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(57)【要約】
　【課題】呼気の漏れの生じにくいマスクの提供。
　【解決手段】着用者の鼻及び口を含む顔面下部を覆う
本体部と、前記本体部の左右に結合され、前記本体部を
着用者の顔面下部に固定する固定部とを具備し、前記本
体部が、主シート部と、前記主シート部の下部に設けら
れた着用者の下あごを収容する空間を形成する下部ポケ
ット部と、前記主シート部の上部に設けられた着用者の
鼻を収容する空間を形成する上部ポケット部とを有し、
前記下部ポケット部と前記上部ポケット部と前記固定部
とが、いずれも、伸縮性材料により形成されているマス
ク。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の鼻及び口を含む顔面下部を覆う本体部と、前記本体部の左右に結合され、前記
本体部を着用者の顔面下部に固定する固定部と
を具備し、
　前記本体部が、主シート部と、前記主シート部の下部に設けられた着用者の下あごを収
容する空間を形成する下部ポケット部と、前記主シート部の上部に設けられた着用者の鼻
を収容する空間を形成する上部ポケット部とを有し、
　前記下部ポケット部と前記上部ポケット部と前記固定部とが、いずれも、伸縮性材料に
より形成されているマスク。
【請求項２】
　前記下部ポケット部と前記上部ポケット部と前記固定部とが、１枚の伸縮性シート部材
により形成されている、請求項１に記載のマスク。
【請求項３】
　前記伸縮性シート部材が前記主シート部と重ねて設けられ、
　前記伸縮性シート部材の上下の縁部が前記主シート部の上下の縁部とそれぞれ接合され
、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられた部分にスリット又は切り欠きが設
けられ、
　前記伸縮性シート部材の前記スリット又は切り欠きより下側が前記下部ポケット部を構
成し、
　前記伸縮性シート部材の前記スリット又は切り欠きより上側が前記上部ポケット部を構
成する、請求項２に記載のマスク。
【請求項４】
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が、耳を掛けるための
スリット又は切り欠きを有し、前記固定部を構成している、請求項２又は３に記載のマス
ク。
【請求項５】
　前記伸縮性シート部材が前記主シート部の下側部分と重ねて設けられ、
　前記伸縮性シート部材の下の縁部が前記主シート部の下の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材が前記主シート部と重ねられていない左右両側でそれぞれ折り返
され、その両端部が互いに重なるように前記主シート部の上の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部の下側部分と重ねて設けられた部分が前記下部
ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記両端部の重なった部分が前記上部ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が前記固定部を構成す
る、請求項２に記載のマスク。
【請求項６】
　前記伸縮性シート部材が前記主シート部の上側部分と重ねて設けられ、
　前記伸縮性シート部材の上の縁部が前記主シート部の上の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材が前記主シート部と重ねられていない左右両側でそれぞれ折り返
され、その両端部が互いに重なるように前記主シート部の下の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部の上側部分と重ねて設けられた部分が前記上部
ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記両端部の重なった部分が前記下部ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が前記固定部を構成す
る、請求項２に記載のマスク。
【請求項７】
　前記下部ポケット部と前記上部ポケット部と前記固定部とが、２枚の伸縮性シート部材
により形成されており、
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　前記伸縮性シート部材のうち一方が前記主シート部の下側部分と重ねて設けられ、その
下の縁部が前記主シート部の下の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材のうち他方が前記主シート部の上側部分と重ねて設けられ、その
上の縁部が前記主シート部の上の縁部と接合され、
　２枚の前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が、前記主シー
ト部の左右両側において、それぞれ結合し、又は結合可能に構成され、
　前記伸縮性シート部材の前記一方の前記主シート部の下側部分と重ねて設けられた部分
が前記下部ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記他方の前記主シート部の上側部分と重ねて設けられた部分
が前記上部ポケット部を構成し、
　２枚の前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が前記固定部を
構成する、請求項１に記載のマスク。
【請求項８】
　前記伸縮性シート部材の前記一方の上の縁部と前記伸縮性シート部材の前記他方の下の
縁部とが重なっている、請求項７に記載のマスク。
【請求項９】
　前記伸縮性シート部材の前記一方の上の縁部と前記伸縮性シート部材の前記他方の下の
縁部とが重なっていない、請求項７に記載のマスク。
【請求項１０】
　前記主シート部が、内面シートと、病原体不活性化層と、外面シートとが着用者側から
この順で積層された積層体を有する、請求項１～９のいずれかに記載のマスク。
【請求項１１】
　前記病原体不活性化層が、複数枚のシート状材料から構成されている、請求項１０に記
載のマスク。
【請求項１２】
　前記積層体の通気度が前記下部ポケット部及び前記上部ポケット部のいずれよりも大き
い、請求項１０又は１１に記載のマスク。
【請求項１３】
　前記下部ポケット部及び／又は前記上部ポケット部の開口縁部の左右方向の長さが、前
記主シート部のそこに相当する部分の左右方向の長さよりも短い、請求項１～１２のいず
れかに記載のマスク。
【請求項１４】
　着用者の鼻と下あごと前記固定部に対応する部位とにおいて密着し、着用者の顔面に固
定される、請求項１～１３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】
　本発明は、マスクに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、市販されているマスクにおいては、呼気の漏れが生ずるという問題がある。着用
者がインフルエンザ等の呼吸系感染症の感染者である場合、呼気の漏れにより、インフル
エンザウィルス等の病原体が外部に放出されることになる。また、着用者が眼鏡をしてい
る場合、呼気の漏れにより、眼鏡が曇ってしまう。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、呼気の漏れの生じにくい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】
【０００４】
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　本発明者は、上記目的を達成すべく鋭意研究した結果、新規構造を有するマスクを完成
させた。
【０００５】
　すなわち、本発明は、以下の（１）～（１４）を提供する。
　（１）着用者の鼻及び口を含む顔面下部を覆う本体部と、前記本体部の左右に結合され
、前記本体部を着用者の顔面下部に固定する固定部と
を具備し、
　前記本体部が、主シート部と、前記主シート部の下部に設けられた着用者の下あごを収
容する空間を形成する下部ポケット部と、前記主シート部の上部に設けられた着用者の鼻
を収容する空間を形成する上部ポケット部とを有し、
　前記下部ポケット部と前記上部ポケット部と前記固定部とが、いずれも、伸縮性材料に
より形成されているマスク。
　（２）前記下部ポケット部と前記上部ポケット部と前記固定部とが、１枚の伸縮性シー
ト部材により形成されている、上記（１）に記載のマスク。
　（３）前記伸縮性シート部材が前記主シート部と重ねて設けられ、
　前記伸縮性シート部材の上下の縁部が前記主シート部の上下の縁部とそれぞれ接合され
、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられた部分にスリット又は切り欠きが設
けられ、
　前記伸縮性シート部材の前記スリット又は切り欠きより下側が前記下部ポケット部を構
成し、
