限定されず、着用時において、
マスク本体が非肌対向面側に隆起するように構成されている限り、その襞の数や襞の向き
等の具体的な構成は適宜変更可能である。
【００５８】
［切欠き部］
　図１及び図２に示すように、本実施形態において、マスク本体３は、両側縁部３ｃ、３
ｃのそれぞれにおいて、縦方向中央軸線ＣＬよりも下方の位置に切欠き部１５を有してい
る。切欠き部１５は、マスク本体３の横方向（Ｃ）の中央部に向かって凹となる形状、よ
り具体的には、両側縁部３ｃ、３ｃのそれぞれから横方向（Ｃ）の内方へ向かって次第に
幅狭となる略Ｖ字状を有している。マスク本体３は、切欠き部１５を有することにより、
マスク１の使用時において、当該切欠き部１５が両側縁部３ｃ、３ｃそれぞれの変形誘導
の起点となり易いので、前記両側縁部３ｃ、３ｃのそれぞれと着用者の顔面との密着性を
高め、マスク本体３の顔面へのフィット性を高めることができる。
【００５９】
　切欠き部１５は、マスク本体３の両側縁部３ｃ、３ｃのそれぞれにおいて、略Ｖ字状に
セルロース布帛９が切断されると共に、合成繊維布帛１１が溶断されることにより形成さ
れる。
【００６０】
　また、マスク本体３は、両側縁部３ｃ、３ｃのそれぞれにおいて、切欠き部１５が形成
された、切欠き部形成領域１７と、切欠き部１５が形成されていない、切欠き部非形成領
域１９とに区画されている。
【００６１】
　なお、本開示における切欠き部は、上記構成に限定されず、単数又は複数の直状、曲状
等の各種公知の形状であってもよい。また、本開示における切欠き部は、基材シートを切
断することのみにより設けられていてもよいし、当該基材シートが複数のシートから構成
される場合にあっては、当該基材シートを構成するシート同士を切断及び圧着することに
より形成されていてもよい。
【００６２】
［サイドシート、エンボス部、折り返し部］
　図１及び２に示すように、本実施形態において、マスク本体３は、両側縁部３ｃ、３ｃ
のそれぞれにおいて、両側縁部３ｃ、３ｃのそれぞれの肌対向面Ｓ１及び非肌対向面Ｓ２
を覆うサイドシート１３を有する。サイドシート１３は、セルロース布帛９及び合成繊維
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布帛１１の２層構造からなるマスク本体３の基材シート７の両側縁部３ｃ、３ｃのそれぞ
れを挟んだ状態で配設されている。
　なお、本開示におけるサイドシートは、上記構成に限定されず、マスク本体の、少なく
とも両側縁部のそれぞれの切欠き部形成領域において、切欠き部を非肌対向面側及び肌対
向面側から覆う布帛から構成されていればよい。
【００６３】
　また、サイドシートを構成する布帛は、マスク本体を構成する非肌対向面側布帛と同様
、例えば坪量１０～４０ｇ／ｍ２のメルトブローン不織布スパンボンド不織布、ＳＭＳ不
織布及びエアスルー不織布等の各種公知の合成繊維不織布シートのうち、通気性の良好な
材料を適宜選択して形成することができる。なお、本開示におけるサイドシートを構成す
る布帛は、織物や編物からなるシート材料であってもよいが、サイドシートが着用者の顔
面に刺激を与えにくい観点から、不織布からなるシート材料であることが好ましい。
【００６４】
　本実施形態において、マスク本体３は、両側縁部３ｃ、３ｃのそれぞれにおいて、縦方
向（Ｌ）に沿って延在するエンボス部２９（本開示においては、「側縁部エンボス部」と
称することがある。）を有する。より具体的には、エンボス部２９は、切欠き部非形成領
域１９において、マスク本体３を構成する基材シート７、すなわち、セルロース布帛９及
び合成繊維布帛１１と、サイドシート１３とを厚さ方向Ｔにエンボスすることにより形成
されるものである。なお、本実施形態におけるエンボス部２９は、両側縁部３ｃ、３ｃの
それぞれにおいて２列ずつ配置されているが、本開示においては、この構成に限定されず
