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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透湿性及び防水性を有する生地からなる筒状部本体を備え、足先部から下腿部まで被覆
する透湿防水靴下であって、
　前記筒状部本体は、他の方向と比較して一方向に伸縮し易い複数の生地領域が接合され
て形成され、
　前記複数の生地領域は、前記下腿部の長手方向と比較して前記下腿部の周方向に伸縮し
易く前記下腿部の腹側を覆う下腿腹側生地領域と、
　前記下腿部の長手方向と比較して前記下腿部の周方向に伸縮し易く前記下腿部の背側を
覆う下腿背側生地領域と、
　足底部の幅方向と比較して前記足底部の長手方向に伸縮し易く前記足底部を覆う足底部
生地領域と、を有し、
　前記下腿背側生地領域と前記足底部生地領域とのつなぎ目である背側の接合線が、かか
と部に配置され、
　前記下腿腹側生地領域と足甲部を覆う足甲部生地領域とのつなぎ目である腹側の接合線
が、前記背側の接合線より足先側に配置され、
　前記下腿腹側生地領域と前記下腿背側生地領域とのつなぎ目である接合線は、上端側か
ら下方に向かうにつれて背側から腹側に湾曲するように配置されていることを特徴とする
透湿防水靴下。
【請求項２】
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　前記足甲部生地領域と前記足底部生地領域とのつなぎ目である接合線は、かかと部に近
づくにつれて上方に湾曲して、前記下腿腹側生地領域と前記下腿背側生地領域とのつなぎ
目である接合線に連続するように形成されていることを特徴とする請求項１に記載の透湿
防水靴下。
【請求項３】
　前記筒状部本体は、一方向のみに伸縮する複数の前記生地領域が接合されて形成され、
　前記下腿腹側生地領域及び前記下腿背側生地領域は、前記下腿部の周方向のみに伸縮し
、
　前記足底部生地領域は、前記足底部の長手方向のみに伸縮することを特徴とする請求項
１又は２に記載の透湿防水靴下。
【請求項４】
　前記足甲部生地領域は、足甲部の長手方向のみに伸縮することを特徴とする請求項３に
記載の透湿防水靴下。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透湿性及び防水性を有する透湿防水靴下に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、足部に装着される靴下などの足部装具において、透湿性及び防水性を有するもの
が知られている（例えば特許文献１，２）。特許文献１には、防水性を有し、非弾性且つ
非伸縮性の足底部材及びふくらはぎ部材を備えた防水性ソックス型物品が開示されている
。また、特許文献２には、かかと部より上方を被包する第１の布片と足裏部を被包する第
２の布片とから成り、これらの第１及び第２の布片を延伸多孔性四弗化エチレン樹脂フィ
ルムに補強片を取り付けた素材によって形成された足部装具が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第２６５１２５６号明細書
【特許文献２】実公平２－２６８８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の防水性ソックスは、足底部材およびふくらはぎ部材が非弾性且つ非
伸縮性であるため、着用する際に着用者のかかとが、ソックスの最も細い部分である足首
部に引っ掛かり脱ぎ履きがし辛いという問題がある。また、特許文献１の防水性ソックス
は、非弾性且つ非伸縮性であるため、着用状態において、着用者の足にフィットせず、歩
行し辛いなどの問題がある。さらには、着用者に与える衣服圧が不適切であったり、着用
者が不快感を覚えたりするなどの問題があり、それが血液循環を阻害し、むくみや疲れを
引き起こしやすくする危険がある。また、特許文献２に記載の足部装具にあっては、延伸
多孔性四弗化エチレン樹脂フィルムに補強片が取り付けられ伸縮性が阻害されているため
、脱ぎ履きがし辛く、フィット性が不十分であり、特許文献１と同様の危険を招き得る。
【０００５】
　本発明は、このような課題を解決するために成されたものであり、透湿性及び防水性を
有する透湿防水靴下において、脱ぎ履きの容易さの向上を図ると共にフィット性の向上を
