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(57)【要約】
　　【課題】　比較的大き目の塵芥の捕捉と細かい塵埃
の拭き取りを効果的且つ円滑に行い得るシート状拭材及
び拭材保持体の提供。
　　【解決手段】　シート状拭材の第一方向（短手方向
）の中程部の両側の粘着捕捉区域に、塵芥捕捉用の粘着
部を等間隔おきに配列した粘着部列を設ける。粘着捕捉
区域の全域に粘着部が第一方向及び第二方向に間隔おき
に存在し、任意の第一方向に粘着部が存在する。保持器
具の押圧面の短手方向とシート状拭材の第一方向を一致
させ、押圧面をシート状拭材のうち第一方向の中間の半
分程度の長さの部分で覆い、第一方向における押圧面を
覆う部分の両側の外側部をそれぞれ保持器具の押圧面と
は逆の側へ折り返して保持器具の上側の保持部に保持さ
せる。シート状拭材の両粘着捕捉区域は、押圧面の短手
方向の両端縁部の長手方向全長を覆う。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　押圧面を有する保持器具に対し、前記押圧面を覆う状態で保持され、保持器具における
押圧面に一方の面が接した状態で、前記押圧面に対応する他方の面により対象物を拭くた
めに主に用いられるシート状拭材であって、
前記シート状拭材の少なくとも何れか一方の面のうち、所定の第一方向における所定の中
程部の両側のそれぞれに又は一方の側に、第一方向に直交する第二方向における所定区間
にわたり、第一方向の幅が所定幅である粘着捕捉区域を有し、
前記粘着捕捉区域の全域にわたり、塵芥に対する粘着捕捉性を備えた粘着部が、第一方向
において間隔おきにおよび／または第二方向において間隔おきに存在し、
前記中程部には粘着部が存在しないか又はほとんど存在せず、
対象物を拭いた場合に、前記粘着捕捉区域のうち対象物に臨む部分における粘着部が対象
物に接するものであることを特徴とするシート状拭材。
【請求項２】
　上記粘着捕捉区域の全域にわたり、第一方向および第二方向のそれぞれにおいて間隔お
きに粘着部が存在する請求項１記載のシート状拭材。
【請求項３】
　上記粘着捕捉区域における第二方向の任意の位置において第一方向に何れかの粘着部が
存在する請求項２記載のシート状拭材。
【請求項４】
　上記シート状拭材は、少なくとも何れか一方の面のうち、上記第一方向における所定の
中程部の両側のそれぞれに粘着捕捉区域を有し、両粘着捕捉区域は、前記第一方向におい
て対称状に位置する請求項１乃至３の何れか１項に記載のシート状拭材。
【請求項５】
　上記シート状拭材の平面視形状が方形状であり、上記第一方向が短手方向である請求項
１乃至４の何れか１項に記載のシート状拭材。
【請求項６】
　上記シート状拭材のうち、対象物を拭くための拭面が繊維を主材料として構成されてい
る請求項１乃至５の何れか１項に記載のシート状拭材。
【請求項７】
　押圧面を有する保持器具と請求項１乃至６の何れか１項に記載のシート状拭材を備えて
おり、粘着捕捉区域を有する面が外側となるように前記押圧面を覆う状態で前記シート状
拭材が前記保持器具に保持され、保持器具における押圧面に一方の面が接した状態で他方
の面により対象物を拭くための拭材保持体であって、
前記保持器具の押圧面は、相対する２つの端縁部を有し、
前記シート状拭材は、少なくとも何れか一方の面のうち、上記第一方向における所定の中
程部の両側のそれぞれに粘着捕捉区域を有し、
前記押圧面を覆う状態で保持器具に保持されたシート状拭材の外側の面の第一方向におけ
る前記中程部の両側の各粘着捕捉区域が、前記押圧面の相対する２つの端縁部をそれぞれ
覆うものである拭材保持体。
【請求項８】
　上記保持器具が、上記押圧面よりも上方位置に、上記相対する２つの端縁部に対応する
側部を有し、
前記保持器具に保持された上記シート状拭材の第一方向における中程部の両側の粘着捕捉
区域の一部が、保持器具の前記側部を覆うように位置する請求項７記載の拭材保持体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、押圧面を有する保持器具に対し、前記押圧面を覆う状態で保持され、保持器
具における押圧面に一方の面が接した状態で、前記押圧面に対応する他方の面により対象
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物を拭くために主に用いられるシート状拭材、並びに、保持器具とシート状拭材を備えて
なる拭材保持体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モップ用の不織布等保持器具などの押圧面を有する保持器具に対し、前記押圧面を覆う
状態で保持され、保持器具における押圧面に一方の面が接した状態で、前記押圧面に対応
する他方の面により対象物を拭くために主に用いられるシート状拭材としては、紙、スパ
ンレース不織布、スパンボンド不織布、メルトブローン不織布、パルプエアレイド不織布
、これらを複合化したシートが一般的に用いられている。
