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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鼻および口を含む顔面の対象部を覆う本体部と、この本体部の左右両側に設けられた耳
に係止するための係止部と、を備えるマスクであって、
　前記本体部が、二層以上の層構造を有し、顔面と当接する面を構成する層が紡糸された
メルトブローン不織布により形成され、
　さらに本体部を構成する不織布の目付が１５～７０ｇ／ｍ2とされ、
　かつ、本体部の顔面と当接する面の周縁部及び左右方向の縦方向に延びる中心線の近傍
部分の少なくとも一方部分に平滑剤が塗布され、
　その塗布量が１～１５ｇｓｍであることを特徴とするマスク。
【請求項２】
　前記メルトブローン不織布が、親水化処理した繊維を用いたものである請求項１記載の
マスク。
【請求項３】
　本体部の顔面と当接する面の周縁部分がメルトブローン不織布により形成されている請
求項１又は２記載のマスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鼻口を覆うマスクに関し、特に、花粉に代表されるアレルゲン等の進入防止
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や、唾液飛沫が周囲へ飛散することを防止すること等に用いられる使い捨てマスクに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、花粉症対策、風邪の予防などに用いられる使い捨てマスクの需要が増加している
。マスクは、綿、紙、不織布など種々の材料を用いたものが存在するが、安価に製造でき
かつ埃や花粉の除去性に優れるとともに通気性にも優れ、しかも使い捨てにしやすいこと
から、特に不織布を用いたものが広く普及している。
【特許文献１】特開２００４－３１３２９３号公報
【特許文献２】実用新案登録第２５３３９３７号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来の不織布を用いた使い捨てマスクは、使用時に肌とマスクとの摺れ
によってマスクの肌への当接面が徐々に毛羽立ち、この毛羽立ちによって不快感が生じた
り、肌が傷つけられたりすることがあった。
【０００４】
　特に、使い捨てマスクの使用頻度が高まる冬から春先は、湿度が低く乾燥するため、か
かる毛羽立ちによる肌への刺激が高まる傾向にあり改善が求められている。
【０００５】
　そこで、本発明の主たる課題は、肌との平滑性をあげ、こすれによる肌への刺激や、こ
すれにともなう毛羽立ちによる肌への刺激を防ぎ、長時間装着時の装着感じを向上させる
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決した本発明は次記の通りである。
　＜請求項１記載の発明＞
　鼻および口を含む顔面の対象部を覆う本体部と、この本体部の左右両側に設けられた耳
に係止するための係止部と、を備えるマスクであって、
　前記本体部が、二層以上の層構造を有し、顔面と当接する面を構成する層が紡糸された
メルトブローン不織布により形成され、
　さらに本体部を構成する不織布の目付が１５～７０ｇ／ｍ2とされ、
　かつ、本体部の顔面と当接する面の周縁部及び左右方向の縦方向に延びる中心線の近傍
部分の少なくとも一方部分に平滑剤が塗布され、
　その塗布量が１～１５ｇｓｍであることを特徴とするマスク。
【０００７】
　（作用効果）
　本体部の顔面と当接する面の全部分または一部分に、平滑剤を含有させたので、肌への
刺激の少ないものとなる。
　また、本体部を多層構造とすれば、顔面と当接する層をメルトブローン不織布として肌
への刺激を低下させつつ、他の層に埃の集塵性に優れる他の素材を使用することが可能と
なる。なお、メルトブローン不織布は、スパンボンド不織布等の他の不織布と比較して肌
とすれたときの毛羽立ちが少なく肌への刺激か少ないことを本発明者らは知見している。
本発明は、この知見に基づくものでもある。
　さらに、平滑剤の塗布量は、１～１５ｇｓｍとする。１ｇｓｍ未満では平滑剤の効果が
