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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
身頃部と押圧部とを含む上半身用衣類であって、
さらに、ホールドライン部を含み、
前記押圧部は、前記身頃部の背面側の着用時における左右それぞれの肩甲骨内側縁と脊椎
との間の領域に配置され、
前記ホールドライン部は、前記押圧部の配置箇所を通る第１のホールドライン部を含み、
前記第１のホールドライン部は、前記身頃部の背面側の着用時における肩甲骨の上角近傍
から、肩甲骨内側縁と脊椎との間の領域を肩甲骨内側縁に沿って湾曲して通り、体側部の
ウエストライン近傍に至る、左右対称に配置された２本のライン部を含み、
前記ホールドライン部は、前記衣類における前記ホールドライン部以外の部分よりも、緊
締力が大きく、
さらに、前記ホールドライン部は、さらに、第２のホールドライン部を含み、
前記第２のホールドライン部は、前記押圧部の略中心部付近に設けられ、着用時において
胴周り方向に肩甲骨を横切る位置に左右対称に配置された２本のライン部を含むことを特
徴とする上半身用衣類。
【請求項２】
さらに連結部を含み、
前記ホールドライン部は、着用時における左右の肩甲骨の下角を通る直線の位置近傍で前
記連結部によって連結されていることを特徴とする、請求項１記載の上半身用衣類。
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【請求項３】
前記連結部は、前記衣類における前記ホールドライン部以外の部分よりも、緊締力が大き
いことを特徴とする請求項１または２記載の上半身用衣類。
【請求項４】
前記衣類が袖付きシャツであることを特徴とする、請求項１から３のいずれか一項に記載
の上半身用衣類。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、上半身用衣類に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、衣類においては、着用時にマッサージ効果を与える等、従来の衣類の目的である
保温や皮膚の保護、装飾といったものとは異なる効果を付与した技術が種々提案されてい
る。例えば、東洋医学に基づくツボの位置にセラミックを内蔵し、セラミックより放射さ
れる遠赤外線波動とセラミック本体の突出面により刺激して、身体の自然治癒力を高め健
常化効果を得ることを目的とした肌着が提案されている（例えば、特許文献１参照）。ま
た、下着の背中の左右のツボに当たる部分に丸いゴムボールを取り付け、寝ている時等に
簡単に背中に指圧ができる衣類が提案されている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１８０７９４号公報
【特許文献２】実用新案登録第３０３６８７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記例においては、単に着用しただけでは突出部が十分に身体に当たら
ず、寝るまたは椅子に座るなどして床面や椅子の背面に背中を押しつけたりしないとマッ
サージ効果が十分得られないという問題がある。一方で、突出部を十分に体に押し付ける
ために密着度の高い衣類に適用すると、小さな押圧部が常に肌を押圧する状態で異物感が
強く着用感が悪いという問題が生じる。
【０００５】
　そこで、本発明は、着用して日常の動作を行うだけで筋肉のコリをほぐすことができる
上半身用衣類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】
　前記目的を達成するために、本発明の上半身用衣類は、身頃部と押圧部とを含む上半身
用衣類であって、さらに、ホールドライン部を含み、前記押圧部は、前記身頃部の背面側
の着用時における左右それぞれの肩甲骨内側縁と脊椎との間の領域に配置され、前記ホー
ルドライン部は、前記押圧部の配置箇所を通る第１のホールドライン部を含み、前記第１
のホールドライン部は、前記身頃部の背面側の着用時における肩甲骨の上角近傍から、肩
甲骨内側縁と脊椎との間の領域を肩甲骨内側縁に沿って湾曲して通り、体側部のウエスト
ライン近傍に至る、左右対称に配置された２本のライン部を含み、前記ホールドライン部