図ることが可能な透湿防水靴下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】
【０００６】
　本発明による透湿防水靴下は、透湿性及び防水性を有する生地からなる筒状部本体を備
え、足先から下腿まで被覆する透湿防水靴下であって、筒状部本体は、他の方向と比較し
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て一方向に伸縮し易い複数の生地領域が接合されて形成され、複数の生地領域は、下腿の
長手方向と比較して下腿の周方向に伸縮し易く下腿の腹側を覆う下腿腹側生地領域と、下
腿部の長手方向と比較して下腿部の周方向に伸縮し易く下腿部の背側を覆う下腿背側生地
領域と、足底部の幅方向と比較して足底部の長手方向に伸縮し易く足底部を覆う足底部生
地領域と、を有し、下腿背側生地領域と足底部生地領域とのつなぎ目である背側の接合線
が、かかと部に配置され、下腿腹側生地領域と足甲部を覆う足甲部生地領域とのつなぎ目
である腹側の接合線が、背側の接合線より足先側に配置され、下腿腹側生地領域と下腿背
側生地領域とのつなぎ目である接合線は、上端側から下方に向かうにつれて背側から腹側
に湾曲するように配置されていることを特徴としている。
　また、足甲部生地領域と足底部生地領域とのつなぎ目である接合線は、かかと部に近づ
くにつれて上方に湾曲して、下腿腹側生地領域と下腿背側生地領域とのつなぎ目である接
合線に連続するように形成されている。
【０００７】
　このような透湿防水靴下は、透湿性及び防水性を有する生地から形成されているため、
発汗による蒸れおよび濡れを防止することが可能であると共に靴下内部への水の浸入を防
止することができる。また、透湿防水靴下は、他の方向と比較して一方向に伸縮し易い複
数の生地領域が接合されて形成され、下腿の周方向に伸縮し易く下腿の長手方向に伸縮し
難い下腿生地領域と、足底部の長手方向に伸縮し易く足底部の幅方向に伸縮し難い足底部
生地領域とを有する構成とされている。
【０００８】
　下腿生地領域が周方向に伸縮し易いため、他の身体部位と比較して大きいかかと部が通
過する場合には生地領域が周方向に伸長することでかかと部の通過を容易とすることがで
き、かかと部の引っかかりを防止することができる。下腿生地領域は周方向に伸縮し易い
ため、下腿の周方向に大きさに応じてフィットし易くなる。また、下腿生地領域は長手方
向に伸長しにくいため、脱ぎ履きをスムーズに行うことが可能である。
【０００９】
　また、下腿生地領域が周方向に伸縮し易く長手方向に伸縮し難い構成であるため、着用
時における下腿生地領域のずり落ちを軽減することができる。
【００１０】
　また、足底部生地領域が長手方向に伸縮し易いため、足底部の長さに応じてフィットさ
せ易くなる。また、足底部生地領域が足底部の長手方向に伸縮しやすい構成であるため、
足趾を動かし易くなる。そのため、踏ん張りを利かせることができる。また、足趾の動き
に連動して足底部生地領域が伸縮することで、靴内部（例えば長靴内）での生地のズレを
防止することができる。従って、フィット性を向上させることができ、歩行時のつんのめ
りを抑制することも可能である。また、足底部生地領域が長手方向に伸縮し易いため、足
底部生地領域でのシワの発生を抑制することができ、シワの発生による足底部の違和感を
抑制することができる。これにより、シワの発生による血行阻害を予防することができる
。また、これらにより、むくみや疲労を起こしにくい透湿防水靴下を実現することが可能
である。
【００１１】
　ここで、上記の作用を奏する好適な構成としては、筒状部本体は、一方向のみに伸縮す
る複数の生地領域が接合されて形成され、複数の生地領域は、下腿の周方向のみに伸縮し
下腿を覆う下腿生地領域と、足底部の長手方向のみに伸縮し足底部を覆う足底部生地領域
とを有する構成が挙げられる。
【００１２】
　また、筒状部本体は、下腿の周方向のみに伸縮し下腿の腹側を覆う下腿生地領域である
下腿腹側生地領域と、下腿の周方向のみに伸縮し下腿の背側を覆う下腿生地領域である下
腿背側生地領域と、足甲部の長手方向のみに伸縮し足甲部を覆う足甲部生地領域とを有す
ることが好適である。
【００１３】