発揮しづらく、１５ｇｓｍを超えるとべたつきやすくなる。
【０００８】
【０００９】
　また、マスクの本体部のうち特に、顔面と当接する面の周縁部分は花粉、埃などの進入
を防止すべく肌と密着するように構成されることから、かかる周縁部分は特に肌と摺れや
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すい。従って、かかる周縁部分に平滑剤を塗布することにより、効果的に肌への刺激を少
なくすることができる。
【００１０】
　＜請求項２記載の発明＞
　前記メルトブローン不織布が、親水化処理した繊維を用いたものである請求項１記載の
マスク。
【００１１】
　（作用効果）
　不織布が親水性であると、平滑剤との親和性に優れて平滑剤の保持力に優れるものとな
るほか、乾燥しづらいものとなり、より肌への刺激の少ないものとなる。
【００１２】
　＜請求項３記載の発明＞
　本体部の顔面と当接する面の周縁部分がメルトブローン不織布により形成されている請
求項１又は２記載のマスク。
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【００１６】
【００１７】
　（作用効果）
　上述のとおり本体部の顔面と当接する面の周縁部は肌と摺れやすいため毛羽立ちやすい
。従って、特に当該部分にメルトブローン不織布を配置した本発明のマスクはより一層、
肌への刺激が少ないものとなる。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のとおり、本発明によれば、上記の作用効果を奏するもので、これを要すれば、毛
羽立ちがなく、皮膚に対する刺激がないマスクとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　次いで、本発明の実施の形態を図面を参照しながら以下に詳述する。
　（第一の形状例）
　図１は、ポケット型のマスク１を示している。このマスク１は、口許及び鼻腔を覆う本
体部２と、この本体部２を身体に係止するための係止部３とを備えている。本体部２は、
幅方向中央線に関して対称をなす左側部分２Ｌ及び右側部分２Ｒからなり、両部分２Ｌ，
２Ｒは平坦な素材からなり、かつ幅方向中央側の縁部４で接合されている。また、この接
合部分４は、上下両側よりも中間部が外側に膨出する湾曲状をなしている。
【００２０】
　一方、係止部３は、耳に掛けるための開口５を有する環状の平坦部材であり、本体部２
の左右両側縁２ｅ，２ｅに接合されている。
【００２１】
　本体部２及び係止部３は、左側部分２Ｌと右側部分２Ｒとを重ね合わせた非使用状態で
は平坦になる。これに対して、本体部２は、左側部分２Ｌと右側部分２Ｒとの間を広げた
使用状態（図示状態）ではカップ状になる。この状態で着用者の口許や鼻腔を覆うように
あてがうと、口許や鼻腔のまわりに空間を残して被覆することができる。
【００２２】
　（第二の形状例）
　第一の形状例では、本体部２と係止部３とを別の部材として形成し、両者を接合してい
るが、図２に示すように本体部２と係止部３とを単一の部材として一体的に形成すること
もできる。
【００２３】
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　（第三の形状例）
　また、図示しないが、ポケット型の形態において、接合線を上下方向に沿って形成する
必要はなく、例えば幅方向に沿って形成することもできる。
【００２４】
　（第四の形状例）
　図３及び図４は、平坦型のマスク１１を示している、このマスク１１は、口許及び鼻腔
を覆う本体部２と、この本体部２を身体に係止するための係止部３とを備えている。本体
部２は、幅方向に沿うプリーツ６（ジグザグ状に折り重ねて形成した襞）を複数有しおり
、その両側部には、係止部３としての耳掛け用ゴム紐が環状に取り付けられている。プリ
ーツの数は２～３本が好ましい。
【００２５】
　本例では、本体部１１の幅方向中間部において上端と下端とを離間させるように引っ張
ると、中央部が外側に膨出すようにプリーツ６が拡開し、全体としてカップ状に変形する
。よって、図５に示すように、この状態で着用者の口許や鼻腔を覆うようにあてがうと、
