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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２列のジャカード筬を備えた２列のニードルバーを有する経編機を用い、前
後部基布及びこれらの基布を連結するための連結糸よりなるスペーサファブリックを製造
する方法であって、一方の基布の形成において、２列のジャカード筬に通糸してなるジャ
カード糸を基布の形成糸として用い、これらのジャカード糸を互いに逆方向にアンダラッ
ピングさせてループ目の引き締めを行うとともに、少なくとも目の粗いメッシュ部と目の
細かいメッシュ部が混在するメッシュ地組織の主体部をジャカード糸の変化組織により形
成してなることを特徴とするダブルジャカード筬を用いたメッシュスペーサファブリック
の製法。
【請求項２】
　目の粗いメッシュ部から目の細かいメッシュ部まで３段以上の多段階で基布上に設けて
なる請求項１に記載のダブルジャカード筬を用いたメッシュスペーサファブリックの製法
。
【請求項３】
　プレーン地組織がメッシュ地組織の中に混在するとともに、プレーン地組織により柄構
成してなる請求項１又は請求項２に記載のダブルジャカード筬を用いたメッシュスペーサ
ファブリックの製法。
【請求項４】
　一方の基布の形成において、２列のジャカード筬に通糸してなるジャカード糸を互いに
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逆方向にアンダラッピングさせ、少なくとも目の粗いメッシュ部と、目の細かいメッシュ
部が混在するメッシュ地組織の主体部を形成してなるとともに、他方の基布の形成におい
て、地筬に通糸してなる地糸により、メッシュの地組織を形成してなる請求項１から請求
項３のいずれか１項に記載のダブルジャカード筬を用いたメッシュスペーサファブリック
の製法。
【請求項５】
　請求項１～請求項４のいずれか１項の方法にて製造されてなるダブルジャカード筬を用
いたメッシュスペーサファブリック。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２枚の経編基布及びこの基布を連結糸で間隔をもって連結してなる立体経編
地、通称経編スペーサファブリックにおいて、少なくとも一方の基布についてジャカード
糸により形成されたメッシュの編組織を構成してなるものに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、上記スペーサファブリックは、寝装分野、衣料分野や、車両関連用品、医療
用品などの各種産業資材分野に幅広く利用されている。その形態は、一方の基布がプレー
ンなものに対して、他方の基布がメッシュ状のもの、あるいは両基布とも同じメッシュ調
か、異なる大きさのメッシュを用いたものなど種々のものが提供されている。その中で、
特に外観上装飾効果を高めるために、プレーン状の基布の中にメッシュ組織を混在させた
ものや、用途上機能性を求めるために、複数種のメッシュ組織の組合せを考慮したものが
案出されている。
【０００３】
　例えば、実用新案登録公報第２５４８７１３号公報に示されるものは、前後基布と、こ
れらの基布間に設ける空隙確保のための連結糸よりなる三層構造経編地に関するもので、
少なくとも一方側の基布を構成する編目列よりなる各ウエールが、ジャカード糸を導糸す
るジャカードガイドへの個別制御により、ジャカード糸の編針列への作用位置が変化され
て、例えば、大きなメッシュ（穴部）と小さなメッシュ（穴部）が形成され、これらが組
み合わされることで、模様が形成されることが示され、形成された経編地を使用した一つ
の用途としてのシューズへの適用状態が開示されている。
【特許文献１】実用新案登録公報第２５４８７１３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記従来技術では、穴部、即ちメッシュを構成する編組織構造は、ジャカード筬１列か
ら導糸されるジャカード糸を制御することで形成してなるものであり、メッシュを構成す
るためには、２本の編針に交互に作用してニードルループを形成する編糸を、連続して１
本の編針列にのみ作用する編コースを設けることで行い、この編コースにおいて他方の編
針で編成されないニードルループは、当然ながら、全編針において鎖編が形成されるよう