【０００３】
　これらのシート状拭材は、塵・埃等の微細物や、油汚れ・水分等の液体については、比
較的効果的に拭き取ることができるが、砂粒、毛髪、食品屑と言った比較的大き目のもの
を拭き取るには必ずしも適していない。
【０００４】
　この点を改善しようとする提案として、長繊維集合体（開繊トウ）をシート表面に固定
したものや、スパンレース中に合成樹脂製のネットを挿入して凹凸を付与することで拭き
取り性を高めたものもあるが、比較的大き目の塵芥の捕集能力が低く、一旦捕捉した毛髪
がシートから簡単に脱落してしまうといった課題も残った。
【０００５】
　そこで、比較的大き目の塵芥の捕集性を高めるために、特開平１１－３１３７９２号公
報に記載のように、清掃体の一部に下方開口の凹部を設けて凹部内に粘着剤を配したもの
が提案された。
【０００６】
　しかしながら、特開平１１－３１３７９２号公報記載の清掃用具の場合、床面上の毛髪
等の比較的大き目の塵芥を除去するには、床面を拭く作業を中断し、清掃体を床面に押圧
して凹部内の粘着部に塵芥を付着させるという作業が必要となる。
【０００７】
　その他、別途粘着ローラや粘着シートを用いて比較的大き目の塵芥を粘着除去すること
も可能であるが、別途清掃具を用意して作業を行なう必要があり、煩雑である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平１１－３１３７９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、比較的大き目のゴミ・食べ物の・毛髪・ペットの毛等の塵芥の捕捉と、細か
い塵埃の拭き取りを、効果的且つ円滑に行い得るシート状拭材及びそのシート状拭材と保
持器具を備えた拭材保持体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】
【００１０】
　本発明のシート状拭材及び拭材保持体は、次のように表すことができる。
【００１１】
　(1) 押圧面を有する保持器具に対し、前記押圧面を覆う状態で保持され、保持器具にお
ける押圧面に一方の面が接した状態で、前記押圧面に対応する他方の面により対象物を拭
くために主に用いられるシート状拭材であって、
前記シート状拭材の少なくとも何れか一方の面のうち、所定の第一方向における所定の中
程部の両側のそれぞれに又は一方の側に、第一方向に直交する第二方向における所定区間
にわたり、第一方向の幅が所定幅である粘着捕捉区域を有し、
前記粘着捕捉区域の全域にわたり、塵芥に対する粘着捕捉性を備えた粘着部が、第一方向
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において間隔おきにおよび／または第二方向において間隔おきに存在し、
前記中程部には粘着部が存在しないか又はほとんど存在せず、
対象物を拭いた場合に、前記粘着捕捉区域のうち対象物に臨む部分における粘着部が対象
物に接するものであることを特徴とするシート状拭材。
【００１２】
　シート状拭材を、粘着捕捉区域を有する面が外側となるように、すなわち保持器具の押
圧面に相対する面とは逆側の面に粘着捕捉区域を有するように、押圧面を覆う状態で保持
器具に保持する場合、押圧面を覆う部分のうち所定の第一方向における所定の中程部の両
側又は一方の側に、粘着捕捉区域が位置するように保持することができる。
【００１３】
　粘着捕捉区域には、その全域にわたり、塵芥に対する粘着捕捉性を備えた粘着部が存在
し、対象物を拭いた場合に、前記粘着捕捉区域における粘着部が対象物に接するので、保
持器具の押圧面でシート状拭材を押圧しつつ床面等の対象面を拭いた場合、粘着捕捉区域
のうち対象物に臨む部分の粘着部において対象面上の比較的大き目のゴミ・食物屑・毛髪
・ペットの毛等の塵芥を効果的に捕捉しつつ対象面を拭くことができる。
【００１４】
　保持器具の押圧面でシート状拭材を押圧しつつ床面等の対象面を拭いた場合、押圧面を
覆う部分のうち所定の第一方向における所定の中程部には粘着部が存在しないか又はほと
んど存在しないため、細かい塵埃を効果的に拭き取ることが可能であると共に、対象面を
円滑に拭く上で効果が高い。
【００１５】
　而も、第一方向における所定の中程部の両側又は一方の側に位置する粘着捕捉区域にお
ける粘着部は、その粘着捕捉区域の全域にわたり、第一方向において間隔おきにおよび／
または第二方向において間隔おきに存在するため、対象面を拭いた場合における粘着部に
よる抵抗を効果的に抑えて対象面を円滑に拭く上での妨げとなることを効果的に回避する
ことができる。
【００１６】
　なお、前記のように保持器具に保持されたシート状拭材の第一方向における中程部の両
側又は一方の側の粘着捕捉区域の一部が、保持器具における押圧面よりも上方位置の所定
の側部を覆うように位置する場合、その部分の粘着捕捉区域における粘着部と床面等の対
象面から立ち上がった垂直壁面のような立ち上り面等との間に塵芥を挟圧すること等によ
り、その粘着部において比較的大き目のゴミ・食物屑・毛髪・ペットの毛等の塵芥を効果
