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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右方向に延び、前後方向に対向する少なくとも一対の針床を有する横編機を用いて、
環状の弾性編地部と、弾性編地部の軸方向一端側の編目列に接合される第一ベース編地部
と、弾性編地部の軸方向他端側の編目列に接合される第二ベース編地部とを有する筒状編
地を編成する方法であって、
　第一ベース編地部を編成する過程で、編成の進行に伴って、編幅が変化するように引き
返し編成を行なって第一傾斜部を編成するステップと、
　第一傾斜部の開口縁に並ぶ編目列に連続して、環状に弾性編地部を編成するステップと
、
　弾性編地部の開口縁に並ぶ編目列に連続して第二ベース編地部を編成する過程を行い、
その過程で、編成の進行に伴って編幅が変化するように引き返し編成を行なって第二傾斜
部を編成するステップとを含むことを特徴とする筒状編地の編成方法。
【請求項２】
　第一傾斜部の開口縁に並ぶ編目列および弾性編地部に接合される第二傾斜部の編目列の
少なくとも一方は、異なるコースの編目を含むことを特徴とする請求の範囲第１項に記載
の筒状編地の編成方法。
【請求項３】
　第一傾斜部の開口縁に並ぶ編目列および弾性編地部に接合される第二傾斜部の編目列の
少なくとも一方は、同じコースの編目を含むことを特徴とする請求の範囲第１項に記載の
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筒状編地の編成方法。
【請求項４】
　左右方向に延び、前後方向に対向する少なくとも一対の針床を有する横編機を用いて編
成された筒状編地であって、
　この筒状編地の軸方向に対して傾斜した方向に形成される環状の弾性編地部と、
　弾性編地部の軸方向一端側に並ぶ編目列に接合される第一ベース編地部と、
　弾性編地部の軸方向他端側に並ぶ編目列に接合される第二ベース編地部とを備え、
　この弾性編地部は、弾性編地部の周回方向に沿ったコースを有することを特徴とする筒
状編地。
【請求項５】
　前記両ベース編地部の少なくとも一方は、弾性編地部の周回方向とは非平行のコースを
有することを特徴とする請求の範囲第４項に記載の筒状編地。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筒状編地の編成方法と筒状編地に関するものである。特に、環状の弾性編地
部の周回方向を他の編地部の周回方向に対して斜行させ、且つ、弾性編地部がその周回方
向に効果的に収縮するように編成できる筒状編地の編成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　環状の弾性編地部を有する筒状編地として、特許文献１に記載のソックスがある。この
ソックスでは、筒状編地の途中に、同編地の周回方向と平行に弾性編地部が形成されてい
る。
【０００３】
　その他、特許文献２には、筒状編地の一部に螺旋状の帯状片を形成し、その帯状片に他
の箇所より高い緊締力を持たせたサポータ又はストッキングが開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開平11-124702号公報
【特許文献２】特公平6-51921号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、いずれの従来技術によっても、筒状編地の一部に、同編地の周回方向に対して
斜行する環状の弾性編地部を形成し、且つこの弾性編地部の周回方向により高い伸縮力を
持たせることができない。
【０００６】
　特許文献１のソックスでは、弾性編地部が他の編地部と平行に設けられている。そのた
め、筒状編地の編成時において、編目が編幅方向に並列される方向（以下、この方向をコ
ース方向といい、編幅方向に並列された一行の編目列をコースといい、複数のコースが並