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　また、透湿防水靴下では、下腿背側生地領域と足底部生地領域とのつなぎ目である背側
の接合線が、かかと部より足先側に配置され、下腿腹側生地領域と足甲部生地領域とのつ
なぎ目である腹側の接合線が、背側の接合線より足先側に配置されていることが好適であ
る。これにより、下腿腹側生地領域の端部をかかと部よりも足先側に配置することで、生
地をかかと部の大きさに対応させて周方向に伸長させることができ、脱ぎ履きする際のか
かと部の引っかかりを防止することが可能であると共に、着用時におけるかかと部のフィ
ット性を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の透湿防水靴下によれば、透湿機能及び防水機能を有し、脱ぎ履きの容易さを向
上させると共にフィット性の向上を図ることが可能な透湿防水靴下を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１実施形態に係る透湿防水靴下の着用状態（右足）を示す正面図であ
る。
【図２】本発明の第１実施形態に係る透湿防水靴下の着用状態（右足）を示す背面図であ
る。
【図３】本発明の第１実施形態に係る透湿防水靴下の着用状態（右足）を内側から示す左
側面図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係る透湿防水靴下の着用状態（右足）を外側から示す右
側面図である。
【図５】透湿防水靴下のかかと部近傍を拡大して示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、各図面
において同一又は相当の部分に対しては同一の符号を付すこととする。また、上下左右等
の位置関係は、図面の位置関係に基づくものとする。
【００１７】
　図１～図４は、本発明の第１実施形態に係る透湿防水靴下（右足用）の着用状態を示す
各図であり、図１は正面図、図２は背面図、図３は左側面図、図４は右側面図である。な
お、図１～図４では、透湿防水靴下の表裏を反対にして着用した状態を示している。
【００１８】
　本実施形態に係る透湿防水靴下１０は、着用者のつま先（足先部）１１０から下腿部（
膝蓋骨下端１１１）１１２までを覆う筒状の本体部（筒状部本体）１を備えている。この
本体部１の一方の端部（上端部）には、着用者の足部を挿通させるための開口部２が設け
られている。また、本体部１の他方の端部は、接合されて閉じられておりつま先部（足先
部）３を形成している。
【００１９】
　本体部１の上端部は、例えば袋状に縫製されて開口部２を形成している。この開口部２
は、周方向（図示左右方向）Ｒに伸縮性を有するものである。
【００２０】
　本体部１は、つま先１１０から膝蓋骨下端１１１にかかる位置まで形成されている。す
なわち、本体部１は、つま先、足の甲、足裏（足底）、足首、かかと、すね、脹脛、膝蓋
骨下端を覆うように形成されている。この本体部１は、一方向のみに伸縮する複数の生地
領域（ハギ）４～７を備え、これらの生地領域４～７が接合されて形成されている。本実
施形態では、複数の生地領域４～７は、下腿腹側生地領域４、下腿背側生地領域５、足甲
部生地領域６、及び足底部生地領域７から構成されている。
【００２１】
　下腿腹側生地領域４は、下腿部１１２の周方向Ｒのみに伸縮し下腿部１１２の腹側（以
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下、「下腿部腹側」という。）１１３を覆うものである。下腿背側生地領域５は、下腿部
１１２の周方向Ｒのみ伸縮し下腿部１１２の背側（以下、「下腿部背側」）１１４を覆う
ものである。これらの下腿腹側生地領域４及び下腿背側生地領域５は、対面して配置され
周方向Ｒの端部同士が接合されて、下腿部１１２を覆う筒状の本体部１を形成している。
【００２２】
　足甲部生地領域６は、足甲部１０１の長手方向Ｓ（足部の前後方向）のみに伸縮し足甲
部１０１を覆うものである。足底部生地領域７は、足底部１０２の長手方向Ｔ（足部の前
後方向）のみに伸縮し足底部１０２を覆うものである。
【００２３】
　次に、着用状態における複数の生地領域４～７のつなぎ目の配置例について説明する。
下腿腹側生地領域４と下腿背側生地領域５とのつなぎ目である接合線Ｌ４５は、図２に示