　前記伸縮性シート部材の前記スリット又は切り欠きより上側が前記上部ポケット部を構
成する、上記（２）に記載のマスク。
　（４）前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が、耳を掛ける
ためのスリット又は切り欠きを有し、前記固定部を構成している、上記（２）又は（３）
に記載のマスク。
【０００６】
　（５）前記伸縮性シート部材が前記主シート部の下側部分と重ねて設けられ、
　前記伸縮性シート部材の下の縁部が前記主シート部の下の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材が前記主シート部と重ねられていない左右両側でそれぞれ折り返
され、その両端部が互いに重なるように前記主シート部の上の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部の下側部分と重ねて設けられた部分が前記下部
ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記両端部の重なった部分が前記上部ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が前記固定部を構成す
る、上記（２）に記載のマスク。
　（６）前記伸縮性シート部材が前記主シート部の上側部分と重ねて設けられ、
　前記伸縮性シート部材の上の縁部が前記主シート部の上の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材が前記主シート部と重ねられていない左右両側でそれぞれ折り返
され、その両端部が互いに重なるように前記主シート部の下の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部の上側部分と重ねて設けられた部分が前記上部
ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記両端部の重なった部分が前記下部ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が前記固定部を構成す
る、上記（２）に記載のマスク。
【０００７】
　（７）前記下部ポケット部と前記上部ポケット部と前記固定部とが、２枚の伸縮性シー
ト部材により形成されており、
　前記伸縮性シート部材のうち一方が前記主シート部の下側部分と重ねて設けられ、その
下の縁部が前記主シート部の下の縁部と接合され、
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　前記伸縮性シート部材のうち他方が前記主シート部の上側部分と重ねて設けられ、その
上の縁部が前記主シート部の上の縁部と接合され、
　２枚の前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が、前記主シー
ト部の左右両側において、それぞれ結合し、又は結合可能に構成され、
　前記伸縮性シート部材の前記一方の前記主シート部の下側部分と重ねて設けられた部分
が前記下部ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記他方の前記主シート部の上側部分と重ねて設けられた部分
が前記上部ポケット部を構成し、
　２枚の前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が前記固定部を
構成する、上記（１）に記載のマスク。
　（８）前記伸縮性シート部材の前記一方の上の縁部と前記伸縮性シート部材の前記他方
の下の縁部とが重なっている、上記（７）に記載のマスク。
　（９）前記伸縮性シート部材の前記一方の上の縁部と前記伸縮性シート部材の前記他方
の下の縁部とが重なっていない、上記（７）に記載のマスク。
【０００８】
　（１０）前記主シート部が、内面シートと、病原体不活性化層と、外面シートとが着用
者側からこの順で積層された積層体を有する、上記（１）～（９）のいずれかに記載のマ
スク。
　（１１）前記病原体不活性化層が、複数枚のシート状材料から構成されている、上記（
１０）に記載のマスク。
　（１２）前記積層体の通気度が前記下部ポケット部及び前記上部ポケット部のいずれよ
りも大きい、上記（１０）又は（１１）に記載のマスク。
　（１３）前記下部ポケット部及び／又は前記上部ポケット部の開口縁部の左右方向の長
さが、前記主シート部のそこに相当する部分の左右方向の長さよりも短い、上記（１）～
（１２）のいずれかに記載のマスク。
　（１４）着用者の鼻と下あごと前記固定部に対応する部位とにおいて密着し、着用者の
顔面に固定される、上記（１）～（１３）のいずれかに記載のマスク。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のマスクは、呼気の漏れが生じにくい。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明のマスクの一例を示す模式図である。
【図２】本発明のマスクの他の一例を示す模式的な斜視図である。
【図３】本発明のマスクにおける伸縮性材料の配置を示す模式的な平面図である。
【図４】本発明のマスクにおける伸縮性材料の配置を示す模式的な平面図である。
【図５】本発明のマスクにおける伸縮性材料の配置を示す模式的な平面図である。
【図６】本発明のマスクにおける伸縮性材料の配置を示す模式的な平面図である。
【図７】本発明のマスクにおける伸縮性材料の配置を示す模式的な平面図である。
【図８】本発明のマスクにおける伸縮性材料の形状を示す模式的な平面図である。
【図９】本発明のマスクにおける伸縮性材料の形状を示す模式的な平面図である。
【図１０】本発明のマスクにおける伸縮性材料の形状を示す模式的な平面図である。
【図１１】本発明のマスクにおける伸縮性材料の形状を示す模式図である。
【図１２】本発明のマスクにおける伸縮性材料の形状を示す模式的な平面図である。
【図１３】本発明のマスクにおける伸縮性材料の形状を示す模式的な平面図である。
【図１４】比較例１のマスクの模式的な斜視図である。
【図１５】比較例２のマスクの模式的な斜視図である。
【図１６】比較例３のマスクの模式的な斜視図である。
【図１７】各種マスクの着用状態の模式図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１１】
　以下、本発明のマスクを添付図面に示す好適実施形態に基づいて詳細に説明する。なお
、本明細書においては、本発明のマスクを実際に着用した場合に、着用者の肌に近い側を
「内」といい、遠い側を「外」という。また、本発明のマスクを実際に着用した場合に、
着用者の体の上側に対応する側を「上」といい、下側に対応する側を「下」という。
【００１２】
　図１は、本発明のマスクの一例を示す模式図である。図１（Ａ）は平面図であり、図１
（Ｂ）は斜視図である。なお、添付した図面中の各平面図は、いずれも内側から見たもの
であり、図の上側にマスクの上側が位置するように図示してある。
【００１３】
　本発明のマスク１００は、基本的に、着用者の鼻及び口を含む顔面下部を覆う本体部１
０と、本体部１０の左右に結合され、本体部１０を着用者の顔面下部に固定する固定部９
０とを具備する。
　本体部１０は、主シート部２０と、主シート部２０の下部に設けられた着用者の下あご
を収容する空間を形成する下部ポケット部４０と、主シート部２０の上部に設けられた着
用者の鼻を収容する空間を形成する上部ポケット部５０とを有する。
【００１４】
　主シート部２０は、内面シートと、病原体不活性化層と、外面シートとが着用者側から
この順で積層された積層体を有するのが好ましい態様の一つである。病原体不活性化層は
、後述するように、複数枚のシート状材料から構成されているのが好ましい。
【００１５】
　内面シートは、基本的に、着用時に、着用者と接した状態となって用いられるが、本発
明はこれに限定されない。
　内面シートは、特に材料を限定されない。例えば、乾式不織布、湿式不織布、スパンメ
ルト不織布、スパンレース不織布等の不織布類；化合繊製織物；ニット類を用いることが
できる。中でも、目付量の低いものが、通気性が優れたものになる点で好ましい。
　中でも、内面シートが多孔性であるのが好ましい態様の一つである。多孔性の材料とし
ては、具体的には、例えば、ネット状、メッシュ状又はガーゼ状の不織布；開口フィルム
；化合繊フィラメントを交織し又は編織して得られるネット、メッシュ又はレース類が挙
げられる。内面シートが多孔性であると、皮膚との接触面積が小さくなり、着用者の装着
感が優れたものになる。
　また、内面シートが表面に畝状の凹凸構造を有するのも好ましい態様の一つである。こ
の態様においては、皮膚との接触面積が小さくなり、かつ、クッション性を有するため、
いわゆる「ソフトタッチ」な感触を得ることができ、着用者の装着感が優れたものになる
。
　さらに、内面シートが、本発明者が特開２００２－２３８９４６号公報で提案したよう
な漏斗型の開口フィルムであるのも好ましい態様の一つである。この態様においては、排