に配糸された別の地筬から導糸される鎖編糸が補うことになる。
【０００５】
　このために、形成されるメッシュは、編糸が２重にニードルループを形成するウエール
と、単一ニードルループを形成するウエールからなることとなり、この結果、編生地全体
としてメッシュの絞り度合が甘いものとなり、これによりメッシュの大小が鮮明に表現で
きなかった。又、編地の強度的にもメッシュの均衡がとれていないため、求められる物性
が得にくく、特にシューズのアッパー材などの用途には好適とはいえなかった。
【０００６】
　本発明は、２枚の経編基布及びこれらの基布を連結糸でもって連結してなるスペーサフ
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ァブリックであり、少なくとも一方の基布について、メッシュの編組織をジャカード制御
されるジャカード糸により構成してなるものにおいて、形成されるメッシュが明瞭に表現
されるとともに、メッシュの粗さを混在したものとするので、メッシュの均衡がとれ、か
つ物性を考慮して設計可能なものが製造できる方法及び該方法により製造されてなるスペ
ーサファブリックを提供せんとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
上記課題を解決するために本発明は、少なくとも２列のジャカード筬を備えた２列のニー
ドルバーを有する経編機を用い、前後部基布及びこれらの基布を連結するための連結糸よ
りなるスペーサファブリックを製造する方法であって、一方の基布の形成において、２列
のジャカード筬に通糸してなるジャカード糸を基布の形成糸として用い、これらのジャカ
ード糸をジャカード制御により互いに逆方向にアンダラッピングさせ、少なくとも目の粗
いメッシュ部と目の細かいメッシュ部が混在するメッシュ地組織の主体部をジャカード糸
の変化組織により形成してなる構成としたものである。
なお、上記の「逆方向にアンダラッピングさせ」とは、２列のジャカード筬に通糸したそ
れぞれのジャカード糸を、同じ編コースで互いに反対方向に、編針列方向で横振りさせて
シンカーループ部分を形成することを意味する。
【０００８】
　又、本発明は、前後部基布及びこれらの基布を連結するための連結糸よりなるスペーサ
ファブリックの一方の基布において、２列のジャカード筬に通糸してなるメッシュを構成
するジャカード糸が、互いに逆方向にアンダラッピングされ、少なくとも目の粗いメッシ
ュ部と、目の細かいメッシュ部が混在するメッシュ地組織の主体部が形成されてなるスペ
ーサファブリックとしたものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の製法及び該製法により得られたスペーサファブリックによれば、メッシュに地
組織を形成するに際し、形成する地糸を２列のジャカード筬に通糸してなるジャカード糸
とし、メッシュの主体部を担うジャカード糸をジャカード制御により互いに逆方向にアン
ダラッピングして編成するようにしたので、常にジャカード糸が反対方向に引張されて互
いのジャカード糸がループ目を引き締め合うことになるので、明瞭なメッシュ形態が得ら
れるとともに、得られたスペーサファブリックは、メッシュを形成する地糸が、ジャカー
ド制御されるジャカード糸のみであり、補足する鎖編は不要であるので、編組織は均衡の
とれたメッシュ基布となり、又、メッシュの配置、粗さを考慮して設計することで、所望
の物性を備えたものとなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　目の粗いメッシュ部から目の細かいメッシュ部まで３段以上の多段階で基布上に設けて
なることで、通気などの機能性とともに、メッシュ調外観の装飾性が高められる。
【００１１】
　プレーン地組織がメッシュ地組織の中に混在するとともに、プレーン地組織により柄構
成してなることで、メッシュ地組織には機能性を保持するとともに、プレーン地組織によ
りジャカード柄構成することで、装飾性が一層高められ、又、プレーン地組織を用いてロ
ゴ等を入れることで、商品効果が発揮される。
【００１２】
　一方の基布の形成において、２列のジャカード筬に通糸してなるジャカード糸を互いに
逆方向にアンダラッピングさせ、少なくとも目の粗いメッシュ部と、目の細かいメッシュ