すように、下腿部背側１１４の幅方向の両側で、上下方向に延在している。また、接合線
Ｌ４５は、図３及び図４に示すように側面視において、上端側から下方に向かうにつれて
、背側から腹側に湾曲するように配置されている。このように、下方側において背側から
腹側（足首腹側）へ湾曲させるように、接合部を形成することで、着用者の足に対応して
本体部１をフィットさせ易くなる。
【００２４】
　足甲部生地領域６と足底部生地領域７とのつなぎ目である接合線Ｌ６７は、図３及び図
４に示すように、接合線Ｌ４５に連続するように形成されている。接合線Ｌ６７は、つま
先１１０側からかかと部１０３近傍まで形成され、つま先１１０側では、足底部１０２に
対応して水平方向（図示左右方向）に延在し、かかと部１０３に近づくに連れて上方に湾
曲して、接合線Ｌ４５に連続するように形成されている。また、接合線Ｌ６７は、図１に
示すように、つま先１１０において図示左右方向に延在している。
【００２５】
　下腿背側生地領域５の下端部と足底部生地領域７のかかと部１０３側の端部とのつなぎ
目である接合線Ｌ５７は、図３及び図４に示すように、側面視において接合線Ｌ４５側か
らかかと部１０３側へ向かうにつれて、水平より下方へ傾斜するように配置されている。
【００２６】
　下腿腹側生地領域４の下端部と足甲部生地領域６の足首腹側１０４の端部とのつなぎ目
である接合線Ｌ４６は、図３及び図４に示すように、側面視において接合線Ｌ４５側から
足甲部１０１側へ向かうにつれて、垂直より前方（つま先１１０側）へ傾斜するように配
置されている。また、腹側の接合線Ｌ４６は、背側の接合線Ｌ５７よりもつま先１１０側
に配置されている。すなわち、接合線Ｌ４６と接合線Ｌ６７との交差点Ｐ１は、接合線Ｌ
５７と接合線Ｌ４５との交差点Ｐ２よりもつま先１１０側に配置されている。
【００２７】
　そして、交差点Ｐ１，Ｐ２間には、下腿腹側生地領域４と足底部生地領域７とを接合す
る接合線Ｌ４７が配置されている。接合線Ｌ４７は、接合線Ｌ４５及び接合線Ｌ６７に連
続して形成されている。
【００２８】
　なお、着用状態における接合線の配置は、着用者の足のサイズや形状によって変わるも
のであり、上述した位置と異なる位置に接合線が配置される構成でもよい。
【００２９】
　次に、複数の生地領域４～７の接合方法について説明する。まず、隣接する生地領域４
～７同士を縫い合わせる。具体的には、端部同士を重ね合わせ、ミシンを用いて縫い合わ
せることで縫合部を形成する。次に、例えば超音波ミシンを用いて、縫合部をカットする
と共にカットされた切断面同士を突き合わせて接合する。最後に、接合部（接合線）の肌
面側に沿って、補強テープ９を生地領域に接着させる。このように生地（ハギ）同士を接
合することで水の浸入を防止するための防水処理を施す。なお、生地同士の接合方法は、
その他の方法により実施してもよい。また、接合線は、補強テープ９によって補強されて
いることが好ましいが、接合線は補強テープによって補強されていない状態でもよい。
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【００３０】
　補強テープ９は、補強テープ９は三層構造であり、表層から接着層へ向けて順に、ポリ
エステル７０％ポリウレタン３０％の織物（基布）、ポリウレタン１００％耐熱フィルム
（耐熱層）、ポリウレタン１００％樹脂（接着層）から成る。このような補強テープ９と
して、MU-SEW TAPE（日清紡社製、商品名）を採用することができる。また補強テープ９
の接合方法としては、例えば、接着層をホットエアーで溶かして接着した後、即座に冷却
することで接合させることができる。
【００３１】
　次に、本体部１を構成する生地について説明する。本体部１を構成する生地として透湿
防水生地が採用されている。以下に透湿防水生地の仕様を記す。
　糸：表生地・裏生地ともポリエステル１００％、２０デニール、フィラメント数２４
　　　（なお、「フィラメント数」とは１本の糸を構成する繊維の本数を示す。）
　編成：スムース編み、４０ゲージ
　　　　（なお、「ゲージ」とは編目の細かさを示すものであり、１インチあたりの編み
針の数を示す。）
　構造：表生地＋ポリウレタン特殊フィルム＋裏生地の三層構造
　このような透湿防水生地としては、ZAMZA（蝶理株式会社製、商品名）を採用すること
