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(57)【要約】
　着用者が、腕が正面中央側にまわるように肩が前方に
出てしまう姿勢をとることを抑制できる衣料の上半身部
を提供する。
　衣料の上半身部（１）が、少なくとも伸縮性の後身頃
（１２）を有する身頃（２）と、身頃の左右両側にそれ
ぞれ設けられた左袖（３）および右袖（４）とを備えて
いる。左袖（３）のうち、身頃（２）の左側に繋がる左
連繋部（２２）が、身頃（２）に対して後方に向かうよ
うに延びている。右袖（４）のうち、身頃（２）の右側
に繋がる右連繋部（２７）が、身頃（２）に対して後方
に向かうように延びている。後身頃（１２）は、着用者
の左右の肩甲骨を引き寄せる伸張力を有している。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも伸縮性の後身頃を有する身頃と、前記身頃の左右両側にそれぞれ設けられた
左袖および右袖とを備える衣料の上半身部であって、
　前記左袖のうち、前記身頃の左側に繋がる左連繋部が、前記身頃に対して後方に向かう
ように延び、
　前記右袖のうち、前記身頃の右側に繋がる右連繋部が、前記身頃に対して後方に向かう
ように延び、
　前記後身頃は、着用者の左右の肩甲骨を引き寄せる伸張力を有している、衣料の上半身
部。
【請求項２】
　前記左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面は、当該左袖の長さ方向において２０
％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有し、
　前記右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面は、当該右袖の長さ方向において２０
％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有している、請求項１に記載の衣料の上半身部。
【請求項３】
　前記左袖は、当該左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面および正面に亘って、当
該左袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有し、
　前記右袖は、当該右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面および正面に亘って、当
該右袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有している、請求
項２に記載の衣料の上半身部。
【請求項４】
　前記左袖のうち、前記左連繋部の正面は、当該左袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力
をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされ、
　前記右袖のうち、前記右連繋部の正面は、当該右袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力
をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされている、請求項２に
記載の衣料の上半身部。
【請求項５】
　前記左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面は、当該左袖の長さ方向に４５ｃＮ以
上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされ、
　前記右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面は、当該右袖の長さ方向に４５ｃＮ以
上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされている、
請求項１に記載の衣料の上半身部。
【請求項６】
　前記左袖は、当該左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面および正面に亘って、当
該左袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満
の伸びない構成とされ、
　前記右袖は、当該右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面および正面に亘って、当
該右袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満
の伸びない構成とされている、請求項５に記載の衣料の上半身部。
【請求項７】
　前記左袖の左連繋部の正面は、当該左袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以
上となる伸長力を有し、
　前記右袖の右連繋部の正面は、当該右袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以
上となる伸長力を有している、請求項５に記載の衣料の上半身部。
【請求項８】
　前記後身頃の左側に左抉り部が設けられ、この左抉り部に前記左袖の左連繋部の背面側
が縫合され、
　前記後身頃の右側に右抉り部が設けられ、この右抉り部に前記右袖の右連繋部の背面側
が縫合されている、請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の衣料の上半身部。
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【請求項９】
　前記左袖の左連繋部の背面側が、前記後身頃の左抉り部に対応する左縫合部分を有し、
　前記左縫合部分が、前記左袖の左連繋部の背面側が前記左抉り部に縫合される前に前記
左抉り部の最深部に到達しない寸法に形成されていて、前記左抉り部に縫合され、
　前記右袖の右連繋部の背面側が、前記後身頃の右抉り部に対応する右縫合部分を有し、
　前記右縫合部分が、前記右袖の右連繋部の背面側が前記右抉り部に縫合される前に前記
右抉り部の最深部に到達しない寸法に形成されていて、前記右抉り部に縫合されている、
請求項８に記載の衣料の上半身部。
【請求項１０】
　前記左抉り部の最深部は、その左抉り部の上下方向の中央よりも下方に配置され、
　前記右抉り部の最深部は、その右抉り部の上下方向の中央よりも下方に配置されている
、請求項８または請求項９に記載の衣料の上半身部。
【請求項１１】
　前記左抉り部における最深部の深さの値と、前記右抉り部における最深部の深さの値と
、前記左抉り部の最深部と前記右抉り部の最深部との間における前記伸縮領域の左右方向
の長さの値との比が、１：１：０．５～６である、請求項８から請求項１０のいずれか一
項に記載の衣料の上半身部。
【請求項１２】
　前記左袖のうち、少なくとも着用者の左脇の下に対向する部分には柔軟性の生地が備え
られ、
　前記右袖のうち、少なくとも着用者の右脇の下に対向する部分には柔軟性の生地が備え
られている、請求項１から請求項１１のいずれか一項に記載の衣料の上半身部。
【請求項１３】
　前記左右の袖が、半袖、七分袖または長袖である、請求項１から請求項１２のいずれか
一項に記載の衣料の上半身部。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衣料の上半身部に関する。
【背景技術】
【０００２】
　着用者の上半身の少なくとも一部を覆うことができる衣類の上半身部が知られている（
例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１９６５８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　人は、例えば、スマートフォン等の携帯機器を利用するとき、前記携帯機器の操作のた
めに、前記携帯機器をもつ腕が当該人の正面中央側にまわるように肩が所定の姿勢とる場
合に比べて当該人の前方に出てしまう姿勢をとりやすい（所謂巻き肩や猫背になりやすい
）。この姿勢は、頻繁にまたは連続して長時間にわたって保持された場合、人に肩こりま
たは姿勢の悪化等の問題をもたらし得る。
【０００５】
　なお、ここでの所定の姿勢とは、一般的に知られている正しい姿勢である。この正しい
姿勢とは、具体的には例えば、平坦面に起立している人をその真横から見た場合に、その
人の首のつけ根、肩、ひじ、くるぶしが略一直線上に位置するような姿勢である。
【０００６】
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　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、着用者が、腕が正面中央側に
まわるように肩が前方に出てしまう姿勢をとることを抑制できる衣料の上半身部の提供を
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、
　少なくとも伸縮性の後身頃を有する身頃と、前記身頃の左右両側にそれぞれ設けられた
左袖および右袖とを備える衣料の上半身部であって、
　前記左袖のうち、前記身頃の左側に繋がる左連繋部が、前記身頃に対して後方に向かう
ように延び、
　前記右袖のうち、前記身頃の右側に繋がる右連繋部が、前記身頃に対して後方に向かう
ように延び、
　前記後身頃は、着用者の左右の肩甲骨を引き寄せる伸張力を有しているものである。
【０００８】
　この構成によれば、前記後身頃が着用者の左右の肩甲骨を引き寄せる伸張力を有してい
るので、着用者の左の肩甲骨、更には上腕上部および肩と、右の肩甲骨、更には上腕上部
および肩とに、後方への高い負荷をかけることが可能となり、左の上腕上部および右の上
腕上部がそれぞれ正面中央側にまわるように左肩および右肩の各々が前方に出てしまうと
いう姿勢を、着用者にとって、よりとりづらいものにすることができる。その結果、着用
者が巻き肩や猫背になるといったことを効果的に抑制することができ、着用者の姿勢矯正
をより高めることができる。また、既に巻き肩や猫背になった人に対しても優れた矯正効
果を前記第１の衣類の上半身部に発揮させることが可能になる。
【０００９】
　本発明の別の態様によれば、
　前記左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面は、当該左袖の長さ方向において２０
％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有し、
　前記右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面は、当該右袖の長さ方向において２０
％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有している。
【００１０】
　この構成によれば、着用者が前記第１の衣類の上半身部を着用したとき、前記左右の袖
の各連繋部の背面を対応する前記袖の長さ方向における２０％伸長時に４５ｃＮ以上とな
る強い伸張力を有するものに構成しているため、前記後身頃が発揮する引張力が前記左右
の袖の連繋部の背面の伸びにより大きく減殺されず、着用者の左右の肩甲骨、更には上腕
上部および肩を着用者の後方および着用者の背面中央側へと移動させようとする力がより
強く働くことが新たに知見された。
【００１１】
　本発明の更なる態様によれば、
　前記左袖は、当該左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面および正面に亘って、当
該左袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有し、
　前記右袖は、当該右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面および正面に亘って、当
該右袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有している。
【００１２】
　この構成によれば、着用者が前記衣類の上半身部を着用したとき、着用者の左右の肩甲
骨、更には上腕上部および肩を、さらに強く着用者の後方および着用者の背面中央側へと
移動させることができる。そのため、より効果的な着用者の姿勢矯正を行うことができる
。
【００１３】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左袖のうち、前記左連繋部の正面は、当該左袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力
をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされ、
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　前記右袖のうち、前記右連繋部の正面は、当該右袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力
をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされている。
【００１４】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面は、当該左袖の長さ方向に４５ｃＮ以
上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされ、
　前記右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面は、当該右袖の長さ方向に４５ｃＮ以
上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされている。
【００１５】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左袖は、当該左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面および正面に亘って、当
該左袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満
の伸びない構成とされ、
　前記右袖は、当該右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面および正面に亘って、当
該右袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満
の伸びない構成とされている。
【００１６】
　この構成によれば、着用者の左右の肩甲骨、更には上腕上部および肩を、さらに強く引
き寄せる、即ち着用者の後方および着用者の背面中央側へと移動させることができる。そ
のため、より効果的な着用者の姿勢矯正を行うことができる。
【００１７】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左袖の左連繋部の正面は、当該左袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以
上となる伸長力を有し、
　前記右袖の右連繋部の正面は、当該右袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以
上となる伸長力を有している。
【００１８】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記後身頃の左側に左抉り部が設けられ、この左抉り部に前記左袖の左連繋部の背面側
が縫合され、
　前記後身頃の右側に右抉り部が設けられ、この右抉り部に前記右袖の右連繋部の背面側
が縫合されている。
【００１９】
　この構成によれば、前記後身頃の左側および右側の各々に前記左抉り部および前記右抉
り部が設けられるため、前記後身頃の左右方向の長さが短くなる。そして、着用者は前記
後身頃を少なくとも左右方向に伸ばしながら前記衣料の上半身部を着用するので、前記衣
料の上半身部の着用時に前記後身頃の引張力がより強力になる。したがって、着用者の左
の肩甲骨、更には上腕上部および肩と、右の肩甲骨、更には上腕上部および肩とを、より
強く引き寄せる、即ち着用者の後方および着用者の背面中央側へと移動させることができ
る。
【００２０】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左袖の左連繋部の背面側が、前記後身頃の左抉り部に対応する左縫合部分を有し、
　前記左縫合部分が、前記左袖の左連繋部の背面側が前記左抉り部に縫合される前に前記
左抉り部の最深部に到達しない寸法に形成されていて、前記左抉り部に縫合され、
　前記右袖の右連繋部の背面側が、前記後身頃の右抉り部に対応する右縫合部分を有し、
　前記右縫合部分が、前記右袖の右連繋部の背面側が前記右抉り部に縫合される前に前記
右抉り部の最深部に到達しない寸法に形成されていて、前記右抉り部に縫合されている。
【００２１】
　この構成によれば、前記左抉り部および前記右抉り部に対して、前記左袖の左連繋部の
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背面側および前記右袖の右連繋部の背面側をそれぞれ短寸化させることになり、それらを
縫合した時に、前記左袖の左連繋部の背面側および前記右袖の右連繋部の背面側をそれぞ
れ後方側に効果的に傾けることができる。これによって、着用者が前記衣類の上半身部を
着用したときに、着用者の左の肩甲骨、更には上腕上部および肩と、右の肩甲骨、更には