、１列又は３列以上から形成されていてもよい。
【００６５】
　また、本実施形態において、マスク本体３は、両側縁部３ｃ、３ｃのそれぞれの切欠き
部形成領域１７においては、エンボス部２９を有しない。
【００６６】
　本実施形態において、両側縁部３ｃ、３ｃのそれぞれの切欠き部形成領域１７の剛性は
、両側縁部３ｃ、３ｃのそれぞれの切欠き部非形成領域１９の剛性よりも低い。
　なお、両側縁部における切欠き部形成領域及び切欠き部非形成領域のそれぞれの剛性値
は、特に制限されないが、剛性値は、曲げ剛性試験、すなわち、測定対象のシート材から
所定サイズ（例えば、１００ｍｍ×１０ｍｍ）の試験片を切り出した後、該試験片の各方
向（すなわち、測定対象部材の縦方向に対応する方向）における切欠き部形成領域又は切
欠き部非形成領域に対応する位置における曲げ剛性を、純曲げ試験機　ＫＥＳ　ＦＢ-２
（カトーテック株式会社製）を用いて測定することにより、得ることができる。
【００６７】
　図３に示すように、本実施形態において、基材シート７を構成する合成繊維布帛１１は
、マスク本体３の横方向（Ｃ）に延びる下端縁３ｂにおいて肌対向面Ｓ１側に折り返され
た第１折り返し部３１を有し、当該第１折り返し部３１が、セルロース布帛９を覆うよう
に構成されている。さらに、セルロース布帛９は、下端縁３ｂにおいて肌対向面Ｓ１側に
折り返された第２折り返し部３３を有する。
　また、合成繊維布帛１１の第１折り返し部３１の縦方向（Ｌ）の長さＬ１は、セルロー
ス布帛９の第２折り返し部３３の縦方向（Ｌ）の長さＬ２よりも長くなるように構成され
ている。
【００６８】
　また、合成繊維布帛１１の第１折り返し部３１と、セルロース布帛９の第２折り返し部
３３とはいずれもマスク本体３の下端縁３ｂ近傍においてエンボス部３５により固定され
ている。
　なお、本開示における非肌対向面側布帛の第１折り返し部とマスク本体の肌対向面の一
部を構成する布帛の第２折り返し部とは、ＨＭＡ等の接着剤で固定されていてもよい。
【００６９】
　本実施形態において、図２に示すように、マスク本体３はさらに、縦方向（Ｌ）の中央
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部において、横方向（Ｃ）延在する補助エンボス部３７を有する。より具体的には、補助
エンボス部３７は、第２襞部２７ｂにおける裾部Ｓ６における、マスク１の着用前（未使
用）の状態において裾部Ｓ５と重なり合っていない部分において、マスク本体３を構成す
る基材シート７、すなわち、セルロース布帛９及び合成繊維布帛１１をエンボスすること
により形成されている。
【００７０】
［鼻カバー部］
　図２及び図３に示すように、本実施形態において、マスク本体３は、セルロース布帛９
よりもさらに肌対向面Ｓ１側において、上端縁部３Ａから縦方向（Ｌ）に延在する鼻カバ
ー部３９を有する。鼻カバー部３９の縦方向（Ｌ）における長さをＬ３とすると、Ｌ３は
、マスク１の着用前（未使用）の状態におけるマスク本体３の縦方向（Ｌ）の長さの３０
％程度である。
　鼻カバー部３９は、マスク本体３の上端縁部３Ａにおいてホットメルト接着剤により固
定された固定端３８と、固定端３８の下方において横方向（Ｃ）に延在する自由端４０と
を有する。マスク１の使用時においては、鼻カバー部３９の固定端３８の横方向（Ｃ）に
おける中央部分が着用者の鼻根部分に、自由端４０の横方向（Ｃ）における中央部分が着
用者の鼻の先端部分に、それぞれ当接し易い。なお、本開示における鼻カバー部のマスク
本体の上端縁部への接合形態は上記に限定されず、熱融着など他の接合形態により接合さ
れていてもよい。
【００７１】
　鼻カバー部３９は、合成繊維布帛から構成されており、着用者がマスク１を着用した際
に、着用者の鼻に当接するように構成されている。