ができる。なお、透湿防水生地は、上記の仕様に限定されず、その他の透湿防水生地でも
よい。また、透湿防水生地は、高い保温特性と防風特性を有することが好適である。
【００３２】
　次に、このように構成された透湿防水靴下１０の作用について説明する。まず、着用者
は、通常の靴下と同様に、開口部２から足を挿入させることで、透湿防水靴下１０を履く
ことができる。着用者は、一般的な靴下の上に、透湿防水靴下１０を着用してもよく、靴
下を着用せずに直に透湿防水靴下１０を着用してもよい。そして、透湿防水靴下１０を着
用した上から、靴（例えば長靴）などを着用することができる。
【００３３】
　このような透湿防水靴下１０によれば、透湿性及び防水性を有する生地から形成されて
いるため、発汗による蒸れおよび濡れを防止することが可能であると共に靴下内部への水
の浸入を防止することができる。
【００３４】
　また、透湿防水靴下１０では、下腿腹側生地領域４及び下腿背側生地領域５が下腿部１
１２の周方向Ｒに伸縮可能であるため、他の身体部位（つま先など）と比較して大きい（
周方向の長さが長い）かかとが下腿背側生地領域５のかかと部１０３近傍を通過する場合
には、下腿腹側生地領域４及び下腿背側生地領域５が周方向Ｒに伸長することで、かかと
部１０３の引っかかりを防止する。そのため、かかと部１０３の通過を容易とすることが
可能であり、履き易く、脱ぎ易い透湿防水靴下１０を実現することができる。
【００３５】
　また、透湿防水靴下１０では、下腿腹側生地領域４及び下腿背側生地領域５が周方向Ｒ
に伸縮するが、下腿部１１２の長手方向Ｑに伸縮しないため、履き易く、脱ぎ易い透湿防
水靴下１０を実現することができる。例えば、透湿防水靴下１０を脱ぐ場合には、下腿腹
側生地領域４及び下腿背側生地領域５の長手方向Ｑへの伸びが防止され、円滑に脱ぐこと
ができる。
【００３６】
　また、透湿防水靴下１０の下腿腹側生地領域４及び下腿背側生地領域５は、周方向Ｒに
伸縮するため、下腿部１１２の大きさに応じて、本体部１が着用者の下腿部１１２にフィ
ットすることになる。
【００３７】
　また、透湿防水靴下１０の下腿腹側生地領域４及び下腿背側生地領域５は、長手方向Ｑ
に伸縮しにくいため、着用時における下腿生地領域４，５のずり落ちを軽減することでき
る。
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【００３８】
　また、透湿防水靴下１０では、足底部生地領域７が長手方向Ｔに伸縮するため、着用者
の足底部（足裏部）１０２の長さに応じて、本体部１が着用者の足底部１０２にフィット
し易くなる。また、足底部生地領域７が長手方向Ｔに伸縮するため、足趾を動かし易くな
り、踏ん張りを利かせ易くなる。さらに、足趾の動きに連動して足底部生地領域７が伸縮
することで、靴内部での生地のズレを防止することができる。そのため、靴を着用した状
態でのフィット性を向上させることができるともに、歩行時のつんのめりを抑制すること
もできる。
【００３９】
　また、一般的な衣料品の中には、着用中に関節や身体端部等で発生するシワによって血
行を阻害し、健康を害したり、疲れやむくみを引き起こしやすくなる物があるが、透湿防
水靴下１０は、足底部生地領域７が長手方向Ｔに伸縮し易いため、足底部生地領域でのシ
ワの発生を抑制することができ、シワの発生による足底部１０２の違和感を抑制すること
ができる。これにより、シワの発生による血行阻害を予防することができる。そして、こ
れらにより、疲労しにくい透湿防水靴下を実現することが可能である。
【００４０】
　図５は、透湿防水靴下１０のかかと部１０３近傍を拡大して示す側面図である。図５に
示すように、透湿防水靴下１０では、腹側の接合線Ｌ４６と背側の接合線Ｌ５７とがずれ
た位置で、接合線Ｌ４５，Ｌ６７と交差している。具体的には、腹側の接合線Ｌ４６の交
点Ｐ１が、背側の接合線Ｌ５７の交点Ｐ２よりもつま先側へずれて配置されている。その
ため、接合線Ｌ４６の足甲部１０１側の点Ｐ３と、接合線Ｌ４５上の点Ｐ１との間で、Ｒ
方向への生地の伸長が可能となる。その結果、着用者のかかとが通過する際の伸びが、従
来と比較して大きくなり、履き易さ、脱ぎ易さが一層向上する。従来品のように、点Ｐ３
と点Ｐ２とを結ぶように接合線Ｌ４６Ｂが形成されている場合には、点Ｐ３と点Ｐ２との