列される方向をウェール方向という）が弾性編地部と他の編地部とで同じであり、弾性編
地部を他の編地部と異なる周回方向に効果的に収縮させることができない。
【０００７】
　また、特許文献２のサポータ又はソックスでは、斜行した帯状片を成型編みで形成する
ことが挙げられている。しかし、このサポータやソックスは、帯状片の周回方向が、その
他の編地部の周回方向に対して傾斜しているだけで、帯状片のコース方向と他の編地部の
コース方向とが同じである。そのため、帯状片を、その周回方向に効果的に収縮させるこ
とが難しい。
【０００８】
　本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、その目的の一つは、環状の斜行した弾
性編地部を有する筒状編地であって、その弾性編地部の周回方向に効果的に収縮できる筒
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状編地とその編成方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の筒状編地の編成方法は、左右方向に延び、前後方向に対向する少なくとも一対
の針床を有する横編機を用いて、環状の弾性編地部と、弾性編地部の軸方向一端側の編目
列に接合される第一ベース編地部と、弾性編地部の軸方向他端側の編目列に接合される第
二ベース編地部とを有する筒状編地を編成する方法である。そして、この方法は、次のス
テップを備えることを特徴とする。
　第一ベース編地部を編成する過程で、編成の進行に伴って、編幅が変化するように引き
返し編成を行なって第一傾斜部を編成するステップ。
　第一傾斜部の開口縁に並ぶ編目列に連続して、環状に弾性編地部を編成するステップ。
　弾性編地部の開口縁に並ぶ編目列に連続して第二ベース編地部を編成する過程を行い、
その過程で、編成の進行に伴って編幅が変化するように引き返し編成を行なって第二傾斜
部を編成するステップ。
【００１０】
　上記の本発明の編成方法で、第一傾斜部の開口縁に並ぶ編目列および弾性編地部に接合
される第二傾斜部の編目列の少なくとも一方は、異なるコースの編目を含む場合でも、同
じコースの編目を含む場合でも、いずれでもよい。
【００１１】
　本発明の筒状編地は、左右方向に延び、前後方向に対向する少なくとも一対の針床を有
する横編機を用いて編成された筒状編地である。この編地は、筒状編地の軸方向に対して
傾斜した方向に形成される環状の弾性編地部と、弾性編地部の軸方向一端側に並ぶ編目列
に接合される第一ベース編地部と、弾性編地部の軸方向他端側に並ぶ編目列に接合される
第二ベース編地部とを備える。そして、この弾性編地部は、弾性編地部の周回方向に沿っ
たコースを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の筒状編地の編成方法によれば、編幅が変化する引き返し編成を行って第一傾斜
部を編成することで、第一傾斜部の開口縁の編目列を筒状編地の軸方向に対して傾斜して
並列させることができる。そのため、この開口縁に連続して形成される弾性編地部も筒状
編地の軸方向に対して傾斜したコースを有するように編成することができる。さらに、こ
の弾性編地部に編幅が変化する引き返し編成を行って第二傾斜部を形成することで、第二
傾斜部における弾性編地部との接合箇所の編目列を筒状編地の軸方向に対して傾斜して並
列させることができる。その結果、筒状編地の軸方向に対して傾斜する環状の弾性編地部
でありながら、それ自身の周回方向に沿ったコースを有する弾性編地部を形成することが
でき、この弾性編地部を、それ自身の周回方向に沿って伸縮させることができる。
【００１３】
　また、本発明の編成方法において、各傾斜部のうち、弾性編地部に接合される編目列が
、異なるコースの編目を含むように引き返し編成を行うので、弾性編地部のコースを各傾
斜部のコースと非平行にすることができる。これによって、ベース編地部に対して弾性編
地部を特異的に周回方向に伸縮させることが可能な筒状編地を編成できる。一方、各傾斜