【００７２】
　本開示において、鼻カバー部を構成する合成繊維布帛のＭＩＵは、０．０９～０．２０
、より好ましくは０．０９～０．０．１８、より一層好ましくは０．０９～０．１５の数
値範囲を有する。着用者が鼻カバー部の肌対向面の滑り易さを感取し易くする観点からで
ある。また、鼻カバー部を構成する合成繊維布帛のＭＭＤは、０．００５～０．０１５、
より好ましくは０．００５～０．０１２、より一層好ましくは０．００５～０．０１０の
数値範囲を有する。着用者が鼻カバー部の肌対向面の滑らかさを感取し易くする観点から
である。
　本開示における鼻カバー部を構成する合成繊維布帛は、本開示におけるマスク本体の肌
対向面の一部を構成する布帛よりもＭＩＵ及びＭＭＤがそれぞれ低く、本開示におけるマ
スク本体の肌対向面の一部を構成する布帛よりも相対的に着用者の顔面、特に鼻の部分に
一定程度の刺激や違和感を与える虞が少ない。
【００７３】
　本実施形態において、鼻カバー部３９は、マスク本体３を構成する合成繊維布帛１１と
同様、長繊維によるスパンボンド不織布により構成されている。鼻カバー部３９の肌対向
面Ｕ１は、図５に示すように、長繊維の繊維端が当該肌対向面Ｕ１から厚さ方向Ｔに殆ど
突出しておらず、着用者の肌に接触しても、着用者にチクチク感等の刺激を与える虞が少
ない。
　本開示における鼻カバー部を構成する合成繊維布帛は、マスク本体を構成する非肌対向
面側布帛と同様、例えば坪量１０～４０ｇ／ｍ２のメルトブローン不織布スパンボンド不
織布、ＳＭＳ不織布及びエアスルー不織布等の各種公知の合成繊維不織布シートのうち、
通気性の良好な材料を適宜選択して形成することができる。
【００７４】
　なお、本開示における鼻カバー部の縦方向における長さは、上記に限定されず、マスク
本体の縦方向の長さの少なくとも３０％の長さであることが好ましい。また、鼻カバー部
の縦方向における長さは、好ましくはマスク本体の縦方向の長さの３０～８０％、より好
ましくはマスク本体の縦方向の長さの３０～６０％、より一層好ましくはマスク本体の縦
方向の長さの３０～５０％の長さである。鼻カバーの縦方向における長さの好ましい範囲
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の下限値は、布帛が着用者の顔面に触れることをより抑制し易くする観点、当該上限値は
、鼻カバー部が着用者の口元に当接して着用者に違和感を生じ難くする観点から決定され
る。
　また、本開示における鼻カバー部は、布帛が着用者の顔面に触れることをより抑制し易
く、着用者の顔面における違和感をより確実に抑制し易くする観点から、マスク本体のプ
リーツ構造における、第１基底部の下端縁側の端部を越えて延在することが望ましい。
【００７５】
　図６に示すように、本実施形態において、鼻カバー部３９は、複数の点状エンボス部４
５を有する。当該複数の点状エンボス部４５のそれぞれは、鼻カバー部３９を構成する合
成繊維布帛を厚さ方向Ｔにエンボスすることにより形成されるものである。
　本開示において、点状エンボス部の面積の合計は、鼻カバー部を構成する合成繊維布帛
の面積に対して、好ましくは１５～３０％、より好ましくは１８～２５％である。鼻カバ
ー部を構成する合成繊維布帛の肌触りと強度との両立の観点からである。
【００７６】
　また、本開示において、鼻カバー部を構成する合成繊維布帛の肌対向面におけるＳＭＤ
（表面粗さ）は、２．０～４．５μｍ、より好ましくは２．０～４．０μｍ、より一層好
ましくは２．０～３．５μｍの数値範囲を有する。
　当該合成繊維布帛の肌対向面のＳＭＤは、当該布帛の肌対向面における凹凸の度合いを
示し、この値が大きくなるほど、凹凸が激しい。
【００７７】
　なお、本明細書において、布帛のＳＭＤの測定方法は、ＭＩＵ及びＭＭＤと同様、以下
の通りとする。