出された呼気を分配整流化する効果があり、積層体の表面の全体を効率的に利用すること
が容易となる。
【００１６】
　内面シートを構成する材料は、親水性であってもよく、疎水性であってもよい。
　内面シートを構成する材料としては、防汚処理、抗菌処理、撥水処理等を施した材料を
用いることもできる。
　内面シートを構成する材料は、その材料が着用者の口から体内に摂取される可能性もあ
るので、安全性の高いものであるのが好ましい。
　内面シートを構成する材料は、使用中に摩擦等によって粉塵、脱落繊維くず等を発生さ
せないものであるのが好ましい。
　内面シートを構成する材料は、着用者の口唇に接して体脂肪や口紅などの化粧品が付着
したり汚れたりしにくいものであるのが好ましい。
　内面シートを構成する材料は、その表面で着用者から排出された病原体や常在菌が繁殖
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しにくいものであるのが好ましい。
【００１７】
　内面シートは、積層体の全面にわたって配置することもでき、例えば、積層体のうち口
唇部周辺に当接する部分のみに配置するなど、部分的に配置することもできる。
　内面シートは、病原体不活性化層の上に単に積層して配置されていてもよく、内面シー
トの表面と病原体不活性化層の表面とは接合されて一体化されていてもよい。
　内面シートと病原体不活性化層とが単に積層されている場合には、両者を分離して、内
面シートを交換しうる態様とすることが容易である。この態様は、例えば、本発明のマス
クを長時間継続して使用する場合に、食事、入浴等のためにマスクを取り外す際に内面シ
ートを交換することにより、清潔な状態を保持するとともに、未使用品の優れた装着感を
得ることができる。
【００１８】
　外面シートは、特に材料を限定されない。例えば、乾式不織布、湿式不織布、スパンメ
ルト不織布、スパンレース不織布等の不織布類；化合繊製織物；ニット類を用いることが
できる。これらの中でも、緻密な組織を有し、構成繊維繊度の比較的細かいものが、着用
者の呼気が外部に排出される際の飛沫等を捕捉するため、また、着用者が外気を吸い込む
際の塵等を捕捉するため、好ましい。
　中でも、ＰＥ、ＰＰ、ＰＥＴ、ＥＶＡ、ＰＥ／ＰＰ複合繊維、ＰＥ／ＰＥＴ複合繊維等
の合成繊維のスパンメルト不織布が好ましく、メルトブローンの複層体であるＳＭＳ、Ｓ
ＭＭＳがより好ましい。
【００１９】
　外面シートを構成する材料は、親水性であってもよく、疎水性であってもよい。
　外面シートを構成する材料としては、防汚処理、抗菌処理、撥水処理等を施した材料を
用いることもできる。
　外面シートを構成する材料は、本発明のマスクの着脱時に手で表面に触れても、表面が
汚れにくいように、表面が平滑であるのが好ましい。
　外面シートを構成する材料は、使用中に摩擦等によって粉塵、毛羽抜け等を発生させな
いものであるのが好ましい。
【００２０】
　外面シートは、積層体の全面にわたって配置することもでき、部分的に配置することも
できる。
　外面シートは、病原体不活性化層の下に単に積層して配置されていてもよく、外面シー
トの表面と病原体不活性化層の表面とは接合されて一体化されていてもよい。
【００２１】
　病原体不活性化層は、病原体を不活性化させるための層である。
　本発明において、病原体とは、結核、インフルエンザ、肺炎、気管支炎、咽頭炎等の呼
吸器疾患を生じさせる微生物、ウィルス等の総称である。具体的には、例えば、細菌類、
カビ類、リケッチャ類、ダニ類、ウィルス類が挙げられる。
　本発明において、不活性化とは、病原体の活性を無害化、無毒化、無力化等することを
意味する。不活性化の具体的な手段としては、例えば、ろ過除去、吸着除去、熱変性、化
学変性、抗体反応が挙げられる。
【００２２】
　病原体不活性化層は、病原体を不活性化させる機能を奏するものであれば、構成を特に
限定されないが、１枚以上のシート状材料から構成されているのが好ましく、複数枚のシ
ート状材料から構成されているのがより好ましい。
　この場合、病原体不活性化層を構成する複数枚のシート状材料のうち少なくとも１枚が
、折りたたまれているのが好ましい態様の一つである。この態様においては、折り畳まれ
ているシート状材料の折りたたまれる前の面積を折りたたまれた状態での面積で除して得
られる折りたたみ率が、１．５以上であるのが好ましく、２．０以上であるのがより好ま
しい。
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【００２３】
　積層体は、その通気度が下部ポケット部４０及び上部ポケット部５０のいずれよりも大
きいのが好ましい。この場合、呼気が積層体を通過しやすくなるため、呼気の漏れが生じ
にくくなる。
【００２４】
　下部ポケット部４０は、主シート部２０の下部に設けられ、着用者の下あごを収容する
空間を形成する。
　下部ポケット部４０は、伸縮性材料により形成される。
　伸縮性材料は、例えば、以下の３種の伸縮性材料が挙げられる。
【００２５】
（１）ゴム糸、ポリウレタンフィラメント等の弾性糸を編み上げたり、他の合繊フィラメ
ントや紡績糸と交織したりして得られる伸縮性を持つ編み物、織物、ポリウレタンフィラ
メントスパンボンド不織布である。例えば、ナイトキャップのようなネット状のもの、伸
縮包帯、伸縮サポータ、パンティストッキング、靴下止めとして用いられているような組
織をもったものが挙げられる。
【００２６】
（２）ポリウレタンフィルム、ＥＶＡフィルム、ＳＥＢＳ、ＳＢＲフィルム等の伸縮性フ
ィルム類である。
【００２７】
（３）弾性フィラメントや伸縮性フィルム類と不織布との複合体シートである。弾性体を
その伸張状態で接合剤により不織布と貼り合わせたり、伸縮性フィルム類の両面を不織布
で挟んだりして得られる。例えば、横方向に易伸展性の不織布と伸縮性フィルムとを積層
した一方向伸縮性の複合体であるコンペラ（登録商標、株式会社日本吸収体技術研究所）
、Ｆｌｅｘ　ＡｉｒｅＴＭ　Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｌａｍｉｎａｔｅ（米国トレドガー社製）
が挙げられる。
【００２８】
　本発明に用いられる伸縮性材料は、低いストレス下で伸張しやすいいわゆるのびやすい
性質を有するものが好ましい。具体的には、最大伸長率（非伸張時の長さに対する可逆的
に伸張しうる長さの最大値の割合）が１５０％以上であるものが好ましい。
【００２９】
　下部ポケット部４０は、着用者の下あごを収容する空間を形成するように、主シート部
２０の下部に設けられる。
　具体的には、下部ポケット部４０を構成する伸縮性材料と主シート部２０とを結合させ
ることにより、ポケット状の空間を形成させることができる。
　結合の方法は、特に限定されず、例えば、ホットメルト、粘着剤、超音波シール、ヒー
トシールが挙げられる。
　このように伸縮性材料を主シート部２０に結合させることにより、下部ポケット部４０
が、常に着用者の肌に密着して顔の動きに追従する一方、主シート部２０を着用者の顔に
対して常に定位置に保持させることができる。
【００３０】
　上部ポケット部５０は、主シート部２０の上部に設けられ、着用者の鼻を収容する空間
を形成する。
　上部ポケット部５０に用いられる伸縮性材料は、上述した下部ポケット部４０に用いら
れる伸縮性材料と同様である。
【００３１】
　上部ポケット部５０は、着用者の鼻を収容する空間を形成するように、主シート部２０
の上部に設けられる。空間は、着用者の鼻の鼻孔の周囲の部分を収容するものであれば、
鼻の一部を収容するものであってもよく、鼻の全体を収容するものであってもよい。
　具体的には、上部ポケット部５０を構成する伸縮性材料と主シート部２０とを結合させ
ることにより、ポケット状の空間を形成させることができる。
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　結合の方法は、特に限定されず、例えば、ホットメルト、粘着剤、超音波シール、ヒー
トシールが挙げられる。
　このように伸縮性材料を主シート部２０に結合させることにより、上部ポケット部５０
が、常に着用者の肌に密着して顔の動きに追従する一方、主シート部２０を着用者の顔に
対して常に定位置に保持させることができる。
【００３２】
　本発明のマスク１００において、本体部１０は、主シート部２０、下部ポケット部４０
及び上部ポケット部５０以外の部材を有していてもよい。
【００３３】
　固定部９０は、本体部１０の左右に結合され、本体部１０を着用者の顔面下部に固定す
る。
　固定部９０は、伸縮性材料により形成される。固定部９０に用いられる伸縮性材料は、
上述した下部ポケット部４０に用いられる伸縮性材料と同様である。
【００３４】
　下部ポケット部４０と上部ポケット部５０と固定部９０とを形成する伸縮性材料は、同
一であってもよく、異なっていてもよい。
【００３５】
　本発明のマスク１００においては、上述したように、下部ポケット部４０と上部ポケッ
ト部５０と固定部９０とが、いずれも、伸縮性材料により形成されている。これにより、
