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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内層と、前記内層の上から配置される外層とを備え、前記内層の表面が、前記外層の表
面に接触し、前記内層の前記表面がワンタッチテープ固定システムの第１の内層部分を有
し、前記外層の前記表面がワンタッチテープ固定システムの第１の外層部分を有し、前記
内層および前記外層の少なくとも一方が、引張破断前に少なくとも３０％伸びる布帛で形
成されている二層構造の衣類と、
　少なくとも部分的に圧縮可能な材料で形成され、前記ワンタッチテープ固定システムの
第２の部分をそれぞれが有する一対の対向面を有する付属素子とを含む衣類システムであ
って、
　前記付属素子は、内部空隙と、前記内部空隙の少なくとも第１の部分と前記内部空隙の
少なくとも第２の部分との間に少なくとも１つの屈曲した凹部とを有する、流体を受け入
れるためのチャンバを有し、前記内部空隙の少なくとも第１の部分と前記内部空隙の少な
くとも第２の部分とは、互いに流体連通しており、
　前記第１の内層部分および第１の外層部分がともに同一の構造（第１の構造という）を
有し、前記一対の対向面の前記第２の部分がともに前記第１の構造と異なる構造（第２の
構造という）を有し、前記第２の構造は前記第１の構造に対して相補的であり、
　前記付属素子を前記内層と前記外層との間で前記衣類に固定するために、前記ワンタッ
チテープ固定システムの前記第１の内層部分および前記ワンタッチテープ固定システムの
第１の外層部分が、前記ワンタッチテープ固定システムの前記第２の部分に結合可能であ
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り、前記衣類から前記付属素子を分離するために、前記ワンタッチテープ固定システムの
前記第１の内層部分および前記ワンタッチテープ固定システムの第１の外層部分が、前記
ワンタッチテープ固定システムの前記第２の部分から分離可能であり、
　前記ワンタッチテープ固定システムの前記第１の内層部分または前記ワンタッチテープ
固定システムの第１の外層部分の一方または両方が、衣類の一体的な部分として編成され
て前記内層または前記外層を形成している、衣類システム。
【請求項２】
　前記流体が加圧気体である、請求項１に記載の衣類システム。
【請求項３】
　前記流体が液体である、請求項１に記載の衣類システム。
【請求項４】
　着用者の身体の少なくとも一部を覆うための二層構造の衣類であって、
　内層と外層とを備え、前記内層および前記外層の少なくとも一方が、引張破断前の二方
向伸度が少なくとも３０％の布帛から形成されており、前記外層が、前記内層の上から配
置されて、前記外層の表面が前記内層の表面に接触するようになっており、前記内層の前
記表面の少なくとも２０％および前記外層の前記表面の少なくとも２０％が、それぞれ、
ワンタッチテープ固定システムの第１の部分を有し、
　前記内層の表面における前記ワンタッチテープ固定システムの第１の部分と、前記外層
の表面における前記ワンタッチテープ固定システムの第１の部分とは、ともに同一の構造
を有し、
　前記ワンタッチテープ固定システムの前記第１の部分が、衣類の一体的な部分として編
成されて前記内層を形成し、かつ衣類の一体的な部分として編成されて前記外層を形成し
ている、衣類。
【請求項５】
　前記外層が、前記内層の少なくとも５０％を覆っている、請求項４に記載の衣類。
【請求項６】
　当該衣類が、胴体領域と、前記胴体領域から外側に延びている一対の腕領域とを有する
シャツ型衣服であり、前記内層および前記外層のそれぞれの少なくとも一部が、前記胴体
領域および各腕領域に配置されている、請求項４に記載の衣類。
【請求項７】
　前記ワンタッチテープ固定システムの前記第１の部分が、前記胴体領域および各腕領域
に配置されている、請求項６に記載の衣類。
【請求項８】
　当該衣類が、骨盤領域と、前記骨盤領域から外側に延びている一対の脚領域とを有する
ズボン型衣服であり、前記内層および前記外層のそれぞれの少なくとも一部が、前記骨盤