　測定対象の布帛から所定サイズ（例えば、１００ｍｍ×１０ｍｍ）の試験片を切り出し
た後、該試験片の各方向（すなわち、測定対象布帛の縦方向及び横方向に対応する方向）
におけるＳＭＤを、摩擦感テスター　ＫＥＳ　ＳＥ（カトーテック株式会社製）を用いて
測定し、当該各方向のそれぞれの平均値を算出することにより、当該布帛のＳＭＤを得る
ことができる。
【００７８】
［保持部材］
　図１～図４に示すように、本実施形態において、マスク本体３は、上端縁３ａ側に設け
られ、上端縁３ａの一部を所定の形状で保持する保持部材４１を有する。保持部材４１は
、合成繊維布帛１１とセルロース布帛９との間に配設され、周囲に配置されたエンボス部
４３によりその位置がずれないように固定されている。
【００７９】
　本開示における保持部材は、薄板矩形形状を有し、可撓性の熱可塑性樹脂（例えばプラ
スチック）などで形成されていることが好ましい。保持部材４１は、着用者が容易に曲げ
ることができると共に、一旦所定形状に変形すると、再び外力がかからない限りその所定
形状を保持するようになっている。このため、着用者がマスク１を着用した後に保持部材
４１を鼻の形状に合わせて変形させると、保持部材４１は、マスク本体３の上端縁３ａの
近傍を着用者の鼻の形状に合った状態で保持できる。これにより、保持部材４１は、上端
縁３ａと着用者の顔面との間に隙間が生じることを抑制できる。
【００８０】
［耳掛け部］
　耳掛け部は、好ましくは弾性的に伸縮可能なものであって、不織布や織布、プラスチッ
クフィルム、ゴム紐等の公知の材料によって形成できる。
【００８１】
　続いて、本実施形態に係るマスク１の作用を説明する。
　本実施形態のマスク１は、前記プリーツ構造Ｐ及び両側縁部３ｃ、３ｃのそれぞれにお
いて、縦方向（Ｌ）に沿って延在するエンボス部２９により、使用時において、マスク本
体３の立体構造の保形性を維持し易い。また、マスク本体３が切欠き部１５を両側縁部３
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ｃ、３ｃのそれぞれにおいて備えることにより、切欠き部１５が変形誘導の起点となるの
で、使用時において、マスク本体３の顔面へのフィット性を高め易い。
【００８２】
　また、本実施形態のマスク１は、マスク本体３において、着用者の鼻を覆うように配置
され且つ所定の摩擦特性を有する合成繊維布帛からなる鼻カバー部３９を備えるので、鼻
カバー部３９が着用者の顔面、特に鼻の部分に接触しても、当該部分に刺激を与えにくい
。また、本実施形態のマスク１は、マスク本体３において、鼻カバー部３９を備えること
により、鼻カバー部３９を構成する合成繊維布帛よりもＭＩＵ又はＭＭＤが高く、着用者
の顔面に触れたときに当該顔面に刺激を与え易いセルロース布帛９が、着用者の顔面、特
に鼻の部分に直接接触することを抑制し易い。したがって、本実施形態のマスク１は、着
用者の顔面における違和感を抑制し易く、装着感に優れる。
　より具体的には、マスク本体３の肌対向面Ｓ１の少なくとも一部がセルロース布帛９に
より構成されるので、セルロース系繊維の吸湿性により着用者がマスク本体３内で吐いた
息を吸湿・蒸散させ易く、蒸れにくい。一方、マスク本体３の肌対向面Ｓ１の一部を構成
するセルロース布帛９が、例えばガーゼ等、セルロース系の短繊維を撚り合わせた糸の編
物から構成される場合、当該セルロース系短繊維の繊維端が当該肌対向面Ｔ１から厚さ方
向Ｔに突出し易く、当該繊維端が着用者の肌に接触することにより、着用者にチクチク感
等の刺激を与えることがある。しかしながら、マスク本体３が所定の位置に、合成繊維布
帛からなる鼻カバー部３９を有することにより、当該チクチク感等の刺激や違和感を着用
者に感取させにくくすることができる。
　以上より、本実施形態のマスク１は、マスク１の吸湿性を高めつつ、着用者の顔面にお