呼気の漏れが生じにくくなるとともに、マスクの本体部が顔面からずれにくくなる。さら
に、着用者の耳や顔面が強く圧迫されることがない。
【００３６】
　本発明のマスク１００は、上述した各種部材を一体化（接合）させて得ることができる
。一体化の方法は、特に限定されず、例えば、ミシン糸等による縫合；ホットメルト等に
よる接着；ヒートシール、超音波シール等による溶結が挙げられる。ミシン糸による縫合
の場合には、ミシン目に対して、樹脂、粘着テープ等による目止め処理を行うことができ
る。
　本発明のマスク１００は、主シート部２０の四辺の周縁部において、伸縮性材料からな
る伸縮性シート部材と接合されている（濃色のハッチ部。以下、他の図においても、接合
部を濃色のハッチ部で示す場合がある。）。
【００３７】
　本発明のマスク１００は、着用者の鼻と下あごと固定部９０に対応する部位とにおいて
密着し、着用者の顔面に固定される。着用者の鼻と下あごと固定部９０に対応する部位と
において密着し、着用者の顔面に固定されるのは、本発明のマスクの好ましい態様である
。
【００３８】
　本発明のマスク１００は、着用時に、本体部１０において、主シート部２０と主シート
部２０の下部に設けられた下部ポケット部４０との間に形成される空間に着用者の下あご
を収容し、主シート部２０と主シート部２０の上部に設けられた上部ポケット部５０との
間に形成される空間に着用者の鼻を収容して用いられる。このため、主シート部２０の下
縁が着用者のあごの線の付近にわたって接触し、主シート部２０の上縁が着用者の鼻の先
端から両側のほおにわたって接触する。そして、これらの主シート部２０の下縁と上縁と
の間に主シート部２０が存在するため、着用者の口の周辺において主シート部２０との間
に空間が形成され、着用者の口の周辺には主シート部２０が接触しにくくなっている。
【００３９】
　本発明のマスク１００は、図１（Ｂ）に示されるように、本体部１０においては、下部
ポケット部４０及び上部ポケット部５０の開口縁部の左右方向の長さが、そこに相当する
主シート部２０の左右方向の長さと等しくなっているため、本体部１０から固定部９０に
かけて平面状の構造になっているが、本発明のマスクはこれに限定されない。
【００４０】
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　図２は、本発明のマスクの他の一例を示す模式的な斜視図である。
　図２に示されるマスク１０６は、本体部１６から固定部９６にかけて平面状の構造にな
っていない。
　本発明のマスク１０６は、着用時に、主シート部２６が着用者の口の周辺において外側
に凸となっているため、本発明のマスク１００と比べて、着用者の口の周辺において主シ
ート部との間に形成される空間がより大きく、着用者の口の周辺には主シート部がより接
触しにくくなっている。
【００４１】
　このような主シート部が着用者の口の周囲と離間する、いわばフローティング構造とす
るためには、例えば、下部ポケット部及び／又は上部ポケット部の開口縁部の左右方向の
長さを、主シート部のそこに相当する部分の左右方向の長さよりも短くすることにより実
現することができる。
　本発明のマスク１０６は、図２に示されるように、下部ポケット部４６及び上部ポケッ
ト部５６の開口縁部の左右方向の長さが、主シート部２６のそこに相当する部分の左右方
向の長さよりも短くなっている。
　このような構造とするためには、具体的には、例えば、主シート部２６に下部ポケット
部４６及び上部ポケット部５６を設ける際に、下部ポケット部４６及び上部ポケット部５
６を形成する伸縮性材料を左右方向に引っ張ってある程度伸張させた状態で、主シート部
２６と接合させ、接合後、引っ張る力を除去する方法を用いることができる。
　このような構造は、さらに、主シート部２６と下部ポケット部４６及び上部ポケット部
５６とをそれぞれ着用時に折り返すかたちとなるように接合することにより（図１７（Ｄ
）及び図１７（Ｅ）参照。）、主シート部２６と着用者の顔面との離間状態の確保が容易
となる。
【００４２】
　本発明のマスクにおいては、伸縮性材料の配置を特に限定されず、種々の配置を用いる
ことができる。
　図３～図７は、それぞれ本発明のマスクにおける伸縮性材料の配置を示す模式的な平面
図である。なお、図３～図７においては、本体部を長方形、固定部を台形で示すが、本発
明はこれらに限定されない。
【００４３】
　図３に示される本発明のマスク１０１においては、本体部１１の下部ポケット部４１と
上部ポケット部５１と固定部９１を形成する伸縮性材料が同一である（図中、（Ａ）で示
される伸縮性材料を用いている。）。
　この態様においては、伸縮性材料として、単一の材料を用いることができる。このため
、原料コストを抑制することができ、また、製造も容易である。
　この態様に用いられる伸縮性材料としては、上記（３）の弾性フィラメントや伸縮性フ
ィルム類と不織布との複合体シートを用いるのが好ましい。例えば、Ｆｌｅｘ　Ａｉｒｅ
ＴＭ　Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｌａｍｉｎａｔｅ（米国トレドガー社製）が好適に挙げられる。
【００４４】
　図４に示される本発明のマスク１０２においては、本体部１２の下部ポケット部４２と
上部ポケット部５２を形成する伸縮性材料が同一であり（図中、（Ａ）で示される伸縮性
材料を用いている。）、これと固定部９２を形成する伸縮性材料（図中、（Ｂ）で示され
る伸縮性材料）が異なっている。
　この態様においては、下部ポケット部４２と上部ポケット部５２を形成する伸縮性材料
と、固定部９２を形成する伸縮性材料とをそれぞれ好適な材料とすることができる。
　下部ポケット部４２と上部ポケット部５２を形成する伸縮性材料としては、上記（３）
の弾性フィラメントや伸縮性フィルム類と不織布との複合体シートを用いるのが好ましい
。例えば、Ｆｌｅｘ　ＡｉｒｅＴＭ　Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｌａｍｉｎａｔｅ（米国トレドガ
ー社製）が好適に挙げられる。
　固定部９２を形成する伸縮性材料としては、上記（１）の伸縮性を持つ編み物、織物、
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ポリウレタンフィラメントスパンボンド不織布を用いるのが好ましい。また、ゴム、ウレ
タン等の紐状の伸縮性材料も好適に用いられる。
【００４５】
　図５に示される本発明のマスク１０３においては、本体部１３の下部ポケット部４３と
固定部９３の下側部分を形成する伸縮性材料（下側用伸縮性材料）が同一であり（図中、
（Ｂ）で示される伸縮性材料を用いている。）、本体部１３の上部ポケット部５３と固定
部９３の上側部分を形成する伸縮性材料（上側用伸縮性材料）が同一であり（図中、（Ａ
）で示される伸縮性材料を用いている。）、下側用伸縮性材料と上側用伸縮性材料とが異
なっている。
　この態様においては、伸縮性の大きさと強度とを要求される下部ポケット部４３と、呼
気の漏れを効果的に防止すべく高い密閉性を要求される上部ポケット部５３との各要求特
性を満たしつつ、原料コストを抑制することができ、また、製造工程も簡易にすることが
できる。
　下側用伸縮性材料としては、上記（１）の伸縮性を持つ編み物、織物、ポリウレタンフ
ィラメントスパンボンド不織布を用いるのが好ましい。
　上側用伸縮性材料としては、上記（２）の伸縮性フィルム類又は上記（３）の弾性フィ
ラメントや伸縮性フィルム類と不織布との複合体シートを用いるのが好ましい。
【００４６】
　図６に示される本発明のマスク１０４においては、本体部１４の下部ポケット部４４と
上部ポケット部５４と固定部９４を形成する着用者に接触する部分の伸縮性材料が同一で
あるが（図中、（Ｂ）で示される伸縮性材料を用いている。）、下部ポケット部４４の外
側には、更にそれとは異なる伸縮性材料（図中、（Ａ）で示される伸縮性材料）が重ねて
設けられている。
　この態様においては、図３に示される態様と同様の利点を有し、さらに、下部ポケット
部４４の強度を強くすることができる。
　下部ポケット部４４と上部ポケット部５４と固定部９４を形成する着用者に接触する部
分の伸縮性材料としては、上記（１）の伸縮性を持つ編み物、織物、ポリウレタンフィラ
メントスパンボンド不織布を用いるのが好ましい。
　下部ポケット部４４に重ねて設けられる伸縮性材料としては、上記（２）の伸縮性フィ
ルム類が好ましい。
【００４７】
　図７に示される本発明のマスク１０５においては、本体部１５の下部ポケット部４５と
上部ポケット部５５と固定部９５を形成する着用者に接触する部分の伸縮性材料が同一で
あるが（図中、（Ａ）で示される伸縮性材料を用いている。）、固定部９５の端部側には
、更にそれとは異なる材料（図中、（Ｃ）で示される材料）が重ねて設けられている。
　この態様においては、図３に示される態様と同様の利点を有し、さらに、固定部９５の
強度を強くすることができる。
　下部ポケット部４５と上部ポケット部５５と固定部９５を形成する着用者に接触する部