領域および各脚領域に配置されている、請求項４に記載の衣類。
【請求項９】
　前記ワンタッチテープ固定システムの前記第１の部分が、前記骨盤領域および各脚領域
に配置されている、請求項８に記載の衣類。
【請求項１０】
　前記ワンタッチテープ固定システムの第２の部分をそれぞれが有する一対の対向面を備
えた付属素子をさらに含み、前記第２の部分は前記第１の部分の構造とは異なる構造であ
って、前記第１の部分の構造に対して相補的な構造を有し、前記付属素子を前記内層と前
記外層との間で当該衣類に固定するために、前記ワンタッチテープ固定システムの前記第
１の部分が、前記ワンタッチテープ固定システムの前記第２の部分と結合可能であり、当
該衣類から前記付属素子を分離するために、前記ワンタッチテープ固定システムの前記第
１の部分が、前記ワンタッチテープ固定システムの前記第２の部分から分離可能である、
請求項８に記載の衣類。
【請求項１１】
　互いに重ねて配置される内層と外層とを備え、前記内層の表面が、前記外層の表面に接
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触するようになっている二層構造の衣類システムであって、 
　前記内層の前記表面の少なくとも２０％および前記外層の前記表面の少なくとも２０％
が、それぞれ、ワンタッチテープ固定システムの第１の部分を有しており、
　少なくとも部分的にポリマー発泡材料で形成され、それぞれが前記ワンタッチテープ固
定システムの第２の部分を形成する外を向いた表面と、中を向いた表面とを有する付属素
子であって、前記付属素子を第一部分と第二部分とに分離する少なくとも１つの切り込み
を有し、前記少なくとも１つの切り込みは、前記ワンタッチテープ固定システムの前記第
２の部分の外を向いた表面上を延び、前記ワンタッチテープ固定システムの前記第２の部
分は、前記中を向いた表面上を、前記少なくとも１つの切り込みを横切って広がる、付属
素子を含み、
　前記ワンタッチテープ固定システムの第１の部分は、前記ワンタッチテープ固定システ
ムの第２の部分と異なる構造であって、前記第２の部分の構造に対して相補的な構造を有
し、
　前記ワンタッチテープ固定システムの前記第２の部分が、前記ワンタッチテープ固定シ
ステムの前記第１の部分に対して着脱可能に結合可能であり、
　前記ワンタッチテープ固定システムの前記第１の部分は、前記衣類システムの選ばれた
領域において前記内層および前記外層に装着され、前記付属素子が前記選ばれた領域のい
ずれにおいても着脱可能となる、衣類システム。
【請求項１２】
　シャツ型衣服である、請求項１１に記載の衣類システム。
【請求項１３】
　ズボン型衣服である、請求項１１に記載の衣類システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　衣類および少なくとも１つの付属素子（要素）を備えた様々な衣類システムが、以下に
開示されている。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、スポーツ活動中に使用することを意図した衣類は、着用者の能力や快適性、
保護性能を向上させる特性を発揮する。例えば、比較的タイトフィット性を提供するスト
レッチ素材を衣類に組み込むことによって、風の抵抗を最小限に抑える低プロファイル性
を着用者に付与することができる。また、肌の近くで蓄積される汗の量を低減するために
、着用者からの湿気を逃がす素材で衣類を形成することもできる。さらに、着用者の各部
位に衝撃保護を提供するために、圧縮力を減衰する（すなわち、パッド／クッション性を
付与する）素材を組み込むこともできる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、スポーツ活動のための衣類の形態は、特に着用者の能力や快適性が向上す
るように選択することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　衣類は、固定システムの第１の部分を備えた面を有し、付属（取り付け）素子は、固定
システムの第２の部分を備えた外側領域を有する。付属素子を衣類に装着するために、固
定システムの第１の部分は、固定システムの第２の部分と結合可能である。また、衣類か