上腕上部および肩とを、後方および背面中央側方向に向けてより積極的に引っ張ることが
できる。この積極的な引っ張りによってより優れた矯正効果を発揮させることができる。
【００２２】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左抉り部の最深部は、その左抉り部の上下方向の中央よりも下方に配置され、
　前記右抉り部の最深部は、その右抉り部の上下方向の中央よりも下方に配置されている
。
【００２３】
　この構成によれば、前記衣料の上半身部の着用中、前記衣料の上半身部のうち着用者の
肩口に対応する部分が着用者の背面中央側へよれる事態が発生することを防止できる。し
たがって、前記事態の発生に起因して、前記衣料の上半身部にしわが出たり、着用者の運
動追従性が低下したりすることを回避できる。
【００２４】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左抉り部における最深部の深さの値と、前記右抉り部における最深部の深さの値と
、前記左抉り部の最深部と前記右抉り部の最深部との間における前記伸縮領域の左右方向
の長さの値との比が、１：１：０．５～６である。
【００２５】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左袖のうち、少なくとも着用者の左脇の下に対向する部分には柔軟性の生地が備え
られ、
　前記右袖のうち、少なくとも着用者の右脇の下に対向する部分には柔軟性の生地が備え
られている。
【００２６】
　この構成によれば、前記後身頃の引張りにより前記左右の袖の各連繋部の背面側が着用
者の後方および背面中央側へ移動しても、着用者にとって脇の下が痛むという事態が発生
することを防止できる。
【００２７】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左右の袖が、半袖、七分袖または長袖である。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、着用者が、腕が正面中央側にまわるように肩が前方に出てしまう姿勢
をとることを抑制できる衣料の上半身部を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る衣料の上半身部を膨らませた状態を示す正面図であ
る。
【図２】図１の衣料の上半身部を膨らませた状態を示す背面図である。
【図３】図１の衣料の上半身部を膨らませた状態を示す平面図である。
【図４】図１の衣料の上半身部を膨らませた状態を示す一部断面側面図である。
【図５】図１の衣料の上半身部が着用者に着用された状態を示す模式平面図である。
【図６】本発明の別の実施形態に係る衣料の上半身部を膨らませた状態を示す背面図であ
る。
【図７】本発明の第２実施形態に係る衣料の上半身部を膨らませた状態を示す正面図であ
る。
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【図８】図７の衣料の上半身部を膨らませた状態を示す背面図である。
【図９】図８の一部拡大図である。
【図１０】図７の衣料の上半身部における後身頃の左側と左袖との縫合が解かれた状態を
示す概略図である。
【図１１】図７の衣料の上半身部における後身頃の右側と右袖との縫合が解かれた状態を
示す概略図である。
【図１２】図７の衣料の上半身部における後身頃の左側と左袖との縫合が解かれた状態の
別の例を示す概略図である。
【図１３】図７の衣料の上半身部における後身頃の左側と左袖との縫合が解かれた状態の
また別の例を示す概略図である。
【図１４】図７の衣料の上半身部における後身頃の左側と左袖との縫合が解かれた状態の
また別の例を示す概略図である。
【図１５】本発明のまた別の実施形態に係る衣料の上半身部を膨らませた状態を示す背面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明の第１実施形態について図面を参照しつつ説明する。
【００３１】
　図１に、本発明の第１実施形態に係る衣料の上半身部１を膨らませた状態を表す正面図
を示す。図２に、衣料の上半身部１を膨らませた状態を表す背面図を示す。図３に、衣料
の上半身部１を膨らませた状態を表す平面図を示す。図４に、衣料の上半身部１を膨らま
せた状態を表す一部断面側面図を示す。
【００３２】
　なお、図１および図２においては、膨らみつつ広げられた状態にある衣料の上半身部１
を表している。また、図１から図４に関して、衣料の上半身部１を膨らませた状態とは、
着用時に着用者を省いて当該着用者の影響を受けない衣料の上半身部１のみを表した状態
に相当する。
【００３３】
　図１、図２、図３、図４に示されるように、衣料の上半身部１は、着用者の上半身に着
用され得るように構成されている。衣料の上半身部１としては、肌着として着用され得る
もの（インナウェア）、または、肌着の上に着用される中衣もしくは上着として着用され
得るもの（アウターウェア）がある。
【００３４】
　衣料の上半身部１は、身頃２と、左袖３と、右袖４とを備えている。この身頃２は、少
なくとも伸縮性の後身頃１２を有している。左袖３および右袖４は、身頃２の左右両側に
それぞれ設けられている。本実施形態においては、身頃２が、前身頃１１を更に有してい
る。
【００３５】
　そして、後身頃１２に、衣料の上半身部１の着用時に着用者の左右方向に引張力を発揮
し得る伸縮性の後側領域８が備えられている。この後側領域８の左側に左袖３が縫合され
、後側領域８の右側に右袖４が縫合されている。前左袖３および右袖４は、それぞれ、前
身頃１１に対しては一体に構成されている。
【００３６】
　なお、前身頃１１および後身頃１２の各々に対する左袖３の連繋構造（左袖３を前身頃
１１に対しては一体にかつ後身頃１２に対しては別体にする構造）は、特に限定するもの
ではない。左袖３は、前身頃１１または後身頃１２の各々に対して一体に構成してもよい
し、別体に構成してもよい。
【００３７】
　前身頃１１および後身頃１２の各々に対する、右袖４の連繋構造（右袖４を前身頃１１
に対しては一体にかつ後身頃１２に対しては別体にする構造）は、特に限定するものでは
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ない。右袖４は、前身頃１１または後身頃１２の各々に対して一体に構成してもよいし、
別体に構成してもよい。
【００３８】
　詳しくは、身頃２は、衣料の上半身部１の上下方向を軸方向とする筒状体である。身頃
２は、着用者が衣料の上半身部１を着用する際に着用者の上半身に応じて少なくとも後身
頃１２の一部（後述の後側領域８）を伸ばしつつ、着用者の上半身を覆うことができるよ
うに構成されている。
【００３９】
　身頃２は、前述のとおり、前身頃１１と、この前身頃１１に設けられた後身頃１２とを
有している。なお、身頃２は、本実施形態においては別体に構成されている前身頃１１と
後身頃１２とを有するものとしているが、一体に構成されている前身頃と後身頃とを有す
るものとしてもよい。
【００４０】
　前身頃１１は、着用者の上半身の正面に対応する部分であり、着用者の上半身の略正面
全部を覆うことができるように形成されている。後身頃１２は、着用者の上半身の背面に
対応する部分であり、着用者の上半身の略背面全部を覆うことができるように形成されて
いる。
【００４１】
　後身頃１２に、後側領域８（図２における第１の点ハッチングの領域）が設けられてい
る。後側領域８は、後身頃１２において、左袖３との連繋箇所と右袖４との連繋箇所との
間に配されている。後側領域８は、左袖３との連繋箇所と右袖４との連繋箇所との間に延
在しており、左右方向に伸縮可能に構成されている。
【００４２】
　後身頃１２は、後側領域８を備えることにより、衣料の上半身部１の着用者の左右の肩
甲骨を引き寄せる伸張力を有している。後側領域８は、左右方向への伸縮性を有しつつ、
後身頃１２（身頃２）において、衣料の上半身部１の左脇部１３と右脇部１４とを左右方
向に最短距離で結ぶ直線よりも上方に存在する身頃２の一部分である。
【００４３】
　そして、後身頃１２が、後側領域８を用いて、左袖３との連繋箇所を右方へ引っ張りか
つ右袖４との連繋箇所を左方へ引っ張る引張力を衣料の上半身部１の着用時に着用者に対
し発揮できるようになっている。ここで、後身頃１２のうち少なくとも後側領域８は、左
右方向において２０％伸長時に６０ｃＮ以上となる伸長力を有している。
【００４４】
　なお、後身頃１２のうち少なくとも後側領域８の左右方向の伸長力は、後側領域８の左
右方向の２０％伸長時に８０ｃＮ以上６００ｃＮ以下となるものが好ましく、後側領域８
の左右方向の２０％伸長時に１００ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものがより好ましい。
【００４５】
　身頃２は、また、襟ぐり１６と、裾１７と、左の連繋端部１８と、右の連繋端部１９と
を含んでいる。襟ぐり１６は、身頃２の上端部に配されるとともに、身頃２の左右方向の
中央付近に配されている。裾１７は、襟ぐり１６の下方に配されている。
【００４６】
　左の連繋端部１８は、左袖３の背面側を後側領域８（身頃２（後身頃１２））に縫合す
るための部分であり、後側領域８の左側に配されている。右の連繋端部１９は、右袖４の
背面側を後側領域８（身頃２（後身頃１２））に縫合するための部分であり、後側領域８
の右側に配されている。
【００４７】
　また、左袖３は、身頃２に連通しつつ当該左袖３の長さ方向（軸方向、図１における概
ね矢印２１方向）に延在し得る筒状体である。本実施形態において、左袖３は長袖である
。なお、本発明における左袖は、これに代えて、半袖であってもよいし、七分袖であって
もよい。



(9) JP WO2020/008551 A1 2020.1.9

10

20

30

40

50

【００４８】
　左袖３は、図１～図４に示されるように、衣料の上半身部１が膨らんだ状態において、
左袖３のうち、身頃２の左側に繋がる左連繋部２２が、身頃２に対して後方に向かうよう
に延びる形態をとる。この左連繋部２２は、衣料の上半身部１のうち概ね着用者の左肩の
背面から正面を覆う部分である。
【００４９】
　左連繋部２２は、背面２３（図２における第２の点ハッチングの領域）を備えている。
左連繋部２２の背面２３は、左袖３の長さ方向一端部（身頃２側にある上端部）に設けら
れている。左連繋部２２の背面２３は、身頃２のうち後身頃１２の後側領域８と隣り合う
ように配されている。
【００５０】
　左連繋部２２の背面２３とは、図２に示すとおり、衣料の上半身部１の左脇部１３から
、左袖３の長手方向と直交する方向に延びる左脇基準線（第１仮想線）２５に対して、そ
の左脇基準線２５よりも後側領域８側に存在する左袖３の部分をいう。
【００５１】
　そして、左連繋部２２が、衣料の上半身部１が膨らんだ状態において、身頃２から衣料
の上半身部１の後方、詳しくは後身頃１２（後側領域８）の左斜め後方に向かって延出す
るように設けられている。左連繋部２２の背面２３は、後身頃１２に繋がっている。
【００５２】
　左連繋部２２は、平面視において、図３の２点鎖線で示す仮想左袖３３のように身頃２
に対して横方向に並ぶように左方に直線状に延びた状態で配されるのではなく、左連繋部
２２の軸心が仮想左袖３３の軸心に対して第１の所定角度Θ１をなすように後方（左斜め
後方）に向かって延びた状態で配される。
【００５３】
　本実施形態においては、左袖３の左連繋部２２の背面２３側が、後側領域８の左側（左
の連繋端部１８）に縫合されている。ここで、左袖３のうち少なくとも左連繋部２２の背
面２３は、左袖３の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上６００以下となる伸長
力を有している。
【００５４】
　なお、左袖３のうち少なくとも左連繋部２２の背面２３の長さ方向の伸長力は、左袖３
の長さ方向の２０％伸長時に６０ｃＮ以上５００ｃＮ以下となるものが好ましく、左袖３
の長さ方向の２０％伸長時に８０ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものがより好ましい。
【００５５】
　また、右袖４は、身頃２に連通しつつ当該右袖４の長さ方向（軸方向、図１における概
ね矢印２６方向）に延在し得る筒状体である。本実施形態において、右袖４は長袖である
。なお、本発明における右袖は、これに代えて、半袖であってもよいし、七分袖であって
もよい。
【００５６】
　右袖４は、図１～図４に示されるように、衣料の上半身部１が膨らんだ状態において、
右袖４のうち、身頃２の右側に繋がる右連繋部２７が、身頃２に対して後方に向かうよう
に延びる形態をとる。この右連繋部２７は、衣料の上半身部１のうち概ね着用者の右肩の
背面から正面を覆う部分である。
【００５７】
　右連繋部２７は、背面２８（図２における第２の点ハッチングの領域）を備えている。
右連繋部２７の背面２８は、右袖４の長さ方向一端部（身頃２側にある上端部）に設けら
れている。右連繋部２７の背面２８は、身頃２のうち後身頃１２の後側領域８と隣り合う
ように配されている。
【００５８】
　右連繋部２７の背面２８とは、図２に示すとおり、衣料の上半身部１の右脇部１４から
、右袖４の長手方向と直交する方向に延びる右脇基準線（第２仮想線）２９に対して、そ
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の右脇基準線２９よりも後側領域８側に存在する右袖４の部分をいう。
【００５９】
　そして、右連繋部２７が、衣料の上半身部１が膨らんだ状態において、身頃２から衣料
の上半身部１の後方、詳しくは後身頃１２（後側領域８）の右斜め後方に向かって延出す
るように設けられている。右連繋部２７の背面２８は、後身頃１２に繋がっている。
【００６０】
　右連繋部２７は、平面視において、図３の２点鎖線で示す仮想右袖３４のように身頃２
に対して横方向に並ぶように左方に直線状に延びた状態で配されるのではなく、右連繋部
２７の軸心が仮想右袖３４の軸心に対して第２の所定角度Θ２をなすように後方（右斜め
後方）に向かって延びた状態で配される。
【００６１】
　右連繋部２７に関する第２の所定角度Θ２は、左連繋部２２に関する第１の所定角度Θ
１と同じ角度であってもよいし、異なる角度であってもよい。第１の所定角度Θ１および
第２の所定角度Θ２は、それぞれ、衣料の上半身部１を着用する者等に応じて適宜設定さ
れ得る。
【００６２】
　本実施形態においては、右袖４の右連繋部２７の背面２８側が、後側領域８の右側（右
の連繋端部１９）に縫合されている。ここで、右袖４のうち少なくとも右連繋部２７の背
面２８は、右袖４の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上６００以下となる伸長
力を有している。
【００６３】
　なお、右袖４のうち少なくとも右連繋部２７の背面２８の長さ方向の伸長力は、右袖４
の長さ方向の２０％伸長時に６０ｃＮ以上５００ｃＮ以下となるものが好ましく、右袖４
の長さ方向の２０％伸長時に８０ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものがより好ましい。
【００６４】
　また、ここでの伸長力とは、それぞれの製造に用いられる生地（素材）を、定速伸長形
引張試験機により、約２０℃（１８℃～２２℃）の環境下において、幅２．５ｃｍ、長さ
（生地把持間隔）１０ｃｍの状態で、引張り速度３０ｃｍ／分で所定方向に２０％伸長さ
せた時の伸長力である。本件では定速伸長形引張試験機として島津製作所製ＡＧＳ－Ｘを
採用し、これを用いて測定した伸長力を記載している。
【００６５】
　このような構成において、前述のとおり、後身頃１２が着用者の左右の肩甲骨を引き寄
せる伸張力を有しているので、着用者の左の肩甲骨、更には上腕上部および肩と、右の肩
甲骨、更には上腕上部および肩とに、後方への高い負荷をかけることが可能となる。した
がって、図５でいえば、左の上腕上部および右の上腕上部がそれぞれ正面中央側にまわる
ように左の左肩および右肩の各々が前方に出てしまうという姿勢３５を、着用者３０にと
って、よりとりづらいものにすることができる。その結果、着用者が巻き肩や猫背になる
といったことを効果的に抑制することができ、着用者の姿勢矯正効果をより高めることが
できる。また、既に巻き肩や猫背になった人に対しても優れた矯正効果を衣類の上半身部
１に発揮させることが可能になる。
【００６６】
　しかも、本実施形態においては、衣類の上半身部１において、左右の袖３・４の各連繋
部２２・２７の背面２３・２８を対応する左袖３又は右袖４の長さ方向における２０％伸
長時に４５ｃＮ以上となる強い伸張力を有するものに構成することによって、着用者が衣
類の上半身部１を着用したとき、後身頃１２（後側領域８）が発揮する引張力（左袖３の
左連繋部２２の背面２３を略右方へ引っ張り、かつ、右袖４の右連繋部２７の背面２８を
略左方へ引っ張る力）が左右の袖３・４の連繋部２２・２７の背面２３・２８の伸びによ
り大きく減殺されず、着用者の左右の肩甲骨、更には上腕上部および肩を引き寄せる力、
即ち着用者の後方および着用者の背面中央側へと移動させようとする力がより強く働くこ
とが新たに知見された。
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【００６７】
　なお、本発明における左右の袖は、本実施形態においては襟ぐり１６から比較的離れた
状態で身頃２の後側領域８の左右両側に左右の連繋部２２・２７の背面２３・２８側をそ
れぞれ縫合させる左右の袖３・４としているが、これに限定するものではなく、例えば、