分の伸縮性材料としては、上記（３）の弾性フィラメントや伸縮性フィルム類と不織布と
の複合体シートを用いるのが好ましい。
　固定部９５に重ねて設けられる材料は、伸縮性材料であってもよく、伸縮性材料でなく
てもよい。伸縮性材料でない材料としては、例えば、スパンボンド不織布が好適に挙げら
れる。
【００４８】
　本発明においては、図６に示される態様や図７に示される態様のように、下部ポケット
部、上部ポケット部及び固定部のそれぞれについて、２種以上の伸縮性材料を組み合わせ
て用いてもよい。
　また、本発明においては、下部ポケット部、上部ポケット部及び固定部のそれぞれにつ
いて、伸縮性材料と伸縮性材料でない材料とを組み合わせて用いてもよい。すなわち、下
部ポケット部、上部ポケット部及び固定部は、それぞれ、伸縮性材料が一部のみに用いら
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れていてもよい。
【００４９】
　本発明のマスクにおいては、伸縮性材料の形状を特に限定されず、種々の形状を用いる
ことができる。
　図８は、本発明のマスクにおける伸縮性材料の形状を示す模式的な平面図である。図８
（Ａ）～図８（Ｃ）に示されるマスクは、いずれもスリットが設けられた平面状の伸縮性
材料により、下部ポケット部、上部ポケット部及び固定部が形成されている。
　図８（Ａ）に示されるマスク１００ａは、下部ポケット部４０ａと上部ポケット部５０
ａと固定部９０ａとが、伸縮性材料からなる１枚の伸縮性シート部材により形成されてい
る。
　具体的には、前記伸縮性シート部材が主シート部２０ａと重ねて設けられ、前記伸縮性
シート部材の上下の縁部が主シート部２０ａの上下の縁部とそれぞれ接合され、前記伸縮
性シート部材の主シート部２０ａと重ねられた部分に直線状のスリット（図中、太線で示
された部分。以下同じ。）が左右方向に設けられ、前記伸縮性シート部材の前記スリット
より下側が下部ポケット部４０ａを構成し、前記伸縮性シート部材の前記スリットより上
側が上部ポケット部５０ａを構成しており、また、前記伸縮性シート部材の主シート部２
０ａと重ねられていない部分が、くの字型（左右縁側に頂点が位置する。）の耳を掛ける
ためのスリットを有し、固定部９０ａを構成している。
　この態様は、伸縮性シート部材に３本のスリットを設けて主シート部２０ａと接合する
のみで、下部ポケット部４０ａ、上部ポケット部５０ａ及び固定部９０ａを形成すること
ができる点で、製造工程が簡易であり、製造時の伸縮性材料のロスの量が極めて少ないと
いう利点がある。
【００５０】
　図８（Ｂ）に示されるマスク１００ｂは、下部ポケット部４０ｂと上部ポケット部５０
ｂと固定部９０ｂとが、伸縮性材料からなる１枚の伸縮性シート部材により形成されてい
る。
　具体的には、前記伸縮性シート部材が主シート部２０ｂと重ねて設けられ、前記伸縮性
シート部材の上下の縁部が主シート部２０ｂの上下の縁部とそれぞれ接合され、前記伸縮
性シート部材の主シート部２０ｂと重ねられた部分にくの字型（上側に頂点が位置する。
）のスリットが設けられ、前記伸縮性シート部材の前記スリットより下側が下部ポケット
部４０ｂを構成し、前記伸縮性シート部材の前記スリットより上側が上部ポケット部５０
ｂを構成しており、また、前記伸縮性シート部材の主シート部２０ｂと重ねられていない
部分が、直線状の耳を掛けるためのスリットを上下方向に有し、固定部９０ｂを構成して
いる。
　この態様は、伸縮性シート部材に３本のスリットを設けて主シート部２０ｂと接合する
のみで、下部ポケット部４０ｂ、上部ポケット部５０ｂ及び固定部９０ｂを形成すること
ができる点で、製造工程が簡易であり、製造時の伸縮性材料のロスの量が極めて少ないと
いう利点がある。
【００５１】
　図８（Ｃ）に示されるマスク１００ｃは、下部ポケット部４０ｃと上部ポケット部５０
ｃと固定部９０ｃとが、伸縮性材料からなる１枚の伸縮性シート部材により形成されてい
る。
　具体的には、前記伸縮性シート部材が主シート部２０ｃと重ねて設けられ、前記伸縮性
シート部材の上下の縁部が主シート部２０ｃの上下の縁部とそれぞれ接合され、前記伸縮
性シート部材の主シート部２０ｃと重ねられた部分から重ねられていない部分にかけて直
線状のスリットが左右方向に設けられ、重ねられた部分においては、前記伸縮性シート部
材の前記スリットより下側が下部ポケット部４０ｃを構成し、前記伸縮性シート部材の前
記スリットより上側が上部ポケット部５０ｃを構成しており、また、重ねられていない部
分においては、前記スリットが耳を掛けるために用いられ、固定部９０ｃを構成している
。
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　この態様は、伸縮性シート部材に１本のスリットを設けて主シート部２０ｃと接合する
のみで、下部ポケット部４０ｃ、上部ポケット部５０ｃ及び固定部９０ｃを形成すること
ができる点で、製造工程が極めて簡易であり、製造時の伸縮性材料のロスの量が極めて少
ないという利点がある。
【００５２】
　図９は、本発明のマスクにおける伸縮性材料の形状を示す模式的な平面図である。図９
（Ａ）及び図９（Ｂ）に示されるマスクは、いずれもスリット及び切り欠きが設けられた
平面状の伸縮性材料により、下部ポケット部、上部ポケット部及び固定部が形成されてい
る。
　図９（Ａ）に示されるマスク１００ｄは、下部ポケット部４０ｄと上部ポケット部５０
ｄと固定部９０ｄとが、伸縮性材料からなる１枚の伸縮性シート部材により形成されてい
る。
　具体的には、前記伸縮性シート部材が主シート部２０ｄと重ねて設けられ、前記伸縮性
シート部材の上下の縁部が主シート部２０ｄの上下の縁部とそれぞれ接合され、前記伸縮
性シート部材の主シート部２０ｄと重ねられた部分に横長のほぼ長方形状の切り欠きが設
けられ、前記伸縮性シート部材の前記切り欠きより下側が下部ポケット部４０ｄを構成し
、前記伸縮性シート部材の前記切り欠きより上側が上部ポケット部５０ｄを構成しており
、また、前記伸縮性シート部材の主シート部２０ｄと重ねられていない部分が、曲線状の
耳を掛けるためのスリットを有し、固定部９０ｄを構成している。
　この態様は、伸縮性シート部材の切り欠き部が比較的小さい点で、製造時の伸縮性材料
のロスの量が比較的小さいという利点がある。
【００５３】
　図９（Ｂ）に示されるマスク１００ｅは、下部ポケット部４０ｅと上部ポケット部５０
ｅと固定部９０ｅとが、伸縮性材料からなる１枚の伸縮性シート部材により形成されてい
る。
　具体的には、前記伸縮性シート部材が主シート部２０ｅと重ねて設けられ、前記伸縮性
シート部材の上下の縁部が主シート部２０ｅの上下の縁部とそれぞれ接合され、前記伸縮
性シート部材の主シート部２０ｅと重ねられた部分にくの字型（上側に頂点が位置する。
）のスリットが左右方向に設けられ、前記伸縮性シート部材の前記スリットより下側が下
部ポケット部４０ｅを構成し、前記伸縮性シート部材の前記スリットより上側が上部ポケ
ット部５０ｅを構成しており、また、前記伸縮性シート部材の主シート部２０ｅと重ねら
れていない部分が、耳を掛けるための切り欠きを有し、固定部９０ｅを構成している。
　この態様は、伸縮性シート部材の切り欠き部が比較的小さい点で、製造時の伸縮性材料
のロスの量が比較的小さいという利点があり、また、固定部９０ｅの切り欠き部に耳を掛
けるため、耳を掛けやすいという利点がある。
【００５４】
　図１０は、本発明のマスクにおける伸縮性材料の形状を示す模式的な平面図である。図
１０（Ａ）及び図１０（Ｂ）に示されるマスクは、いずれも切り欠きが設けられた平面状
の伸縮性材料により、下部ポケット部、上部ポケット部及び固定部が形成されている。
　図１０（Ａ）に示されるマスク１００ｆは、下部ポケット部４０ｆと上部ポケット部５
０ｆと固定部９０ｆとが、伸縮性材料からなる１枚の伸縮性シート部材により形成されて
いる。
　具体的には、前記伸縮性シート部材が主シート部２０ｆと重ねて設けられ、前記伸縮性
シート部材の上下の縁部が主シート部２０ｆの上下の縁部とそれぞれ接合され、前記伸縮
性シート部材の主シート部２０ｆと重ねられた部分に横長のほぼ長方形状の切り欠きが設
けられ、前記伸縮性シート部材の前記切り欠きより下側が下部ポケット部４０ｆを構成し
、前記伸縮性シート部材の前記切り欠きより上側が上部ポケット部５０ｆを構成しており
、また、前記伸縮性シート部材の主シート部２０ｆと重ねられていない部分が、耳を掛け
るための切り欠きを有し、固定部９０ｆを構成している。
　この態様は、固定部９０ｆの切り欠き部に耳を掛けるため、耳を掛けやすいという利点
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がある。
【００５５】
　図１０（Ｂ）に示されるマスク１００ｇは、下部ポケット部４０ｇと上部ポケット部５
０ｇと固定部９０ｇとが、伸縮性材料からなる１枚の伸縮性シート部材により形成されて
いる。
　具体的には、前記伸縮性シート部材が主シート部２０ｇと重ねて設けられ、前記伸縮性