は、前記衣類における前記ホールドライン部以外の部分よりも、緊締力が大きく、さらに
、前記ホールドライン部は、さらに、第２のホールドライン部を含み、前記第２のホール
ドライン部は、前記押圧部の略中心部付近に設けられ、着用時において胴周り方向に肩甲
骨を横切る位置に左右対称に配置された２本のライン部を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
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　本発明の上半身用衣類は、前記のような構成であるため、着用して日常の動作を行うだ
けで筋肉のコリをほぐすことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態に係るシャツ１００を示す背面図である。
【図２】図２は、人体を背面側から見た骨格の一部の模式図である。
【図３】図３は、人体を背面側から見た骨格および筋肉の一部の模式図に、前記第１の実
施形態に係るシャツ１００の押圧部を当てはめた図である。
【図４】図４（ａ）は、肩甲骨の動きを説明する模式図であり、図４（ｂ）は、肩甲骨の
動きにともなう前記第１の実施形態に係るシャツ１００の押圧部の動きを説明する図であ
る。
【図５】図５は、前記第１の実施形態に係るシャツ１００の押圧部の模式図である。図５
（ａ）は、押圧部を背面から見た図であり、図５（ｂ）は、押圧部を肌に当たる側から見
た斜視図である。
【図６】図６（ａ）および（ｂ）は、押圧部の形状のバリエーションの図である。
【図７】図７は、本発明の第１の実施形態に係るシャツ１００の変形例１００’を示す図
である。図７（ａ）は、前記変形例のシャツ１００’の背面図、図７（ｂ）は、図７（ａ
）におけるＡ－Ａ断面の断面図、図７（ｃ）は、図７（ａ）におけるＢ－Ｂ断面の断面図
である。
【図８】図８は、本発明の第２の実施形態に係るシャツ２００を示す背面図である。
【図９】図９は、着用評価において使用した従来品のシャツの背面図である。
【図１０】図１０は、本発明における着用評価の結果を示すグラフである。
【図１１】図１１は、前記着用評価の結果（５名平均）を示すグラフである。
【図１２】図１２は、参考例の衣類３００を示す図である。図１２（ａ）は、衣類３００
の着用状態の背面斜視図であり、図１２（ｂ）は、衣類３００の着用状態の正面斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の上半身用衣類について、例をあげて説明する。ただし、本発明は、以下の例に
限定および制限されない。
【００１０】
（第１の実施形態）
　図１に、本発明の第１の実施形態に係る上半身用衣類１００を示す。また、図２は、人
体を背面側から見た骨格の一部の模式図である。本実施形態の上半身用衣類は、長袖シャ
ツ（以下「シャツ」ともいう。）である。図１は、シャツ１００の着用状態での背面図で
ある。図１に示すように、本実施形態のシャツ１００は、身頃部１０１と、押圧部１０２
とを含み、さらに、ホールドライン部１０３が設けられている。なお、本実施形態では、
一対の袖部１０４を有する長袖の衣類を例に挙げて説明しているが、本発明はこれに限定
されない。
【００１１】
　本実施形態において、押圧部１０２は、身頃部１０１の背面側の、着用時における肩甲
骨Ｓの内側縁Ｓ３と脊椎Ｖとの間の領域に左右対称に配置されている。ホールドライン部
１０３は、押圧部１０２の配置箇所を通る第１のホールドライン部１０３Ａを含む。本実
施形態においては、ホールドライン部１０３は、第１のホールドライン部１０３Ａと、さ
らに、第２のホールドライン部（図示せず）を含み、前記第２のホールドライン部は、前
記押圧部の略中心部付近に設けられ、着用時において胴周り方向に肩甲骨を横切る位置に
左右対称に配置された２本のライン部を含む。第１のホールドライン部１０３Ａは、１０
１身頃部の背面側の着用時における肩甲骨の上角Ｓ１近傍から、肩甲骨内側縁Ｓ３と脊椎
Ｖとの間の領域を通り体側部のウエストライン近傍に至る、左右対称に配置された２本の
ライン部を含む。そして、ホールドライン部１０３は、シャツ１００におけるホールドラ
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イン部１０３以外の部分よりも、緊締力が大きい。なお、本発明において、「近傍」とい