口許や鼻腔のまわりに空間を残して被覆することができる。
【００２６】
　本体部２の形状としては、図示のような矩形の他、楕円形、菱形等、適宜の形状を採用
することができる。
【００２７】
　（第五の形状例）
　第五の形状例は図６に示すとおり、プリーツ６を有する第四の形状例に対して、プリー
ツを省略したものである。このような簡素な形態も採用することができる。
【００２８】
　（第六の形状例）
　図１～図４に示す示形態の係止部３は、環状部材を耳に掛け止めるタイプであるが、本
体部の両側部を帯状部材で繋ぎ、この帯状部材を頭部または首部に掛け回して係止するタ
イプも採用することができる（図示略）。このタイプの係止部は例えば特開平９－３１３
６３１号公報に示されている。
【００２９】
　（本体部の構造および素材）
　本体部２は、一層構造であっても良いが、複数の層からなる構造とするのが好ましい。
例えば、図２に示すように、外層２Ａ及び内層２Ｂを有する２層構造としたり、図４や図
６に示すように、外層２Ａ、内層２Ｂおよびこれらの間に介在された中間層２Ｃを有する
三層構造としたりすることができる。特に、図２に示すように、外層２Ａ（内層でも良い
）により、本体部２と係止部３とを単一の部材として一体的に形成し、その本体部相当部
分の内面に、内層２Ｂを積層することにより、本体部２を二層構造とすることもできる。
【００３０】
　複数層とする場合、少なくとも一層、例えば図２に示すような二層構造における内層２
Ｂ、あるいは図４、図６に示すような三層構造における中間層２Ｃが、塵埃等の濾過機能
、芳香機能、ウイルス・アレルゲン不活化機能、抗菌機能、形状保持機能等を有する機能
層であるのが好ましい。
【００３１】
　このような機能層は、本体部２に対して着脱自在に取り付けるのも好ましい形態である
。例えば、図６に示すように、三層構造における中間層２Ｃを機能層とする場合、本体部
２の端縁（あるいは外層２Ａもしくは内層２Ｂに設けた開口でも良い）を介して機能層２
Ｃを出し入れ自在とすることにより、機能層を着脱自在とするができる。また、このよう
な複数の層からなる層構造は、係止部においても採用することができる。
【００３２】
　ここで、本発明の特徴は、本体部が単層であるか多層構造であるかにかかかわらず、少
なくとも本体部の顔面と当接する面を構成する層が不織布であり、かつ、本体部の顔面と
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当接する面の全部分または一部分に平滑剤が含有されていることを特徴とする。すなわち
、顔面と当接する面を構成する不織布層の、顔面と当接する面の全部または一部に、平滑
剤が含浸されたり塗布されたりして、平滑剤が含有されていることを特徴とする。なお、
製造が容易であるのは、単層の不織布構造で当接面全面に平滑剤が塗布された形態である
が、肌と摺れやすい一部のみに平滑剤を含有させた形態であってもよい。
【００３３】
　ここで肌と摺れやすい部分としては、図７に方形の本体部を例に示すように、埃、花粉
等の進入を防止するために肌との密着性が求められる部分である本体部の肌に当接する面
２０の周縁部Ａ、同様に図８に方形の本体部を例に示すように、鼻頭と接触しやすい部分
である本体部の肌に当接する面２０において左右方向中心で縦方向に延びる中心線の近傍
部分Ｂが挙げられる。従って、当該周縁部Ａあるいは中心線近傍Ｂのみに平滑剤を塗布等
した形態であってもよい。もちろん、その双方部分Ａ、Ｂに平滑剤を塗布した形態でもよ
い。なお、周縁部Ａとは、概ね本体部周端縁Ｅからの距離Ｌ１が１～５ｃｍ、好適には２
～３ｃｍ程度の範囲をいい、中心線近傍Ｂとは、中心線Ｃからの距離Ｌ２が左右（係止部
方向）に向かって概ね１～３ｃｍ、好適には１．５～２ｃｍ程度の範囲をいう。なお、図
示はしないが、もちろん、図１および２に示す立体形状の本体部を採用する場合において
も同様に本体部の周縁部および中心線近傍のみに平滑剤を塗布した形態とすることができ
る。
【００３４】
　ここで、平滑剤としては、ティシュペーパー等の衛生薄葉紙などに用いられている既知
の平滑剤を用いることができる。具体例を挙げれば、ワックス、ＭＰＣポリマー、グリセ