図６に示すように、襟ぐり１６に対して比較的近づいた状態で身頃２の後側領域８の左右
両側に左右の連繋部４２・４７の背面４３・４８側をそれぞれ縫合させる左右の袖４４・
４９としてもよい。
【００６８】
　次に、本発明の第２実施形態について図面を参照しつつ説明する。
【００６９】
　図７に、本発明の第２実施形態に係る衣料の上半身部５１を膨らませた状態を表す正面
図を示す。図８に、衣料の上半身部５１を膨らませた状態を表す背面図を示す。図９に、
図８の一部拡大図を示す。
【００７０】
　なお、図７および図８においては、膨らませられかつ広げられた状態にある衣料の上半
身部５１を表している。また、図７から図９に関して、衣料の上半身部５１を膨らませた
状態とは、概ね着用時に着用者を省いて当該着用者の影響を受けない衣料の上半身部５１
のみを表した状態に相当する。
【００７１】
　本実施形態に係る衣料の上半身部５１は、身頃２の後側領域８と左右の袖３・４との連
繋構造に関して、本発明の第１実施形態に係る衣料の上半身部１と相違する。
【００７２】
　すなわち、図７、図８、図９に示されるように、衣料の上半身部５１において、身頃２
は、左袖ぐりと、右袖ぐりとを備えている。そして、身頃２に、その左袖ぐりを介して左
袖３が取り付けられている。身頃２に、その右袖ぐりを介して右袖４が取り付けられてい
る。
【００７３】
　身頃２の左袖ぐりは、左の連繋端部を構成するものであり、左の連繋端部正面５３と左
の連繋端部背面５４とを有している。なお、以下の説明においては、左の連繋端部正面５
３を単に左端部正面５３といい、左の連繋端部背面５４を単に左端部背面５４という。
【００７４】
　左端部正面５３は、身頃２の左袖ぐり正面に配されている。左端部正面５３は、前身頃
１１の上部左側に設けられている。左端部背面５４は、身頃２の左袖ぐり背面に配されて
いる。左端部背面５４は、後身頃１２の上部左側（後側領域８の左側）に設けられている
。
【００７５】
　身頃２の右袖ぐりは、右の連繋端部を構成するものであり、右の連繋端部正面５６と右
の連繋端部背面５７とを有している。なお、以下の説明においては、右の連繋端部正面５
６を単に右端部正面５６といい、右の連繋端部背面５７を単に右端部背面５７という。
【００７６】
　右端部正面５６は、身頃２の右袖ぐり正面に配されている。右端部正面５６は、前身頃
１１の上部右側に設けられている。右端部背面５７は、身頃２の右袖ぐり背面に配されて
いる。右端部背面５７は、後身頃１２の上部右側（後側領域８の右側）に設けられている
。
【００７７】
　本実施形態においては、後側領域８が、左端部背面５４から右端部背面５７に亘って延
在するように設けられている。言い換えれば、後側領域８が、後側領域８の左側と左袖３
との連繋箇所から後側領域８の右側と右袖４との連繋箇所に亘って延在するように設けら
れている。
【００７８】
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　また、左袖３は、図７、図８に示されるように、衣料の上半身部１が膨らんだ状態にお
いて、左袖３のうち、身頃２の左側に繋がる左連繋部６０が、身頃２に対して後方に向か
うように延びる形態をとる。この左連繋部６０は、衣料の上半身部１のうち概ね着用者の
左肩の背面から正面を覆う部分である。
【００７９】
　左袖３は、左袖正面６１と、左袖背面６２とを有している。なお、左袖３は、本実施形
態においては別体に構成されている左袖正面６１と左袖背面６２とを有するものとしてい
るが、一体に構成されている左袖正面と左袖背面とを有するものとしてもよい。
【００８０】
　左袖正面６１と左袖背面６２とは、前後に並べられ、左袖３が筒状を呈するように連続
的に設けられている。左袖正面６１と左袖背面６２とは、左袖３の長さ方向一端部（上端
部）側で身頃２の左袖ぐりに縫合される一方、左袖３の長さ方向他端部（下端部）側に袖
口６５を形成している。
【００８１】
　左袖正面６１には、左袖３の左連繋部６０の正面６７が含まれている。左連繋部６０の
正面６７は、左袖３の長さ方向一端部（上端部）の正面側に設けられている。左連繋部６
０の正面６７は、身頃２の左端部正面５３（前身頃１１の上部左側）と隣り合うように配
されている。
【００８２】
　左連繋部６０の正面６７とは、図７に示すとおり、衣料の上半身部１の左脇部１３から
、左袖３の長手方向と直交する方向に延びる左脇基準線（第１仮想線）２５に対して、そ
の左脇基準線２５よりも後側領域８側に存在する左袖３の部分をいう。
【００８３】
　左袖背面６２には、左袖３の左連繋部６０の背面６８が含まれている。左連繋部６０の
背面６８は、左袖３の長さ方向一端部（上端部）の背面側に設けられている。左連繋部６
０の背面６８は、身頃２の左端部背面５４（後身頃１２の上部左側）と隣り合うように配
されている。
【００８４】
　そして、左連繋部６０が、衣料の上半身部１が膨らんだ状態において、身頃２から衣料
の上半身部１の後方、詳しくは後身頃１２（後側領域８）の左斜め後方に向かって延出す
るように設けられている。左連繋部６０の正面６７は前身頃１１に繋がり、左連繋部６０
の背面６８は後身頃１２に繋がっている。
【００８５】
　本実施形態においては、左連繋部６０の背面６８側が、左端部背面５４（後側領域８の
左側）に縫合されている。ここで、左袖３のうち少なくとも左連繋部６０の背面６８は、
左袖３の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上６００以下となる伸長力を有して
いる。
【００８６】
　なお、左袖３のうち少なくとも左連繋部６０の背面６８の長さ方向の伸長力は、左袖３
の長さ方向の２０％伸長時に６０ｃＮ以上５００ｃＮ以下となるものが好ましく、左袖３
の長さ方向の２０％伸長時に８０ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものがより好ましい。
【００８７】
　また、右袖４は、図７、図８に示されるように、衣料の上半身部１が膨らんだ状態にお
いて、右袖４のうち、身頃２の右側に繋がる右連繋部７０が、身頃２に対して後方に向か
うように延びる形態をとる。この右連繋部７０は、衣料の上半身部１のうち概ね着用者の
右肩の背面から正面を覆う部分である。
【００８８】
　右袖４は、右袖正面７１と、右袖背面７２とを有している。なお、右袖４は、本実施形
態においては別体に構成されている右袖正面７１と右袖背面７２とを有するものとしてい
るが、一体に構成されている右袖正面と右袖背面とを有するものとしてもよい。
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【００８９】
　右袖正面７１と右袖背面７２とは、前後に並べられ、右袖４が筒状を呈するように連続
的に設けられている。右袖正面７１と右袖背面７２とは、右袖４の長さ方向一端部（上端
部）側で身頃２の右袖ぐりに縫合される一方、左袖３の長さ方向他端部（下端部）側に袖
口７５を形成している。
【００９０】
　右袖正面７１には、右袖４の右連繋部７０の正面７７が含まれている。右連繋部７０の
正面７７は、右袖４の長さ方向一端部（上端部）の正面側に設けられている。右連繋部７
０の正面７７は、身頃２の右端部正面５６（前身頃１１の上部右側）と隣り合うように配
されている。
【００９１】
　右連繋部７０の正面７７とは、図７などに示すとおり、衣料の上半身部１の右脇部１４
から、右袖４の長手方向と直交する方向に延びる右脇基準線（第２仮想線）２９に対して
、その右脇基準線２９よりも後側領域８側に存在する右袖４の部分をいう。
【００９２】
　右袖背面７２には、右袖４の右連繋部７０の背面７８が含まれている。右連繋部７０の
背面７８は、右袖４の長さ方向一端部（上端部）の背面側に設けられている。右連繋部７
０の背面７８は、身頃２の右端部背面５７（後身頃１２の上部右側）と隣り合うように配
されている。
【００９３】
　そして、右連繋部７０が、衣料の上半身部１が膨らんだ状態において、身頃２から衣料
の上半身部１の後方、詳しくは後身頃１２（後側領域８）の右斜め後方に向かって延出す
るように設けられている。右連繋部７０の正面７７は前身頃１１に繋がり、右連繋部７０
の背面７８は後身頃１２に繋がっている。
【００９４】
　本実施形態においては、右連繋部７０の背面７８側が、右端部背面５７（後側領域８の
右側）に縫合されている。ここで、右袖４のうち少なくとも右連繋部７０の背面７８は、
右袖４の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上６００以下となる伸長力を有して
いる。
【００９５】
　なお、右袖４のうち少なくとも右連繋部７０の背面７８の長さ方向の伸長力は、右袖４
の長さ方向の２０％伸長時に６０ｃＮ以上５００ｃＮ以下となるものが好ましく、右袖４
の長さ方向の２０％伸長時に８０ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものがより好ましい。
【００９６】
　このような構成において、第１実施形態と同様に、後身頃１２が着用者の左右の肩甲骨
を引き寄せる伸張力を有しているので、着用者の左の肩甲骨、更には上腕上部および肩と
、右の肩甲骨、更には上腕上部および肩とに、後方への高い負荷をかけることが可能とな
る。したがって、左の上腕上部および右の上腕上部がそれぞれ正面中央側にまわるように
左肩および右肩の各々が前方に出てしまうという姿勢を、着用者にとって、よりとりづら
いものにすることができる。その結果、着用者が巻き肩や猫背になるといったことを効果
的に抑制することができ、着用者の姿勢矯正効果をより高めることができる。また、既に
巻き肩や猫背になった人に対しても優れた矯正効果を衣類の上半身部５１に発揮させるこ
とが可能になる。
【００９７】
　しかも、本実施形態においては、衣類の上半身部５１において、左右の袖３・４の各連
繋部６０・７０の背面６８・７８を対応する左袖３又は右袖４の長さ方向における２０％
伸長時に４５ｃＮ以上となる強い伸張力を有するものに構成しているため、着用者が衣類
の上半身部１を着用したとき、後身頃１２（後側領域８）が発揮する引張力（左袖３の左
連繋部６０の背面６８を略右方へ引っ張り、かつ、右袖４の右連繋部７０の背面７８を略
左方へ引っ張る力）が左右の袖３・４の連繋部６０・７０の背面６８・７８の伸びにより
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大きく減殺されず、着用者の左右の肩甲骨、更には上腕上部および肩を引き寄せる力、即
ち着用者の後方および着用者の背面中央側へと移動させようとする力がより強く働くこと
になる。
【００９８】
　そのうえ、衣類の上半身部５１は、左袖３のうち少なくとも左連繋部６０の背面６８お
よび左連繋部６０の正面６７に亘って（本実施形態においては、左袖３の上端部のうち着
用者の左脇の下に対向する部分を除いた部分で）、左袖３の長さ方向において２０％伸長
時に４５ｃＮ以上６００以下となる伸長力を有するように構成されている。
【００９９】
　なお、衣類の上半身部５１は、左袖３のうち少なくとも左連繋部６０の背面６８および
右連繋部７０の背面７８に亘って、左袖３の長さ方向の２０％伸長時に６０ｃＮ以上５０
０ｃＮ以下となるものを有するように構成されることが好ましく、左袖３の長さ方向の２
０％伸長時に８０ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものを有するように構成されることがよ
り好ましい。
【０１００】
　しかも、衣類の上半身部５１は、右袖４のうち少なくとも右連繋部７０の背面７８およ
び右連繋部７０の正面７７に亘って（本実施形態においては、右袖４の上端部のうち着用
者の右脇の下に対向する部分を除いた部分で）、右袖４の長さ方向において２０％伸長時
に４５ｃＮ以上となる伸長力を有するように構成されている。
【０１０１】
　なお、衣類の上半身部５１は、右袖４のうち少なくとも右連繋部７０の背面７８および
右連繋部７０の正面７７に亘って、右袖４の長さ方向の２０％伸長時に６０ｃＮ以上５０
０ｃＮ以下となるものを有するように構成されることが好ましく、左袖３の長さ方向の２
０％伸長時に８０ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものを有するように構成されることがよ
り好ましい。
【０１０２】
　この構成により、着用者が衣類の上半身部５１を着用したとき、着用者の左右の肩甲骨
、更には上腕上部および肩を、さらに強く引き寄せる、即ち着用者の後方および着用者の
背面中央側へと移動させることができる。そのため、より効果的な着用者の姿勢矯正を行
うことができる。
【０１０３】
　図１０に、後身頃１２（後側領域８）の左側と左袖３との縫合が解かれた状態の概略図
を示す。なお、図１０において、後述の伸縮性の生地１９１は説明の便宜上省略している
。衣類の上半身部５１において、左袖３は、図１０に示す状態を経て後側領域８の左側に
近接し、これと縫合される。
【０１０４】
　図９、図１０に示されるように、本実施形態においては、後身頃１２の後側領域８の左
側に、左抉り部８１が設けられている。そしてこの左抉り部８１に、左袖３の左連繋部６
０の背面６８側が縫合されている。
【０１０５】
　詳しくは、左抉り部８１は、左端部背面５４として機能するものである。左抉り部８１
は、後身頃１２において、その左縁部の上側が抉られることによって構成されている。左
抉り部８１は、概ね後身頃１２の上下方向に延在した状態で形成されている。
【０１０６】
　左抉り部８１は、後身頃１２の左右方向中心縦線８３側（右側）へ凹む湾曲形状（凹形
状）を有している。左抉り部８１は、そのなかで左右方向中心縦線８３側へ最も凹んだ部
分に、最深部８５を有している。この最深部８５は、凹形状の縫合ラインを形作る、左抉
り部８１の縁部上に配されている。
【０１０７】
　なお、図９に示すように、第３仮想線８７は、衣類の上半身部５１の左脇部１３（左抉
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り部８１の下端部９３）から衣類の上半身部５１の左肩部９５側に向かって後身頃１２の
上方へ略垂直に延びる直線である。第３仮想線８７は、また、後身頃１２の左右方向中心
縦線８３と略平行に延在する。
【０１０８】
　図１１に、後身頃１２（後側領域８）の右側と右袖４との縫合が解かれた状態の概略図
を示す。なお、図１１において、後述の伸縮性の生地１９２は説明の便宜上省略している
。衣類の上半身部５１において、右袖４は、図１１に示す状態を経て後側領域８の右側に
近接し、これと縫合される。
【０１０９】
　図９、図１１に示されるように、本実施形態においては、後身頃１２の後側領域８の右
側に、右抉り部１０１が設けられている。そしてこの右抉り部１０１に、右袖４の右連繋
部７０の背面７８側が縫合されている。
【０１１０】
　詳しくは、右抉り部１０１は、右端部背面５７として機能するものである。右抉り部１
０１は、後身頃１２において、その右縁部の上側が抉られることによって構成されている
。右抉り部１０１は、概ね後身頃１２の上下方向に延在した状態で形成されている。
【０１１１】
　右抉り部１０１は、後身頃１２の左右方向中心縦線８３側（左側）へ凹む湾曲形状（凹
形状）を有している。右抉り部１０１は、そのなかで左右方向中心縦線８３側へ最も凹ん
だ部分に、最深部１０５を有している。この最深部１０５は、凹形状の縫合ラインを形作
る、右抉り部１０１の縁部上に配されている。
【０１１２】
　なお、図９に示すように、第４仮想線１０７は、衣類の上半身部５１の右脇部１４（右
抉り部１０１の下端部１１３）から衣料の上半身部５１の右肩部１１５側に向かって後身
頃１２の上方へ略垂直に延びる直線である。第４仮想線１０７は、また、後身頃１２の左
右方向中心縦線８３と略平行に延在する。
【０１１３】
　このように、後身頃１２（後側領域８）の左側および右側の各々に左抉り部８１および
右抉り部１０１が設けられるため、後側領域８の左右方向の長さが短くなる。そして、着
用者は後側領域８を少なくとも左右方向に伸ばしながら衣料の上半身部１を着用するので
、衣料の上半身部１の着用時に後側領域８の引張力がより強力になる。したがって、着用
者の左の肩甲骨、更には上腕上部および肩と、右の肩甲骨、更には上腕上部および肩とを
、より強く引き寄せる、即ち着用者の後方および着用者の背面中央側へと移動させること
ができる。
【０１１４】
　また、図１０に示されるように、本実施形態においては、左袖３の左連繋部６０の背面
６８側が、後側領域８の左抉り部８１に対応する左縫合部分１３２を有している。そして
、左縫合部分１３２が、左袖３の左連繋部６０の背面６８側が左抉り部８１に縫合される
前に左抉り部８１の最深部８５に到達しない寸法に形成されていて、左抉り部８１に縫合
されている。
【０１１５】
　詳しくは、左袖３の左連繋部６０の背面６８側に、左基部１３１と前述の左縫合部分１
３２とが設けられている。左基部１３１は、左連繋部６０の背面６８側のうち左袖３の長
手方向他端部（下端部）側に配されている。左縫合部分１３２は、左連繋部６０の背面６
８側のうち左袖３の長手方向一端部（上端部）側に配されている。
【０１１６】
　左縫合部分１３２は、左基部１３１から左抉り部８１（後側領域８）に向かって膨出す
る膨出形状を有している。左縫合部分１３２は、そのなかで左右方向中心縦線８３側へ最
も突出する部分に、頂部１３４を備えている。頂部１３４は、左抉り部８１に対して凸形
状の縫合ラインを形作る、左縫合部分１３２の背面視右側縁部上に配されている。
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【０１１７】