シート部材の上下の縁部が主シート部２０ｇの上下の縁部とそれぞれ接合され、前記伸縮
性シート部材の主シート部２０ｇと重ねられた部分に上下方向の長さが中央部において短
く両側において長い切り欠きが設けられ、前記伸縮性シート部材の前記切り欠きより下側
が下部ポケット部４０ｇを構成し、前記伸縮性シート部材の前記切り欠きより上側が上部
ポケット部５０ｇを構成しており、また、前記伸縮性シート部材の主シート部２０ｇと重
ねられていない部分が、耳を掛けるための切り欠きを有し、固定部９０ｇを構成している
。
　この態様は、固定部９０ｆの切り欠き部に耳を掛けるため、耳を掛けやすいという利点
があり、また、下部ポケット部４０ｇ及び上部ポケット部５０ｇの形状が着用者の下あご
及び鼻の各頂点に相当する部分が長いため、着用者の下あご及び鼻をしっかりと包み込み
、着用時にずれにくいという利点がある。
【００５６】
　図１１は、本発明のマスクにおける伸縮性材料の形状を示す模式図である。図１１（Ａ
）及び図１１（Ｂ）はそれぞれ平面図であり、図１１（Ｃ）は外側からみた斜視図である
。
　図１１（Ａ）に示されるマスク１００ｈは、下部ポケット部４０ｈと上部ポケット部５
０ｈと固定部９０ｈとが、２枚の伸縮性シート部材により形成されており、前記伸縮性シ
ート部材のうち一方（図中下側のもの）が主シート部２０ｈの下側部分と重ねて設けられ
、その下の縁部が主シート部２０ｈの下の縁部と接合され、前記伸縮性シート部材のうち
他方（図中上側のもの）が主シート部２０ｈの上側部分と重ねて設けられ、その上の縁部
が主シート部２０ｈの上の縁部と接合され、２枚の前記伸縮性シート部材の主シート部２
０ｈと重ねられていない部分が、主シート部２０ｈの左右両側において、それぞれ結合可
能に構成され、前記伸縮性シート部材の前記一方の主シート部２０ｈの下側部分と重ねて
設けられた部分が下部ポケット部４０ｈを構成し、前記伸縮性シート部材の前記他方の主
シート部２０ｈの上側部分と重ねて設けられた部分が上部ポケット部５０ｈを構成し、２
枚の前記伸縮性シート部材の主シート部２０ｈと重ねられていない部分が固定部９０ｈを
構成している。
　固定部９０ｈを結合可能とする方法は、特に限定されず、例えば、メカニカル結合材の
雄材と雌材をそれぞれに配置させる方法が挙げられる。
　なお、本発明においては、前記伸縮性シート部材のうち一方（図中下側のもの）の両端
部を着用者の首の後ろで結合させ、前記伸縮性シート部材のうち他方（図中上側のもの）
の両端部を着用者の頭部の後ろで結合させる態様とすることもできる。
　マスク１００ｈにおいては、前記伸縮性シート部材の前記一方の上の縁部と前記伸縮性
シート部材の前記他方の下の縁部とが重なっていない。
　この態様は、製造工程が極めて簡易であり、製造時の伸縮性材料の使用量及びロスが極
めて少ないという利点があり、また、固定部における伸縮性シート部材の結合方法も多様
な方法を採用することができるという利点がある。
【００５７】
　図１１（Ｂ）に示されるマスク１００ｉは、下部ポケット部４０ｉと上部ポケット部５
０ｉと固定部９０ｉとが、２枚の伸縮性シート部材により形成されており、前記伸縮性シ
ート部材のうち一方（図中下側のもの）が主シート部２０ｉの下側部分と重ねて設けられ
、その下の縁部が主シート部２０ｉの下の縁部と接合され、前記伸縮性シート部材のうち
他方（図中上側のもの）が主シート部２０ｉの上側部分と重ねて設けられ、その上の縁部
が主シート部２０ｉの上の縁部と接合され、２枚の前記伸縮性シート部材の主シート部２
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０ｉと重ねられていない部分が、主シート部２０ｉの左右両側において、それぞれ結合可
能に構成され、前記伸縮性シート部材の前記一方の主シート部２０ｉの下側部分と重ねて
設けられた部分が下部ポケット部４０ｉを構成し、前記伸縮性シート部材の前記他方の主
シート部２０ｉの上側部分と重ねて設けられた部分が上部ポケット部５０ｉを構成し、２
枚の前記伸縮性シート部材の主シート部２０ｉと重ねられていない部分が固定部９０ｉを
構成している。
　なお、本発明においては、前記伸縮性シート部材のうち一方（図中下側のもの）の両端
部を着用者の首の後ろで結合させ、前記伸縮性シート部材のうち他方（図中上側のもの）
の両端部を着用者の頭部の後ろで結合させる態様とすることもできる。
　マスク１００ｉにおいては、前記伸縮性シート部材の前記一方の上の縁部と前記伸縮性
シート部材の前記他方の下の縁部とが重なっている。
　この態様は、製造工程が極めて簡易であり、製造時の伸縮性材料のロスが極めて少ない
という利点、下部ポケット部及び上部ポケット部が形成する空間がそれぞれ深くなり安定
した鼻及び下あごの収容が可能となるという利点があり、また、固定部における伸縮性シ
ート部材の結合方法も多様な方法を採用することができるという利点がある。
【００５８】
　図１１（Ｃ）に示されるマスク１００ｊは、下部ポケット部４０ｊと上部ポケット部５
０ｊと固定部９０ｊとが、２枚の伸縮性シート部材により形成されており、前記伸縮性シ
ート部材のうち一方（図中下側のもの）が主シート部２０ｊの下側部分と重ねて設けられ
、その下の縁部が主シート部２０ｊの下の縁部と接合され、前記伸縮性シート部材のうち
他方（図中上側のもの）が主シート部２０ｊの上側部分と重ねて設けられ、その上の縁部
が主シート部２０ｊの上の縁部と接合され、２枚の前記伸縮性シート部材の主シート部２
０ｊと重ねられていない部分が、主シート部２０ｊの左右両側において、それぞれ結合し
、前記伸縮性シート部材の前記一方の主シート部２０ｊの下側部分と重ねて設けられた部
分が下部ポケット部４０ｊを構成し、前記伸縮性シート部材の前記他方の主シート部２０
ｊの上側部分と重ねて設けられた部分が上部ポケット部５０ｊを構成し、２枚の前記伸縮
性シート部材の主シート部２０ｊと重ねられていない部分が固定部９０ｊを構成している
。
　この態様においては、前記伸縮性シート部材のうち一方（図中下側のもの）の両端部を
着用者の首の後ろで結合させ、前記伸縮性シート部材のうち他方（図中上側のもの）の両
端部を着用者の頭部の後ろで結合させる。
　マスク１００ｊにおいては、前記伸縮性シート部材の前記一方の上の縁部と前記伸縮性
シート部材の前記他方の下の縁部とが重なっていない。
　この態様は、帽子をかぶる場合のような方法で着用するため、着用者が子どもや医療従
事者である場合のように、他人が着用者に着用させたり、着用者の手が自由に使えなかっ
たりする場合にも、容易に着用することができるという利点がある。
【００５９】
　図１２は、本発明のマスクにおける伸縮性材料の形状を示す模式的な平面図である。
　図１２（Ａ）に示されるマスク１００ｋは、下部ポケット部４０ｋと上部ポケット部５
０ｋと固定部９０ｋとが、伸縮性材料からなる１枚の伸縮性シート部材により形成されて
いる。
　具体的には、前記伸縮性シート部材が主シート部２０ｋの上側部分と重ねて設けられ、
前記伸縮性シート部材の上の縁部が主シート部２０ｋの上の縁部と接合され、前記伸縮性
シート部材が主シート部２０ｋと重ねられていない左右両側でそれぞれ折り返され、その
両端部が互いに重なるように主シート部２０ｋの下の縁部と接合され、前記伸縮性シート
部材の主シート部２０ｋの上側部分と重ねて設けられた部分が上部ポケット部５０ｋを構
成し、前記伸縮性シート部材の前記両端部の重なった部分が下部ポケット部４０ｋを構成
し、前記伸縮性シート部材の主シート部２０ｋと重ねられていない部分が固定部９０ｋを
構成している。
　伸縮性シート部材としては、容易に伸張させることができる伸縮性材料を用いた部材、
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例えば、伸縮性のある包帯を用いるのが好ましい態様の一つである。
　この態様は、着用者が子どもや医療従事者である場合のように、他人が着用者に着用さ
せたり、着用者の手が自由に使えなかったりする場合にも、容易に着用することができる
という利点があり、また、着用時にずれにくいという利点がある。
【００６０】
　図１２（Ｂ）に示されるマスク１００ｌは、下部ポケット部４０ｌと上部ポケット部５
０ｌと固定部９０ｌとが、伸縮性材料からなる１枚の伸縮性シート部材により形成されて
いる。
　具体的には、前記伸縮性シート部材が主シート部２０ｌの下側部分と重ねて設けられ、
前記伸縮性シート部材の下の縁部が主シート部２０ｌの下の縁部と接合され、前記伸縮性
シート部材が主シート部２０ｌと重ねられていない左右両側でそれぞれ折り返され、その
両端部が互いに重なるように主シート部２０ｌの上の縁部と接合され、前記伸縮性シート
部材の主シート部２０ｌの下側部分と重ねて設けられた部分が下部ポケット部４０ｌを構
成し、前記伸縮性シート部材の前記両端部の重なった部分が上部ポケット部５０ｌを構成
し、前記伸縮性シート部材の主シート部２０ｌと重ねられていない部分が固定部９０ｌを
構成している。
　伸縮性シート部材としては、容易に伸張させることができる伸縮性材料を用いた部材、
例えば、伸縮性のある包帯を用いるのが好ましい態様の一つである。