部のうち、弾性編地部に接合される編目列が、同じコースの編目を含むように引き返し編
成を行えば、弾性編地部のコースを各傾斜部のコースと平行にすることができる。その場
合でも、周回方向に沿って伸縮させることが可能な環状の弾性編地部を筒状編地の途中に
編成することができる。特に、各ベース編地部のうち、弾性編地部に接合される編目列が
、異なるコースの編目が並んだ部分と、同じコースの編目が並んだ部分とからなるように
、第一傾斜部と第二傾斜部の各引き返し編成を行うことで、弾性編地部の途中に鋭角の角
が形成されることを抑制し、弾性編地部に沿ったラインを滑らかにできる。その結果、両
ベース編地部と弾性編地部とのつながり箇所のシルエットをスムーズにできる。
【００１４】
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　一方、本発明の筒状編地によれば、弾性編地部のコースと両ベース編地部のコースとを
異なる方向とすることができ、より伸縮性の高い環状の弾性編地部を有する筒状編地とす
ることができる。特に、両ベース編地部の少なくとも一方が、弾性編地部の周回方向とは
非平行のコースを有することで、弾性編地部を筒状編地の他の領域に対して特異的に周回
方向に伸縮させることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】（Ａ）は、実施形態１に係る靴下の平面図であって、着用したときに、踝に相当
する側から見た図である。（Ｂ）は、本発明靴下を着用した状態を示す図である。
【図２】実施形態１に係る弾性編地部を形成するための編成工程図第一図を示す。
【図３】実施形態１に係る弾性編地部を形成するための編成工程図第二図を示す。
【図４】（Ａ）は、実施形態２に係る靴下の平面図であって、着用したときに、踝に相当
する側から見た図である。（Ｂ）は、本発明靴下を着用した状態を示す図である。
【図５】実施形態２に係る弾性編地部を形成するための編成工程図を示す。
【図６】実施形態３に係る弾性編地部を形成するための編成工程図を示す。
【図７】実施形態４に係る靴下の平面図で、（Ａ）は第一・第二傾斜部のコースと弾性編
地部のコースが平行である場合、（Ｂ）は弾性編地部のコースが第一傾斜部のコースと平
行で、第二編地部のコースとは非平行である場合、（Ｃ）は弾性編地部のコースが第一傾
斜のコースと非平行で、第二編地部のコースとは平行である場合を示す。
【図８】実施形態４に係る弾性編地部を形成するための編成工程図を示す。
【符号の説明】
【００１６】
　１　靴下　　１Ａ　甲側編地部　　１Ｂ　裏側編地部
　１１　下側編地部　　１２　上側編地部　　１３　中間編地部
　１１ｔ　第一筒状部　１１ｓ　第一傾斜部
　１２ｔ　第二筒状部　１２ｓ　第二傾斜部
　２０，２１，２２，２３　弾性編地部
　３０　はき口部
　Ｆ　足　　Ｎ　膝　　Ｃ　脹脛　　Ｓ　脛　　Ｔ　つま先
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の好適な実施の形態を図面に基づいて以下に説明する。各実施形態では、左右方
向に延び、かつ前後方向に互いに対向する前後一対の針床を有する２枚ベッドの横編機を
用いて環状の弾性編地部を有する靴下を製作する。さらに、後針床が左右にラッキング可
能で、しかも、前後の針床間で編目の目移しが可能な２枚ベッドの横編機を使用すれば、
リンクス編やガーター編などの種々の組織柄を有する靴下を編成できる。
【００１８】
　＜実施形態１＞
　図１（Ａ）は、靴下の平面図であって、着用したときに、踝の位置に相当する側から見
た図である。また、図１（Ｂ）は、靴下を着用した状態を踝側から見た概略図である。
【００１９】
　両図に示すように、靴下１は、着用者の足Ｆのつま先Ｔから脹脛Ｃと脛Ｓの途中までを
覆う下側編地部１１と、脹脛Ｃと脛Ｓの上部を覆う上側編地部１２と、これら編地部１１
，１２の間に設けられた環状の弾性編地部２０とを有する。この下側編地部１１が第一ベ