　左連繋部６０の背面６８側においては、左縫合部分１３２の背面視右側縁部が左抉り部
８１に縫合されている。この際、左縫合部分１３２においては、その上端部（背面視右側
縁部の上端部）１３５が左抉り部８１の上端部１３６と合致するように、左縫合部分１３
２のうち背面視右側縁部が左抉り部８１に縫合される。
【０１１８】
　左縫合部分１３２においては、また、その下端部（背面視右側縁部の下端部）１３７が
左抉り部８１の下端部９３と合致するように、左縫合部分１３２うち背面視右側縁部が左
抉り部８１に縫合される。さらに、左縫合部分１３２の頂部１３４が左抉り部８１の最深
部８５と合致するように、左縫合部分１３２うち背面視右側縁部が左抉り部８１に縫合さ
れる。
【０１１９】
　ここでは、左縫合部分１３２と左抉り部８１との縫合が解かれた場合（即ち、これら両
者が分離している場合）に、左縫合部分１３２の上端部１３５と下端部１３７との最短距
離ｄ１が、左抉り部８１の上端部１３６と下端部９３との最短距離ｄ２よりも長くなるよ
うに設定されている。
【０１２０】
　また、左縫合部分１３２における前記背面視右側縁部の周長が、左抉り部８１の周長と
略同じになるように設定されている。なお、これら両者の周長は、伸ばし縫い等により適
切に縫合を実行できる周長であればよく、本実施形態に代えて、互いに異なる周長として
もよい。
【０１２１】
　さらに、左縫合部分１３２と左抉り部８１との縫合が解かれた場合に、左縫合部分１３
２の突出寸法（膨出寸法）が、左抉り部８１の凹み寸法よりも小さくなるように設定され
ている。具体的には、第５仮想線１４３と左縫合部分１３２の頂部１３４との最短距離ｄ
３が、第６仮想線１４４と左抉り部８１の最深部８５との最短距離ｄ４よりも短くなるよ
うに設定されている。
【０１２２】
　すなわち、この場合に、左縫合部分１３２と左抉り部８１とを左右方向に並べたとき（
図１０参照）、左縫合部分１３２の上端部１３５と左抉り部８１の上端部１３６とが合致
しかつ左縫合部分１３２の下端部１３７と左抉り部８１の下端部９３とが合致した状態で
、左縫合部分１３２における前記縫合ライン上の頂部１３４が左抉り部８１における縫合
ライン上の最深部８５に左右方向において到達しない（届かずに合致しない）ように、左
縫合部分１３２が所定の寸法（短寸）に形成されている。
【０１２３】
　なお、第５仮想線１４３は、左縫合部分１３２と左抉り部８１との縫合が解かれたとき
に、左縫合部分１３２の上端部１３５と下端部１３７とを最短距離ｄ１で結ぶ直線である
。第６仮想線１４４は、左縫合部分１３２と左抉り部８１との縫合が解かれたときに、左
抉り部８１の上端部１３６と下端部９３とを最短距離ｄ２で結ぶ直線である。
【０１２４】
　また、図１１に示されるように、本実施形態においては、右袖４の右連繋部７０の背面
７８側が、後側領域８の右抉り部１０１に対応する右縫合部分１５２を有している。そし
て、右縫合部分１５２が、右袖４の右連繋部７０の背面７８側が右抉り部１０１に縫合さ
れる前に右抉り部１０１の最深部１０５に到達しない寸法に形成されていて、右抉り部１
０１に縫合されている。
【０１２５】
　詳しくは、右袖４の右連繋部７０の背面７８側に、右基部１５１と前述の右縫合部分１
５２とが設けられている。右基部１５１は、右連繋部７０の背面７８側のうち右袖４の長
手方向他端部（下端部）側に配されている。右縫合部分１５２は、右連繋部７０の背面７
８側のうち右袖４の長手方向一端部（上端部）側に配されている。
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【０１２６】
　右縫合部分１５２は、右基部１５１から右抉り部１０１（後側領域８）に向かって膨出
する膨出形状を有している。右縫合部分１５２は、そのなかで左右方向中心縦線８３側へ
最も突出する部分に、頂部１５４を備えている。頂部１５４は、右抉り部１０１に対して
凸形状の縫合ラインを形作る、右縫合部分１５２の背面視左側縁部上に配されている。
【０１２７】
　右連繋部７０の背面７８側においては、右縫合部分１５２の背面視左側縁部が右抉り部
１０１に縫合されている。この際、右縫合部分１５２においては、その上端部（背面視左
側縁部の上端部）１５５が右抉り部１０１の上端部１５６と合致するように、右縫合部分
１５２のうち背面視左側縁部が右抉り部１０１に縫合される。
【０１２８】
　右縫合部分１５２においては、また、その下端部（背面視左側縁部の下端部）１５７が
右抉り部１０１の下端部１１３と合致するように、右縫合部分１５２のうち背面視左側縁
部が右抉り部１０１に縫合される。さらに、右縫合部分１５２の頂部１５４が右抉り部１
０１の最深部１０５と合致するように、右縫合部分１５２のうち背面視左側縁部が右抉り
部１０１に縫合される。
【０１２９】
　ここでは、右縫合部分１５２と右抉り部１０１との縫合が解かれた場合（即ち、これら
両者が分離している場合）に、右縫合部分１５２の上端部１５５と下端部１５７との最短
距離ｄ５が、右抉り部１０１の上端部１５６と下端部１１３との最短距離ｄ６よりも長く
なるように設定されている。
【０１３０】
　また、右縫合部分１５２における前記背面視左側縁部の周長が、右抉り部１０１の周長
と略同じになるように設定されている。なお、これら両者の周長は、伸ばし縫い等により
適切に縫合を実行できる周長であればよく、本実施形態に代えて、互いに異なる周長とし
てもよい。
【０１３１】
　さらに、右縫合部分１５２と右抉り部１０１との縫合が解かれた場合に、右縫合部分１
５２の突出寸法（膨出寸法）が、右抉り部１０１の凹み寸法よりも小さくなるように設定
されている。具体的には、第７仮想線１６３と右縫合部分１５２の頂部１５４との最短距
離ｄ７が、第８仮想線１６４と右抉り部１０１の最深部１０５との最短距離ｄ８よりも短
くなるように設定されている。
【０１３２】
　すなわち、この場合に、右縫合部分１５２と右抉り部１０１とを左右方向に並べたとき
（図１１参照）、右縫合部分１５２の上端部１５５と右抉り部１０１の上端部１５６とが
合致しかつ右縫合部分１５２の下端部１５７と右抉り部１０１の下端部１１３とが合致し
た状態で、右縫合部分１５２における前記縫合ライン上の頂部１５４が右抉り部１０１に
おける縫合ライン上の最深部１０５に左右方向において到達しない（届かずに合致しない
）ように、右縫合部分１５２が所定の寸法（短寸）に形成されている。
【０１３３】
　なお、第７仮想線１６３は、右縫合部分１５２と右抉り部１０１との縫合が解かれたと
きに、右縫合部分１５２の上端部１５５と下端部１５７とを最短距離ｄ５で結ぶ直線であ
る。第８仮想線１６４は、右縫合部分１５２と右抉り部１０１との縫合が解かれたときに
、右抉り部１０１の上端部１５６と下端部１１３とを最短距離ｄ６で結ぶ直線である。
【０１３４】
　この構成により、左抉り部８１および右抉り部１０１に対して、左袖３の左連繋部６０
の背面６８側および右袖４の右連繋部７０の背面７８側をそれぞれ短寸化させることにな
り、それらを縫合した時に、左連繋部６０の背面６８側および右連繋部７０の背面７８側
をそれぞれ後方側に効果的に傾けることができる。これによって、着用者が衣類の上半身
部５１を着用したときに、着用者の左の肩甲骨、更には上腕上部および左肩と右の肩甲骨
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、更には上腕上部および右肩とを、後方および背面中央側方向に向けてより積極的に引っ
張ることができる。この積極的な引っ張りによってより優れた矯正効果を発揮させること
ができる。
【０１３５】
　なお、本発明における左袖の左連繋部の背面側は、本実施形態においては左抉り部８１
に対して凸形状の縫合ラインを左縫合部分１３２に有する左連繋部６０の背面６８側とし
ているが、これに限定するものではなく、左縫合部分で左抉り部と縫合されていない分離
時にその左抉り部の最深部に到達しない短寸に形成されたものであればよい。
【０１３６】
　本発明における左袖の左連繋部の背面側は、例えば、図１２に示すように、左抉り部８
１に対して凹凸形状の縫合ラインを左縫合部分１７１に有する背面１７２側としてもよい
し、図１３に示すように、直線形状の縫合ラインを左縫合部分１７４に有する背面１７５
側としてもよいし、図１４に示すように、左抉り部８１に対して凹形状の縫合ラインを左
縫合部分１７７に有する背面１７８側としてもよい。
【０１３７】
　また、本発明における右袖の右連繋部の背面側は、本発明における左袖の左連繋部の背
面側と同様の構成を採用することが可能である。本実施形態においては、右袖４の右連繋
部７０の背面７８側が、左袖３の左連繋部６０の背面６８と後側領域８に対して左右対称
の構成を有している。
【０１３８】
　また、図９に示されるように、本実施形態においては、左抉り部８１の最深部８５が、
その左抉り部８１の上下方向の中央１８１よりも下方に配置されている。また、右抉り部
１０１の最深部１０５が、その右抉り部１０１の上下方向の中央１８２よりも下方に配置
されている。
【０１３９】
　この構成により、衣料の上半身部１の着用中、衣料の上半身部１のうち着用者の肩口に
対応する部分が着用者の背面中央側へよれる事態が発生することを防止できる。したがっ
て、その事態の発生に起因して、衣料の上半身部１にしわが出たり、着用者の運動追従性
が低下したりすることを回避できる。
【０１４０】
　また、本実施形態においては、図９に示されるように、左抉り部８１における最深部８
５の深さの値ｖ１と、右抉り部１０１における最深部１０５の深さの値ｖ２と、左抉り部
８１の最深部８５と右抉り部１０１の最深部１０５との間における後側領域８の左右方向
の長さの値ｖ３との比が、１：１：０．５～６の範囲内に収まるように設定されている。
【０１４１】
　左抉り部８１における最深部８５の深さの値ｖ１は、最深部８５と第３仮想線８７との
最短距離に相当する。右抉り部１０１における最深部１０５の深さの値Ｖ２は、最深部１
０５と第４仮想線１０７との最短距離に相当する。左抉り部８１の最深部８５と右抉り部
１０１の最深部１０５との間における後側領域８の左右方向の長さの値ｖ３は、これら最
深部８５・１０５間の最短距離に相当する。
【０１４２】
　また、本実施形態においては、図７、図８、図９に示されるように、左袖３のうち少な
くとも着用者の左脇の下に対向する部分に、柔軟性の生地１９１が備えられている。右袖
４のうち少なくとも着用者の右脇の下に対向する部分に、柔軟性の生地１９２が備えられ
ている。
【０１４３】
　左袖３側の生地１９１は、前述した左袖３の左連繋部６０の機能を損なわないように、
左袖３の長さ方向一端部（上端部）の下側に設けられている。右袖４側の生地１９２は、
前述した右袖４の右連繋部７０の機能を損なわないように、右袖４の長さ方向一端部（上
端部）の下側に設けられている。
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【０１４４】
　この構成により、着用者が衣類の上半身部５１を着用したときに、後身頃１２（後側領
域８）の引張りにより左右の袖３・４の各連繋部６０・７０の背面６８・７８側が着用者
の後方および背面中央側へ移動しても、着用者にとって脇の下が痛むという事態が発生す
ることを防止できる。
【０１４５】
　なお、本発明における柔軟性の生地は、本実施形態においては左右の袖３・４のうち着
用者の左右の脇の下の各々に対向する部分のみに備えられた柔軟性の生地１９１・１９２
としているが、これに限定するものではなく、例えば、図１５に示すような、着用者の左
右の脇の下のほか、左右の上腕および前腕の下側の各々に対向する部分に備えられた柔軟
性の生地１９５・１９６としてもよい。
【０１４６】
　また、本発明における左袖は、第１実施形態および第２実施形態の左袖３に代えて、左
袖のうち少なくとも左連繋部の背面が長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上（６
００以下）となる伸長力を有し、かつ、左袖のうち左連繋部の正面が長さ方向に４５ｃＮ
以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならないように伸びない構成とされた左袖として
もよい。
【０１４７】
　そして、本発明における右袖は、第１実施形態および第２実施形態の右袖４に代えて、
右袖のうち少なくとも右連繋部の背面が長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上（
６００以下）となる伸長力を有し、かつ、右袖のうち右連繋部の正面が長さ方向に４５ｃ
Ｎ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならないように伸びない構成とされた右袖とし
てもよい。
【０１４８】
　なお、ここでの２０％未満の伸びない構成とされた左袖とは、全く伸びない左袖を含む
ものである。また、２０％未満の伸びない構成とされた右袖とは、全く伸びない構成とさ
れた右袖を含むものである。
【０１４９】
　このような場合には、例えば、左右の袖を、それぞれ、正面と背面とを別体に構成した
（異なる生地から構成した）袖としてもよいし、長さ方向において２０％伸長時に４５ｃ
Ｎ以上となる伸長力を有するように正面と背面とを一体に構成した（同一の生地から構成
した）うえで、長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならないよう
に、別の生地等を袖のうち少なくとも連繋部の正面に設けた袖としてもよい。
【０１５０】
　また、本発明における左袖は、第１実施形態または第２実施形態の左袖３に代えて、左
袖のうち少なくとも左連繋部の背面が長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％
の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされた左袖としてもよい。
【０１５１】
　そして、本発明における右袖は、第１実施形態または第２実施形態の右袖４に代えて、
右袖のうち少なくとも右連繋部の背面が長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０
％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされた右袖としてもよい。
【０１５２】
　また、本発明における左袖は、第１実施形態および第２実施形態の左袖３に代えて、左
袖のうち少なくとも左連繋部の背面および正面に亘って、長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張
力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされた左袖としてもよ
い。
【０１５３】
　本発明における右袖は、第１実施形態および第２実施形態の左袖３に代えて、右袖のう
ち少なくとも前記右連繋部の背面および正面に亘って、長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力
をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされた右袖としてもよい
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。
【０１５４】
　また、本発明における左袖は、第１実施形態および第２実施形態の左袖３に代えて、左
袖のうち左連繋部の背面が長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にな
らないように伸びない構成とされ、かつ、左袖のうち少なくとも左連繋部の正面が長さ方
向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上（６００以下）となる伸長力を有する左袖として
もよい。
【０１５５】
　本発明における右袖は、第１実施形態および第２実施形態の右袖４に代えて、右袖のう
ち右連繋部の背面が長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない
ように伸びない構成とされ、かつ、右袖のうち少なくとも右連繋部の正面が長さ方向にお
いて２０％伸長時に４５ｃＮ以上（６００以下）となる伸長力を有する右袖としてもよい
。
【０１５６】
　上述の教示を考慮すれば、本発明が多くの変更形態および変形形態をとり得ることは明
らかである。したがって、本発明が、添付の特許請求の範囲内において、本明細書に記載
された以外の方法で実施され得ることを理解されたい。
【符号の説明】
【０１５７】
　１　　　衣料の上半身部
　２　　　身頃
　３　　　左袖
　４　　　右袖
　１２　　後身頃
　２２　　左連繋部
　２３　　左連繋部の背面
　２７　　右連繋部
　２８　　右連繋部の背面
　５１　　衣料の上半身部
　６０　　左連繋部
　６７　　左連繋部の正面
　６８　　左連繋部の背面
　７０　　右連繋部
　７７　　左連繋部の正面
　７８　　左連繋部の背面
　８１　　左抉り部
　８５　　左抉り部の最深部
　１０１　右抉り部
　１０５　右抉り部の最深部
　１３２　左縫合部分
　１５２　右縫合部分
　１８１　左抉り部の上下方向の中央
　１８２　右抉り部の上下方向の中央
　１９１　柔軟性の生地
　１９２　柔軟性の生地
　１９５　柔軟性の生地
　１９６　柔軟性の生地
　ｖ１　　左抉り部における最深部の深さの値
　ｖ２　　右抉り部における最深部の深さの値
　ｖ３　　左抉り部の最深部と右抉り部の最深部との間における後側領域の左右方向の長