　この態様は、着用者が子どもや医療従事者である場合のように、他人が着用者に着用さ
せたり、着用者の手が自由に使えなかったりする場合にも、容易に着用することができる
という利点があり、また、着用時にずれにくいという利点がある。
【００６１】
　図１３は、本発明のマスクにおける伸縮性材料の形状を示す模式的な平面図である。
　図１３（Ａ）に示されるマスク１００ｍは、主シート部２０ｍに設けられた下部ポケッ
ト部４０ｍを形成する伸縮性材料、上部ポケット部５０ｍを形成する伸縮性材料及び固定
部９０ｍを形成する伸縮性材料がそれぞれ別個の部材となっている。
　この態様は、下部ポケット部４０ｍと上部ポケット部５０ｍとが別個の部材であり、そ
れぞれ左右方向に長い開口部を有するため、種々の顔面の大きさの着用者が着用すること
ができるという利点がある。
【００６２】
　図１３（Ｂ）に示されるマスク１００ｎは、主シート部２０ｎに設けられた下部ポケッ
ト部４０ｎを形成する伸縮性材料、上部ポケット部５０ｎを形成する伸縮性材料及び固定
部９０ｎを形成する伸縮性材料がそれぞれ別個の部材となっている点で、マスク１００ｍ
と同様であるが、下部ポケット部、上部ポケット部及び固定部の形状がそれぞれ異なって
いる。具体的には、下部ポケット部、上部ポケット部及び固定部が、左右方向の中央部に
おいて外側に凸状となった立体構造となっている。
　この態様は、下部ポケット部４０ｍと上部ポケット部５０ｍとが別個の部材であり、そ
れぞれ左右方向に長い開口部を有し、更に、立体構造となっているため、種々の顔面の大
きさの着用者が着用することができるという利点がより大きい。
【００６３】
　以上、本発明のマスクを図示の各実施形態に基づいて説明したが、本発明は、これらに
限定されるものではなく、例えば、各部の構成は、同様の機能を発揮しうる任意の構成と
置換することができる。
　また、各実施形態における各部の構成を任意に組み合わせて、別の実施形態とすること
もできる。
【００６４】
　本発明のマスクは、種々の用途に好適に用いられる。中でも、着用者から病原体が外部
に放出されることを防止するためのマスクとして好適に用いられる。
【実施例】
【００６５】
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　以下、本発明について実施例を用いてより詳細に説明する。ただし、本発明は、これら
の実施例に限定されない。
【００６６】
１．マスクの製造
（実施例１）
　以下のようにして、図１に示されるマスク１００を製造した。
　内面シートとなるＰＥ製不織布（ＤＥＬＮＥＴ、三昌社製、目付２０ｇ／ｍ2）と、外
面シートとなるＰＰ製のＳＭＭＳ不織布（Ａｖｇｏｌ社製、目付１３ｇ／ｍ2）との間に
、病原体不活性化層となるＰＥ／ＰＥＴ製エアスルー不織布（ユニチカ社製、目付４０ｇ
／ｍ2）にＡｇ・Ｚｎイオン担持ゼオライト（富士ケミカル社製、バクテライト）を１．
０ｇ／ｍ2塗布したシートを挟んで、主シート部２０となる積層体を得た。
　積層体は、左右方向の長さ（ｘ０）が１６０ｍｍ、上下方向の長さ（ｙ０）が１１０ｍ
ｍであった。
　下部ポケット部４０、上部ポケット部５０及び固定部９０を形成する伸縮性シート部材
としては、合成ゴムフィルムの両面を不織布で挟んだ複合体であるＦｌｅｘ　ＡｉｒｅＴ

Ｍ　５４１　Ｅｌａｓｔｉｃ　Ｌａｍｉｎａｔｅ（米国トレドガー社製、目付９５ｇ／ｍ
2）を用いた。
　伸縮性シート部材は、左右方向の長さ（ｘ）が３４０ｍｍ、上下方向の長さ（ｙ０）が
１１０ｍｍであり、主シート部２０と重なる部分の左右方向の長さ（ｘ０）が１６０ｍｍ
であった。伸縮性シート部材の主シート部２０と重ねられる部分の中央には、下部ポケッ
ト部４０の開口部の左右方向の長さ（ｘ１）が１４０ｍｍ、上下方向の長さ（ｙ１）が５
０ｍｍ、上部ポケット部５０の開口部の左右方向の長さ（ｘ２）が１２０ｍｍ、上下方向
の長さ（ｙ２）が３５ｍｍになるような切り欠きが設けられ、主シート部２０と重ねられ
ない部分には両端部から約１０ｍｍ内側に、耳に掛けるための切り欠きが設けられた。
　上記積層体に上記伸縮性シート部材を重ね、積層体の四辺をヒートシールして両者を接
合させ、図１に示されるマスク（伸縮体シート部材切り欠き型のマスク）１００を得た。
　なお、上記積層体の通気性はフラジール形法で４５ｃｍ3／（ｃｍ2・ｓ）であり、上記
伸縮性シート部材の通気性はフラジール形法で１０ｃｍ3／（ｃｍ2・ｓ）であった。
【００６７】
（実施例２）
　積層体の左右方向の長さ及び伸縮性シート部材との接合方法を変更した以外は、実施例
１と同様の方法により、図２に示されるマスク１０６を製造した。
　具体的には、実施例１の積層体の左右方向の長さを２００ｍｍとした積層体に、実施例
１と同様の伸縮性シート部材を左右方向の長さが２００ｍｍ（伸長率（非伸張時の長さに
対する伸張時の長さの割合）：１２５％）となるように左右方向に引っ張って伸張させた
状態で重ね、積層体の四辺をヒートシールして両者を接合させ、その後、引っ張る力を除
去して、図２に示されるマスク（伸縮体シート部材切り欠き型のマスク）１０６を得た。
得られたマスク１０６においては、主シート部２６と伸縮性シート部材との接合部の左右
方向の長さは約１６０ｍｍであった。
【００６８】
２．マスクの評価
　実施例１及び２で得られたマスクと後述する比較例１～３のマスクについて、３名の成
人被験者（女性２名、男性１名）に着用させ、以下の（１）～（４）の項目の評価を行っ
た。
　図１４は、比較例１のマスクの模式的な斜視図である。図１４に示されるマスク１１０
は、ガーゼマスクのフラット型（白十字社製、ガーゼマスク）であった。具体的には、平
面状のガーゼを重ねてなる本体部の左右両側にゴム紐からなる固定部を有するガーゼマス
クであった。
　図１５は、比較例２のマスクの模式的な斜視図である。図１５に示されるマスク１１２
は、ガーゼマスクのプリーツ型（興和社製、三次元マスク）であった。具体的には、左右
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方向のプリーツを複数設けた１枚のガーゼからなる本体部の左右両側にゴム紐からなる固
定部を有するガーゼマスクであった。
　図１６は、比較例３のマスクの模式的な斜視図である。図１６に示されるマスク１１４
は、立体型マスク（ユニ・チャーム社製、超立体マスク）であった。具体的には、本体部
が左右方向の中央部において外側に凸状となった立体構造となっているマスクであった。
【００６９】
（１）着用時の隙間の発生状態
　着用時の呼気の漏れの指標として、着用時の隙間の発生状態を評価した。具体的には、
マスク着用時に、マスクの本体部の四辺において、着用者の顔面との間の隙間の発生状態
を評価した。
（２）着用時のずれやすさ
　マスク着用時に、着用者に口を上下に開閉させ、その際のマスクのずれやすさを評価し
た。
（３）着用時の口唇への接触状態
　マスク着用時に、着用者に口を動かさせ、その際の口唇への接触状態を評価した。
（４）着用時の頬の部位への接触状態、圧迫感
　マスク着用時に、マスクの本体部周縁と頬との接触状態や圧迫感を評価した。
【００７０】
　結果の概要を第１表に示す。
　また、図１７に、各種マスクの着用状態の模式図を示す。図１７（Ａ）は比較例１のマ
スク１１０の着用状態の模式図であり、図１７（Ｂ）は比較例２のマスク１１２の着用状
態の模式図であり、図１７（Ｃ）は比較例３のマスク１１４の着用状態の模式図であり、
図１７（Ｄ）は実施例１のマスク１００の着用状態の模式図であり、図１７（Ｅ）は実施
例２のマスク１０６の着用状態の模式図である。なお、図１７（Ｄ）及び図１７（Ｅ）に
示されるように、実施例１のマスク１００及び実施例２のマスク１０６は、伸縮性シート
部材（図中、ハッチ部）により形成されている下部ポケット部及び上部ポケット部をそれ
ぞれめくった状態で着用された。
【００７１】
　比較例１のマスクは、本体部の内面のほぼ全面が口の周辺に接触しているため着用感が
悪く、また、女性の着用者の場合は口紅が本体部の内面に付着していた。また、口の動き
に連動して本体部のずれが生じ、本体部の周縁に大きな隙間が発生した。
　比較例２のマスクは、マスク中央のプリーツが上下に広がるので、ある程度着用者の鼻
及び下あごを包むことが可能であり、口を開閉する上下の動きに対して、マスク本体のず
れを多少抑えることができたが、本体部が前後に膨らんだりへこんだりして、へこんだ部
分が着用者の口唇や頬に接触しやすくなるため、女性の着用者の場合は口紅が本体部の内
面に付着していた。また、本体部の左右端では真ん中が浮き上がり、大きな隙間が発生し
た。
　比較例３のマスクは、本体部の中央が膨らんでいるので、口唇との接触は生じず、女性
の着用者の場合でも口紅の付着はみられなかったが、頬の口元に近い位置で固定部シート
と結合されているため、着用中は両頬への圧迫感が多少強く感じられた。また、本体部及
び中央シール部の剛性が高いために、あごの動きと共にマスクが上下にずれやすかった。
【００７２】
　実施例１のマスクは、本体部と顔面との接触は下部ポケット部及び上部ポケット部を形