ース編地部に、上側編地部１２が第二ベース編地部に相当する。
【００２０】
　図１（Ａ）に示すように、弾性編地部２０は、下側編地部１１および上側編地部１２と
同軸上に延びるのではなく、各編地部１１，１２の軸方向に対して傾斜した軸方向を持つ
ように設けられている。また、弾性編地部２０のコース方向は、各編地部１１、１２のコ
ース方向と異なる方向となっている。さらに、上側編地部１２と下側編地部１１のコース



(5) JP 5306998 B2 2013.10.2

10

20

30

40

50

方向は、平行になっている。そのため、下側編地部１１と弾性編地部２０との繋ぎ目、お
よび、上側編地部１２と弾性編地部２０との繋ぎ目における靴下1の輪郭形状に段が形成
されている。
【００２１】
　この靴下１を着用すると、靴下１の弾性編地部２０は、図１（Ｂ）に示すように、脹脛
Ｃから脛Ｓに向かって、斜め上方（膝Ｎの方向）に延びるようになっている。また、上側
編地部１２のうち、弾性編地部２０と反対側には、足Ｆを挿入するためのはき口部３０が
形成されている。
【００２２】
　本実施形態では、説明の便宜上、下側編地部１１と上側編地部１２とを平編の無地とし
、はき口部３０をリブ編とした。
【００２３】
　第１実施形態で編成される靴下1は、図１（Ａ）において紙面左側の筒状編地の半分、
即ち、下側編地部１１、弾性編地部２０および上側編地部１２の半分を甲側編地部１Ａと
し、紙面右側の筒状編地の半分（編地部１１，２０，１２の半分）を裏側編地部１Ｂとし
ている。そして、甲側編地部１Ａを横編機の後針床（ＢＢ）で、裏側編地部１Ｂを横編機
の前針床（ＦＢ）で編成している。
【００２４】
　本実施形態では、つま先から編み始めて下側編地部１１を編成する。ここで、つま先の
部分には、着用者の足指を収納する指袋部を形成しても良い。また、裏側編地部１Ｂのう
ち、着用者の踵の部分に相当する箇所では、踵に相当する部分に向かって編幅を順次減ら
し、その後、編幅を順次増やす編成を行なって、着用者の踵の形状に沿うようにすると良
い。
【００２５】
　次に、下側編地部１１に連続するように弾性編地部２０を編成する。弾性編地部２０は
、他の編地部１１、１２に比べてより大きな収縮性を有する箇所である。本実施形態では
、ベース糸で編成される編地に、各編地部１１、１２を編成するベース糸よりも伸縮性に
優れた弾性糸を編み込むことで、弾性編地部２０としている。具体的には、ベース糸で編
成される編目列に対して、数目おきに弾性糸をタックさせた状態とした、いわゆるタック
編みにより弾性編地部２０を形成している。また、弾性編地部２０は、ベース糸を弾性糸
に切り替えて編成しても良い。
【００２６】
　次に、弾性編地部２０とその前後における各編地部１１、１２の編成方法を図２、３に
基づいて説明する。これらの図の左端に示される数字は、編成工程のステップを示す。ま
た、同図の左の図面は、ＦＢとＢＢの針における編目の係止状態を示し、黒塗りされた目
は、その編成工程においてニットされている編目を、白抜きされた目は、その編成工程に
おいては針床に係止されたままニットされない編目を示す。さらに、編目の係止状態を示
す上記の図面の右側には、そのステップに対応して編成された筒状の靴下の概略図を示す
。この概略図では、甲側編地部１Ａと裏側編地部１Ｂとが重なって示されている。その他
、両図に示す矢印は、編成方向を示し、これら矢印のうち、片端にのみ矢印が付いている
ものは筒状の編成を、両端に矢印が付いているものは引き返し編成を示す。
【００２７】
　まず、つま先から弾性編地部２０に向かって編地を筒状に編成する。ステップ１は、弾
性編地部２０が編成される前の編成状態を示す。具体的には、甲側編地部１Ａと裏側編地
部１Ｂとが連続した一つの筒となるように編地を編成している。
【００２８】
　ステップ２では、コースの編成が進むに従って、ＦＢの中央側から順にニットしない針
を増やしていくＣ字状の引き返し編成を行なって、裏側編地部１Ｂの両端側と甲側編地部
１Ａの編目を形成していく。このステップ２では、最終的には、ＦＢの針ではニットしな
い状態にする。つまり、裏側編地部１Ｂは、中間側でコース方向に直交するウェール方向
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の編目数が少なく、両端側でウェール方向の編目が多い状態になり、ステップ２の編成が
終了した時点で、後述する弾性編地部２０との接合箇所が２等辺三角形状に凹んだ状態に
なる。ここで、ＦＢの針には、異なるコースの編目が係止された状態になる。
【００２９】
　ステップ３では、ＢＢ側のみで引き返し編成を行なって、甲側編地部１Ａを編成する。
このとき、コースの進行に伴って、ＢＢの針でニットしない針を増やしていき、甲側編地
部１Ａの両端部から順に編目を減らしていく。つまり、甲側編地部１Ａは、中間側でウェ
ール方向の編目が多く、両端側に行くほどウェール方向の編目が少ない状態になり、ステ
ップ３の編成が終了した時点で、後述する弾性編地部２０との接合箇所が２等辺三角形状
に突出した状態になる。このステップ３と上述したステップ２とを行うことで、異なるコ
ースの複数の編目が、下側編地部１１における弾性編地部２０との接合箇所の編目列にな
り、図１に示す靴下１のように、下側編地部１１と弾性編地部２０との境界が、裏側編地
部１Ｂから甲側編地部１Ａに向かって、斜め上方に延びるように傾斜して形成される。こ
れらステップ２、３が第一傾斜部の編成ステップに相当する。
【００３０】
　次のステップ４では、下側編地部１１を編成するベース糸と弾性糸とを用いて、下側編
地部１１に連続するように環状に編成を行い、弾性編地部２０を形成する。弾性編地部２
０は、ウェール方向の編目の数が等しく、同編地部２０の幅が周回方向に亘って均一に形
成される。
【００３１】
　ここで、弾性編地部２０との接合箇所における下側編地部１１の編目列は異なるコース
の編目群から構成され、それらの編目の並列方向に沿って弾性編地部２０が編成される。
そのため、弾性編地部２０のコース方向は、下側編地部１１のコース方向に対して傾斜す
る。
【００３２】
　上述したステップ４により弾性編地部２０の編成が終了したら、弾性糸の挿入を中止し
て、下側編地部１１と弾性編地部２０とを編成する際に使用したベース糸をそのまま使用
して上側編地部１２の編成を開始する。
【００３３】
　図３に示すステップ５は、上側編地部１２の編成初期の状態を示す。具体的には、この
ステップ５では、甲側編地部１Ａに対して編幅が小さい裏側編地部１Ｂの凹みを埋めるよ
うに、ＦＢに係止される編地の中央から編目を増やしていく引き返し編成を行なう。
【００３４】
　そして、ステップ６では、甲側編地部１Ａと裏側編地部１Ｂの編幅が同じとなるように
、Ｃ字状の引き返し編成を行なう。このステップ６と上述したステップ５により弾性編地
部２０に連続して形成された上側編地部１２のコース方向は、弾性編地部２０のコース方
向に対して傾斜している。このステップ５、６が第二傾斜部の編成ステップに相当する。
そして、上側編地部１２のコース方向は、下側編地部１１のコース方向と平行になる。
【００３５】
　最後に、靴下１のはき口部３０まで筒状に上側編地部１２を編成し（ステップ７参照）
、靴下１を完成させる。完成した靴下１において、弾性編地部２０は、下側と上側の各編
地部１１，１２とは異なる周回方向に効果的に収縮するようになっている。
【００３６】
　本実施形態の靴下１によれば、脹脛Ｃを周方向からほぼ均等な力で締め付けることがで
きるように、脹脛Ｃの凹凸に沿った方向に弾性編地部２０を設けることができ、脹脛Ｃの
下側の細い部分から脹脛Ｃを持ち上げるように締め付けることができる。そのため、この
靴下１は、着け心地が良く、足Ｆにフィットしてずれ難い。さらに、この靴下１によれば
、脹脛Ｃ全体を締め付けることがないので、足Ｆの血行が阻害され難く、長時間着用して
も足Ｆが浮腫み難く、疲労し難い。
【００３７】