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月21日(2018.12.21)
【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】
　少なくとも伸縮性の後身頃を有する身頃と、前記身頃の左右両側にそれぞれ設けられた
左袖および右袖とを備える衣料の上半身部であって、
　前記左袖のうち、前記身頃の左側に繋がる左連繋部が、前記身頃に対して後方に向かう
ように延び、
　前記右袖のうち、前記身頃の右側に繋がる右連繋部が、前記身頃に対して後方に向かう
ように延び、
　前記後身頃は、着用者の左右の肩甲骨を引き寄せる伸張力を有し、
　前記左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面は、当該左袖の長さ方向において２０
％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有し、
　前記右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面は、当該右袖の長さ方向において２０
％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有している、衣料の上半身部。
【請求項２】
　前記左袖は、当該左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面および正面に亘って、当
該左袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有し、
　前記右袖は、当該右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面および正面に亘って、当
該右袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有している、請求
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項１に記載の衣料の上半身部。
【請求項３】
　前記左袖のうち、前記左連繋部の正面は、当該左袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力
をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされ、
　前記右袖のうち、前記右連繋部の正面は、当該右袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力
をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされている、請求項１に
記載の衣料の上半身部。
【請求項４】
　少なくとも伸縮性の後身頃を有する身頃と、前記身頃の左右両側にそれぞれ設けられた
左袖および右袖とを備える衣料の上半身部であって、
　前記左袖のうち、前記身頃の左側に繋がる左連繋部が、前記身頃に対して後方に向かう
ように延び、
　前記右袖のうち、前記身頃の右側に繋がる右連繋部が、前記身頃に対して後方に向かう
ように延び、
　前記後身頃は、着用者の左右の肩甲骨を引き寄せる伸張力を有し、
　前記左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面は、当該左袖の長さ方向に４５ｃＮ以
上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされ、
　前記右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面は、当該右袖の長さ方向に４５ｃＮ以
上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされている、
衣料の上半身部。
【請求項５】
　前記左袖は、当該左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面および正面に亘って、当
該左袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満
の伸びない構成とされ、
　前記右袖は、当該右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面および正面に亘って、当
該右袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満
の伸びない構成とされている、請求項４に記載の衣料の上半身部。
【請求項６】
　前記左袖の左連繋部の正面は、当該左袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以
上となる伸長力を有し、
　前記右袖の右連繋部の正面は、当該右袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以
上となる伸長力を有している、請求項４に記載の衣料の上半身部。
【請求項７】
　前記後身頃の左側に左抉り部が設けられ、この左抉り部に前記左袖の左連繋部の背面側
が縫合され、
　前記後身頃の右側に右抉り部が設けられ、この右抉り部に前記右袖の右連繋部の背面側
が縫合されている、請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の衣料の上半身部。
【請求項８】
　少なくとも伸縮性の後身頃を有する身頃と、前記身頃の左右両側にそれぞれ設けられた
左袖および右袖とを備える衣料の上半身部であって、
　前記左袖のうち、前記身頃の左側に繋がる左連繋部が、前記身頃に対して後方に向かう
ように延び、
　前記右袖のうち、前記身頃の右側に繋がる右連繋部が、前記身頃に対して後方に向かう
ように延び、
　前記後身頃は、着用者の左右の肩甲骨を引き寄せる伸張力を有し、
　前記後身頃の左側には左抉り部が設けられ、
　前記左袖の左連繋部の背面側が、前記後身頃の左抉り部に対応する左縫合部分を有し、
　前記左縫合部分が、前記左袖の左連繋部の背面側が前記左抉り部に縫合される前に前記
左抉り部の最深部に到達しない寸法に形成されていて、前記左抉り部に縫合され、
　前記後身頃の右側には右抉り部が設けられ、
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　前記右袖の右連繋部の背面側が、前記後身頃の右抉り部に対応する右縫合部分を有し、
　前記右縫合部分が、前記右袖の右連繋部の背面側が前記右抉り部に縫合される前に前記
右抉り部の最深部に到達しない寸法に形成されていて、前記右抉り部に縫合されている、
衣料の上半身部。
【請求項９】
　前記左抉り部の最深部は、その左抉り部の上下方向の中央よりも下方に配置され、
　前記右抉り部の最深部は、その右抉り部の上下方向の中央よりも下方に配置されている
、請求項８に記載の衣料の上半身部。
【請求項１０】
　前記左抉り部における最深部の深さの値と、前記右抉り部における最深部の深さの値と
、前記左抉り部の最深部と前記右抉り部の最深部との間における前記伸縮領域の左右方向
の長さの値との比が、１：１：０．５～６である、請求項８から請求項９のいずれか一項
に記載の衣料の上半身部。
【請求項１１】
　前記左袖のうち、少なくとも着用者の左脇の下に対向する部分には柔軟性の生地が備え
られ、
　前記右袖のうち、少なくとも着用者の右脇の下に対向する部分には柔軟性の生地が備え
られている、請求項１から請求項１０のいずれか一項に記載の衣料の上半身部。
【請求項１２】
　前記左右の袖が、半袖、七分袖または長袖である、請求項１から請求項１１のいずれか
一項に記載の衣料の上半身部。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衣料の上半身部に関する。
【背景技術】
【０００２】
　着用者の上半身の少なくとも一部を覆うことができる衣類の上半身部が知られている（
例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１９６５８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　人は、例えば、スマートフォン等の携帯機器を利用するとき、前記携帯機器の操作のた
めに、前記携帯機器をもつ腕が当該人の正面中央側にまわるように肩が所定の姿勢とる場
合に比べて当該人の前方に出てしまう姿勢をとりやすい（所謂巻き肩や猫背になりやすい
）。この姿勢は、頻繁にまたは連続して長時間にわたって保持された場合、人に肩こりま
たは姿勢の悪化等の問題をもたらし得る。
【０００５】
　なお、ここでの所定の姿勢とは、一般的に知られている正しい姿勢である。この正しい
姿勢とは、具体的には例えば、平坦面に起立している人をその真横から見た場合に、その
人の首のつけ根、肩、ひじ、くるぶしが略一直線上に位置するような姿勢である。
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【０００６】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、着用者が、腕が正面中央側に
まわるように肩が前方に出てしまう姿勢をとることを抑制できる衣料の上半身部の提供を
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、
　少なくとも伸縮性の後身頃を有する身頃と、前記身頃の左右両側にそれぞれ設けられた
左袖および右袖とを備える衣料の上半身部であって、
　前記左袖のうち、前記身頃の左側に繋がる左連繋部が、前記身頃に対して後方に向かう
ように延び、
　前記右袖のうち、前記身頃の右側に繋がる右連繋部が、前記身頃に対して後方に向かう
ように延び、
　前記後身頃は、着用者の左右の肩甲骨を引き寄せる伸張力を有しているものである。
【０００８】
　この構成によれば、前記後身頃が着用者の左右の肩甲骨を引き寄せる伸張力を有してい
るので、着用者の左の肩甲骨、更には上腕上部および肩と、右の肩甲骨、更には上腕上部
および肩とに、後方への高い負荷をかけることが可能となり、左の上腕上部および右の上
腕上部がそれぞれ正面中央側にまわるように左肩および右肩の各々が前方に出てしまうと
いう姿勢を、着用者にとって、よりとりづらいものにすることができる。その結果、着用
者が巻き肩や猫背になるといったことを効果的に抑制することができ、着用者の姿勢矯正
をより高めることができる。また、既に巻き肩や猫背になった人に対しても優れた矯正効
果を前記第１の衣類の上半身部に発揮させることが可能になる。
【０００９】
　また、本発明によれば、
　前記左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面は、当該左袖の長さ方向において２０
％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有し、
　前記右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面は、当該右袖の長さ方向において２０
％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有している。
【００１０】
　この構成によれば、着用者が前記第１の衣類の上半身部を着用したとき、前記左右の袖
の各連繋部の背面を対応する前記袖の長さ方向における２０％伸長時に４５ｃＮ以上とな
る強い伸張力を有するものに構成しているため、前記後身頃が発揮する引張力が前記左右
の袖の連繋部の背面の伸びにより大きく減殺されず、着用者の左右の肩甲骨、更には上腕
上部および肩を着用者の後方および着用者の背面中央側へと移動させようとする力がより
強く働くことが新たに知見された。
【００１１】
　本発明の別の態様によれば、
　前記左袖は、当該左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面および正面に亘って、当
該左袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有し、
　前記右袖は、当該右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面および正面に亘って、当
該右袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上となる伸長力を有している。
【００１２】
　この構成によれば、着用者が前記衣類の上半身部を着用したとき、着用者の左右の肩甲
骨、更には上腕上部および肩を、さらに強く着用者の後方および着用者の背面中央側へと
移動させることができる。そのため、より効果的な着用者の姿勢矯正を行うことができる
。
【００１３】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左袖のうち、前記左連繋部の正面は、当該左袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力
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をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされ、
　前記右袖のうち、前記右連繋部の正面は、当該右袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力
をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされている。
【００１４】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面は、当該左袖の長さ方向に４５ｃＮ以
上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされ、
　前記右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面は、当該右袖の長さ方向に４５ｃＮ以
上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされている。
【００１５】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左袖は、当該左袖のうち、少なくとも前記左連繋部の背面および正面に亘って、当
該左袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満
の伸びない構成とされ、
　前記右袖は、当該右袖のうち、少なくとも前記右連繋部の背面および正面に亘って、当
該右袖の長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満
の伸びない構成とされている。
【００１６】
　この構成によれば、着用者の左右の肩甲骨、更には上腕上部および肩を、さらに強く引
き寄せる、即ち着用者の後方および着用者の背面中央側へと移動させることができる。そ
のため、より効果的な着用者の姿勢矯正を行うことができる。
【００１７】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左袖の左連繋部の正面は、当該左袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以
上となる伸長力を有し、
　前記右袖の右連繋部の正面は、当該右袖の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以
上となる伸長力を有している。
【００１８】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記後身頃の左側に左抉り部が設けられ、この左抉り部に前記左袖の左連繋部の背面側
が縫合され、
　前記後身頃の右側に右抉り部が設けられ、この右抉り部に前記右袖の右連繋部の背面側
が縫合されている。
【００１９】
　この構成によれば、前記後身頃の左側および右側の各々に前記左抉り部および前記右抉
り部が設けられるため、前記後身頃の左右方向の長さが短くなる。そして、着用者は前記
後身頃を少なくとも左右方向に伸ばしながら前記衣料の上半身部を着用するので、前記衣
料の上半身部の着用時に前記後身頃の引張力がより強力になる。したがって、着用者の左
の肩甲骨、更には上腕上部および肩と、右の肩甲骨、更には上腕上部および肩とを、より
強く引き寄せる、即ち着用者の後方および着用者の背面中央側へと移動させることができ
る。
【００２０】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左袖の左連繋部の背面側が、前記後身頃の左抉り部に対応する左縫合部分を有し、
　前記左縫合部分が、前記左袖の左連繋部の背面側が前記左抉り部に縫合される前に前記
左抉り部の最深部に到達しない寸法に形成されていて、前記左抉り部に縫合され、
　前記右袖の右連繋部の背面側が、前記後身頃の右抉り部に対応する右縫合部分を有し、
　前記右縫合部分が、前記右袖の右連繋部の背面側が前記右抉り部に縫合される前に前記
右抉り部の最深部に到達しない寸法に形成されていて、前記右抉り部に縫合されている。
【００２１】
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　この構成によれば、前記左抉り部および前記右抉り部に対して、前記左袖の左連繋部の
背面側および前記右袖の右連繋部の背面側をそれぞれ短寸化させることになり、それらを
縫合した時に、前記左袖の左連繋部の背面側および前記右袖の右連繋部の背面側をそれぞ