ける違和感を抑制し易く、装着感に優れる。
　なお、本実施形態のマスク１は、マスク本体３において、保持部材４１を備え、当該保
持部材４１が設けられている部分においてはマスク本体３が着用者の鼻根部分に特に密着
し易い。また、保持部材４１の剛性により、当該保持部材４１が設けられている部分にお
いては、マスク本体３の肌対向面Ｓ１を介して着用者の鼻根部分に擦れ等、特に着用者に
刺激を与え易い。そこで、本実施形態のように、鼻カバー部３９が保持部材４１を覆うよ
うに設けられていると、より確実に着用者の顔面における違和感を抑制し易い。
【００８３】
　また、本実施形態のマスク１は、マスク本体３の肌対向面Ｓ１の一部を構成する布帛が
セルロース布帛からなるので、マスク本体の吸湿性をより確実に確保し易い。
【００８４】
　また、本実施形態のマスク１は、セルロース布帛９を構成する繊維が、複数の短繊維を
撚り合わせて構成されているので、前記短繊維の繊維端や前記短繊維を撚り合わせて構成
された繊維束からはみ出た短繊維が、当該セルロース布帛９における肌対向面Ｓ１から着
用者の顔面が存在する方向に突出し易く、着用者の顔面、特に鼻の部分にチクチク感等の
刺激を与え易い。しかし、本実施形態のマスク１は、前記構成を有する鼻カバー部３９を
所定の位置に備えるので、マスク本体３がこのように着用者の顔面、特に鼻の部分に刺激
を与え易い質感のセルロース布帛９により構成されていても、着用者の顔面における違和
感を抑制し易く、装着感に優れる。
【００８５】
　また、本実施形態のマスク１において、鼻カバー部３９を構成する前記合成繊維布帛に
複数の点状エンボス部４５が設けられているにもかかわらず所定の範囲内のＳＭＤを有す
るので、マスク１の使用開始の段階において、鼻カバー部３９の凹凸感を着用者に感取さ
れ難く、着用者の顔面における違和感を抑制し易い。また、マスク１は、所定の点状エン
ボス部４５を複数有するので、鼻カバー部３９を構成する前記合成繊維布帛の毛羽立ちを
抑制し易く、特に使用時間が一定程度経過しても、毛羽立ちが抑制された状態を維持し易
く、着用者の顔面における違和感を抑制し易い。したがって、本実施形態のマスク１は、
使用開始段階及び使用開始から一定程度時間が経過した段階のいずれにおいても、着用者
の顔面における違和感を抑制し易く、装着感に優れる。



(16) JP 2019-26957 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

【００８６】
　また、本実施形態のマスク１は、鼻カバー部３９とプリーツ構造Ｐとが上述の位置関係
にあるので、セルロース布帛９が着用者の顔面に触れることをより抑制し易く、着用者の
顔面における違和感をより確実に抑制し易い。
【００８７】
　また、本実施形態のマスク１において、プリーツ構造Ｐ及び上述の構成を有するエンボ
ス部２９により、使用時において、マスク本体３の立体構造の保形性を維持し易いと共に
、マスク本体３が切欠き部１５を備えることにより、当該切欠き部１５が変形誘導の起点
となるので、使用時において、マスク本体３の顔面へのフィット性を高め易い。
　また、本実施形態のマスク１は、マスク本体３が、少なくとも両側縁部３ｃのそれぞれ
の切欠き部形成領域１７において、切欠き部１５を非肌対向面側Ｓ２及び肌対向面側Ｓ１
から覆うサイドシート１３を備えるので、切欠き部１５が着用者の顔面に直接触れること
を抑制し易いと共に、切欠き部形成領域１７の剛性は、切欠き部非形成領域１９の剛性よ
りも低く構成されているので、切欠き部形成領域１７が着用者の顔面に触れても、着用者
の顔面における違和感を抑制し易い。
　以上より、本実施形態のマスク１は、使用時において、マスク本体３の顔面へのフィッ
ト性を高めつつ、着用者の顔面における違和感をより確実に抑制し易い。
【００８８】