部が混在するメッシュ地組織の主体部を形成してなるとともに、他方の基布の形成におい
て、メッシュの地組織を形成してなることで、スペーサファブリックについて、メッシュ
部分を構成する一面によって装飾性を高めるとともに、他面のメッシュ部分で、より効果
的に機能性が高められる。
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【００１３】
　次に本発明の実施例を図面に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１４】
　図１は本発明のスペーサファブリックの製造に使用する２列のジャカード筬を備えた２
列のニードルバーを有する経編機の編成要部の概略側面図である。Ｆは前方の編針列、Ｂ
は後方の編針列であり、ＧＢ１、ＧＢ２、ＧＢ３は前方側の地筬、ＰＪＢ５、ＰＪＢ６は
２列のジャカード筬、ＧＢ７、ＧＢ９、ＧＢ１０は、後方側の地筬である。なお、本経編
機においては、地筬ＧＢ３に替えて柄筬ＰＢ３，ＰＢ４（図示せず）を、又、地筬ＧＢ７
に替えて柄筬ＰＢ７，ＰＢ８（図示せず）を設けられるようになっている。そして、地筬
ＧＢ１，ＧＢ２，ＧＢ３、ジャカード筬ＰＪＢ５，ＰＪＢ６、地筬ＧＢ７は前方の編針列
Ｆにオーバラップ可能であるとともに、地筬ＧＢ３、ジャカード筬ＰＪＢ５，ＰＪＢ６、
地筬ＧＢ７は後方の編針列Ｂにもオーバラップ可能に、又、地筬ＧＢ９，ＧＢ１０は後方
の編針列Ｂのみにオーバラップ可能な編成タイミングにそれぞれ設定されている。
【００１５】
　次に、本発明のスペーサファブリックの一実施例製法について、図２に示す編組織図の
一例に基づいて説明する。１はジャカード筬ＰＪＢ５に通糸してなるジャカード糸、２は
ジャカード筬ＰＪＢ６に通糸してなるジャカード糸であって、ポリエステル加工糸８４ｄ
ｔｅｘをそれぞれ編機ゲージの本数分オールインの糸通しで通糸してなる。これらのジャ
カード糸１，２によって前部基布を編成してなる。４は、地筬ＧＢ９に通糸してなる地糸
、５は地糸ＧＢ１０に通糸してなる地糸であって、ポリエステルマルチフィラメント糸８
４ｄｔｅｘをそれぞれ編機ゲージの本数分オールインの糸通しで通糸してなる。これらの
地糸４，５によって後部基布を編成する。３は、前記前部基布と後部基布を連結編成して
、両基布間に間隔を設けるための連結糸であり、地筬ＧＢ７に編機ゲージの本数分オール
インの糸通しで通糸してなる。
【００１６】
　これらのスペーサファブリックを編成するための基本組織のチェーン番号は、ＰＪＢ５
：１－０／１－１／１－２／１－１／／、ＰＪＢ６：１－２／１－１／１－０／１－１／
／、ＧＢ７：１－０／１－０／３－４／３－４／／、ＧＢ９：２－２／２－３／１－１／
１－０／／、ＧＢ１０：１－１／１－２／１－１／１－０／／である。
【００１７】
　図２中、ジャカード筬ＰＪＢ５及びジャカード筬ＰＪＢ６の編組織線図の中で、破線で
示す個所について、各々矢印方向に編針１針分ジャカード糸１又はジャカード糸２の作用
位置がジャカード制御により変化されることで、ジャカード糸１ａとジャカード糸２ａの
ように１本のウエール状態となり、この編コース部分においてメッシュが形成される。
【００１８】
　上記ジャカード制御組織の変化例について図３により詳しく説明する。図中（１）はジ
ャカード制御が行われない基本組織による前方の編針列Ｆに作用する薄地編を示しており
、示されているＨＨの記号は、ジャカード筬のアンダラップ位置及びオーバラップ位置の
両位置において、ジャカード制御がなされないことを意味している。又、（２）は、ジャ
カード糸１、２が１本のウエール状に編成されている穴地編の変化組織を示しており、図
中ＴＴの記号で示しているのはジャカード筬がアンダラップ位置及びオーバラップ位置の
両位置において、ジャカード制御されて編針への作用位置が変更されていることを示して
いる。図中点線は元の薄地編で、１ａ、２ａは変化後のジャカード糸の穴地編組織である
。（３）はジャカード糸２が矢印のコース及び紙面上の右方向でジャカード制御されて２
ｂのような編組織に変化した例を示しており、（４）はジャカード糸１が矢印のコース及
び紙面上の左方向でジャカード制御されて１ｂのような編組織を示している。編組織１ｂ
，２ｂは共に、編組織１ａ，２ａの穴地編に対し、アンダラップ部が長く形成された厚地
編を形成している。
【００１９】