れ後方側に効果的に傾けることができる。これによって、着用者が前記衣類の上半身部を
着用したときに、着用者の左の肩甲骨、更には上腕上部および肩と、右の肩甲骨、更には
上腕上部および肩とを、後方および背面中央側方向に向けてより積極的に引っ張ることが
できる。この積極的な引っ張りによってより優れた矯正効果を発揮させることができる。
【００２２】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左抉り部の最深部は、その左抉り部の上下方向の中央よりも下方に配置され、
　前記右抉り部の最深部は、その右抉り部の上下方向の中央よりも下方に配置されている
。
【００２３】
　この構成によれば、前記衣料の上半身部の着用中、前記衣料の上半身部のうち着用者の
肩口に対応する部分が着用者の背面中央側へよれる事態が発生することを防止できる。し
たがって、前記事態の発生に起因して、前記衣料の上半身部にしわが出たり、着用者の運
動追従性が低下したりすることを回避できる。
【００２４】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左抉り部における最深部の深さの値と、前記右抉り部における最深部の深さの値と
、前記左抉り部の最深部と前記右抉り部の最深部との間における前記伸縮領域の左右方向
の長さの値との比が、１：１：０．５～６である。
【００２５】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左袖のうち、少なくとも着用者の左脇の下に対向する部分には柔軟性の生地が備え
られ、
　前記右袖のうち、少なくとも着用者の右脇の下に対向する部分には柔軟性の生地が備え
られている。
【００２６】
　この構成によれば、前記後身頃の引張りにより前記左右の袖の各連繋部の背面側が着用
者の後方および背面中央側へ移動しても、着用者にとって脇の下が痛むという事態が発生
することを防止できる。
【００２７】
　本発明のまた別の態様によれば、
　前記左右の袖が、半袖、七分袖または長袖である。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、着用者が、腕が正面中央側にまわるように肩が前方に出てしまう姿勢
をとることを抑制できる衣料の上半身部を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１実施形態に係る衣料の上半身部を膨らませた状態を示す正面図であ
る。
【図２】図１の衣料の上半身部を膨らませた状態を示す背面図である。
【図３】図１の衣料の上半身部を膨らませた状態を示す平面図である。
【図４】図１の衣料の上半身部を膨らませた状態を示す一部断面側面図である。
【図５】図１の衣料の上半身部が着用者に着用された状態を示す模式平面図である。
【図６】本発明の別の実施形態に係る衣料の上半身部を膨らませた状態を示す背面図であ
る。
【図７】本発明の第２実施形態に係る衣料の上半身部を膨らませた状態を示す正面図であ
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る。
【図８】図７の衣料の上半身部を膨らませた状態を示す背面図である。
【図９】図８の一部拡大図である。
【図１０】図７の衣料の上半身部における後身頃の左側と左袖との縫合が解かれた状態を
示す概略図である。
【図１１】図７の衣料の上半身部における後身頃の右側と右袖との縫合が解かれた状態を
示す概略図である。
【図１２】図７の衣料の上半身部における後身頃の左側と左袖との縫合が解かれた状態の
別の例を示す概略図である。
【図１３】図７の衣料の上半身部における後身頃の左側と左袖との縫合が解かれた状態の
また別の例を示す概略図である。
【図１４】図７の衣料の上半身部における後身頃の左側と左袖との縫合が解かれた状態の
また別の例を示す概略図である。
【図１５】本発明のまた別の実施形態に係る衣料の上半身部を膨らませた状態を示す背面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明の第１実施形態について図面を参照しつつ説明する。
【００３１】
　図１に、本発明の第１実施形態に係る衣料の上半身部１を膨らませた状態を表す正面図
を示す。図２に、衣料の上半身部１を膨らませた状態を表す背面図を示す。図３に、衣料
の上半身部１を膨らませた状態を表す平面図を示す。図４に、衣料の上半身部１を膨らま
せた状態を表す一部断面側面図を示す。
【００３２】
　なお、図１および図２においては、膨らみつつ広げられた状態にある衣料の上半身部１
を表している。また、図１から図４に関して、衣料の上半身部１を膨らませた状態とは、
着用時に着用者を省いて当該着用者の影響を受けない衣料の上半身部１のみを表した状態
に相当する。
【００３３】
　図１、図２、図３、図４に示されるように、衣料の上半身部１は、着用者の上半身に着
用され得るように構成されている。衣料の上半身部１としては、肌着として着用され得る
もの（インナウェア）、または、肌着の上に着用される中衣もしくは上着として着用され
得るもの（アウターウェア）がある。
【００３４】
　衣料の上半身部１は、身頃２と、左袖３と、右袖４とを備えている。この身頃２は、少
なくとも伸縮性の後身頃１２を有している。左袖３および右袖４は、身頃２の左右両側に
それぞれ設けられている。本実施形態においては、身頃２が、前身頃１１を更に有してい
る。
【００３５】
　そして、後身頃１２に、衣料の上半身部１の着用時に着用者の左右方向に引張力を発揮
し得る伸縮性の後側領域８が備えられている。この後側領域８の左側に左袖３が縫合され
、後側領域８の右側に右袖４が縫合されている。前左袖３および右袖４は、それぞれ、前
身頃１１に対しては一体に構成されている。
【００３６】
　なお、前身頃１１および後身頃１２の各々に対する左袖３の連繋構造（左袖３を前身頃
１１に対しては一体にかつ後身頃１２に対しては別体にする構造）は、特に限定するもの
ではない。左袖３は、前身頃１１または後身頃１２の各々に対して一体に構成してもよい
し、別体に構成してもよい。
【００３７】
　前身頃１１および後身頃１２の各々に対する、右袖４の連繋構造（右袖４を前身頃１１
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に対しては一体にかつ後身頃１２に対しては別体にする構造）は、特に限定するものでは
ない。右袖４は、前身頃１１または後身頃１２の各々に対して一体に構成してもよいし、
別体に構成してもよい。
【００３８】
　詳しくは、身頃２は、衣料の上半身部１の上下方向を軸方向とする筒状体である。身頃
２は、着用者が衣料の上半身部１を着用する際に着用者の上半身に応じて少なくとも後身
頃１２の一部（後述の後側領域８）を伸ばしつつ、着用者の上半身を覆うことができるよ
うに構成されている。
【００３９】
　身頃２は、前述のとおり、前身頃１１と、この前身頃１１に設けられた後身頃１２とを
有している。なお、身頃２は、本実施形態においては別体に構成されている前身頃１１と
後身頃１２とを有するものとしているが、一体に構成されている前身頃と後身頃とを有す
るものとしてもよい。
【００４０】
　前身頃１１は、着用者の上半身の正面に対応する部分であり、着用者の上半身の略正面
全部を覆うことができるように形成されている。後身頃１２は、着用者の上半身の背面に
対応する部分であり、着用者の上半身の略背面全部を覆うことができるように形成されて
いる。
【００４１】
　後身頃１２に、後側領域８（図２における第１の点ハッチングの領域）が設けられてい
る。後側領域８は、後身頃１２において、左袖３との連繋箇所と右袖４との連繋箇所との
間に配されている。後側領域８は、左袖３との連繋箇所と右袖４との連繋箇所との間に延
在しており、左右方向に伸縮可能に構成されている。
【００４２】
　後身頃１２は、後側領域８を備えることにより、衣料の上半身部１の着用者の左右の肩
甲骨を引き寄せる伸張力を有している。後側領域８は、左右方向への伸縮性を有しつつ、
後身頃１２（身頃２）において、衣料の上半身部１の左脇部１３と右脇部１４とを左右方
向に最短距離で結ぶ直線よりも上方に存在する身頃２の一部分である。
【００４３】
　そして、後身頃１２が、後側領域８を用いて、左袖３との連繋箇所を右方へ引っ張りか
つ右袖４との連繋箇所を左方へ引っ張る引張力を衣料の上半身部１の着用時に着用者に対
し発揮できるようになっている。ここで、後身頃１２のうち少なくとも後側領域８は、左
右方向において２０％伸長時に６０ｃＮ以上となる伸長力を有している。
【００４４】
　なお、後身頃１２のうち少なくとも後側領域８の左右方向の伸長力は、後側領域８の左
右方向の２０％伸長時に８０ｃＮ以上６００ｃＮ以下となるものが好ましく、後側領域８
の左右方向の２０％伸長時に１００ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものがより好ましい。
【００４５】
　身頃２は、また、襟ぐり１６と、裾１７と、左の連繋端部１８と、右の連繋端部１９と
を含んでいる。襟ぐり１６は、身頃２の上端部に配されるとともに、身頃２の左右方向の
中央付近に配されている。裾１７は、襟ぐり１６の下方に配されている。
【００４６】
　左の連繋端部１８は、左袖３の背面側を後側領域８（身頃２（後身頃１２））に縫合す
るための部分であり、後側領域８の左側に配されている。右の連繋端部１９は、右袖４の
背面側を後側領域８（身頃２（後身頃１２））に縫合するための部分であり、後側領域８
の右側に配されている。
【００４７】
　また、左袖３は、身頃２に連通しつつ当該左袖３の長さ方向（軸方向、図１における概
ね矢印２１方向）に延在し得る筒状体である。本実施形態において、左袖３は長袖である
。なお、本発明における左袖は、これに代えて、半袖であってもよいし、七分袖であって
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もよい。
【００４８】
　左袖３は、図１～図４に示されるように、衣料の上半身部１が膨らんだ状態において、
左袖３のうち、身頃２の左側に繋がる左連繋部２２が、身頃２に対して後方に向かうよう
に延びる形態をとる。この左連繋部２２は、衣料の上半身部１のうち概ね着用者の左肩の
背面から正面を覆う部分である。
【００４９】
　左連繋部２２は、背面２３（図２における第２の点ハッチングの領域）を備えている。
左連繋部２２の背面２３は、左袖３の長さ方向一端部（身頃２側にある上端部）に設けら
れている。左連繋部２２の背面２３は、身頃２のうち後身頃１２の後側領域８と隣り合う
ように配されている。
【００５０】
　左連繋部２２の背面２３とは、図２に示すとおり、衣料の上半身部１の左脇部１３から
、左袖３の長手方向と直交する方向に延びる左脇基準線（第１仮想線）２５に対して、そ
の左脇基準線２５よりも後側領域８側に存在する左袖３の部分をいう。
【００５１】
　そして、左連繋部２２が、衣料の上半身部１が膨らんだ状態において、身頃２から衣料
の上半身部１の後方、詳しくは後身頃１２（後側領域８）の左斜め後方に向かって延出す
るように設けられている。左連繋部２２の背面２３は、後身頃１２に繋がっている。
【００５２】
　左連繋部２２は、平面視において、図３の２点鎖線で示す仮想左袖３３のように身頃２
に対して横方向に並ぶように左方に直線状に延びた状態で配されるのではなく、左連繋部
２２の軸心が仮想左袖３３の軸心に対して第１の所定角度Θ１をなすように後方（左斜め
後方）に向かって延びた状態で配される。
【００５３】
　本実施形態においては、左袖３の左連繋部２２の背面２３側が、後側領域８の左側（左
の連繋端部１８）に縫合されている。ここで、左袖３のうち少なくとも左連繋部２２の背
面２３は、左袖３の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上６００以下となる伸長
力を有している。
【００５４】
　なお、左袖３のうち少なくとも左連繋部２２の背面２３の長さ方向の伸長力は、左袖３
の長さ方向の２０％伸長時に６０ｃＮ以上５００ｃＮ以下となるものが好ましく、左袖３
の長さ方向の２０％伸長時に８０ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものがより好ましい。
【００５５】
　また、右袖４は、身頃２に連通しつつ当該右袖４の長さ方向（軸方向、図１における概
ね矢印２６方向）に延在し得る筒状体である。本実施形態において、右袖４は長袖である
。なお、本発明における右袖は、これに代えて、半袖であってもよいし、七分袖であって
もよい。
【００５６】
　右袖４は、図１～図４に示されるように、衣料の上半身部１が膨らんだ状態において、
右袖４のうち、身頃２の右側に繋がる右連繋部２７が、身頃２に対して後方に向かうよう
に延びる形態をとる。この右連繋部２７は、衣料の上半身部１のうち概ね着用者の右肩の
背面から正面を覆う部分である。
【００５７】
　右連繋部２７は、背面２８（図２における第２の点ハッチングの領域）を備えている。
右連繋部２７の背面２８は、右袖４の長さ方向一端部（身頃２側にある上端部）に設けら
れている。右連繋部２７の背面２８は、身頃２のうち後身頃１２の後側領域８と隣り合う
ように配されている。
【００５８】
　右連繋部２７の背面２８とは、図２に示すとおり、衣料の上半身部１の右脇部１４から
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、右袖４の長手方向と直交する方向に延びる右脇基準線（第２仮想線）２９に対して、そ
の右脇基準線２９よりも後側領域８側に存在する右袖４の部分をいう。
【００５９】
　そして、右連繋部２７が、衣料の上半身部１が膨らんだ状態において、身頃２から衣料
の上半身部１の後方、詳しくは後身頃１２（後側領域８）の右斜め後方に向かって延出す
るように設けられている。右連繋部２７の背面２８は、後身頃１２に繋がっている。
【００６０】
　右連繋部２７は、平面視において、図３の２点鎖線で示す仮想右袖３４のように身頃２
に対して横方向に並ぶように左方に直線状に延びた状態で配されるのではなく、右連繋部
２７の軸心が仮想右袖３４の軸心に対して第２の所定角度Θ２をなすように後方（右斜め
後方）に向かって延びた状態で配される。
【００６１】
　右連繋部２７に関する第２の所定角度Θ２は、左連繋部２２に関する第１の所定角度Θ
１と同じ角度であってもよいし、異なる角度であってもよい。第１の所定角度Θ１および
第２の所定角度Θ２は、それぞれ、衣料の上半身部１を着用する者等に応じて適宜設定さ
れ得る。
【００６２】
　本実施形態においては、右袖４の右連繋部２７の背面２８側が、後側領域８の右側（右
の連繋端部１９）に縫合されている。ここで、右袖４のうち少なくとも右連繋部２７の背
面２８は、右袖４の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上６００以下となる伸長
力を有している。
【００６３】
　なお、右袖４のうち少なくとも右連繋部２７の背面２８の長さ方向の伸長力は、右袖４
の長さ方向の２０％伸長時に６０ｃＮ以上５００ｃＮ以下となるものが好ましく、右袖４
の長さ方向の２０％伸長時に８０ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものがより好ましい。
【００６４】
　また、ここでの伸長力とは、それぞれの製造に用いられる生地（素材）を、定速伸長形
引張試験機により、約２０℃（１８℃～２２℃）の環境下において、幅２．５ｃｍ、長さ
（生地把持間隔）１０ｃｍの状態で、引張り速度３０ｃｍ／分で所定方向に２０％伸長さ
せた時の伸長力である。本件では定速伸長形引張試験機として島津製作所製ＡＧＳ－Ｘを
採用し、これを用いて測定した伸長力を記載している。
【００６５】
　このような構成において、前述のとおり、後身頃１２が着用者の左右の肩甲骨を引き寄
せる伸張力を有しているので、着用者の左の肩甲骨、更には上腕上部および肩と、右の肩
甲骨、更には上腕上部および肩とに、後方への高い負荷をかけることが可能となる。した
がって、図５でいえば、左の上腕上部および右の上腕上部がそれぞれ正面中央側にまわる
ように左の左肩および右肩の各々が前方に出てしまうという姿勢３５を、着用者３０にと
って、よりとりづらいものにすることができる。その結果、着用者が巻き肩や猫背になる
といったことを効果的に抑制することができ、着用者の姿勢矯正効果をより高めることが
できる。また、既に巻き肩や猫背になった人に対しても優れた矯正効果を衣類の上半身部
１に発揮させることが可能になる。
【００６６】
　しかも、本実施形態においては、衣類の上半身部１において、左右の袖３・４の各連繋
部２２・２７の背面２３・２８を対応する左袖３又は右袖４の長さ方向における２０％伸
長時に４５ｃＮ以上となる強い伸張力を有するものに構成することによって、着用者が衣
類の上半身部１を着用したとき、後身頃１２（後側領域８）が発揮する引張力（左袖３の
左連繋部２２の背面２３を略右方へ引っ張り、かつ、右袖４の右連繋部２７の背面２８を
略左方へ引っ張る力）が左右の袖３・４の連繋部２２・２７の背面２３・２８の伸びによ
り大きく減殺されず、着用者の左右の肩甲骨、更には上腕上部および肩を引き寄せる力、
即ち着用者の後方および着用者の背面中央側へと移動させようとする力がより強く働くこ
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とが新たに知見された。
【００６７】
　なお、本発明における左右の袖は、本実施形態においては襟ぐり１６から比較的離れた
状態で身頃２の後側領域８の左右両側に左右の連繋部２２・２７の背面２３・２８側をそ