的に捕捉し得る。尤も、保持器具は、このような側部を有するものに限るものではない。
【００１７】
　(2) 上記粘着捕捉区域の全域にわたり、第一方向および第二方向のそれぞれにおいて間
隔おきに粘着部が存在する上記(1)記載のシート状拭材。
【００１８】
　第一方向における所定の中程部の両側又は一方の側に位置する粘着捕捉区域における粘
着部が、その粘着捕捉区域の全域にわたり、第一方向および第二方向のそれぞれにおいて
間隔おきに存在するため、対象面を拭いた場合における粘着部による抵抗を効果的に抑え
て対象面を円滑に拭く上での妨げとなることをより効果的に回避することができる。
【００１９】
　(3) 上記粘着捕捉区域における第二方向の任意の位置において第一方向に何れかの粘着
部が存在する上記(2)記載のシート状拭材。
【００２０】
　粘着捕捉区域における第二方向の任意の位置において第一方向に何れかの粘着部が存在
するので、保持器具の押圧面でシート状拭材を押圧しつつ床面等の対象面を第一方向に拭
いた場合、粘着捕捉区域の粘着部において対象面上の塵芥を可及的に漏れのないように捕
捉しつつ対象面を拭くことができる。
【００２１】
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　(4) 上記シート状拭材は、少なくとも何れか一方の面のうち、上記第一方向における所
定の中程部の両側のそれぞれに粘着捕捉区域を有し、両粘着捕捉区域は、前記第一方向に
おいて対称状に位置する上記(1)乃至(3)の何れか１項に記載のシート状拭材。
【００２２】
　(5) 上記シート状拭材の平面視形状が方形状であり、上記第一方向が短手方向である上
記(1)乃至(4)の何れか１項に記載のシート状拭材。
【００２３】
　(6) 上記シート状拭材のうち、対象物を拭くための拭面が繊維を主材料として構成され
ている上記(1)乃至(5)の何れか１項に記載のシート状拭材。
【００２４】
　(7) 押圧面を有する保持器具と上記(1)乃至(6)の何れか１項に記載のシート状拭材を備
えており、粘着捕捉区域を有する面が外側となるように前記押圧面を覆う状態で前記シー
ト状拭材が前記保持器具に保持され、保持器具における押圧面に一方の面が接した状態で
他方の面により対象物を拭くための拭材保持体であって、
前記保持器具の押圧面は、相対する２つの端縁部を有し、
前記シート状拭材は、少なくとも何れか一方の面のうち、上記第一方向における所定の中
程部の両側のそれぞれに粘着捕捉区域を有し、
前記押圧面を覆う状態で保持器具に保持されたシート状拭材の外側の面の第一方向におけ
る前記中程部の両側の各粘着捕捉区域が、前記押圧面の相対する２つの端縁部をそれぞれ
覆うものである拭材保持体。
【００２５】
　粘着捕捉区域を有する面が外側となるように押圧面を覆う状態でシート状拭材が保持器
具に保持された場合、シート状拭材の外側の面の第一方向における各粘着捕捉区域が、押
圧面の相対する２つの端縁部をそれぞれ覆い、両粘着捕捉区域の間には、粘着部が存在し
ないか又はほとんど存在しない中程部が位置する。
【００２６】
　保持器具の押圧面でシート状拭材を押圧しつつ床面等の対象面を拭いた場合、粘着捕捉
区域の粘着部において対象面上の比較的大き目のゴミ・食物屑・毛髪・ペットの毛等の塵
芥を効果的に捕捉しつつ対象面を拭くことができる。
【００２７】
　保持器具の押圧面でシート状拭材を押圧しつつ床面等の対象面を拭いた場合、押圧面を
覆う部分のうち所定の第一方向における所定の中程部には粘着部が存在しないか又はほと
んど存在しないため、細かい塵埃を効果的に拭き取ることが可能であると共に、対象面を
円滑に拭く上で効果が高い。
【００２８】
　而も、第一方向における所定の中程部の両側に位置する粘着捕捉区域における粘着部は
、その粘着捕捉区域の全域にわたり、第一方向において間隔おきにおよび／または第二方
向において間隔おきに存在するため、対象面を拭いた場合における粘着部による抵抗を効
果的に抑えて対象面を円滑に拭く上での妨げとなることを効果的に回避することができる
。
【００２９】
　(8) 上記保持器具が、上記押圧面よりも上方位置に、上記相対する２つの端縁部に対応
する側部を有し、
前記保持器具に保持された上記シート状拭材の第一方向における中程部の両側の粘着捕捉
区域の一部が、保持器具の前記側部を覆うように位置する上記(7)記載の拭材保持体。
【００３０】
　この場合、粘着捕捉区域のうち保持器具の側部に位置する部分の粘着部と床面等の対象
面から立ち上がった垂直壁面のような立ち上り面等との間に塵芥を挟圧すること等により
、その粘着部において比較的大き目のゴミ・食物屑・毛髪・ペットの毛等の塵芥を効果的
に捕捉し得る。
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【発明の効果】
【００３１】
　本発明のシート状拭材によれば、シート状拭材を、粘着捕捉区域を有する面が外側とな
るように、すなわち保持器具の押圧面に相対する面とは逆側の面に粘着捕捉区域を有する
ように、押圧面を覆う状態で保持器具に保持する場合、押圧面を覆う部分のうち所定の第