リン、ジグリセリン、平均分子量２００以上１０００未満のポリエチレングリコール、ソ
ルビット、プロピレングリコール、１，３－ブチレングリコール、グリシンベタイン、ピ
ロリドンカルボン酸、ピロリドンカルボン酸塩、マルチトール、乳酸ナトリウム等のうち
一種以上を含むものが挙げられる。好適には、ワックス、ＭＰＣポリマー、グリセリンで
ある。
【００３５】
　本体部の当該面に平滑剤が含有された形態のマスクを製造するには、本体部の大きさに
裁断する前の不織布反に対して予め平滑剤を塗布あるいは含浸させればよい。不織布反へ
の平滑剤の塗布等は、例えばスプレー方式、ロール転写等の既知の方法を取ることがきで
きる。不織布反への平滑剤の塗布形態としてインライン塗布を採用すれば、必要箇所に適
宜塗布することができ、カットピッチをあわせる必要がなくなる。
【００３６】
　このように、平滑剤を塗布等する場合には、顔面に当接する層を構成する不織布として
、親水性のものを用いるのが望ましい。平滑剤との親和性が高く、平滑剤の保持力に優れ
るようになるとともに、乾燥しづらく肌への刺激をより低下させることができるからであ
る。親水性不織布としては、親水化処理した繊維を用いたもの、レーヨン繊維を用いたも
の、コットンを用いたもの等、あるいはパルプ混合不織布等が挙げられる。
【００３７】
　平滑剤の塗布量は１～１５ｇｓｍ、好適には３～８ｇｓｍ、特に好適には４～６ｇｓｍ
であるのがよい。１ｇｓｍ未満では、保湿効果が小さく、１５ｇｓｍを越えるとベタツキ
が生じてかえって不快感のあるものとなる。
【００３８】
　ここで、他方、肌への刺激がより少なくなることから、本体部の顔面に当接する面を構
成する層の一部または全部をメルトブローン不織布で構成するのが望ましい。なお、製造
が容易であるのは、単層構造で層全部をメルトブローン不織布で構成した形態であるが、
肌と摺れやすい一部のみをメルトブローン不織布で構成した形態であってもよい。ここで
、肌と摺れやすい部分とは、上述のとおりマスク本体部の周縁部Ａおよび鼻と当接しやす
い部分Ｂである。
【００３９】
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　メルトブローン不織布の製造は、従来公知の方法を採用することができ、たとえば結晶
性プロピレン系などの原料重合体を溶融押出し、メルトブロー紡糸口金から紡糸された繊
維を、高温高速の気体によって極細繊維流としてブロー紡糸し、金網やベルトなどの捕集
装置上で極細繊維ウェブとし、接着工程を経て製造することができる。このメルトブロー
ン不織布を形成する繊維の平均繊維径は、限定されるものではないが、通常１～３０μｍ
程度であり、好ましくは２～１０μｍ程度である。
【００４０】
　本体部を構成する不織布の目付量は、通常１５～７０ｇ／ｍ2、好ましくは２０～６０ 
ｇ／ｍ2である。１５ｇ／ｍ2未満では必要な強度を担保するのが困難であり、７０ｇ／ｍ
2を越えると風合いが低下して望ましくない。
【００４１】
　他方、本体部を二層構造とする場合には、顔面に当接する面を構成する層以外の層は、
メルトブローン不織布以外の不織布としてもよい。従って、例えば、スパンボンド法によ
りウェブを形成したスパンボンド不織布（Ｓ）層と；メルトブローン法によりウェブを形
成したメルトブローン不織布層（Ｍ）とを２層以上積層させた不織布積層体をマスク本体
部の素材として使用することができる。このようにすると、顔面に当接する面の一部をメ
ルトブローン不織布とした積層構造の本体部とすることができる。
【００４２】
　すなわち、積層体を得るに際して、たとえばメルトブローン法によって形成される繊維
をスパンボンド不織布の上の一部（もちろん全部でもよい）に直接堆積させてメルトブロ
ーン不織布を形成した後、スパンボンド不織布とメルトブローン不織布とを熱融着させる
方法、スパンボンド不織布とメルトブローン不織布とを重ね合わせ、加熱加圧により両不
織布を融着させる方法、スパンボンド不織布とメルトブローン不織布とを、ホットメルト
接着剤、溶剤系接着剤等の接着剤によって接着する方法等を採用すれば、顔面に当接する
面の一部をメルトブローン不織布とすることが容易となる。