　また、本実施形態のマスク１において、切欠き部形成領域１７がエンボス部を有しない
ので、当該切欠き部形成領域１７が着用者の顔面に触れても、本実施形態のマスク１は、
着用者の顔面に刺激を与えにくく、着用者の顔面における違和感をより確実に抑制し易い
。
【００８９】
　また、本実施形態のマスク１において、セルロース布帛９は、織物であるので吸湿性を
維持しつつ通気性を有するので蒸れにくい。さらに、マスク本体３は、両側縁部３ｃのそ
れぞれにおける切欠き部１５において、合成繊維布帛１１が溶断されているので、溶断部
分において合成繊維布帛１１とセルロース布帛９とが溶着し、両布帛の位置ずれを抑制し
易いと共にマスク１の強度をより確実に確保し易く、マスク本体３の立体構造の保形性を
維持し易いので、マスク本体３の顔面へのフィット性をより確実に確保し易く、着用者の
顔面における違和感をより確実に抑制し易い。
【００９０】
　また、本実施形態のマスク１は、マスク本体３の下端縁３ｂ近傍において、セルロース
布帛９が合成繊維布帛１１に覆われているので、下端縁３ｂ近傍において、セルロース布
帛９が着用者の顔面に直接接触し難い。したがって、本実施形態のマスク１は、着用者の
顔面における違和感をより確実に抑制し易い。
【００９１】
　また、本実施形態のマスク１は、マスク本体３の第２折り返し部３３により、下端縁３
ｂ近傍における剛性が増すのでマスク本体３の立体構造の保形性が高まる。したがって、
本実施形態のマスク１は、マスク本体３の顔面へのフィット性をより確実に確保し確保し
易く、着用者の顔面における違和感をより確実に抑制し易い。
【００９２】
　また、本実施形態のマスク１は、補助エンボス部３７によりマスク本体３の立体構造の
保形性をより一層維持し易い。したがって、本実施形態のマスク１は、マスク本体３の顔
面へのフィット性をより確実に確保し易く、着用者の顔面における違和感をより確実に抑
制し易い。
【００９３】
［実施例］
　以下の実施例１～５及び比較例１～３に係るマスク（１）～（８）のサンプルを作製し
、下記記載の方法に従ってマスク（１）～（８）の評価試験を行った。
【００９４】



(17) JP 2019-26957 A 2019.2.21

10

20

30

40

50

（実施例１）
　縦方向に３５ｍｍ、横方向に１４８ｍｍの寸法を有する鼻カバー部が、坪量２５ｇ／ｍ
２のスパンボンド不織布Ａからなり、マスク本体の肌対向面の一部を構成する布帛が、打
ち込み本数９０本のガーゼａからなるマスク（１）を作製した。
　スパンボンド不織布Ａの肌対向面のＭＩＵは０．１７、ＭＭＤは０．０１１であった。
【００９５】
（実施例２）
　実施例１と同様の寸法を有する鼻カバー部が、坪量３０ｇ／ｍ２のスパンボンド不織布
Ｂからなり、マスク本体の肌対向面の一部を構成する布帛が、打ち込み本数９０本のガー
ゼａからなるマスク（２）を作製した。
　スパンボンド不織布Ｂの肌対向面のＭＩＵは０．１４、ＭＭＤは０．００８であった。
【００９６】
（実施例３）
　実施例１と同様の寸法を有する鼻カバー部が、坪量４０ｇ／ｍ２のエアスルー不織布Ｃ
からなり、マスク本体の肌対向面の一部を構成する布帛が、打ち込み本数９０本のガーゼ
ａからなるマスク（３）を作製した。
　エアスルー不織布Ｃの肌対向面のＭＩＵは０．１３、ＭＭＤは０．００７であった。
【００９７】
（実施例４）
　実施例１と同様の寸法を有する鼻カバー部が、坪量２５ｇ／ｍ２のスパンボンド不織布
Ｄからなり、マスク本体の肌対向面の一部を構成する布帛が、打ち込み本数９０本のガー
ゼａからなるマスク（４）を作製した。
　スパンボンド不織布Ｄの肌対向面のＭＩＵは０．１４、ＭＭＤは０．０１２であった。
【００９８】
（実施例５）
　実施例１と同様の寸法を有する鼻カバー部が、坪量２３ｇ／ｍ２のスパンボンド不織布