れぞれ縫合させる左右の袖３・４としているが、これに限定するものではなく、例えば、
図６に示すように、襟ぐり１６に対して比較的近づいた状態で身頃２の後側領域８の左右
両側に左右の連繋部４２・４７の背面４３・４８側をそれぞれ縫合させる左右の袖４４・
４９としてもよい。
【００６８】
　次に、本発明の第２実施形態について図面を参照しつつ説明する。
【００６９】
　図７に、本発明の第２実施形態に係る衣料の上半身部５１を膨らませた状態を表す正面
図を示す。図８に、衣料の上半身部５１を膨らませた状態を表す背面図を示す。図９に、
図８の一部拡大図を示す。
【００７０】
　なお、図７および図８においては、膨らませられかつ広げられた状態にある衣料の上半
身部５１を表している。また、図７から図９に関して、衣料の上半身部５１を膨らませた
状態とは、概ね着用時に着用者を省いて当該着用者の影響を受けない衣料の上半身部５１
のみを表した状態に相当する。
【００７１】
　本実施形態に係る衣料の上半身部５１は、身頃２の後側領域８と左右の袖３・４との連
繋構造に関して、本発明の第１実施形態に係る衣料の上半身部１と相違する。
【００７２】
　すなわち、図７、図８、図９に示されるように、衣料の上半身部５１において、身頃２
は、左袖ぐりと、右袖ぐりとを備えている。そして、身頃２に、その左袖ぐりを介して左
袖３が取り付けられている。身頃２に、その右袖ぐりを介して右袖４が取り付けられてい
る。
【００７３】
　身頃２の左袖ぐりは、左の連繋端部を構成するものであり、左の連繋端部正面５３と左
の連繋端部背面５４とを有している。なお、以下の説明においては、左の連繋端部正面５
３を単に左端部正面５３といい、左の連繋端部背面５４を単に左端部背面５４という。
【００７４】
　左端部正面５３は、身頃２の左袖ぐり正面に配されている。左端部正面５３は、前身頃
１１の上部左側に設けられている。左端部背面５４は、身頃２の左袖ぐり背面に配されて
いる。左端部背面５４は、後身頃１２の上部左側（後側領域８の左側）に設けられている
。
【００７５】
　身頃２の右袖ぐりは、右の連繋端部を構成するものであり、右の連繋端部正面５６と右
の連繋端部背面５７とを有している。なお、以下の説明においては、右の連繋端部正面５
６を単に右端部正面５６といい、右の連繋端部背面５７を単に右端部背面５７という。
【００７６】
　右端部正面５６は、身頃２の右袖ぐり正面に配されている。右端部正面５６は、前身頃
１１の上部右側に設けられている。右端部背面５７は、身頃２の右袖ぐり背面に配されて
いる。右端部背面５７は、後身頃１２の上部右側（後側領域８の右側）に設けられている
。
【００７７】
　本実施形態においては、後側領域８が、左端部背面５４から右端部背面５７に亘って延
在するように設けられている。言い換えれば、後側領域８が、後側領域８の左側と左袖３
との連繋箇所から後側領域８の右側と右袖４との連繋箇所に亘って延在するように設けら
れている。
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【００７８】
　また、左袖３は、図７、図８に示されるように、衣料の上半身部１が膨らんだ状態にお
いて、左袖３のうち、身頃２の左側に繋がる左連繋部６０が、身頃２に対して後方に向か
うように延びる形態をとる。この左連繋部６０は、衣料の上半身部１のうち概ね着用者の
左肩の背面から正面を覆う部分である。
【００７９】
　左袖３は、左袖正面６１と、左袖背面６２とを有している。なお、左袖３は、本実施形
態においては別体に構成されている左袖正面６１と左袖背面６２とを有するものとしてい
るが、一体に構成されている左袖正面と左袖背面とを有するものとしてもよい。
【００８０】
　左袖正面６１と左袖背面６２とは、前後に並べられ、左袖３が筒状を呈するように連続
的に設けられている。左袖正面６１と左袖背面６２とは、左袖３の長さ方向一端部（上端
部）側で身頃２の左袖ぐりに縫合される一方、左袖３の長さ方向他端部（下端部）側に袖
口６５を形成している。
【００８１】
　左袖正面６１には、左袖３の左連繋部６０の正面６７が含まれている。左連繋部６０の
正面６７は、左袖３の長さ方向一端部（上端部）の正面側に設けられている。左連繋部６
０の正面６７は、身頃２の左端部正面５３（前身頃１１の上部左側）と隣り合うように配
されている。
【００８２】
　左連繋部６０の正面６７とは、図７に示すとおり、衣料の上半身部１の左脇部１３から
、左袖３の長手方向と直交する方向に延びる左脇基準線（第１仮想線）２５に対して、そ
の左脇基準線２５よりも後側領域８側に存在する左袖３の部分をいう。
【００８３】
　左袖背面６２には、左袖３の左連繋部６０の背面６８が含まれている。左連繋部６０の
背面６８は、左袖３の長さ方向一端部（上端部）の背面側に設けられている。左連繋部６
０の背面６８は、身頃２の左端部背面５４（後身頃１２の上部左側）と隣り合うように配
されている。
【００８４】
　そして、左連繋部６０が、衣料の上半身部１が膨らんだ状態において、身頃２から衣料
の上半身部１の後方、詳しくは後身頃１２（後側領域８）の左斜め後方に向かって延出す
るように設けられている。左連繋部６０の正面６７は前身頃１１に繋がり、左連繋部６０
の背面６８は後身頃１２に繋がっている。
【００８５】
　本実施形態においては、左連繋部６０の背面６８側が、左端部背面５４（後側領域８の
左側）に縫合されている。ここで、左袖３のうち少なくとも左連繋部６０の背面６８は、
左袖３の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上６００以下となる伸長力を有して
いる。
【００８６】
　なお、左袖３のうち少なくとも左連繋部６０の背面６８の長さ方向の伸長力は、左袖３
の長さ方向の２０％伸長時に６０ｃＮ以上５００ｃＮ以下となるものが好ましく、左袖３
の長さ方向の２０％伸長時に８０ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものがより好ましい。
【００８７】
　また、右袖４は、図７、図８に示されるように、衣料の上半身部１が膨らんだ状態にお
いて、右袖４のうち、身頃２の右側に繋がる右連繋部７０が、身頃２に対して後方に向か
うように延びる形態をとる。この右連繋部７０は、衣料の上半身部１のうち概ね着用者の
右肩の背面から正面を覆う部分である。
【００８８】
　右袖４は、右袖正面７１と、右袖背面７２とを有している。なお、右袖４は、本実施形
態においては別体に構成されている右袖正面７１と右袖背面７２とを有するものとしてい
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るが、一体に構成されている右袖正面と右袖背面とを有するものとしてもよい。
【００８９】
　右袖正面７１と右袖背面７２とは、前後に並べられ、右袖４が筒状を呈するように連続
的に設けられている。右袖正面７１と右袖背面７２とは、右袖４の長さ方向一端部（上端
部）側で身頃２の右袖ぐりに縫合される一方、左袖３の長さ方向他端部（下端部）側に袖
口７５を形成している。
【００９０】
　右袖正面７１には、右袖４の右連繋部７０の正面７７が含まれている。右連繋部７０の
正面７７は、右袖４の長さ方向一端部（上端部）の正面側に設けられている。右連繋部７
０の正面７７は、身頃２の右端部正面５６（前身頃１１の上部右側）と隣り合うように配
されている。
【００９１】
　右連繋部７０の正面７７とは、図７などに示すとおり、衣料の上半身部１の右脇部１４
から、右袖４の長手方向と直交する方向に延びる右脇基準線（第２仮想線）２９に対して
、その右脇基準線２９よりも後側領域８側に存在する右袖４の部分をいう。
【００９２】
　右袖背面７２には、右袖４の右連繋部７０の背面７８が含まれている。右連繋部７０の
背面７８は、右袖４の長さ方向一端部（上端部）の背面側に設けられている。右連繋部７
０の背面７８は、身頃２の右端部背面５７（後身頃１２の上部右側）と隣り合うように配
されている。
【００９３】
　そして、右連繋部７０が、衣料の上半身部１が膨らんだ状態において、身頃２から衣料
の上半身部１の後方、詳しくは後身頃１２（後側領域８）の右斜め後方に向かって延出す
るように設けられている。右連繋部７０の正面７７は前身頃１１に繋がり、右連繋部７０
の背面７８は後身頃１２に繋がっている。
【００９４】
　本実施形態においては、右連繋部７０の背面７８側が、右端部背面５７（後側領域８の
右側）に縫合されている。ここで、右袖４のうち少なくとも右連繋部７０の背面７８は、
右袖４の長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上６００以下となる伸長力を有して
いる。
【００９５】
　なお、右袖４のうち少なくとも右連繋部７０の背面７８の長さ方向の伸長力は、右袖４
の長さ方向の２０％伸長時に６０ｃＮ以上５００ｃＮ以下となるものが好ましく、右袖４
の長さ方向の２０％伸長時に８０ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものがより好ましい。
【００９６】
　このような構成において、第１実施形態と同様に、後身頃１２が着用者の左右の肩甲骨
を引き寄せる伸張力を有しているので、着用者の左の肩甲骨、更には上腕上部および肩と
、右の肩甲骨、更には上腕上部および肩とに、後方への高い負荷をかけることが可能とな
る。したがって、左の上腕上部および右の上腕上部がそれぞれ正面中央側にまわるように
左肩および右肩の各々が前方に出てしまうという姿勢を、着用者にとって、よりとりづら
いものにすることができる。その結果、着用者が巻き肩や猫背になるといったことを効果
的に抑制することができ、着用者の姿勢矯正効果をより高めることができる。また、既に
巻き肩や猫背になった人に対しても優れた矯正効果を衣類の上半身部５１に発揮させるこ
とが可能になる。
【００９７】
　しかも、本実施形態においては、衣類の上半身部５１において、左右の袖３・４の各連
繋部６０・７０の背面６８・７８を対応する左袖３又は右袖４の長さ方向における２０％
伸長時に４５ｃＮ以上となる強い伸張力を有するものに構成しているため、着用者が衣類
の上半身部１を着用したとき、後身頃１２（後側領域８）が発揮する引張力（左袖３の左
連繋部６０の背面６８を略右方へ引っ張り、かつ、右袖４の右連繋部７０の背面７８を略
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左方へ引っ張る力）が左右の袖３・４の連繋部６０・７０の背面６８・７８の伸びにより
大きく減殺されず、着用者の左右の肩甲骨、更には上腕上部および肩を引き寄せる力、即
ち着用者の後方および着用者の背面中央側へと移動させようとする力がより強く働くこと
になる。
【００９８】
　そのうえ、衣類の上半身部５１は、左袖３のうち少なくとも左連繋部６０の背面６８お
よび左連繋部６０の正面６７に亘って（本実施形態においては、左袖３の上端部のうち着
用者の左脇の下に対向する部分を除いた部分で）、左袖３の長さ方向において２０％伸長
時に４５ｃＮ以上６００以下となる伸長力を有するように構成されている。
【００９９】
　なお、衣類の上半身部５１は、左袖３のうち少なくとも左連繋部６０の背面６８および
右連繋部７０の背面７８に亘って、左袖３の長さ方向の２０％伸長時に６０ｃＮ以上５０
０ｃＮ以下となるものを有するように構成されることが好ましく、左袖３の長さ方向の２
０％伸長時に８０ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものを有するように構成されることがよ
り好ましい。
【０１００】
　しかも、衣類の上半身部５１は、右袖４のうち少なくとも右連繋部７０の背面７８およ
び右連繋部７０の正面７７に亘って（本実施形態においては、右袖４の上端部のうち着用
者の右脇の下に対向する部分を除いた部分で）、右袖４の長さ方向において２０％伸長時
に４５ｃＮ以上となる伸長力を有するように構成されている。
【０１０１】
　なお、衣類の上半身部５１は、右袖４のうち少なくとも右連繋部７０の背面７８および
右連繋部７０の正面７７に亘って、右袖４の長さ方向の２０％伸長時に６０ｃＮ以上５０
０ｃＮ以下となるものを有するように構成されることが好ましく、左袖３の長さ方向の２
０％伸長時に８０ｃＮ以上４００ｃＮ以下となるものを有するように構成されることがよ
り好ましい。
【０１０２】
　この構成により、着用者が衣類の上半身部５１を着用したとき、着用者の左右の肩甲骨
、更には上腕上部および肩を、さらに強く引き寄せる、即ち着用者の後方および着用者の
背面中央側へと移動させることができる。そのため、より効果的な着用者の姿勢矯正を行
うことができる。
【０１０３】
　図１０に、後身頃１２（後側領域８）の左側と左袖３との縫合が解かれた状態の概略図
を示す。なお、図１０において、後述の伸縮性の生地１９１は説明の便宜上省略している
。衣類の上半身部５１において、左袖３は、図１０に示す状態を経て後側領域８の左側に
近接し、これと縫合される。
【０１０４】
　図９、図１０に示されるように、本実施形態においては、後身頃１２の後側領域８の左
側に、左抉り部８１が設けられている。そしてこの左抉り部８１に、左袖３の左連繋部６
０の背面６８側が縫合されている。
【０１０５】
　詳しくは、左抉り部８１は、左端部背面５４として機能するものである。左抉り部８１
は、後身頃１２において、その左縁部の上側が抉られることによって構成されている。左
抉り部８１は、概ね後身頃１２の上下方向に延在した状態で形成されている。
【０１０６】
　左抉り部８１は、後身頃１２の左右方向中心縦線８３側（右側）へ凹む湾曲形状（凹形
状）を有している。左抉り部８１は、そのなかで左右方向中心縦線８３側へ最も凹んだ部
分に、最深部８５を有している。この最深部８５は、凹形状の縫合ラインを形作る、左抉
り部８１の縁部上に配されている。
【０１０７】
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　なお、図９に示すように、第３仮想線８７は、衣類の上半身部５１の左脇部１３（左抉
り部８１の下端部９３）から衣類の上半身部５１の左肩部９５側に向かって後身頃１２の
上方へ略垂直に延びる直線である。第３仮想線８７は、また、後身頃１２の左右方向中心
縦線８３と略平行に延在する。
【０１０８】
　図１１に、後身頃１２（後側領域８）の右側と右袖４との縫合が解かれた状態の概略図
を示す。なお、図１１において、後述の伸縮性の生地１９２は説明の便宜上省略している
。衣類の上半身部５１において、右袖４は、図１１に示す状態を経て後側領域８の右側に
近接し、これと縫合される。
【０１０９】
　図９、図１１に示されるように、本実施形態においては、後身頃１２の後側領域８の右
側に、右抉り部１０１が設けられている。そしてこの右抉り部１０１に、右袖４の右連繋
部７０の背面７８側が縫合されている。
【０１１０】
　詳しくは、右抉り部１０１は、右端部背面５７として機能するものである。右抉り部１
０１は、後身頃１２において、その右縁部の上側が抉られることによって構成されている
。右抉り部１０１は、概ね後身頃１２の上下方向に延在した状態で形成されている。
【０１１１】
　右抉り部１０１は、後身頃１２の左右方向中心縦線８３側（左側）へ凹む湾曲形状（凹
形状）を有している。右抉り部１０１は、そのなかで左右方向中心縦線８３側へ最も凹ん
だ部分に、最深部１０５を有している。この最深部１０５は、凹形状の縫合ラインを形作
る、右抉り部１０１の縁部上に配されている。
【０１１２】
　なお、図９に示すように、第４仮想線１０７は、衣類の上半身部５１の右脇部１４（右
抉り部１０１の下端部１１３）から衣料の上半身部５１の右肩部１１５側に向かって後身
頃１２の上方へ略垂直に延びる直線である。第４仮想線１０７は、また、後身頃１２の左
右方向中心縦線８３と略平行に延在する。
【０１１３】
　このように、後身頃１２（後側領域８）の左側および右側の各々に左抉り部８１および
右抉り部１０１が設けられるため、後側領域８の左右方向の長さが短くなる。そして、着
用者は後側領域８を少なくとも左右方向に伸ばしながら衣料の上半身部１を着用するので
、衣料の上半身部１の着用時に後側領域８の引張力がより強力になる。したがって、着用
者の左の肩甲骨、更には上腕上部および肩と、右の肩甲骨、更には上腕上部および肩とを
、より強く引き寄せる、即ち着用者の後方および着用者の背面中央側へと移動させること
ができる。
【０１１４】
　また、図１０に示されるように、本実施形態においては、左袖３の左連繋部６０の背面
６８側が、後側領域８の左抉り部８１に対応する左縫合部分１３２を有している。そして
、左縫合部分１３２が、左袖３の左連繋部６０の背面６８側が左抉り部８１に縫合される
前に左抉り部８１の最深部８５に到達しない寸法に形成されていて、左抉り部８１に縫合
されている。
【０１１５】
　詳しくは、左袖３の左連繋部６０の背面６８側に、左基部１３１と前述の左縫合部分１
３２とが設けられている。左基部１３１は、左連繋部６０の背面６８側のうち左袖３の長
手方向他端部（下端部）側に配されている。左縫合部分１３２は、左連繋部６０の背面６
８側のうち左袖３の長手方向一端部（上端部）側に配されている。
【０１１６】
　左縫合部分１３２は、左基部１３１から左抉り部８１（後側領域８）に向かって膨出す
る膨出形状を有している。左縫合部分１３２は、そのなかで左右方向中心縦線８３側へ最
も突出する部分に、頂部１３４を備えている。頂部１３４は、左抉り部８１に対して凸形
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状の縫合ラインを形作る、左縫合部分１３２の背面視右側縁部上に配されている。