【００４３】
　ここで、スパンボンド不織布の上に、直接メルトブローン不織布を形成する方法は、熱
可塑性樹脂の溶融物をスパンボンド不織布の表面の一部または全部に吹き付け、繊維を堆
積させるメルトブローン法によって行うことができる。このとき、スパンボンド不織布に
対して、溶融物が吹き付けられる側の面の反対側の面は負圧にして、メルトブローン法に
よって形成される繊維を吹き付け、堆積させると同時に、スパンボンド不織布とメルトブ
ローン不織布を一体化させて、スパンボンド不織布層とメルトブローン不織布層とを有す
る柔軟性不織布積層体を得る。両不織布の一体化が不十分である場合は、加熱加圧エンボ
スロール等により十分に一体化させることができる。
【００４４】
　熱融着により、スパンボンド不織布とメルトブローン不織布とを融着する方法としては
、スパンボンド不織布とメルトブローン不織布との接触面の全面を熱融着する方法、スパ
ンポンド不織布とメルトブローン不織布との接触面の一部を熱融着する方法がある。
【００４５】
　（係止部の素材）
　係止部３の素材としては、本体部２と同様の素材から選択することもできるが、好まし
くは伸縮性や弾性に富み、肌への刺激が少ない素材を選択するのが好ましい。
【００４６】
　例えば、ポケット型のマスク１の場合には、弾性伸縮性フィルムの表裏両側に不織布を
貼り付け、必要に応じて針刺し加工等の伸縮性向上加工を施してなるラミネート不織布や
、熱捲縮性の複合繊維からなるウェブを熱処理することによって得られる伸縮性不織布の
他、一対の不織布を張り合わせるとともに、不織布間に糸ゴム等の弾性伸縮部材を挟んで
なる伸縮性不織布等を好適に用いることができる。
【００４７】
　また、例えば、平坦型のマスク１１の場合には、ポケット型のマスク１の場合と同様の
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素材から選択する他、平ゴム、丸ゴム等を用いることができる。
【００４８】
　さらに、これらの素材と、本体部２の項で述べた素材とを積層等により結合した素材を
係止部３のとして用いることもできる。
【００４９】
　もちろん、係止のための伸縮性を阻害しない範囲であれば、係止部の顔面と当接する面
をメルトブローン不織布で形成した形態を採用することができるし、平滑剤を塗布したも
のとすることができる。
【００５０】
　（本体部のサイズ）
　本体部２のサイズは適宜定めることができ、特に限定されるものではないが、例えば、
ポケット型の場合で縦９０～１５０ｍｍ、横６０～１１０ｍｍとすることができ、また平
坦型の場合（プリーツ６を有する場合はプリーツ６を拡げない状態で）、縦８０～１１０
ｍｍ、横８０～１８０ｍｍとすることができる。
【００５１】
　（その他）
　部材相互や層相互の接合は、ヒートシールやホットメルト接着、超音波溶着等、公知の
接合手段により行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　　本発明は、花粉症等におけるアレルゲンの遮断や、風邪等における感染防止を目的と
して、鼻や口を覆うマスクの他、広範な用途に適用できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】第一の形状例を示す斜視図である。
【図２】第二の形状例を示す斜視図である。
【図３】第四の形状例を示す斜視図である。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ断面図である。
【図５】第四の形状例を示す側面図である。
【図６】第五の形状例を示す斜視図である。
【図７】顔面に当接する面の一部にメルトブローン不織布を配した形態の本体部を示す正
面図である。
【図８】顔面に当接する面の一部にメルトブローン不織布を配した他の形態の本体部を示
す正面図である。
【符号の説明】
【００５４】
　１…マスク、２…本体部、２０…本体部の顔面に当接する面、３…係止部、４…接合部
分、５…開口、６…プリーツ、Ａ…周縁部、Ｂ…中心線近傍部分、Ｃ…中心線。
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