ら付属素子を分離するために、固定システムの第１の部分は、固定システムの第２の部分
から分離可能である。付属素子は、例えば、ポリマー発泡材料で形成されていてもよいし
、流体充填チャンバを備えていてもよいし、または、電子装置が組み込まれていてもよい
。ある形態においては、付属素子は、衣類の外面に固定されている。他の形態においては
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、付属素子は、衣類の２層の間に固定されている。
【０００５】
　本発明の態様を特徴付ける新規な利点および特徴は、添付の特許請求の範囲に詳細に指
摘されている。しかし、新規な利点および特徴をよりよく理解するために、本発明に関連
する様々な形態および概念を説明、図示した以下の記載事項および添付図面を参照するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１の衣類の正面図である。
【図２Ａ】複数の付属素子と組み合わせた第１の衣類の正面図である。
【図２Ｂ】複数の付属素子と組み合わせた第１の衣類の正面図である。
【図２Ｃ】複数の付属素子と組み合わせた第１の衣類の正面図である。
【図３Ａ】第１の衣類の更なる形態の正面図である。
【図３Ｂ】第１の衣類の更なる形態の正面図である。
【図３Ｃ】第１の衣類の更なる形態の正面図である。
【図３Ｄ】第１の衣類の更なる形態の正面図である。
【図３Ｅ】第１の衣類の更なる形態の正面図である。
【図４】第２の衣類の正面図である。
【図５Ａ】複数の付属素子と組み合わせた第２の衣類の正面図である。
【図５Ｂ】複数の付属素子と組み合わせた第２の衣類の正面図である。
【図５Ｃ】複数の付属素子と組み合わせた第２の衣類の正面図である。
【図６Ａ】第２の衣類の更なる形態の正面図である。
【図６Ｂ】第２の衣類の更なる形態の正面図である。
【図６Ｃ】第２の衣類の更なる形態の正面図である。
【図６Ｄ】第２の衣類の更なる形態の正面図である。
【図６Ｅ】第２の衣類の更なる形態の正面図である。
【図７】第１の付属素子の上面図である。
【図８】第１の付属素子の底面図である。
【図９】図７において切断線９－９で定義される、第１の付属素子の横断面図である。
【図１０】第１の付属素子を屈曲状態で描いた、図９に対応する横断面図である。
【図１１Ａ】第１の付属素子の更なる形態を示す、図９に対応する横断面図である。
【図１１Ｂ】第１の付属素子の更なる形態を示す、図９に対応する横断面図である。
【図１１Ｃ】第１の付属素子の更なる形態を示す、図９に対応する横断面図である。
【図１１Ｄ】第１の付属素子の更なる形態を示す、図９に対応する横断面図である。
【図１２】一対の第１の付属素子と組み合わせた第１の衣類の正面図である。
【図１３】図１２において切断線１３－１３で定義される、第１の衣類および第１の付属
素子の一部の横断面図である。
【図１４】第２の付属素子の上面図である。
【図１５】第２の付属素子の底面図である。
【図１６】一対の第２の付属素子と組み合わせた第２の衣類の正面図である。
【図１７】図１６において切断線１７－１７で定義される、第２の衣類および第２の付属
素子の横断面図である。
【図１８】第３の付属素子の上面図である。
【図１９】第３の付属素子の底面図である。
【図２０】第４の付属素子の上面図である。
【図２１】第４の付属素子の底面図である。
【図２２】図２０における切断線２２－２２で定義される、第４の付属素子の横断面図で
ある。
【図２３】第５の付属素子の上面図である。
【図２４】第５の付属素子の底面図である。
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【図２５】複数の付属素子を組み込んだ第３の衣類の正面図である。
【図２６】第３の衣類および付属素子の分解正面図である。
【図２７】図２５において切断線２７－２７で定義される、第３の衣類および付属素子の
１つの横断面図である。
【図２８Ａ】第３の衣類および付属素子の更なる形態の正面図である。
【図２８Ｂ】第３の衣類および付属素子の更なる形態の正面図である。
【図２８Ｃ】第３の衣類および付属素子の更なる形態の正面図である。
【図２８Ｄ】第３の衣類および付属素子の更なる形態の正面図である。
【図２９】複数の付属素子を組み込んだ第４の衣類の正面図である。
【図３０】第４の衣類および付属素子の分解正面図である。
【図３１】図２９において切断線３１－３１で定義される、第４の衣類および付属素子の
１つの横断面図である。
【図３２Ａ】第４の衣類および付属素子の更なる形態の正面図である。
【図３２Ｂ】第４の衣類および付属素子の更なる形態の正面図である。
【図３２Ｃ】第４の衣類および付属素子の更なる形態の正面図である。
【図３２Ｄ】第４の衣類および付属素子の更なる形態の正面図である。
【図３３】第４の衣類および付属素子の更なる形態の正面図である。第６の付属素子の上
面図である。
【図３４】第６の付属素子の底面図である。
【図３５】図３３において切断線３５－３５で定義される、第６の付属素子の横断面図で
ある。
【図３６】第６の付属素子を屈曲状態で描いた、図３５に対応する横断面図である。
【図３７】第７の付属素子の上面図である。
【図３８】第７の付属素子の底面図である。
【図３９】第８の付属素子の上面図である。
【図４０】第８の付属素子の底面図である。
【図４１】図３９において切断線４１－４１で定義される、第８の付属素子の横断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　上記の概要および下記の詳細な説明を添付図面と併せて読むと、よりよい理解が得られ
るであろう。
【０００８】
　以下の説明および添付図面により、様々な衣類および付属素子（要素）に関連する概念
が開示されている。一般的に、付属素子は、衣類の様々な部位に対して繰り返し着脱が可
能である。着用者の活動、特定の必要性および嗜好に応じて、様々な付属素子の形態を使
用することができる。例えば、付属素子は、（ａ）付属素子を配置した着用者の各部位に
衝撃保護を提供するために、圧縮力を減衰する（すなわち、パッド／クッション性を付与
する）発泡部材、気体充填チャンバまたは板状部材、（ｂ）付属素子を配置した着用者の
各部位を加熱または冷却する液体充填チャンバ、または、（ｃ）携帯電話や携帯音楽プレ
ーヤー、計時装置、心拍モニタ、ロケータビーコン、全地球測位システム、モバイルコン
ピュータ装置など、着用者に情報や楽しみを与える電子装置とすることができる。
【０００９】
　様々な衣類を付属素子と共に使用することができるが、シャツ型衣服およびズボン型衣
服の両方の例が、以下の説明および添付図面に開示されている。シャツ型衣服には、着用
者の胴体の一部を覆い、着用者の腕に及ぶものもある複数の衣服のいずれもが含まれる。
シャツ型衣服としては、長袖シャツ、半袖シャツ、タンクトップ、下着、ジャケットおよ
びコートが例示される。同様に、ズボン型衣服には、着用者の骨盤部分の一部を覆い、着
用者の脚に及ぶものもある複数の衣服のいずれもが含まれる。ズボン型衣服としては、ズ
ボン、短パン、ブリーフ、ジーンズおよび下着が例示される。ある形態において、衣類は
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、シャツ型衣服とズボン型衣服との組み合わせであってもよく、ボディスーツ、レオター
ド、ユニタードおよびウェットスーツが含まれる。さらに、衣類は、例えば、帽子やヘル
メット、手袋、靴下、靴など、着用者の他の部位を覆う形態を有していてもよい。したが
って、様々な種類の衣類を使用することができる。
【００１０】
　第１のシャツ型衣服の形態
　シャツ型衣服の形態を有する衣類１００が、図１に描かれている。衣類１００は、胴体
領域１０１と、胴体領域１０１から外側に延びている一対の腕領域１０２、１０３とを含
む。胴体領域１０１は、着用者の胴体に対応し、着用時には胴体の少なくとも一部を覆う
。胴体領域１０１の上部には、首開口部１０４が形成され、衣類１００の着用時には、そ
こから着用者の首および頭が突出する。同様に、胴体領域１０１の下部には、ウエスト開
口部１０５が形成され、衣類１００の着用時には、そこから着用者のウエストまたは骨盤
部分が突出する。腕領域１０２は、着用者の右腕に対応し、右腕の少なくとも一部を覆い
、腕領域１０３は、着用者の左腕に対応し、左腕の少なくとも一部を覆う。各腕領域１０
２、１０３には、手首開口部１０６が形成され、衣類１００の着用時には、そこから着用
者の手および手首が突出する。さらに、衣類１００は、着用者とは反対向きの外面１０７
を備えている。衣類１００は、衣類１００の着用時に着用者に対向し、着用者に接触する
可能性のある内面１０８を備えている。
【００１１】
　図２Ａに示すように、様々な付属素子１１１～１１５が、衣類１００に固定される。具
体的には、ある衣類１００の形態において、付属素子１１１～１１５は、内面１０８に固
定されてもよいが、付属素子１１１～１１５は、胴体領域１０１および腕領域１０２、１
０３のいずれかにおいて外面１０７に固定されてもよい。付属素子１１１～１１５は、例
えば、発泡部材や流体充填チャンバ（例えば、気体充填または液体充填）、板状部材、電
子装置のいずれでもよい。同様に、付属素子１１１～１１５は、その形状および寸法が大
幅に異なるものであってもよい。例えば、付属素子１１１、１１４は、略矩形であり、付
属素子１１２は、略三角形であり、付属素子１１３は、略円形であり、付属素子１１５は
、非幾何学的形状である。付属素子１１１～１１５は、その厚さが大幅に異なるものであ
ってもよく、付属素子１１１～１１５の組成や用途に応じて、略平坦形状、不均一形状ま
たは突出形状も含まれる。したがって、付属素子１１１～１１５の形態は、大幅に異なっ
ていてもよい。
【００１２】
　付属素子１１１～１１５は、衣類１００の様々な部位に固定される。具体的には、付属
素子１１１は、胴体領域１０１の上部に固定され、付属素子１１２は、胴体領域１０１の
下部に固定され、付属素子１１３は、胴体領域１０１の側部に固定され、付属素子１１４
は、腕領域１０２に固定され、付属素子１１５は、腕領域１０３に固定されている。衣類
１００および付属素子１１１～１１５には、それぞれ、付属素子１１１～１１５を外面１
０７に固定するために使用する固定システムの一部が組み込まれている。ワンタッチテー
プ（フックおよびループ）固定システム（例えば、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州
マンチェスターのＶＥＬＣＲＯ　ＵＳＡ社製造のＶＥＬＣＲＯ）、磁気固定システム、接
着固定システムおよびボタン型固定システムを含め、様々な固定システムを使用すること
ができる。参照目的のため、衣類１００、その他の衣類およびその他の素子において固定
システムまたは固定システムの一部を組み込んだ部分は、図面に点描またはその他の模様
で示す形態を有するものとして描かれている。
【００１３】
　固定システムは、衣類１００への付属素子１１１～１１５の装着や固定に加えて、衣類
１００からの付属素子１１１～１１５の脱着や分離を可能とする。したがって、図２Ｂを
参照すると、各付属素子１１１～１１５は、衣類１００から分離された状態で描かれてい
る。さらに、固定システムによって、（ａ）付属素子１１１～１１５を衣類１００に対し
て繰り返し着脱したり、（ｂ）付属素子１１１～１１５を衣類１００の様々な部位に装着
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したり、（ｃ）付属素子１１１～１１５を様々な向きに装着したりすることができる。し
たがって、図２Ｃを参照すると、各付属素子１１１～１１５は、衣類１００の様々な部位
に様々な向きで再装着された状態で描かれている。
【００１４】
　衣類１００の製造に、様々な素材を使用することができる。一般的に、衣類１００は、
例えば、レーヨンやナイロン、ポリエステル、ポリアクリル、綿、ウール、絹を含む編布
や織布、不織布材料から形成することができる。衣類１００は、単一（すなわち、ワンピ
ース）の衣類として編成されていてもよいが、衣類１００は、胴体領域１０１および腕領
域１０２、１０３を形成するために縫合、接合、接着または結合される複数の布帛要素か
ら形成されたものであってもよい。図１に示すように、例えば、様々な縫い目１０９が、
胴体領域１０１を形成する布帛要素に、腕領域１０２、１０３を形成する布帛要素を結合
し、縫い目１０９が、首開口部１０４の領域に襟を結合する。ある形態においては、布帛