間のＲ方向の伸びが拘束されてしまうが、透湿防水靴下１０では、点Ｐ３と点２との間で
Ｒ方向に伸びるため、従来品と比較して、履き易く、脱ぎ易いものとなる。
【００４１】
　また、透湿防水靴下１０では、腹側の接合線Ｌ４６が、背側の接合線Ｌ５７よりもつま
先側へずれて配置されているため、かかと部１０３近傍の足底部生地領域７において、接
合線Ｌ４７側より足底側が伸びやすくなる。そのため、かかと部１０３の近傍で上方へ湾
曲し易くなり、かかと部１０３の形状に沿うように生地を変形させることができ、着用時
のフィット性を向上させることになる。
【００４２】
　以上、本発明をその実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は、上記実施形態に
限定されるものではない。上記実施形態では、本体部１は複数の生地領域４～７を備える
構成とされているが、生地領域を分割形成することで、５枚以上の生地領域によって本体
部１を形成してもよい。例えば、下腿腹側生地領域４を周方向に複数に分割形成してもよ
く、下腿腹側生地領域４を長手方向に複数に分割形成してもよい。
【００４３】
　また、本体部１は、３枚以下の生地領域によって形成されているものでもよい。例えば
、下腿腹側生地領域４及び足甲部生地領域６を一体構成として１枚の生地によって形成し
てもよく、この場合には、足甲部１０１を覆う部分は周方向に伸縮するように形成される
。同様に、下腿背側生地領域５及び足底部生地領域７を一体構成として１枚の生地によっ
て形成してもよく、この場合には、下腿部背側１１４を覆う部分は長手方向Ｑに伸縮する
ように形成される。このように、本体部１は、２枚または３枚の生地領域によって形成す
ることも可能であるが、上述したとおり４枚の生地領域４～７によって形成することが、
フィット性を向上させて、履き易く脱ぎ易い透湿防水靴下１０を実現するために有効であ
る。
【００４４】
　また上記実施形態では、下腿腹側生地領域４及び下腿背側生地領域５は、周方向Ｒのみ
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ばよい。同様に、上記実施形態では、足甲部生地領域６及び足底部生地領域７は、長手方
向Ｓ，Ｔのみに伸縮する構成とされているが、幅方向Ｗと比較して長手方向Ｓ，Ｔに伸縮
し易い構成であればよい。
【００４５】
　また、本体部１の上端部は、膝下まで形成されているものに限定されない。例えば、股
部近傍まで本体部１が形成されているものでもよく、足首の上までしか形成されていない
ショートタイプの透湿防水靴下１０でもよい。
【００４６】
　また、腹側の接合線Ｌ４６と背側の接合線Ｌ５７とが同一直線上で連続するように形成
されていてもよい。
【００４７】
　本実施形態の透湿防水靴下１０は、例えば釣り人が使用することで、足部の濡れを防止
することが可能であるが、その他、アウトドアやバイク乗車時などのレジャーの際に使用
することができる。また、魚市場、船上、雪上など、足元が濡れ易い場所で作業する場合
に透湿防水靴下１０を着用すると効果的である。透湿防水靴下１０の使用環境は、これら
に限定されない。
【符号の説明】
【００４８】
　１０…透湿防水靴下、１…本体部、２…開口部、３…つま先部（足先部）、４…下腿腹
側生地領域、５…下腿背側生地領域、６…足甲部生地領域、７…足底部生地領域、９…補
強テープ、１０１…足甲部、１０２…足底部（足裏部）、１０３…かかと部、１０４…足
首腹側、１１０…つま先（足先部）、１１１…膝部の下端（膝蓋骨下端腹側）、１１２…
下腿部、１１３…下腿部腹側、１１４…下腿部背側、Ｑ…下腿部の長手方向、Ｒ…下腿部
の周方向、Ｓ…足甲部の長手方向、Ｔ…足底部の長手方向、Ｗ…足底部の幅方向、Ｌ４５
…下腿腹側生地領域４と下腿背側生地領域５との接合線、Ｌ４６…下腿腹側生地領域４と
足甲部生地領域６との接合線、Ｌ４６Ｂ…Ｐ２とＰ３を結ぶ仮想の接合線、Ｌ６７…足甲
部生地領域６と足底部生地領域７との接合線、Ｌ４７…下腿腹側生地領域４と足底部生地
領域７との接合線、Ｐ１…接合線Ｌ４６と接合線Ｌ６７との交差点、Ｐ２…接合線Ｌ５７
と接合線Ｌ４５との交差点、Ｐ３…接合線Ｌ４６の足甲部上の頂点。
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