成する伸縮性シート部材の部分で生じるのみであり、主シート部は、口元から頬にかけて
全体に浮き上がった状態（フローティング状態）になっているので、直接顔面に接触する
ことはなく、女性の着用者の場合でも口紅の付着はみられなかった。
　また、口の開閉等、顔面の動きに対しては、柔軟な伸縮シートがその動きを吸収して主
シート部には伝わらなくなるので、主シート部のずれはほとんど発生しなかった。
　実施例２のマスクは、実施例１のマスクの場合とほぼ同様な結果であるが、伸縮性シー
ト部材を伸張させて主シート部と接合させているため、主シート部のフローティング状態
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が大きくなっていた（大きく浮き上がった状態になっていた）ため、口唇及び口の周辺か
らの離間距離が大きくなって、快適な着用感が得られた。女性の着用者の場合でも口紅の
付着はみられなかった。
【００７３】
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【表１】

【符号の説明】
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【００７４】
　１０、１１、１２、１３、１４、１５、１６　本体部
　２０、２０ａ、２０ｂ、２０ｃ、２０ｄ、２０ｅ、２０ｆ、２０ｇ、２０ｈ、２０ｉ、
２０ｊ、２０ｋ、２０ｌ、２０ｍ、２０ｎ、２６　主シート部
　４０、４０ａ、４０ｂ、４０ｃ、４０ｄ、４０ｅ、４０ｆ、４０ｇ、４０ｈ、４０ｉ、
４０ｊ、４０ｋ、４０ｌ、４０ｍ、４０ｎ、４１、４２、４３、４４、４５、４６　下部
ポケット部
　５０、５０ａ、５０ｂ、５０ｃ、５０ｄ、５０ｅ、５０ｆ、５０ｇ、５０ｈ、５０ｉ、
５０ｊ、５０ｋ、５０ｌ、５０ｍ、５０ｎ、５１、５２、５３、５４、５５、５６　上部
ポケット部
　９０、９０ａ、９０ｂ、９０ｃ、９０ｄ、９０ｅ、９０ｆ、９０ｇ、９０ｈ、９０ｉ、
９０ｊ、９０ｋ、９０ｌ、９０ｍ、９０ｎ、９１、９２、９３、９４、９５、９６　固定
部
　１００、１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００ｄ、１００ｅ、１００ｆ、１００ｇ、
１００ｈ、１００ｉ、１００ｊ、１００ｋ、１００ｌ、１００ｍ、１００ｎ、１０１、１
０２、１０３、１０４、１０５、１０６、１１０、１１２、１１４　マスク

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１７】

【手続補正書】
【提出日】平成22年6月21日(2010.6.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の鼻及び口を含む顔面下部を覆う本体部と、前記本体部の左右に結合され、前記
本体部を着用者の顔面下部に固定する固定部と
を具備し、
　前記本体部が、主シート部と、前記主シート部の下部に、前記主シート部の周縁部の３
辺において接合されて設けられることにより着用者の下あごを収容する空間を形成する下
部ポケット部と、前記主シート部の上部に、前記主シート部の周縁部の３辺において接合
されて設けられることにより着用者の鼻を収容する空間を形成する上部ポケット部とを有
し、
　前記下部ポケット部と前記上部ポケット部と前記固定部とが、いずれも、伸縮性材料に
より形成されているマスク。
【請求項２】
　前記下部ポケット部及び前記上部ポケット部が、それぞれ、着用時に折り返すかたちと
なるように前記主シート部に接合されている、請求項１に記載のマスク。
【請求項３】
　前記下部ポケット部と前記上部ポケット部と前記固定部とが、１枚の伸縮性シート部材
により形成されている、請求項１に記載のマスク。
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【請求項４】
　前記伸縮性シート部材が前記主シート部と重ねて設けられ、
　前記伸縮性シート部材の上下の縁部が前記主シート部の上下の縁部とそれぞれ接合され
、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられた部分にスリット又は切り欠きが設
けられ、
　前記伸縮性シート部材の前記スリット又は切り欠きより下側が前記下部ポケット部を構
成し、
　前記伸縮性シート部材の前記スリット又は切り欠きより上側が前記上部ポケット部を構
成する、請求項３に記載のマスク。
【請求項５】
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が、耳を掛けるための
スリット又は切り欠きを有し、前記固定部を構成している、請求項３又は４に記載のマス
ク。
【請求項６】
　前記伸縮性シート部材が前記主シート部の下側部分と重ねて設けられ、
　前記伸縮性シート部材の下の縁部が前記主シート部の下の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材が前記主シート部と重ねられていない左右両側でそれぞれ折り返
され、その両端部が互いに重なるように前記主シート部の上の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部の下側部分と重ねて設けられた部分が前記下部
ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記両端部の重なった部分が前記上部ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が前記固定部を構成す
る、請求項５に記載のマスク。
【請求項７】
　前記伸縮性シート部材が前記主シート部の上側部分と重ねて設けられ、
　前記伸縮性シート部材の上の縁部が前記主シート部の上の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材が前記主シート部と重ねられていない左右両側でそれぞれ折り返
され、その両端部が互いに重なるように前記主シート部の下の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部の上側部分と重ねて設けられた部分が前記上部
ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記両端部の重なった部分が前記下部ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が前記固定部を構成す
る、請求項３に記載のマスク。
【請求項８】
　前記下部ポケット部と前記上部ポケット部と前記固定部とが、２枚の伸縮性シート部材
により形成されており、
　前記伸縮性シート部材のうち一方が前記主シート部の下側部分と重ねて設けられ、その
下の縁部が前記主シート部の下の縁部と接合され、
　前記伸縮性シート部材のうち他方が前記主シート部の上側部分と重ねて設けられ、その
上の縁部が前記主シート部の上の縁部と接合され、
　２枚の前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が、前記主シー
ト部の左右両側において、それぞれ結合し、又は結合可能に構成され、
　前記伸縮性シート部材の前記一方の前記主シート部の下側部分と重ねて設けられた部分
が前記下部ポケット部を構成し、
　前記伸縮性シート部材の前記他方の前記主シート部の上側部分と重ねて設けられた部分
が前記上部ポケット部を構成し、
　２枚の前記伸縮性シート部材の前記主シート部と重ねられていない部分が前記固定部を
構成する、請求項１に記載のマスク。
【請求項９】
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　前記伸縮性シート部材の前記一方の上の縁部と前記伸縮性シート部材の前記他方の下の
縁部とが重なっている、請求項８に記載のマスク。
【請求項１０】
　前記伸縮性シート部材の前記一方の上の縁部と前記伸縮性シート部材の前記他方の下の
縁部とが重なっていない、請求項８に記載のマスク。
【請求項１１】
　前記主シート部が、内面シートと、病原体不活性化層と、外面シートとが着用者側から
この順で積層された積層体を有する、請求項１～１０のいずれかに記載のマスク。
【請求項１２】
　前記病原体不活性化層が、複数枚のシート状材料から構成されている、請求項１１に記
載のマスク。
【請求項１３】
　前記積層体の通気度が前記下部ポケット部及び前記上部ポケット部のいずれよりも大き
い、請求項１１又は１２に記載のマスク。
【請求項１４】
　前記下部ポケット部及び／又は前記上部ポケット部の開口縁部の左右方向の長さが、前
記主シート部のそこに相当する部分の左右方向の長さよりも短い、請求項１～１３のいず
れかに記載のマスク。
【請求項１５】
　着用者の鼻と下あごと前記固定部に対応する部位とにおいて密着し、着用者の顔面に固
定される、請求項１～１４のいずれかに記載のマスク。
 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment