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　＜実施形態１の変形例＞
　実施形態１の変形例として、甲側編地部と裏側編地部とで弾性編地部の斜めに延びる方
向を変化させる筒状編地の編成方法を説明する。
【００３８】
　まず、靴下を踝側からみたとき、弾性編地部が山形に形成される靴下、つまり、靴下を
正面からみたときに、弾性編地部が谷形に形成される靴下の編成方法を説明する。山形の
弾性編地部を編成するには、図２のステップ２において、裏側編地部１Ｂと同様に、甲側
編地部１Ａも編地の中央から編目を減らし、下側編地部１１を形成する。そして、実施形
態１と同様に、中央部で編目を減らした甲側編地部１Ａと裏側編地部１Ｂからなる下側編
地部１１に連続して、各ウェール方向の編目の数が等しい弾性編地部２０を形成し、さら
に弾性編地部２０に連続して上側編地部１２を形成する。
【００３９】
　次に、靴下を踝側からみたとき、弾性編地部が谷型に形成される靴下、つまり、靴下を
正面からみたときに、弾性編地部が山形に形成される靴下の編成方法を説明する。谷形の
弾性編地部を編成するには、図２のステップ２を行なわずに、ステップ３で編成した甲側
編地部１Ａと同様に、裏側編地部１Ｂで編地の両端部から編目を減らし、下側編地部１１
を形成する。そして、実施形態１と同様に、形成した下側編地部１１に連続して弾性編地
部２０を形成し、さらに弾性編地部２０に連続して上側編地部１２を形成する。
【００４０】
　＜実施形態２＞
　実施形態２では、図１に示す靴下１において下側編地部１１と弾性編地部２０との間、
および、弾性編地部２０と上側編地部１２との間に形成されていた段差を緩和することが
できる筒状編地の編成方法を説明する。
【００４１】
　図４は、本実施例の靴下１を示す図である。図４（Ａ）は、靴下１の平面図、図４（Ｂ
）は、靴下２を着用した状態を示す概略図である。なお、図１と同一の構成については、
同一の符号を付して、その説明を省略する。
【００４２】
　本実施形態の靴下１は、弾性編地部２１の位置における甲側編地部１Ａの中間部と裏側
編地部１Ｂの中間部に、平坦部２１０を有する。この平坦部２１０は、下側編地部１１の
コース方向にほぼ平行な部分である。この平坦部２１０により、靴下１を正面または背面
から見た際、弾性編地部２１に鋭角の角が形成されることを抑制し、弾性編地部21に沿っ
たラインを滑らかにすることができる。また、弾性編地部２１のうち、平坦部２１０の位
置にある編地部が、平坦部２１０以外の位置にある編地部を引っ張って、靴下１の弾性編
地部２１を挟む下部編地部１１と上側編地部１２の輪郭に生じる段差を緩和することがで
きる。
【００４３】
　図５に、この実施形態の弾性編地部２１の編成方法を示す。本実施形態の実施形態１と
の主たる相違点は、下側編地部の弾性編地部との接合箇所における編目列および上側編地
部の弾性編地部との接合箇所における編目列の形成手順にある。
【００４４】
　つまり、ステップ２では、裏側編地部１Ｂの中間の一部分（ＦＢに係止される編目の中
間部）をニットしないように、Ｃ字状の引き返し編成を行なって、裏側編地部１Ｂの両端
側と甲側編地部１Ａの編目を形成していく。そして、コースの編成が進むに従って、ＦＢ
の中央側から順にニットしない針を増やしていき、最終的には、ＦＢの針ではニットしな
い状態にする。このステップ２により、裏側編地部１Ｂの中央部に逆台形状の凹みが形成
される。
【００４５】
　次のステップ３では、ＢＢにおいて引き返し編成により甲側編地部１Ａの中央部の編目
を増やし、下側編地部１１を完成させる。このステップ３でも、コースの進行に伴って、
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ＢＢの針でニットしない針を甲側編地部１Ａの両端側から増やしていき、甲側編地部１Ａ
が台形状に突出した状態とする。これらステップ２、３により、各編地部１Ａ、１Ｂの中
間部において同一コースの編目が並列された箇所が、靴下１の平坦部２１０となる。続い