一方向における所定の中程部の両側又は一方の側に、粘着捕捉区域が位置するように保持
することができる。
【００３２】
　保持器具の押圧面でシート状拭材を押圧しつつ床面等の対象面を拭いた場合、粘着捕捉
区域の粘着部において対象面上の塵芥を捕捉しつつ対象面を拭くことができる。押圧面を
覆う部分のうち所定の第一方向における所定の中程部には粘着部が存在しないか又はほと
んど存在しないため、細かい塵埃を効果的に拭き取ることが可能であると共に、対象面を
円滑に拭く上で効果が高い。
【００３３】
　第一方向における所定の中程部の両側又は一方の側に位置する粘着捕捉区域における粘
着部は、その粘着捕捉区域の全域にわたり、第一方向において間隔おきにおよび／または
第二方向において間隔おきに存在するため、対象面を拭いた場合における粘着部による抵
抗を効果的に抑えて対象面を円滑に拭く上での妨げとなることを効果的に回避することが
できる。
【００３４】
　本発明の拭材保持体によれば、粘着捕捉区域を有する面が外側となるように押圧面を覆
う状態でシート状拭材が保持器具に保持された場合、シート状拭材の外側の面の第一方向
における各粘着捕捉区域が、押圧面の相対する２つの端縁部をそれぞれ覆い、両粘着捕捉
区域の間には、粘着部が存在しないか又はほとんど存在しない中程部が位置する。
【００３５】
　保持器具の押圧面でシート状拭材を押圧しつつ床面等の対象面を拭いた場合、粘着捕捉
区域の粘着部において対象面上の塵芥を捕捉しつつ対象面を拭くことができる。押圧面を
覆う部分のうち所定の第一方向における所定の中程部には粘着部が存在しないか又はほと
んど存在しないため、細かい塵埃を効果的に拭き取ることが可能であると共に、対象面を
円滑に拭く上で効果が高い。
【００３６】
　而も、第一方向における所定の中程部の両側に位置する粘着捕捉区域における粘着部は
、その粘着捕捉区域の全域にわたり、第一方向において間隔おきにおよび／または第二方
向において間隔おきに存在するため、対象面を拭いた場合における粘着部による抵抗を効
果的に抑えて対象面を円滑に拭く上での妨げとなることを効果的に回避することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】拭材保持体の斜視図である。
【図２】シート状拭材の底面図である。
【図３】粘着部を省略したシート状拭材の平面図である。
【図４】別のシート状拭材の底面図である。
【図５】更に別のシート状拭材の底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　[1] 本発明の実施の形態を、図面を参照しつつ説明する。
【００３９】
　図１乃至図３は、本発明の実施の形態の一例としての、シート状拭材Ｓ、及び、保持器
具Ａとシート状拭材Ｓを備える拭材保持体Ｍに関するものである。
【００４０】
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　(1) 保持器具Ａは、底面側を押圧面Ａｐとする平面視長方形状の保持板Ａ１の上側中央
部に操作用柄Ａ２の基部が任意方向に伏倒自在に連結され、保持板Ａ１の上側にシート状
拭材Ｓを保持し得る保持部Ａｈを有するものである。
【００４１】
　(2) シート状拭材Ｓ
【００４２】
　(2-1) シート状拭材Ｓは、対象物を拭くために用いられる拭面を含めた全体が、合成繊
維からなる不織布製である。
【００４３】
　(2-2) シート状拭材Ｓの平面視の形状は長方形状であり、その短手方向が第一方向Ｆ、
第一方向Ｆに直交する方向である長手方向が第二方向Ｎである。図３に示すように、シー
ト状拭材Ｓの第一方向Ｆの長さは、保持器具Ａの押圧面Ａｐの短手方向長さの２倍であり
、シート状拭材Ｓの第二方向Ｎの長さは、保持器具Ａの押圧面Ａｐの長手方向長さよりも
やや長い。
【００４４】
　(2-3) シート状拭材Ｓは、両面に同様に粘着捕捉区域Ｓｄを有する。
【００４５】
　(i) シート状拭材Ｓの何れの面においても、粘着捕捉区域Ｓｄは、第一方向Ｆにおける
所定の中程部Ｓｍの両側にそれぞれ位置する。
【００４６】
　第一方向Ｆにおける中程部Ｓｍと一方の粘着捕捉区域Ｓｄと他方の粘着捕捉区域Ｓｄの
位置関係は、シート状拭材Ｓを第一方向Ｆにおいて均等に２分割する中央分割線を中心と
して両粘着捕捉区域Ｓｄが対称状をなすものである。
【００４７】
　シート状拭材Ｓの第一方向Ｆの全長のうち、中央部の3/10の長さに対応する部分が中程
部Ｓｍ、中程部Ｓｍの両側のそれぞれ2/10の長さに対応する部分が粘着捕捉区域Ｓｄであ
る。シート状拭材Ｓの第二方向Ｎにおいて、粘着捕捉区域Ｓｄはその全長にわたる。
【００４８】
　保持器具Ａの押圧面Ａｐの短手方向とシート状拭材Ｓの第一方向Ｆを一致させ、押圧面
Ａｐをシート状拭材Ｓのうち第一方向Ｆの中間の半分程度の長さの部分で覆い、第一方向
Ｆにおける押圧面Ａｐを覆う部分の両側の外側部Ｓｔをそれぞれ保持器具Ａの押圧面Ａｐ
とは逆の側へ折り返して保持器具Ａの上側の保持部Ａｈに保持させることにより、保持器