Ｅからなり、マスク本体の肌対向面の一部を構成する布帛が、打ち込み本数９０本のガー
ゼａからなるマスク（５）を作製した。
　スパンボンド不織布Ｅの肌対向面のＭＩＵは０．１５、ＭＭＤは０．０１０であった。
【００９９】
（比較例１）
　マスク本体の肌対向面を構成する布帛が、打ち込み本数９０本のガーゼａからなり、鼻
カバー部を備えないマスク（６）を作製した。
　ガーゼａの肌対向面のＭＩＵは０．１４、ＭＭＤは０．０２０であった。
【０１００】
（比較例２）
　マスク本体の肌対向面を構成する布帛が、打ち込み本数８０本のガーゼｂからなり、鼻
カバー部を備えないマスク（７）を作製した。
　ガーゼｂの肌対向面のＭＩＵは０．２０、ＭＭＤは０．０２５であった。
【０１０１】
（比較例３）
マスク本体の肌対向面を構成する布帛が、坪量２０ｇ／ｍ２のスパンボンド不織布Ｆから
なり、鼻カバー部を備えないマスク（８）を作製した。
　スパンボンド不織布Ｆの肌対向面のＭＩＵは０．２４、ＭＭＤは０．００９であった。
【０１０２】
（評価試験方法）
　マスク（１）～マスク（８）のそれぞれを２０人の被験者に５分間着用してもらい、顔
面、特に鼻の部分において刺激や違和感を感取したかどうかを評価してもらった。なお、
マスク（１）～（８）の評価基準は、以下の通りとした。
　○：顔面、特に鼻の部分において刺激や違和感を感取したと回答した被験者が０～４人
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であった。
　△：顔面、特に鼻の部分において刺激や違和感を感取したと回答した被験者が５～１２
人であった。
　×：顔面、特に鼻の部分において刺激や違和感を感取したと回答した被験者が１３～２
０人であった。
【０１０３】
　マスク（１）～（８）における、着用者の鼻に当接する布帛の肌対向面のＭＩＵ及びＭ
ＭＤ乃至評価試験結果は、以下の表１に示す通りであった。
【表１】

【０１０４】
　なお、本開示に係るマスクは、上述の実施形態や例示的記載に制限されることなく、本
開示の目的、趣旨を逸脱しない範囲内において、適宜組み合わせや変更等が可能である。
　また、本開示において、「第１」、「第２」等の序数は、当該序数が付された事項を区
別するためのものであり、各事項の順序や優先度、重要度等を意味するものではない。
【符号の説明】
【０１０５】
　１　　マスク
　３　　マスク本体
　３ａ　　上端縁
　３Ａ　　上端縁部
　３ｂ　　下端縁
　３ｃ　　側縁部
　５　　耳掛け部
　７　　基材シート
　９　　セルロース布帛
　１１　　合成繊維布帛
　１３　　サイドシート
　１５　　切欠き部
　１７　　切欠き部形成領域
　１９　　切欠き部非形成領域
　２１ａ　　第１基部
　２１ｂ　　第２基部
　２１ｃ　　第３基部
　２１ｄ　　第４基部
　２３ａ　　第１頂部
　２３ｂ　　第２頂部
　２３ｃ　　第３頂部
　２５　　底部
　２７ａ　　第１襞部
　２７ｂ　　第２襞部
　２７ｃ　　第３襞部
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　２９　　エンボス部
　３１　　第１折り返し部
　３３　　第２折り返し部
　３５　　エンボス部
　３７　　補助エンボス部
　３８　　固定端
　３９　　鼻カバー部
　４０　　自由端
　４１　　保持部材
　４３　　エンボス部
　４５　　点状エンボス部
　Ｓ１　　肌対向面
　Ｓ２　　非肌対向面
　Ｓ３～Ｓ９　　裾部
　Ｐ　　プリーツ構造
　Ｌ１　　第１折り返し部３１の縦方向（Ｌ）の長さ
　Ｌ２　　第２折り返し部３３の縦方向（Ｌ）の長さ
　Ｌ３　　鼻カバー部３９の縦方向（Ｌ）における長さ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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