て、ステップ４で、下側編地部１１に連続して各ウェール方向の編目の数が等しい弾性編
地部２１を筒状に編成する。
【００４６】
　その後、ステップ５、６において、順次、裏側編地部１Ｂの引き返し編成と、甲側編地
部１Ａの引き返し編成を行って、ステップ１から数えた各編地部１Ｂ、1Ａのコース数が
同一となるようにする。最後に、はき口部３０（図４参照）まで筒状に上側編地部１２を
編成し（ステップ７）、靴下１を完成する。
【００４７】
　なお、平坦部２１０の形成は、ＦＢおよびＢＢに係止される編地の側端部で行なっても
良い。この場合、上述したステップ２と３とで、甲側編地部１Ａと裏側編地部１Ｂの編幅
方向両端部で編目を減らさないようにすれば良い。
【００４８】
　本実施形態の靴下１は、弾性編地部２１の近傍で上側編地部１１と下側編地部１２との
間に平坦部２１０が設けられていることにより、弾性編地部２１に鋭角の角が形成される
ことを抑制し、弾性編地部２１に沿ったラインを円滑にできる。それに伴い、実施形態１
で弾性編地部近傍の靴下の輪郭に生じていた段差を緩和することができる。そのため、靴
下１のシルエットは、実施形態１の靴下よりも通常の靴下のシルエットに近くすることが
できる。
【００４９】
　一方、この靴下１を着用した場合、図４（Ｂ）に示すように、実施形態１の靴下と着用
状態は変わらず、その着け心地も実施形態１の靴下とほとんど変わらない。
【００５０】
　＜実施形態３＞
　実施形態３では、２つの弾性編地部を近接して設けた筒状編地の編成方法について、図
６に基づいて説明する。
【００５１】
　まず、ステップ１では、図２を参照して説明した実施形態１と同様に、下側編地部１１
の一部を筒状に編成する。
【００５２】
　次に、ステップ２で、ＦＢとＢＢにおいてＣ字状の引き返し編成を行なって、甲側編地
部および裏側編地部１Ｂが直角三角形状に突出した状態とする。このステップ２では、各
編地部１Ａ、１Ｂの両端側で、同一コースに編目が並ぶ平坦部を形成しており、出来上が
った靴下のシルエットに段差が生じにくいようにしている。
【００５３】
　次のステップ３では、ステップ２で形成した下側編地部１１に連続して弾性編地部２２
を環状に形成する。
【００５４】
　さらに、ステップ４，５で、弾性編地部２２に続く中間編地部１３をＣ字状に編成する
。中間編地部１３は、菱形状であり、図のように裏側編地部１Ｂから見ると二等辺三角形
状をしている。但し、弾性編地部２２の一端（紙面右側）では、中間編地部１３を形成し
ないようにして、次のステップ６で編成する弾性編地部２３の一部と、ステップ３で編成
した弾性編地部２２の一部が接合された状態にする。
【００５５】
　続くステップ６では、中間編地部１３と、弾性編地部２２の一端に連続して弾性編地部
２３を筒状に編成する。
【００５６】
　最後に、ステップ７で、弾性編地部２３に連続する上側編地部１２をＣ字状に引き返し
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編成し、弾性編地部２３の紙面左側のコースと上側編地部１２のコースが揃った状態とな
ったら、筒状の編成に切り替えて、はき口部まで編成を行ない、靴下を完成する。
【００５７】
　本実施形態の編成方法によれば、例えば、靴下を甲側から見たときに、靴下の軸に対し
て斜めに延びる弾性編地部とすることができる。このような弾性編地部は、例えば、靴下
を着用したときに土踏まずに相当する位置に設けることにより、土踏まずを効率よく締め
付けることができる。
【００５８】
　＜実施形態４＞
　上記実施形態では、弾性編地部のコースが両傾斜部のコースと異なる方向となった靴下
を説明したが、本実施形態では、弾性編地部のコースが第一・第二傾斜部の少なくとも一
方のコースと平行となった靴下について説明する。
【００５９】
　図７（Ａ）は、第一傾斜部、弾性編地部および第二傾斜部の各コースが全て平行になっ
た靴下１を示している。このような靴下１の編成方法を図８に基づいて説明する。以下の