具Ａにおける押圧面Ａｐにシート状拭材Ｓの一方の面が接した状態で、前記押圧面Ａｐに
対応する他方の面により対象物を拭くことができる。
【００４９】
　この状態において、シート状拭材Ｓの両粘着捕捉区域Ｓｄは、押圧面Ａｐの少なくとも
短手方向の両端縁部の長手方向全長及びその短手方向における少なくともやや外方部若し
くは上方部（所定の側部Ａｆ）をそれぞれ覆うことができる。
【００５０】
　(ii) 各粘着捕捉区域Ｓｄには、塵芥（例えば、比較的大き目のゴミ・食物屑・毛髪・
ペットの毛等）に対する粘着捕捉性を備えた一定直径の小円形状の粘着部Ｄが第二方向Ｎ
において粘着部Ｄ直径より小さい等間隔おきに配列した粘着部Ｄ列が、第一方向Ｆにおい
て平行に４列設けられ、奇数番目の第二方向列Ｒ（第１列、第３列）同士において各粘着
部Ｄの第二方向Ｎ位置は同一であり、偶数番目の第二方向列Ｒ（第２列、第４列）におけ
る各粘着部Ｄの中心の第二方向Ｎ位置は、奇数番目の第二方向列Ｒにおける隣接する粘着
部Ｄ間の中点（両粘着部Ｄの中心を結ぶ線を二等分する点）に位置し、何れの粘着部Ｄも
重なり合わない。
【００５１】
　粘着捕捉区域Ｓｄには、その全域にわたり、粘着部Ｄが、第一方向Ｆ及び第二方向Ｎの
それぞれにおいて間隔おきに存在し、且つ、粘着捕捉区域Ｓｄにおける第一方向Ｆの約２
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分の１の長さの任意の区間の間に何れかの粘着部Ｄが存在する。
【００５２】
　なお、図４に示すように、シート状拭材Ｓの粘着捕捉区域Ｓｄにおいて第一方向Ｆに対
し＋４５度傾斜した傾斜線状の多数の粘着部Ｄが等間隔に平行状に配列されると共に、第
一方向Ｆに対し－４５度傾斜した傾斜線状の粘着部Ｄが等間隔に平行状に配列されて、そ
れらが交差した格子状をなすものとすることもできる。
【００５３】
　また、図５に示すように、シート状拭材Ｓは、粘着捕捉区域Ｓｄに、第二方向に連続し
、スパイラルの１ピッチ（第二方向のピッチ）毎に一部重なり合うスパイラル線状の粘着
部Ｄを有するものとすることもできる。
【００５４】
　図４及び図５における図３と同じ符号の部分は、図３におけるものと同様の意味である
。
【００５５】
　(iii) シート状拭材Ｓの厚さ方向における粘着部Ｄの表面の位置は、シート状拭材Ｓに
おける粘着部Ｄが存在しない面に比し、やや盛り上がっている。シート状拭材Ｓで対象物
を拭いた場合に、粘着捕捉区域Ｓｄにおける粘着部Ｄが対象物に接するものである。
【００５６】
　(2-4) シート状拭材Ｓの両面の中程部Ｓｍ及び外側部Ｓｔには粘着部Ｄは存在しない。
また各中程部Ｓｍには、微細な塵埃等を効率的に拭き取るための着塵剤として流動パラフ
ィン（図示せず）が塗布されている。
【００５７】
　(3) 保持器具Ａの押圧面Ａｐでシート状拭材Ｓを押圧しつつ床面等の対象面を拭いた場
合、粘着捕捉区域Ｓｄの粘着部Ｄにおいて対象面上の塵芥を効果的に捕捉しつつ対象面を
拭くことができる。押圧面Ａｐを覆う部分のうち第一方向Ｆにおける中程部Ｓｍには粘着
部Ｄが存在せず、また流動パラフィンが塗布されているため、細かい塵埃を効果的に拭き
取ることが可能であると共に、対象面を円滑に拭く上で効果が高い。
【００５８】
　而も、第一方向Ｆにおける中程部Ｓｍの両側に位置する粘着捕捉区域Ｓｄにおける粘着
部Ｄは、その粘着捕捉区域Ｓｄの全域にわたり、第一方向Ｆにおいて間隔おきにおよび第
二方向Ｎにおいて間隔おきに存在するため、対象面を拭いた場合における粘着部Ｄによる
抵抗を効果的に抑えて対象面を円滑に拭く上での妨げとなることを効果的に回避すること
ができる。
【００５９】
　また、粘着捕捉区域Ｓｄのうち保持器具Ａの所定の側部Ａｆ（押圧面Ａｐよりも上方位
置における、押圧面Ａｐの短手方向の両端縁部に対応する側部）を覆うように位置する部
分の粘着部Ｄと床面等の対象面から立ち上がった垂直壁面のような立ち上り面等との間に
塵芥を挟圧すること等により、その粘着部Ｄにおいて比較的大き目のゴミ・食物屑・毛髪
・ペットの毛等の塵芥を効果的に捕捉し得る。
【００６０】
　[2] 本発明の実施の形態を、上記以外の形態を含めて更に説明する。
【００６１】
　本発明のシート状拭材は、押圧面を有する保持器具に対し、前記押圧面を覆う状態で保
持され、保持器具における押圧面に一方の面が接した状態で、前記押圧面に対応する他方
の面により対象物を拭くために主に用いられる。
【００６２】
　また本発明の拭材保持体は、保持器具と、本発明のシート状拭材を備えてなる。
【００６３】
　(1) 保持器具は、押圧面を有し、その押圧面を覆う状態でシート状拭材を保持し、押圧
面に一方の面が接した状態で、前記押圧面に対応する他方の面により対象物を拭くもので
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ある。押圧面は、平面に限らず、湾曲面等であってもよい。
【００６４】
　保持器具の具体例としては、底面側を押圧面とする平面視長方形状の保持板の上側中央
部に操作用柄の基部が任意方向に伏倒自在に連結され、保持板の上側にシート状拭材を保
持し得る保持部を有するもの、押圧面を有する保持体の一端部に把手の基部が結合してな
り、袋状に形成されたシート状拭材における袋内に保持体を挿入した状態でシート状拭材
を保持するものを挙げることができるが、これに限るものではない。
【００６５】
　(2) シート状拭材
【００６６】
　(2-1) シート状拭材の平面視の形状は、方形状（すなわち、例えば長方形若しくは正方
形又はそれらの角部が湾曲状若しくは面とり状に形成されたもの）とすることができるが
、これに限るものではない。シート状拭材が、袋状若しくは筒状又はその他の形状の拭材
の全部又は一部を構成するものであってもよい。
【００６７】
　(2-2) シート状拭材は、全部又は少なくとも対象物を拭くための拭面が、繊維を主材料
として構成されているものであることが好ましい。拭面というのは、シート状拭材のうち
、対象物を拭くために用いられる面である。拭面の例としては、押圧面を有する保持器具
に対し、前記押圧面を覆う状態で保持され、保持器具における押圧面に一方の面が接した
状態のシート状拭材における、前記押圧面に対応する他方の面を挙げることができる。
【００６８】
　(2-3) シート状拭材において、繊維を主材料とする拭面を構成する材料の例としては、
化学繊維や天然繊維等からなる織布、編物、不織布等を挙げることができる。
【００６９】
　好ましい材料としては、不織布を挙げることができる。不織布の具体例としては、スパ
ンレース不織布、ニードルパンチ不織布、ケミカルボンド不織布、エアスルー不織布やポ
イントボンド不織布等のカード法によるもの、エアレイド不織布等のエアレイ法によるも
の、スパンボンド不織布やメルトブローン不織布等の直接法によるもの、湿式抄紙による
もの等を挙げることができるが、これらに限るものではない。
【００７０】
　シート状拭材を構成するための繊維の例としては、ポリエステル、ナイロン、ポリプロ
ピレン、ポリエチレン、アクリル、ビニロン、ポリウレタン等の合成繊維、アセテート等
の半合成繊維、レーヨン等の再生繊維、ガラス、金属、炭素等の無機繊維の他、綿、麻、
羊毛、絹等の天然繊維等を挙げることができる。好ましくは合成繊維であり、特に好まし
くはポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ナイロン、アクリル）である。
【００７１】
　また、シート状拭材を構成するための繊維としては、単独素材からなる繊維に限らず、
複数の成分が複合化された複合繊維を全部又は一部に採用することもできる。複合繊維と
単独素材からなる繊維を（混紡又はその他の方法により）組み合わせて使用することもで
きる。更に、複合繊維の全部又は一部を潜在捲縮性複合繊維とすることもできる。
【００７２】
　(2-4) シート状拭材は、その少なくとも何れか一方の面（すなわち、シート状拭材の両
面又は片面）に、粘着捕捉区域を有する。
【００７３】
　(i) 粘着捕捉区域は、シート状拭材の少なくとも何れか一方の面のうち、所定の第一方
向（シート状拭材の平面視形状が例えば方形状である場合、例えば短手方向）における所
定の中程部の両側のそれぞれに又は一方の側に有する。
【００７４】
　粘着捕捉区域の第一方向の幅は所定幅である。第一方向に直交する方向である第二方向
において、粘着捕捉区域の第一方向の幅は一定であることが好ましいが、必ずしもこれに
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限るものではなく、第二方向において変動するものであってもよい。
【００７５】
　シート状拭材が保持器具に対し押圧面を覆う状態で保持された状態において、粘着捕捉
区域は、第一方向において、押圧面の少なくとも端縁部を覆うものであることが好ましい
。より好ましくは、粘着捕捉区域は、第一方向において、押圧面の少なくとも端縁部及び
その少なくともやや外方部若しくは上方部を覆うものである。
【００７６】
　粘着捕捉区域を第一方向における中程部の両側にそれぞれ有する場合、第一方向におけ
る中程部と一方の粘着捕捉区域と他方の粘着捕捉区域の位置関係は、中程部を中心として
両粘着捕捉区域が対称状をなすものであることが好ましいが、これに限るものではなく、
例えば保持器具の押圧面の形状に応じたものとすることができる。
【００７７】
　例えば、保持器具の押圧面は、相対する２つの端縁部（相対する端縁部は一対に限らな
い）を有し、シート状拭材は、少なくとも何れか一方の面のうち、第一方向における所定
の中程部の両側のそれぞれに粘着捕捉区域を有し、押圧面を覆う状態で保持器具に保持さ
れたシート状拭材の外側の面の第一方向における中程部の両側の各粘着捕捉区域が、前記
押圧面の相対する２つの端縁部をそれぞれ覆うものとすることができる。
【００７８】
　また、保持器具は、押圧面よりも上方位置に、側部（例えば上記相対する２つの端縁部
に対応する側部）を有し、保持器具に保持されたシート状拭材の第一方向における中程部
の両側又は一方の側の粘着捕捉区域の一部が、保持器具の前記側部を覆うように位置する