【０１１７】
　左連繋部６０の背面６８側においては、左縫合部分１３２の背面視右側縁部が左抉り部
８１に縫合されている。この際、左縫合部分１３２においては、その上端部（背面視右側
縁部の上端部）１３５が左抉り部８１の上端部１３６と合致するように、左縫合部分１３
２のうち背面視右側縁部が左抉り部８１に縫合される。
【０１１８】
　左縫合部分１３２においては、また、その下端部（背面視右側縁部の下端部）１３７が
左抉り部８１の下端部９３と合致するように、左縫合部分１３２うち背面視右側縁部が左
抉り部８１に縫合される。さらに、左縫合部分１３２の頂部１３４が左抉り部８１の最深
部８５と合致するように、左縫合部分１３２うち背面視右側縁部が左抉り部８１に縫合さ
れる。
【０１１９】
　ここでは、左縫合部分１３２と左抉り部８１との縫合が解かれた場合（即ち、これら両
者が分離している場合）に、左縫合部分１３２の上端部１３５と下端部１３７との最短距
離ｄ１が、左抉り部８１の上端部１３６と下端部９３との最短距離ｄ２よりも長くなるよ
うに設定されている。
【０１２０】
　また、左縫合部分１３２における前記背面視右側縁部の周長が、左抉り部８１の周長と
略同じになるように設定されている。なお、これら両者の周長は、伸ばし縫い等により適
切に縫合を実行できる周長であればよく、本実施形態に代えて、互いに異なる周長として
もよい。
【０１２１】
　さらに、左縫合部分１３２と左抉り部８１との縫合が解かれた場合に、左縫合部分１３
２の突出寸法（膨出寸法）が、左抉り部８１の凹み寸法よりも小さくなるように設定され
ている。具体的には、第５仮想線１４３と左縫合部分１３２の頂部１３４との最短距離ｄ
３が、第６仮想線１４４と左抉り部８１の最深部８５との最短距離ｄ４よりも短くなるよ
うに設定されている。
【０１２２】
　すなわち、この場合に、左縫合部分１３２と左抉り部８１とを左右方向に並べたとき（
図１０参照）、左縫合部分１３２の上端部１３５と左抉り部８１の上端部１３６とが合致
しかつ左縫合部分１３２の下端部１３７と左抉り部８１の下端部９３とが合致した状態で
、左縫合部分１３２における前記縫合ライン上の頂部１３４が左抉り部８１における縫合
ライン上の最深部８５に左右方向において到達しない（届かずに合致しない）ように、左
縫合部分１３２が所定の寸法（短寸）に形成されている。
【０１２３】
　なお、第５仮想線１４３は、左縫合部分１３２と左抉り部８１との縫合が解かれたとき
に、左縫合部分１３２の上端部１３５と下端部１３７とを最短距離ｄ１で結ぶ直線である
。第６仮想線１４４は、左縫合部分１３２と左抉り部８１との縫合が解かれたときに、左
抉り部８１の上端部１３６と下端部９３とを最短距離ｄ２で結ぶ直線である。
【０１２４】
　また、図１１に示されるように、本実施形態においては、右袖４の右連繋部７０の背面
７８側が、後側領域８の右抉り部１０１に対応する右縫合部分１５２を有している。そし
て、右縫合部分１５２が、右袖４の右連繋部７０の背面７８側が右抉り部１０１に縫合さ
れる前に右抉り部１０１の最深部１０５に到達しない寸法に形成されていて、右抉り部１
０１に縫合されている。
【０１２５】
　詳しくは、右袖４の右連繋部７０の背面７８側に、右基部１５１と前述の右縫合部分１
５２とが設けられている。右基部１５１は、右連繋部７０の背面７８側のうち右袖４の長
手方向他端部（下端部）側に配されている。右縫合部分１５２は、右連繋部７０の背面７
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８側のうち右袖４の長手方向一端部（上端部）側に配されている。
【０１２６】
　右縫合部分１５２は、右基部１５１から右抉り部１０１（後側領域８）に向かって膨出
する膨出形状を有している。右縫合部分１５２は、そのなかで左右方向中心縦線８３側へ
最も突出する部分に、頂部１５４を備えている。頂部１５４は、右抉り部１０１に対して
凸形状の縫合ラインを形作る、右縫合部分１５２の背面視左側縁部上に配されている。
【０１２７】
　右連繋部７０の背面７８側においては、右縫合部分１５２の背面視左側縁部が右抉り部
１０１に縫合されている。この際、右縫合部分１５２においては、その上端部（背面視左
側縁部の上端部）１５５が右抉り部１０１の上端部１５６と合致するように、右縫合部分
１５２のうち背面視左側縁部が右抉り部１０１に縫合される。
【０１２８】
　右縫合部分１５２においては、また、その下端部（背面視左側縁部の下端部）１５７が
右抉り部１０１の下端部１１３と合致するように、右縫合部分１５２のうち背面視左側縁
部が右抉り部１０１に縫合される。さらに、右縫合部分１５２の頂部１５４が右抉り部１
０１の最深部１０５と合致するように、右縫合部分１５２のうち背面視左側縁部が右抉り
部１０１に縫合される。
【０１２９】
　ここでは、右縫合部分１５２と右抉り部１０１との縫合が解かれた場合（即ち、これら
両者が分離している場合）に、右縫合部分１５２の上端部１５５と下端部１５７との最短
距離ｄ５が、右抉り部１０１の上端部１５６と下端部１１３との最短距離ｄ６よりも長く
なるように設定されている。
【０１３０】
　また、右縫合部分１５２における前記背面視左側縁部の周長が、右抉り部１０１の周長
と略同じになるように設定されている。なお、これら両者の周長は、伸ばし縫い等により
適切に縫合を実行できる周長であればよく、本実施形態に代えて、互いに異なる周長とし
てもよい。
【０１３１】
　さらに、右縫合部分１５２と右抉り部１０１との縫合が解かれた場合に、右縫合部分１
５２の突出寸法（膨出寸法）が、右抉り部１０１の凹み寸法よりも小さくなるように設定
されている。具体的には、第７仮想線１６３と右縫合部分１５２の頂部１５４との最短距
離ｄ７が、第８仮想線１６４と右抉り部１０１の最深部１０５との最短距離ｄ８よりも短
くなるように設定されている。
【０１３２】
　すなわち、この場合に、右縫合部分１５２と右抉り部１０１とを左右方向に並べたとき
（図１１参照）、右縫合部分１５２の上端部１５５と右抉り部１０１の上端部１５６とが
合致しかつ右縫合部分１５２の下端部１５７と右抉り部１０１の下端部１１３とが合致し
た状態で、右縫合部分１５２における前記縫合ライン上の頂部１５４が右抉り部１０１に
おける縫合ライン上の最深部１０５に左右方向において到達しない（届かずに合致しない
）ように、右縫合部分１５２が所定の寸法（短寸）に形成されている。
【０１３３】
　なお、第７仮想線１６３は、右縫合部分１５２と右抉り部１０１との縫合が解かれたと
きに、右縫合部分１５２の上端部１５５と下端部１５７とを最短距離ｄ５で結ぶ直線であ
る。第８仮想線１６４は、右縫合部分１５２と右抉り部１０１との縫合が解かれたときに
、右抉り部１０１の上端部１５６と下端部１１３とを最短距離ｄ６で結ぶ直線である。
【０１３４】
　この構成により、左抉り部８１および右抉り部１０１に対して、左袖３の左連繋部６０
の背面６８側および右袖４の右連繋部７０の背面７８側をそれぞれ短寸化させることにな
り、それらを縫合した時に、左連繋部６０の背面６８側および右連繋部７０の背面７８側
をそれぞれ後方側に効果的に傾けることができる。これによって、着用者が衣類の上半身
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部５１を着用したときに、着用者の左の肩甲骨、更には上腕上部および左肩と右の肩甲骨
、更には上腕上部および右肩とを、後方および背面中央側方向に向けてより積極的に引っ
張ることができる。この積極的な引っ張りによってより優れた矯正効果を発揮させること
ができる。
【０１３５】
　なお、本発明における左袖の左連繋部の背面側は、本実施形態においては左抉り部８１
に対して凸形状の縫合ラインを左縫合部分１３２に有する左連繋部６０の背面６８側とし
ているが、これに限定するものではなく、左縫合部分で左抉り部と縫合されていない分離
時にその左抉り部の最深部に到達しない短寸に形成されたものであればよい。
【０１３６】
　本発明における左袖の左連繋部の背面側は、例えば、図１２に示すように、左抉り部８
１に対して凹凸形状の縫合ラインを左縫合部分１７１に有する背面１７２側としてもよい
し、図１３に示すように、直線形状の縫合ラインを左縫合部分１７４に有する背面１７５
側としてもよいし、図１４に示すように、左抉り部８１に対して凹形状の縫合ラインを左
縫合部分１７７に有する背面１７８側としてもよい。
【０１３７】
　また、本発明における右袖の右連繋部の背面側は、本発明における左袖の左連繋部の背
面側と同様の構成を採用することが可能である。本実施形態においては、右袖４の右連繋
部７０の背面７８側が、左袖３の左連繋部６０の背面６８と後側領域８に対して左右対称
の構成を有している。
【０１３８】
　また、図９に示されるように、本実施形態においては、左抉り部８１の最深部８５が、
その左抉り部８１の上下方向の中央１８１よりも下方に配置されている。また、右抉り部
１０１の最深部１０５が、その右抉り部１０１の上下方向の中央１８２よりも下方に配置
されている。
【０１３９】
　この構成により、衣料の上半身部１の着用中、衣料の上半身部１のうち着用者の肩口に
対応する部分が着用者の背面中央側へよれる事態が発生することを防止できる。したがっ
て、その事態の発生に起因して、衣料の上半身部１にしわが出たり、着用者の運動追従性
が低下したりすることを回避できる。
【０１４０】
　また、本実施形態においては、図９に示されるように、左抉り部８１における最深部８
５の深さの値ｖ１と、右抉り部１０１における最深部１０５の深さの値ｖ２と、左抉り部
８１の最深部８５と右抉り部１０１の最深部１０５との間における後側領域８の左右方向
の長さの値ｖ３との比が、１：１：０．５～６の範囲内に収まるように設定されている。
【０１４１】
　左抉り部８１における最深部８５の深さの値ｖ１は、最深部８５と第３仮想線８７との
最短距離に相当する。右抉り部１０１における最深部１０５の深さの値Ｖ２は、最深部１
０５と第４仮想線１０７との最短距離に相当する。左抉り部８１の最深部８５と右抉り部
１０１の最深部１０５との間における後側領域８の左右方向の長さの値ｖ３は、これら最
深部８５・１０５間の最短距離に相当する。
【０１４２】
　また、本実施形態においては、図７、図８、図９に示されるように、左袖３のうち少な
くとも着用者の左脇の下に対向する部分に、柔軟性の生地１９１が備えられている。右袖
４のうち少なくとも着用者の右脇の下に対向する部分に、柔軟性の生地１９２が備えられ
ている。
【０１４３】
　左袖３側の生地１９１は、前述した左袖３の左連繋部６０の機能を損なわないように、
左袖３の長さ方向一端部（上端部）の下側に設けられている。右袖４側の生地１９２は、
前述した右袖４の右連繋部７０の機能を損なわないように、右袖４の長さ方向一端部（上
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端部）の下側に設けられている。
【０１４４】
　この構成により、着用者が衣類の上半身部５１を着用したときに、後身頃１２（後側領
域８）の引張りにより左右の袖３・４の各連繋部６０・７０の背面６８・７８側が着用者
の後方および背面中央側へ移動しても、着用者にとって脇の下が痛むという事態が発生す
ることを防止できる。
【０１４５】
　なお、本発明における柔軟性の生地は、本実施形態においては左右の袖３・４のうち着
用者の左右の脇の下の各々に対向する部分のみに備えられた柔軟性の生地１９１・１９２
としているが、これに限定するものではなく、例えば、図１５に示すような、着用者の左
右の脇の下のほか、左右の上腕および前腕の下側の各々に対向する部分に備えられた柔軟
性の生地１９５・１９６としてもよい。
【０１４６】
　また、本発明における左袖は、第１実施形態および第２実施形態の左袖３に代えて、左
袖のうち少なくとも左連繋部の背面が長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上（６
００以下）となる伸長力を有し、かつ、左袖のうち左連繋部の正面が長さ方向に４５ｃＮ
以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならないように伸びない構成とされた左袖として
もよい。
【０１４７】
　そして、本発明における右袖は、第１実施形態および第２実施形態の右袖４に代えて、
右袖のうち少なくとも右連繋部の背面が長さ方向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上（
６００以下）となる伸長力を有し、かつ、右袖のうち右連繋部の正面が長さ方向に４５ｃ
Ｎ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならないように伸びない構成とされた右袖とし
てもよい。
【０１４８】
　なお、ここでの２０％未満の伸びない構成とされた左袖とは、全く伸びない左袖を含む
ものである。また、２０％未満の伸びない構成とされた右袖とは、全く伸びない構成とさ
れた右袖を含むものである。
【０１４９】
　このような場合には、例えば、左右の袖を、それぞれ、正面と背面とを別体に構成した
（異なる生地から構成した）袖としてもよいし、長さ方向において２０％伸長時に４５ｃ
Ｎ以上となる伸長力を有するように正面と背面とを一体に構成した（同一の生地から構成
した）うえで、長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならないよう
に、別の生地等を袖のうち少なくとも連繋部の正面に設けた袖としてもよい。
【０１５０】
　また、本発明における左袖は、第１実施形態または第２実施形態の左袖３に代えて、左
袖のうち少なくとも左連繋部の背面が長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％
の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされた左袖としてもよい。
【０１５１】
　そして、本発明における右袖は、第１実施形態または第２実施形態の右袖４に代えて、
右袖のうち少なくとも右連繋部の背面が長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０
％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされた右袖としてもよい。
【０１５２】
　また、本発明における左袖は、第１実施形態および第２実施形態の左袖３に代えて、左
袖のうち少なくとも左連繋部の背面および正面に亘って、長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張
力をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされた左袖としてもよ
い。
【０１５３】
　本発明における右袖は、第１実施形態および第２実施形態の左袖３に代えて、右袖のう
ち少なくとも前記右連繋部の背面および正面に亘って、長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力
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をかけても２０％の伸張にならない２０％未満の伸びない構成とされた右袖としてもよい
。
【０１５４】
　また、本発明における左袖は、第１実施形態および第２実施形態の左袖３に代えて、左
袖のうち左連繋部の背面が長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にな
らないように伸びない構成とされ、かつ、左袖のうち少なくとも左連繋部の正面が長さ方
向において２０％伸長時に４５ｃＮ以上（６００以下）となる伸長力を有する左袖として
もよい。
【０１５５】
　本発明における右袖は、第１実施形態および第２実施形態の右袖４に代えて、右袖のう
ち右連繋部の背面が長さ方向に４５ｃＮ以上の伸張力をかけても２０％の伸張にならない
ように伸びない構成とされ、かつ、右袖のうち少なくとも右連繋部の正面が長さ方向にお
いて２０％伸長時に４５ｃＮ以上（６００以下）となる伸長力を有する右袖としてもよい
。
【０１５６】
　上述の教示を考慮すれば、本発明が多くの変更形態および変形形態をとり得ることは明
らかである。したがって、本発明が、添付の特許請求の範囲内において、本明細書に記載
された以外の方法で実施され得ることを理解されたい。
【符号の説明】
【０１５７】
　１　　　衣料の上半身部
　２　　　身頃
　３　　　左袖
　４　　　右袖
　１２　　後身頃
　２２　　左連繋部
　２３　　左連繋部の背面
　２７　　右連繋部
　２８　　右連繋部の背面
　５１　　衣料の上半身部
　６０　　左連繋部
　６７　　左連繋部の正面
　６８　　左連繋部の背面
　７０　　右連繋部
　７７　　左連繋部の正面
　７８　　左連繋部の背面
　８１　　左抉り部
　８５　　左抉り部の最深部
　１０１　右抉り部
　１０５　右抉り部の最深部
　１３２　左縫合部分
　１５２　右縫合部分
　１８１　左抉り部の上下方向の中央
　１８２　右抉り部の上下方向の中央
　１９１　柔軟性の生地
　１９２　柔軟性の生地
　１９５　柔軟性の生地
　１９６　柔軟性の生地
　ｖ１　　左抉り部における最深部の深さの値
　ｖ２　　右抉り部における最深部の深さの値
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　ｖ３　　左抉り部の最深部と右抉り部の最深部との間における後側領域の左右方向の長
さの値
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