編成法方位おいて、各傾斜部を形成する引き返し編成自体の手法は、既述した他の実施の
形態と同様に行えばよいため、ここでは詳細な説明は省略する。
【００６０】
　この方法では、まずステップ１で、第一ベース編地部の第一筒状部１１ｔを編成する。
次に、ステップ２で、筒状部１１ｔの編幅の一端から、順次編幅が増加するように引き返
し編成を行い、第一傾斜部１１ｓを編成する。この編成により、筒状部１１ｔの開口縁に
図８における第一傾斜部１１ｓの左側の斜辺が接合される。そして、第一傾斜部１１ｓは
、その開口部に同じコースの編目が並列されることになる。なお、本例では、筒状編地の
仕上がり具合をよくするため、第一傾斜部１１ｓの図の右側の折返し端を、第一筒状部１
１ｔの編幅方向右側の端部よりもさらに右側に突出した箇所に調整している。この編成手
法の考え方は、後述する第二傾斜部１２ｓにおいても同様に適用される。次に、ステップ
３で弾性編地部２０を環状に編成する。続いて、弾性編地部２０の開口縁の編地に対して
、順次編幅が減少するように引き返し編成を行って、第二傾斜部１２ｓを形成する。この
編成により、弾性編地部２０の開口縁に図８における第二傾斜部１２ｓの右側の斜辺が接
合される。このとき、第二傾斜部１２ｓにおける弾性編地部２０との接合箇所には、同一
コースの編目が並列されることになる。そして、ステップ５で第二傾斜部１２ｓに続けて
第二ベース編地部の第二筒状部１２ｔを編成する。
【００６１】
　この編成方法によれば、両筒状部１１ｔ、１２ｔでは、各々の軸方向に対して直交する
向きのコースを備え、各傾斜部１１ｓ、１２ｓ及び弾性編地部２０では、前記軸方向に対
して傾斜する方向のコースを備えた筒状編地を形成できる。そのため、弾性編地部２０を
、その周回方向に沿って収縮させることができる。
【００６２】
　本実施形態では、第一傾斜部１１ｓの編成は、編成の進行に伴って、編幅が増減の一方
の変化をするように引き返し編成を行ない、第二傾斜部１２ｓの編成は、編成の進行に伴
って編幅が第一傾斜部１１ｓを編成した場合とは逆の増減変化をするように引き返し編成
を行なったが、第一傾斜部１１ｓの編成は、編成の進行に伴って、編幅が増減の一方の変
化をするように引き返し編成を行ない、第二傾斜部１２ｓの編成は、編成の進行に伴って
編幅が第一傾斜部１１ｓを編成した場合とは同一の増減変化をするように引き返し編成を
行なってもよい。
【００６３】
　例えば、図７（Ｂ）に示す靴下１は、第一傾斜部１１ｓを編成する際、順次編幅が増加
するように引き返し編成を行い、第二傾斜部１２ｓを編成する際も、順次編幅が増加する
ように引き返し編成を行っている。
【００６４】
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　さらに、図７（Ｃ）に示す靴下１では、第一傾斜部１１ｓを編成する際、順次編幅が減
少するように引き返し編成を行い、第二傾斜部１２ｓを編成する際も、順次編幅が減少す
るように引き返し編成を行っている。
【００６５】
　図７（Ｂ）、（Ｃ）のいずれの靴下１も弾性編地部２０を、その周回方向に沿って収縮
させることができる。
【００６６】
　なお、以上の各実施形態では、靴下を例に挙げて説明したが、本発明の筒状編地は、手
袋、セーター、ズボンなどの着衣であっても良い。その他、本発明方法に用いる横編機と
して、４枚ベッドの横編機も挙げられる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　本発明の筒状編地によれば、弾性編地部とそれ以外の編地部の周回方向が異なり、且つ
、この弾性編地部がその周回方向に収縮する筒状編地とできる。そのため、例えば、フィ
ット感の高い靴下やサポータを製造できる。また、本発明筒状編地の編成方法は、本発明
筒状編地を編成するのに好適に利用できる。

【図１】 【図２】
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