ものとすることができる。保持器具の側部を覆うように位置する粘着捕捉区域の粘着部に
おいて比較的大き目のゴミ・食物屑・毛髪・ペットの毛等の塵芥をより効果的に捕捉する
には、例えば、保持器具におけるそのような側部（例えば押圧面に対し垂直状の面を構成
する側部）の上下方向寸法を大きくすることができる。
【００７９】
　より具体的には、例えば、短手方向が第一方向である平面視長方形状のシート状拭材を
、短手方向がシート状拭材の第一方向（短手方向）長さの半分程度である長方形状の押圧
面を有する保持器具に対し、第一方向の中間の半分程度の長さの部分でその押圧面を覆い
、第一方向における押圧面を覆う部分の両側部分をそれぞれ保持器具の押圧面とは逆の側
へ折り返して保持器具が備える保持部に保持させ、保持器具における押圧面にシート状拭
材の一方の面が接した状態で、前記押圧面に対応する他方の面により対象物を拭くものの
場合、シート状拭材の一方の面の第一方向の全長のうち、中央部の1/10乃至4/10程度の長
さに対応する部分が中程部で、中程部の両側のそれぞれ又は一方の側の1/10乃至3/10程度
の長さに対応する部分が粘着捕捉区域であるものとすることができる。
【００８０】
　或いは例えば、袋状に形成されたシート状拭材における袋内に保持器具を挿入した状態
でシート状拭材が保持器具に保持され、保持器具の押圧面に、袋の一部を構成するシート
状拭材の一方の面が接し、押圧面に対応する他方の面により対象物を拭くものであって、
シート状拭材の第一方向である短手方向と押圧面の短手方向が一致し、両者の短手方向長
さも同等である場合、中央部の1/5乃至4/5程度の長さに対応する部分が中程部で、中程部
の両側のそれぞれ又は一方の側の1/10乃至2/5程度の長さに対応する部分が粘着捕捉区域
であるものとすることができる。
【００８１】
　粘着捕捉区域は、第一方向に直交する第二方向における所定区間にわたる。
【００８２】
　第二方向における所定区間は、例えば、シート状拭材の第二方向の全長とすることや、
シート状拭材の第二方向の全長が保持器具の押圧面の対応する方向の全長よりも長い場合
に押圧面の対応する方向の全長に対応する長さとすることができるが、これらに限られる
ものではない。
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【００８３】
　(ii) 粘着捕捉区域には、その全域にわたり、塵芥（例えば、比較的大き目のゴミ・食
物屑・毛髪・ペットの毛等）に対する粘着捕捉性を備えた粘着部が、第一方向において間
隔おきにおよび／または第二方向において間隔おきに存在する。
【００８４】
　例えば、
【００８５】
　(A) 点状若しくはドット状、円周状若しくは円形状、楕円周状若しくは楕円形状、多角
形外周状若しくは多角形状、その他の閉曲線状若しくは閉曲線により囲まれた形状の粘着
部のうち１種又は２種以上が、一定の一方向又は二若しくは三以上の方向において一定の
又は複数種の間隔おきに設けられたものとすること；
【００８６】
　(B) 第一方向及び第二方向に対し傾斜した傾斜線状、第一方向若しくは第二方向の直線
状、折線状、湾曲線状、スパイラル線状等の線状の粘着部のうち何れかが設けられたもの
とすること、或いは、これらのうち同種の２以上又は異種を含む２以上が、一定の一方向
又は二若しくは三以上の方向において一定の又は複数種の間隔おきに設けられたものとす
ること；
【００８７】
　(C) (A)と(B)の組み合わせ
等とすることができる。
【００８８】
　このような粘着部が、粘着捕捉区域において、第一方向において間隔おきに存在するよ
う、又は、第二方向において間隔おきに存在するよう、又は、第一方向及び第二方向のそ
れぞれにおいて（すなわち、何れにおいても）間隔おきに存在するよう、設けられている
。
【００８９】
　粘着部が、粘着捕捉区域において、第一方向及び第二方向のそれぞれにおいて間隔おき
に存在するものとする場合、粘着捕捉区域における第二方向の任意の位置において第一方
向に何れかの粘着部が存在するものとすることができる。例えば、粘着捕捉区域における
第一方向のうち一定割合（例えば、３分の１乃至４分の３、好ましくは２分の１乃至３分
の２）の任意の区間の間に何れかの粘着部が存在するものとすることができる。
【００９０】
　この場合、例えば、
【００９１】
　(A') 点状若しくはドット状、円周状若しくは円形状、楕円周状若しくは楕円形状、多
角形外周状若しくは多角形状、その他の閉曲線状若しくは閉曲線により囲まれた形状の粘
着部のうち１種又は２種以上が、一定の一方向又は二若しくは三以上の方向において一定
の又は複数種の間隔おきに設けられ、第一方向及び第二方向のそれぞれにおいて（すなわ
ち、何れにおいても）間隔おきに粘着部が存在するものとすること；
【００９２】
　(B') 第一方向及び第二方向に対し傾斜した傾斜線状、折線状、湾曲線状、スパイラル
線状等の線状の粘着部のうち何れかが設けられたものとすること、或いは、これらのうち
同種の２以上又は異種を含む２以上が、一定の一方向又は二若しくは三以上の方向におい
て一定の又は複数種の間隔おきに設けられ、第一方向及び第二方向のそれぞれにおいて（
すなわち、何れにおいても）間隔おきに粘着部が存在するものとすること；
【００９３】
　(C') (A)と(B)の組み合わせにより、第一方向及び第二方向のそれぞれにおいて（すな
わち、何れにおいても）間隔おきに粘着部が存在するものとすること
等とすることができる。
【００９４】
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　より具体的には、例えば、粘着捕捉区域において、一定直径の小円形状の粘着部が第二
方向において粘着部直径より小さい等間隔おきに配列した粘着部列が、第一方向において
平行に３列以上設けられ、奇数番目の第二方向列（第１列、第３列．．．）同士において
各粘着部の第二方向位置は同一であり、偶数番目の第二方向列（第２列、第４列．．．）
における各粘着部の中心の第二方向位置は、奇数番目の第二方向列における隣接する粘着
部間の中点（両粘着部の中心を結ぶ線を二等分する点）に位置し、何れの粘着部も重なり
合わないものとすることができる。
【００９５】
　或いは例えば、第一方向に対し＋４５度傾斜した傾斜線状の多数の粘着部が等間隔に平
行状に配列されると共に、第一方向に対し－４５度傾斜した傾斜線状の粘着部が等間隔に
平行状に配列されて、それらが交差した格子状をなすものとすることができる。
【００９６】
　或いは例えば、第二方向に連続するスパイラル線状の粘着部であって、スパイラルの１
ピッチ（第二方向のピッチ）毎に一部重なり合うものとすることができる。
【００９７】
　(iii) シート状拭材の厚さ方向における粘着部の表面の位置は、シート状拭材における
粘着部が存在しない面に比し、やや盛り上がっているか、或いは同等であるものとするこ
とができる。これにより、対象物を拭いた場合に、粘着捕捉区域における粘着部が対象物
に接するものとすることができる。
【００９８】
　粘着部の粘着力は、0.01N／10mm乃至４N／10mmmの範囲であることが好ましい。より好
ましくは0.01N／10mmm乃至2N／10mmである。
【００９９】
　粘着力が大きい場合、清掃面に粘着部が貼りつき床面との滑り抵抗が増すため、拭き作
業の円滑性を妨げる要因となり得る。一方、粘着力が小さい場合、比較的大きな塵芥の捕
捉に支障を来たす可能性がある。
【０１００】
　(iv) 粘着部を構成する粘着剤の例としては、ゴム系、アクリル系若しくはシリコーン
系の水系粘着剤、ホットメルト粘着剤、ＵＶ硬化型液状粘着剤、溶剤形粘着剤若しくはエ
マルション形粘着剤を挙げることができるが、これらに限られるものではない。
【０１０１】
　各種粘着剤により粘着部を設ける方法は、常法によることができる。
【０１０２】
　例えばホットメルト粘着剤の場合、ホットメルトスロットオリフィスコーターを使用し
、粘着剤を狭い隙間から押し出して塗工（接触系若しくは非接触系）する方法、粘着剤を
剥離性のローラー又はベルトに一旦塗工した後、シート状拭材に転写する方法、粘着剤を
溶剤に溶解させた溶液を用いて塗工する方法、スプレー塗布する方法等を例示することが
できるが、これに限るものではない。
【０１０３】
　シート状拭材の裏表両面に粘着部を設けるには、シート状拭材の表面裏面それぞれ別々
に粘着部を設けることができる他、片面に粘着剤を塗布した後、圧力ロール等を用いて裏
面に粘着剤を染み出させることにより両面に粘着部を設けることもできる。"  
【０１０４】
　(2-5) シート状拭材の少なくとも何れか一方の面のうち、第一方向における所定の中程
部には、粘着部が存在しないか又はほとんど存在しない。
【０１０５】
　粘着部がほとんど存在しないというのは、粘着捕捉区域に比し粘着部の存在密度が低い
こと、すなわち、床面等を拭いた場合に円滑に拭くことの妨げとならない程度の粘着部の
密度であることを意味する。
【０１０６】
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　シート状拭材のうち、中程部でも粘着捕捉区域でもない部分は、例えば、中程部と同様
又は粘着部を粘着捕捉区域と同等の状態若しくは異なる状態で有するものとすることがで
きる。
【０１０７】
　なお、シート状拭材のうち少なくとも中程部には、微細な塵埃等を効率的に拭き取る上
で、流動パラフィン等の着塵剤が適用（例えば塗布又は含浸させて適用）されていること
が好ましい。なお、このような着塵剤には、抗菌剤やその他の機能付加成分が添加されて
いてもよい。
【符号の説明】
【０１０８】
Ａ　　　保持器具
Ａ１　　保持板
Ａ２　　操作用柄
Ａｈ　　保持部
Ａｐ　　押圧面
Ｄ　　　粘着部
Ｆ　　　第一方向
Ｍ　　　拭材保持体
Ｎ　　　第二方向
Ｒ　　　第二方向Ｎ列
Ｓ　　　シート状拭材
Ｓｄ　　粘着捕捉区域
Ｓｍ　　中程部
Ｓｔ　　外側部

【図１】 【図２】
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