う用語を用いているのは、指定された位置からの多少のずれがあっても、本発明の目的が
達成できる範囲においては差し支えないことを意味している。また、着用時のウエストラ
インとは、腹部の最もくびれている箇所を水平に一周するラインである。
【００１２】
　本発明の上半身用衣類は、筋肉のコリ（疲れ）をほぐすことを目的としているが、コリ
を感じやすい部位としては、首、肩および背中が挙げられることが多い。これらの部位の
コリは、首・肩・背中にまたがる僧帽筋の疲労によるものである。ところで、近年の研究
によると、コリ感と筋内血流量の低下とは相関することが判明してきた。そして、僧帽筋
をマッサージすると僧帽筋の筋内血流量が増加すること、僧帽筋の筋内血流量を増加させ
ることでコリが緩和することが示されている。また、強い力で短時間押したり揉んだりす
る場合と、弱い力で長時間押したり揉んだりする場合とでは、体への効果は同等とされて
いる。特に、僧帽筋の中部から下部にかけては、その直下に肋骨があり比較的筋肉が薄い
ため、弱い力で押したり揉んだりしても、力が筋肉に伝わりやすい。
【００１３】
　図３は、人体を背面側から見た骨格および筋肉の一部の模式図に、前記第１の実施形態
に係るシャツ１００の押圧部を当てはめた図である。図３に示すように、本実施形態にお
いて、押圧部１０２は、肩甲骨内側縁Ｓ３と脊椎Ｖとの間の領域に配置されている。前記
領域は、僧帽筋Ｘの一部を含んでいる。このように、本実施形態のシャツ１００を着用す
ると、日常生活における肩甲骨の動きを利用して、次に説明するように押圧部１０２が背
中（僧帽筋）を押して、指圧効果を得ることができる。
【００１４】
　図４（ａ）は、肩甲骨Ｓの動きを説明する模式図であり、図４（ｂ）は、肩甲骨Ｓの動
きにともなうシャツ１００の押圧部１０２の動きを説明する図である。右手（肩）を前に
動かすと、右側の肩甲骨Ｓが動くが、肩甲骨Ｓの内側には前鋸筋、肩甲挙筋（いずれも図
示せず）、および僧帽筋Ｘ（図３参照）が付いているため、肩甲骨Ｓは、相対的に上部は
下部よりも左右に動かず、下部の動きの方が大きくなる。肩甲骨Ｓの動きに合わせて身頃
１０１の生地は左右方向に伸び縮みする。このように生地が伸び縮みしても、第１のホー
ルドライン部１０３Ａがあることで、押圧部１０２は肩甲骨が動いても肩甲骨内側縁Ｓ３
と脊椎Ｖとの間の窪み部分に保持される。よって、図４（ｂ）に示すように、肩甲骨Ｓに
身頃１０１の生地が引っ張られる（伸ばされる）と、押圧部１０２は背中を押す方向に動
く。生地の伸びが緩和され元の状態に戻ると、押圧部１０２による背中を押す力は緩まる
。このように、日常生活における程度の動作による肩甲骨の動きにより、肩甲骨と脊椎と
の間の窪み部分の背中は、押圧部によって押圧が加えられたり解除されたりして、指圧効
果が得られる。すなわち、本実施形態のシャツ１００を着用して日常生活を送ることで、
動作による押圧部の押圧により僧帽筋の筋内血量をアップさせてコリを予防する、あるい
は、コリをほぐすことができる。
【００１５】
　前述のように、押圧部１０２は、着用時における肩甲骨の内側縁Ｓ３と脊椎Ｖとの間の
窪み部分に配置されるように、衣類の所定位置に設けられる。ここで、窪み部分とは、立
位姿勢で腕を下ろした際に、肩甲骨の内側縁Ｓ３周辺よりも膨らみが少なく見える部分を
意味する。押圧部１０２は、脊椎（背骨）の上にかかるように設けてもよいが、脊椎は押
圧する必要が無く、また、着用時に押圧部が外観上目立つようになりやすいため、肩甲骨
の内側縁と脊椎との間の上記の窪み部分に設けるとよい。背中の窪みに沿わせた形状とす
ることで、着用時に押圧部分が目立ちにくく、また、ずれにくくすることができる。
【００１６】
　図５は、第１の実施形態に係るシャツ１００の押圧部１０２の模式図である。図５（ａ
）は、押圧部１０２を背面から見た図であり、図５（ｂ）は、押圧部１０２を肌に当たる
側から見た斜視図である。このように、押圧部１０２は、着用時の身体側（衣類内側）が
凸凹形状であることが好ましい。押圧部１０２の厚みは、０．３～５ｃｍが好ましく、よ
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り好ましくは、０．８～２ｃｍである。また、押圧部１０２の厚みは、位置によって異な
るようにしてもよく、例えば、中央部付近では厚く端部では薄くしてもよいし、押圧効果
をより得たい位置を厚くしたり、人体の構造に合わせて背中でのフィット感が高まるよう
に厚みを変えたりしてもよい。
【００１７】
　本実施形態において、押圧部１０２は、肩甲骨内側縁Ｓ３に沿う形状であり、複数の凸
部が設けられている。押圧部１０２の幅は、１．５～５．５ｃｍが好ましく、より好まし
くは、３～４ｃｍである。本実施形態では、押圧部１０２は、肩甲骨内側縁Ｓ３の長さと
略同等の長さに設けられているが、本発明はこれに限定されない。押圧による効果を得る
ためには、僧帽筋Ｘを広範囲で押すことが好ましいが、僧帽筋Ｘを部分的に押す場合であ
っても、本発明の効果を得ることができる。
【００１８】
　押圧部の形状は、前記のように複数の凸部が連結されるような形状でもよいし、単一の
凸部を有する形状であってもよい。押圧部の押圧部の平面形状の例としては、例えば、円
柱形、長方形、四角形、その他多角形、楕円形、小判形などが挙げられる。また、複数の
凸部を、連結させずに独立の状態で押圧部を形成してもよい。
【００１９】
　なお、本実施形態では、押圧部１０２は、身頃部１０１にポケット等の収納部を設け、
その中に収納することでシャツ１００の身頃部１０１に取り付けられているが、本発明は
これに限られず、例えば、接着剤等や縫合等で身頃部１０１に直接取り付けられていても
よい。前記収納部は、開口部を有して押圧部を出し入れ可能としてもよい。この場合、洗
濯時に押圧部を取り出して処理することができ、また、着用に際して着用者の好みに合わ
せて、厚みや形状等の異なる押圧部に入れ替えることもできる。
【００２０】
　図６（ａ）および（ｂ）は、押圧部の形状のバリエーションの図である。押圧部は、図
１に示すように、左側と右側とを別箇に設けてもよいが、図６（ａ）に示すように連結部
を設けて左右をつないだＵ字形状の押圧部１１２としてもよい。なお、本例では、左右の
押圧部１１２が、下端側同士を連結部を介して繋がっている例を挙げて説明しているが、
例えば、製品の仕様に応じて、押圧部１１２の上端側部分同士や中央部同士を連結部を介
して連結するようにしてもよい。また、図６（ｂ）に示すように、連結部を一体に形成し
て左右をつないだＨ字形状の押圧部１２２としてもよい。左右の押圧部を連結させると、
着用、動作時に、よりずれにくく、安定した着用感および「押され感」を得ることができ
る。なお、押圧部１２２は、Ｈ字形状を呈する例を挙げているが、製品の仕様に応じてＵ
字形状や逆Ｕ字形状を呈するようにしてもよい。
【００２１】
　押圧部に使用する素材は、特に制限されないが、身体を押圧した際に痛みを感じない程
度の硬さであることが好ましい。使用する素材としては、例えば、ウレタン、ポリエチレ
ン、フェルト等の圧縮繊維、プラスチック発泡体、不織布、ゴム、樹脂、シリコン、嵩高
性のある編地（例えば、表地と裏地が中糸で連結された立体構造を有するダンボールニッ
ト等の編地）等が挙げられる。
【００２２】
　本発明において、ホールドライン部１０３の緊締力は、衣類におけるその他の部分より
大きければよく、特に制限されないが、日常の動作時に押圧部の押圧効果が発揮される程
度であることが好ましい。これにより、必要以上に体が拘束されることがないため、着用
感が良好になる。前記緊締力は、衣類着用時の左右方向で大きいことが好ましい。
【００２３】
　本実施形態において、ホールドライン部１０３は、シャツ１００の編み組織を部分的に
変更することによって形成されている。また、本発明において、ホールドライン部１０３
は、緊締力を有する素材をシャツ１００に取り付けて形成してもよい。このとき、ホール
ドライン部１０３に使用する素材は、緊締力を有する素材であれば特に制限されないが、
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例えば、ストレッチテープ、パワーネット、ストレッチレース、ツーウェイトリコット、
ベア天竺等が挙げられる。また、樹脂をシャツ１００に塗布して緊締力を高めることによ
ってホールドライン部１０３を形成してもよい。その他、抜蝕加工によって、ホールドラ
イン部１０３に相当する部分をシャツ１００の生地に形成するようにしてもよい。
【００２４】
　本実施形態において、ホールドライン部１０３（第１のホールドライン部１０３Ａ）は
、シャツ１００の肩部分から、肩甲骨内側縁Ｓ３に沿って湾曲し、体側部のウエストライ
ン近傍まで延びているが、本発明はこれに限定されない。衣類のデザインに応じ、例えば
襟ぐりの広く開いた形状の衣類であれば、第１のホールドライン部は、前記衣類の襟ぐり
の、本実施形態における肩部分と略同一の位置から形成すればよい。また、襟ぐりから袖
下にかけて斜めの切り替えが入り、肩から袖が続いている、いわゆるラグランスリープタ
イプの衣類の場合は、第１のホールドライン部は、前記衣類の袖の、本実施形態における
肩部分と略同一の位置から形成すればよい。このように、どのようなデザインの衣類であ
っても、着用時における肩甲骨等の位置に対応して、ホールドライン部や押圧部の位置は
決定される。
【００２５】
　第１のホールドライン部１０３Ａの幅は、１．５～５．５ｃｍが好ましく、より好まし
くは、３～４ｃｍである。また、第１のホールドライン部１０３Ａの幅は、全体が同一の
幅となるように形成してもよいし、位置によって幅を変えてもよい。本実施形態では、第
１のホールドライン部１０３Ａは、押圧部１０２と略同一の幅で押圧部１０２を覆うよう
に設けられているが、本発明はこれに限定されず、第１のホールドライン部１０３Ａは、
押圧部１０２と異なる幅を有し、押圧部１０２を部分的に覆うようにしてもよい。
【００２７】
　なお、本実施形態では、上半身用衣類を長袖シャツ１００とした例を挙げて説明したが
、本発明はこれに限定されるものではない。本発明において、前記衣類は、例えば、半袖
シャツでもよいし、ジャケットまたは作業着といったアウターとしてもよい。これらの場
合にも、本実施形態に係る長袖シャツ１００と同様の効果を得ることができる。
【００２８】
　本発明において、ホールドライン部１０３以外の身頃部および袖部に使用できる素材は
特に制限されないが、身体にフィットする素材で形成されていることが、着用時にホール
ドライン部の位置が予め設定された位置からずれにくくなるため好ましい。ホールドライ
ン部１０３以外の身頃部および袖部に使用できる素材としては、例えば、経編地または丸
編地等が挙げられる。
【００２９】
＜変形例＞
　第１の実施形態に係る上半身用衣類１００において、図７（ａ）に示すように、押圧部
１０２を身頃部１０１に取り付ける際に、いせ込み部Ｙを設けるようにしてもよい。図７
（ｂ）に、図７（ａ）におけるＡ―Ａ断面の断面図、図７（ｃ）に、図７（ａ）における
Ｂ－Ｂ断面の断面図を示す。図７（ｂ）および図７（ｃ）に示すように、いせ込み部Ｙは
、背中心部（Ａ－Ａ断面）における生地の重ね合せの分量が最も大きく、その両端部が左
右の押圧部１０２に重なる部分に位置するように設けられている。なお、図７（ｂ）、（
ｃ）の図中に二点鎖線で示す箇所は縫着している箇所を示している。
【００３０】
　このように、生地を重ね合せた状態で押圧部１０２を取り付けると、背中心部周辺の生
地だけ縮んだ状態となるため、いせ込み部Ｙに引っ張られて押圧部１０２は背中心側部分
の方が肌側に接近し、肩甲骨側部分が肌側と反対方向に移動し易くなる。このようにする
ことで、押圧部１０２が肩甲骨Ｓの内側縁Ｓ３と脊椎Ｖとの間の領域により当接し易くな
る。
【００３１】
　なお、本変形例の上半身用衣類１００’では、いせ込み部Ｙを設ける例を挙げているが
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、例えば、押圧部１０２の背中心側の縁部分（すなわち、内側縁Ｓ３と反対側の縁）の一
部または全域と重なる部分の身頃部１０１の生地にギャザーを寄せておいてもよい。この
場合にもギャザーを寄せた部分周辺が肌側に接近し、内側縁Ｓ３側が肌側と反対方向に移
動し易くなるため、上記変形例と同様の効果を得ることができる。
【００３２】
（第２の実施形態）
　図８に、本発明の第２の実施形態に係るシャツ２００を示す。図８は、シャツ２００の
背面図である。図８において、図１と同一部分には、同一符号を付し、説明を省略してい
る。
【００３３】
　第２の実施形態のシャツ２００において、ホールドライン部２０３は、第１のホールド
ライン部２０３Ａに加え、さらに、第２のホールドライン部２０３Ｂを含む。第２のホー
ルドライン部２０３Ｂは、着用時において胴周り方向に肩甲骨Ｓを横切る位置に左右対称
に配置された２本のライン部を含む。
【００３４】
　第２のホールドライン部２０３Ｂは、図８において示した位置に限られず、肩甲骨Ｓを
横切っていれば、位置は上下してもよいが、押圧部１０２の略中心部付近に設けられてい
る。第２のホールドライン部２０３Ｂを設けることにより、押圧部１０２が浮き上がる（
肌側から離れる）ことを防止するという効果を得ることができる。押圧部の浮き上がりは
、中央部付近で起こりやすいことから、前記構成とする。第２のホールドライン部２０３
Ｂを有することで、図４（ｂ）で説明した肩や腕の動きに応じた生地の引っ張り力を強く
することができるので、押圧部１０２を効果的に押すことができる。
【００３５】
　第２のホールドライン部２０３Ｂの幅は２～１３ｃｍが好ましく、より好ましくは、４
～６ｃｍである。また、第２のホールドライン部２０３Ｂの幅は、全体が同一の幅となる
ように形成してもよいし、位置によって幅を変えてもよい。
【００３６】
　本実施形態において、第２のホールドライン部２０３Ｂは、シャツ２００の編み組織を
部分的に変更することによって形成されているが、これに限定されず、緊締力を有する素
材をシャツ２００に取り付けて形成してもよい。このとき、第２のホールドライン部２０
３Ｂに使用する素材は、緊締力を有する素材であれば特に制限されないが、例えば、スト
レッチテープ、パワーネット、ストレッチレース、ツーウェイトリコット、ベア天竺等が
挙げられる。また、樹脂をシャツ２００に塗布して緊締力を高めることによって第２のホ
ールドライン部２０３Ｂを形成してもよい。その他、抜蝕加工によって、第２のホールド
ライン部２０３Ｂに相当する部分をシャツ２００の生地に形成するようにしてもよい。第
２のホールドライン部２０３Ｂは、第１のホールドライン部２０３Ａと同一の素材または
方法で形成してもよいし、異なる素材または方法で形成してもよい。
【００３７】
　また、第２の実施形態において、シャツ２００は、さらに連結部２０５を含み、左右の
第１のホールドライン部２０３Ａは、着用時における左右の肩甲骨の下角Ｓ２を通る直線
の位置近傍で連結部２０５によって互いに連結されている。これにより、左右の第１のホ
ールドライン部２０３Ａの間の間隔が着用時および動作時に広がり過ぎるのを防ぎ、ホー
ルドライン部２０３の緊締力を押圧部１０２から僧帽筋に有効に作用させることができる
ため、好ましい。
【００３８】
　連結部２０５の幅は０．５～１５ｃｍが好ましく、より好ましくは、１～４ｃｍである
。また、連結部２０５の幅は、全体が同一の幅となるように形成してもよいし、位置によ
って幅を変えてもよい。あるいは、連結部は、左右の第１のホールドライン部２０３Ａの
間の領域に広く設けてもよいが、上述のとおり肩甲骨が大きく動くのは肩甲骨下部である
ので、着用時における左右の肩甲骨の下角Ｓ２を通る直線の位置近傍に設けることで十分
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な効果が得られる。
【００３９】
　ホールドライン部２０３の緊締力と連結部２０５の緊締力とは、同じであってもよいし
、異なっていてもよいが、連結部２０５の緊締力がより大きいことが好ましい。緊締力の
大きい（伸び難い）連結部を用いることで、前記連結部を支点として肩甲骨が身頃の生地
を引っ張るので、押圧部は背中をより効果的に押すことができる。
【００４０】
（着用評価）
［着用客観評価］
　図８に示すタイプの本発明の第２の実施形態に係る長袖シャツ２００を作製し、着用評
価を行った。本評価では、本発明のシャツ２００を５名のモニターが着用して、２分間安
静に過ごした後、３分間歩行し、その後、５分間安静にした際の僧帽筋上部の筋内血流量
の変化を測定した。また、比較例として、図９に背面図を示した従来品の「血行を良くし
てコリをほぐす」ことを目的として肩から肩甲骨の周辺の僧帽筋を中心としたポイントに
おいて、身頃部５０１に１２個の磁石Ｍを配置したシャツ５００、および、押圧部や磁石
等を設けていない通常のシャツ（コントロール）についても、同様にして、筋内血流量の
変化を測定した。なお、前記の筋内血流量の変化は、ＯＭＲＯＮ社製　近赤外線分光装置
ＨＥＯ２００で計測した。
【００４１】
　その結果を、図１０および図１１に示す。図１０は、モニターのうちの１名について、
本発明のシャツ２００、従来品のシャツ５００および通常のシャツ（コントロール）を着
用した場合の、僧帽筋上部の筋内血流量変化の計測を行った結果を示すグラフである。ま
た、図１１は、前記着用評価の結果をモニター５名の平均値で示したグラフである。本発
明のシャツ２００を着用して歩行すると、歩行時の僧帽筋の血流量が平均６割増加してい
ることがわかる。さらに、その効果は、歩行後も継続する傾向にあることわかる。
【００４２】
［着用主観評価］
　図８に示すタイプの本発明の第２の実施形態に係る長袖シャツ２００を作製し、着用評
価を行った。本評価では、本発明のシャツ２００を１２名のモニターが着用して、長時間
（一日中）過ごしてもらった。長袖シャツ２００の着用感について、着用してすぐにモニ
ターにコメントを求めたところ、「肩甲骨付近を交互に押されている感じがした」、「腕
を振りやすい（後ろに引きやすい）」、「背中が温かい」という回答が得られた。また、
一日着用した後にコメントを求めたところ、１２名中１０名がマッサージ感を感じたと回
答した。その内、５名は「着用中常にマッサージ感を感じた」と回答し、５名は「特定の
動作時（しゃがんだ時、ＰＣ作業をしている時）にマッサージ感を感じた」と回答した。
また、「夕方の肩や背中の疲労感が、着用していない日に比べて少ない」とのコメントも
得られた。これにより、本発明のシャツは、着用して日常の動作を行うだけで筋肉のコリ
（疲れ）をほぐすことが可能であることを確認できた。
【００４３】
（参考例）
　図１２に、参考例のサポーター衣類３００を示す。図１２（ａ）は、サポーター衣類３
００の着用状態の背面斜視図であり、図１２（ｂ）は、衣類３００の着用状態の正面斜視
図である。図１２において、図１および図８と同一部分には、同一符号を付し、説明を省
略している。
【００４４】
　サポーター衣類３００は、身頃部３０１が上半身全体を覆わずに部分的に形成されてい
る、ハーフトップタイプの衣類である。本発明は、シャツ等に限らず、様々なタイプの上
半身用衣類に適用することができる。
【００４５】
　本発明において、身頃部の構成は、特に制限されず、デザインに応じて自由に設計する
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ことができる。例えば、一般の上半身用衣類に、参考例の衣類３００を所定位置に取り付
けることで、本発明の上半身用衣類とすることもできる。
【００４６】
　また、本発明の上半身用衣類は、上半身以外の部分を有していることを排除するもので
はなく、例えば、ボディスーツ等にも適用可能である。前記ボディスーツの上半身部分の
態様は、例えば、図１で示した第１の実施形態のシャツ１００または図８で示した第２の
実施形態のシャツ２００と同一概念のもとに設計できる。このように、上半身用衣類にさ
らにボトム部分等を設けてもよい。
【００４７】
　以上、本発明の具体例として、長袖シャツおよびサポーターを挙げて本発明を説明した
が、本発明の上半身用衣類は、これらの具体例で記載されたもののみに限定されるもので
はなく、種々の態様が可能である。例えば、上記の実施形態のような衣類以外にも、タン
クトップ、半袖シャツ、ボタン等で着脱が可能な上着等の衣類、肌着等、その他各種の衣
類に適用できる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明の上半身用衣類は、首・肩・背中等のコリを軽減することができ、種々の態様が
可能である。例えば、上記の実施形態のような衣類以外にも、体型補整用衣類、スポーツ
衣類、アウター、医療用衣類（サポーター）など、各種の衣類に適用できる。
【符号の説明】
【００４９】
１００、１００’、２００　上半身用衣類（長袖シャツ）
３００　上半身用衣類（サポータータイプ）
１０１、２０１　身頃部
１０２、１１２、１２２　押圧部
１０３、２０３　ホールドライン部
１０３Ａ、２０３Ａ　第１のホールドライン部
２０３Ｂ　第２のホールドライン部
１０４　袖部
２０５　連結部
５００　シャツ（従来品）
５０１　身頃部
 
Ｓ　肩甲骨
Ｓ１　上角
Ｓ２　下角
Ｓ３　内側縁
Ｖ　脊椎
Ｘ　僧帽筋
Ｙ　いせ込み部
Ｍ　磁石
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