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　本発明は、基本的に上記基本の編組織、即ち、薄地編、穴地編及び厚地編を適宜組み合
わせた編組織を用いて構成される。図４は、ジャカード糸１，２を用いて編成されたメッ
シュ部を有する一実施例スペーサファブリックの一方側基布の編組織図である。この編組
織図による編成に際して、メッシュＭ１，Ｍ２の縁部を構成するウエールでは、ジャカー
ド糸１，２を穴地編組織１ａ，２ａに変化させ、メッシュＭ１，Ｍ２の主体部Ｓ１，Ｓ２
ではジャカード糸１，２のシンカーループＳＬ１，ＳＬ２が互いに逆方向にアンダラップ
されている。
【００２０】
　図５は上記編組織によって編成されたスペーサファブリックの一方側基布の外方側より
見た外観図であり、図６は同じく一方側基布について内側より見た平面図である。これら
の図面については、見易くするために連結糸３によるニードルループについては省略して
いる。図示の如く、各メッシュＭ１，Ｍ２・・・を構成するために形成された主体部Ｓ１
，Ｓ２・・・は、ジャカード糸１のシンカーループＳＬ１群と、ジャカード糸２のシンカ
ーループＳＬ２群が、互いに逆方向よりアンダラップ部を構成することで、主体部Ｓ１，
Ｓ２・・・は、それらのニードルループＮＬ１，ＮＬ２が緊締され互いに引き寄せられて
、メッシュＭ１，Ｍ２・・・の輪郭をより鮮明に表現できるとともに、基布全体としては
、ジャカード糸１，２のニードルループＮＬとシンカーループＳＬが同数に構成されてい
るので、基布全体に構成された各ループが均衡された状態となり、物性的にも強力が平均
化され、外力負荷に対して適切な強度が得られる。
【００２１】
　図７は、ジャカード糸１，２を用いて編成されたメッシュ部を有する別実施例スペーサ
ファブリックの一方側基布の編組織図である。この編組織図による編成に際して、メッシ
ュＭ３，Ｍ４の主体部Ｓ３，Ｓ４では、ジャカード糸１，２のシンカーループＳＬ３，Ｓ
Ｌ４が互いに逆方向にアンダラップされているとともに、両シンカーループＳＬ３，ＳＬ
４ともに２針間のアンダラップ部を有する厚地編組織１ｂ，２ｂを形成している。又、メ
ッシュＭ３，Ｍ４の縁部を構成するウエールでは、薄地編組織として、ジャカード糸１，
２が互いに逆方向にアンダラップされている。このようにして製造されたスペーサファブ
リックは、メッシュ部を有する側の基布外方側表面に凹凸が生じて、例えば、これをカー
シートなどのシート材に使用した場合、着座した場合の肌あたり感が改善される。
【００２２】
　図８は、ジャカード糸１，２を用いて編成されたメッシュ部を有する更に他の実施例ス
ペーサファブリックの一方側基布の編組織図である。この編組織図による編成に際して、
メッシュＭ５，Ｍ６，Ｍ７の主体部Ｓ５，Ｓ６，Ｓ７については、図４に示す実施例と同
様に、ジャカード糸１ａ、２ａのシンカーループＳＬ１，ＳＬ２が逆方向にアンダラップ
されているとともに、１針間のアンダラップ部を有する薄地編組織を形成している。メッ
シュＭ５，Ｍ６，Ｍ７の縁部を構成するウエールでも、ジャカード糸１，２を穴地編組織
１ａ、２ａに変化させている。この場合、メッシュＭ５，Ｍ６，Ｍ７は基布内において、
適宜位置に柄的に配置させることで、基布面の意匠性を高めることができる。
【実施例２】
【００２３】
　図９の（１）は本発明のスペーサファブリックを製造するためのジャカード筬ＰＪＢ５
，ＰＪＢ６における別実施例編組織図であり、この実施例においては、図２，図３で示す
ようなジャカード制御されない編組織としての２針間の薄地編組織に対し、基本編組織は
、１針上で編成される鎖編の穴地編組織１ａ，２ａである。１ｃ，２ｃは、穴地編組織１
ａ，２ａが矢印方向にジャカード制御されて薄地編組織に変化したものである。図９の（
２）～（７）は、ジャカード制御（Ｔ、Ｈ）の各編コースにおけるアンダラップ位置とオ
ーバラップ位置での変化組織の作用状態を示す説明図である。（２）はジャカード糸１を
穴地編１ａの基本組織から閉じ目の薄地編１ｃへ変化させる例の場合、（３）はジャカー
ド糸１の基本組織の穴地編１ａを変化させない場合、（４）はジャカード糸１の基本組織
の穴地編１ａの基本組織から開き目の薄地編１ｄに変化させる場合を示す。（５）はジャ
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カード糸２を穴地編２ａの基本組織から閉じ目の薄地編２ｃへ変化させる例の場合、（６
）はジャカード糸２の基本組織の穴地編２ａを変化させない場合、（７）はジャカード糸
２の基本組織の穴地編２ａの基本組織から開き目の薄地編２ｄに変化させる場合を示す。
【００２４】
　以上の編組織の実施例を用いると、薄地編組織について、閉じ目と開き目の２種類のも
のが作れるので、メッシュ現出の際のジャカード糸１，２による絞り状態が変わる結果、
出来上がったメッシュの形状が同じ編コースのものでも外観が異なるものが形成でき、メ
ッシュ構成においてバリエーションが広がる。又、以上の実施例編組織においては、ジャ
カード筬ＰＪＢ５，ＰＪＢ６のオーバラップの方向が反対となっているが、両ジャカード
筬ＰＪＢ５，ＰＪＢ６のオーバラップ方向が同方向となるように編成することも本発明の
製法に属することはいうまでもない。
【００２５】
　図１０は、本発明の製法よりなるスペーサファブリックの一例を示す斜視図であり、前
部基布ＦＦ、後部基布ＲＦを連結する連結糸３よりなる。Ｍ１は目の細かいメッシュ部、
Ｍ２は目の粗いメッシュ部であり、メッシュＭ２が４個所近接状態で配置され柄態様を構
成している。Ｐ１は、プレーン地組織であり、図９で示すジャカード糸１，２による薄地
編組織１ｃ，２ｃにより形成している。Ｐ２は、プレーン地組織で、図３の（３）、（４
）で示すジャカード糸１，２による厚地編組織１ｂ，２ｂにより形成しており、プレーン
地組織Ｐ２により花柄の構成を行っている。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　図１１は、本発明のスペーサファブリックをシューズのアッパー材に使用した利用例を
示す斜視図であり、アッパー材は、左右の側部分を構成する壁部材１０，１１、胛部を覆
うベロ部材１２、つま先を覆うつま先部材１３、かかとを構成するかかと部材１４の各部
材よりなり、各々の部材は縫製により一体化されて、靴底部材１５に接着されている。壁
部材１０，１１には一方のジャカード糸による薄地編を含むプレーン地組織１６の中に、
大、中、小３種類のメッシュ１７，１８，１９が配置されるとともに、一方のジャカード
糸による厚地編を含むライン２０が設けられている。ベロ部材１２には、一方のジャカー
ド糸による薄地編を含むプレーン地組織２１の中にメッシュ２２が、細かく規則的に配列
されている。つま先部材１３は、２種のジャカード糸を含む両側の厚地編からなる側片２
３，（２４）と、これに接して繋がるメッシュを有するつま先片２５からなる。かかと部
材１４は、２種のジャカード糸による厚地編を含むかかと片６と一方のジャカード糸によ
る厚地編を含むかかと縁片２６よりなる。
【００２７】
　以上のごとく構成されるシューズのアッパー材は、各部位毎に通気などの機能性が配慮
されるメッシュ構成及び強度が配慮される厚薄３種類の編み方によるプレーン地組織の配
置と、ジャカード制御によるラインなどの柄構成が適宜なされるものとなっている。むろ
ん、本実施例における柄構成の一つであるラインに加え、メーカーのロゴマーク等を入れ
ることも自由に行える。
【００２８】
　図１２は、本発明のスペーサファブリックをノースリーブ上着に使用した利用例を示す
斜視図である。２７、２８は後ろ身頃２９と、右前身頃３０及び左前身頃３１を繋ぐ縫製
個所である。製造に際しては、後ろ身頃２９と、右前身頃３０及び左前身頃３１について
接合個所３２，３３を介し連結して編成し、最終形状に合わせて袖縁３４，３５及び前部
縁３６，３７をカットすることで所望の形状に切り出した後、二つ折りにして縫製するも
のである。なお、後ろ身頃２９と、一部の右前身頃３０及び左前身頃３１は２種のジャカ
ード糸による薄地編で構成するとともに、ライン３８，３８は一方のジャカード糸の厚地
編を含む構成とし、ライン４１，４１も一方のジャカード糸による厚地編を含む構成とす
る。又、ポケットは、メッシュ３９が両方のジャカード糸の薄地編を含むプレーン地組織
に点在するポケット片４０，４０を接着したものである。
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【００２９】
　図１３は、上記実施例と同様な方法で製造されたベストである。編成に際しては、一方
のジャカード糸による厚地編を含むライン４６が設けられた前身頃４５に対して、２種の
メッシュサイズを持つメッシュ４７，４８と、２種のジャカード糸による厚地編を含む襟
部４９を有する後ろ身頃４４が別々に編成されたものから最終形状に合わせて袖縁５２，
５３及び前部縁５４をカットすることで所望の形状に切り出した後、縫製個所４２，５０
，４３，５１で縫製するか、縫製個所５０、５１を接合個所として一体に編成後、前身頃
４５と後ろ身頃４４を二つ折りして、肩のラインを作るために一体に編成した部分を斜め
に切断後、切断個所を縫製することもできる。
【００３０】
　図１４は、ソファーのシートカバーの一部を構成するシート部材５５として使用した利
用例を示す。シート部材５５は、背もたれ部分５６、着座部分５７、脚乗せ部分５８の３
部分が一体に編成されてなるものであり、背もたれ部分５６から脚乗せ部分５８までにつ
いて、大小のメッシュを段階的に連続して設けており、ソファー用シート部材として必要
な弾力性や通気性とともに、外見上もメッシュの美麗な意匠性に優れたものとなる。
【００３１】
　図１５は、本発明のスペーサファブリックを帽子の一部に使用した利用例を示す斜視図
である。キャップ部材５９は、円形に切り出したスペーサファブリックについて、８分割
された各部片６０，６１・・・について、各々プレーン地組織６８に対し、メッシュ６９
を種々サイズ、配置に構成してなるもので、各部片６０，６１・・・の間に設けた扇形の
捨て部分を切り取ることで、碗上のキャップ部を構成する。その後、ひさし部７０と天球
部７１を縫着することで、製品化される。
【００３２】
　以上述べた用途例以外にも、本発明のスペーサファブリックは、インテリア用品、鞄材
、スポーツ衣料等、機能性、意匠性を生かして各種産業分野で幅広く利用することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明のスペーサファブリックの製造に使用する２列のジャカード筬を備えた２
列のニードルバーを有する経編機における編成要部の概略側面図である。
【図２】本発明の一実施例スペーサファブリックを製造するための編組織図である。
【図３】ジャカード編組織の変化例を示す説明図である。
【図４】スペーサファブリックの一実施例におけるメッシュを含む基布の編組織図である
。
【図５】スペーサファブリックの一実施例におけるメッシュを含む基布を外方側より見た
外観図である。
【図６】スペーサファブリックの一実施例におけるメッシュを含む基布を内側より見た平
面図である。
【図７】スペーサファブリックの別実施例におけるメッシュを含む基布の編組織図である
。
【図８】スペーサファブリックの更に他の実施例におけるメッシュを含む基布の編組織図
である。
【図９】ジャカード編組織の別変化例を示す説明図である。
【図１０】本発明のスペーサファブリックの一例を示す斜視図である。
【図１１】本発明のスペーサファブリックをシューズのアッパー材に使用した利用例を示
す斜視図である。
【図１２】本発明のスペーサファブリックをノースリーブ上着に使用した利用例を示す斜
視図である。
【図１３】本発明のスペーサファブリックをベストに使用した利用例を示す斜視図である
。
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【図１４】本発明のスペーサファブリックをシートカバーに使用した利用例を示す斜視図
である。
【図１５】本発明のスペーサファブリックを帽子に使用した利用例を示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３４】
　Ｆ…前方の編針列
　Ｂ…後方の編針列
　ＧＢ１、ＧＢ２、ＧＢ３…前方側の地筬
　ＰＪＢ５、ＰＪＢ６…２列のジャカード筬
　ＧＢ８、ＧＢ９、ＧＢ１０…後方側の地筬
　１、２…ジャカード糸
　３…連結糸
　４、５…地糸
　ＦＦ…前部基布
　ＲＦ…後部基布
　１ａ，２ａ…穴地編
　１ｂ，２ｂ…厚地編
　１ｃ，２ｃ，１ｄ，２ｄ…薄地編
　Ｍ１，Ｍ２，Ｍ３，Ｍ４，Ｍ５，Ｍ６，Ｍ７…メッシュ
　Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４，Ｓ５，Ｓ６，Ｓ７…主体部
　ＳＬ１，ＳＬ２，ＳＬ３，ＳＬ４…シンカーループ
　Ｐ１、Ｐ２…プレーン地組織

【図１】 【図２】
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