材料が、通気性耐水性バリアを形成するコーティングを含んでいてもよく、あるいは、ポ
リマーシートを布帛材料の代わりに使用してもよい。衣類１００は、布帛材料、ポリマー
シート、または布帛材料とポリマーシートとの組み合わせの２層以上を含む積層体もしく
は層状材料から形成されてもよい。
【００１５】
　付属素子１１１～１１５に使用する特定の固定システムに応じて、その固定システムに
関連する要素を衣類１００に組み込むことができる。例えば、磁気固定システムまたボタ
ン型固定システムを使用する場合は、磁気素子またはボタンを衣類１００の布帛材料に組
み込むことができる。別の例として、外面１０７の一部を形成するために、ワンタッチテ
ープ固定システムのフック部分またはループ部分のいずれかの要素を衣類１００に固定し
てもよい。あるいは、衣類１００を形成する布帛材料が、ワンタッチテープ固定システム
のフック部分またはループ部分を構成するように、布帛材料を製造してもよい。すなわち
、衣類１００を形成する布帛材料の一体的な部分として、ワンタッチテープ固定システム
のフック部分またはループ部分を編成してもよい。この様な形態の利点は、付加的な要素
（例えば、磁気素子、ボタン、フック部分またはループ部分の条片）が衣類１００に存在
しないので、衣類１００内の部材数を低減し、全体的な製造プロセスが簡素化されること
である。ワンタッチテープ固定システムのループ部分が組み込まれた適切な素材の一例と
しては、中華民国台湾台北のＲＵＥＹ　ＴＡＹにより製造されており、１／７５／７２の
テクスチャ加工マイクロファイバセミダルのポリエステル９１％と、スパンデックス（す
なわち、エラスタン）９％とを含む縦編みメッシュがある。
【００１６】
　衣類１００は、シャツ型衣服、特に長袖シャツの形態を有するものとして描かれている
。ある形態においては、衣類１００は、圧縮衣服としての使用を意図するものでもよい。
治療用に加えて、圧縮衣服は、ジャージやその他のスポーツ衣類の下にベース層として選
手が着用することも多い。一般的に、ベース層を意図した圧縮衣服やその他の衣服は、（
ａ）着用者の肌に近接して比較的タイトフィット性を示したり、（ｂ）着用者の外形に合
わせて伸びたりする。圧縮衣服を形成する布帛材料は、引張破断前の一方向伸度が、例え
ば、１０％を超えるものでもよい場合もあるし、引張破断前の（引張破断するまでの）二
方向伸度（伸び）が、例えば、少なくとも３０％である場合もある。したがって、衣類１
００が、比較的タイトフィット性を有するように、そして、着用者の外形に合わせて伸び
るように形成される場合、衣類１００を形成する布帛材料の引張破断前の二方向伸度は、
少なくとも３０％であればよい。
【００１７】
　外面１０７のほぼ全体が、付属素子１１１～１１５を固定するための部位を提供する形
態を有する。すなわち、外面１０７の少なくとも９０％が、付属素子１１１～１１５を固
定するための部位を提供する。例えば、衣類１００を形成する布帛材料の一体的な部分と
して、ワンタッチテープ固定システムのループ部分を編成する場合、外面１０７のほぼ全
体をこの布帛材料で形成してもよい。しかし、ある形態においては、外面１０７の一部の
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みが、付属素子１１１～１１５を固定するための部位を提供してもよい。すなわち、外面
１０７の一部には、固定システムが部分的に存在しなくてもよく、付属素子１１１～１１
５を固定するための部位を提供しない布帛材料を外面１０７の一部に使用してもよい。
【００１８】
　外面１０７のほぼ全体が、付属素子１１１～１１５を固定するための部位を提供する形
態を有していてもよいが、図３Ａにおいて、衣類１００は、固定システムが胴体領域１０
１には存在しない形態を有するものとして描かれている。衣類１００において固定システ
ムまたは固定システムの一部を組み込んだ部分が、図面に点描またはその他の模様で示す
形態を有するものとして描かれているとすると、点描またはその他の模様で示す形態が存
在しない領域は、固定システムまたは固定システムの一部が存在しない領域を示す。同様
に、図３Ｂには、固定システムが、腕領域１０２、１０３に存在しないが、外面１０７の
少なくとも７５％を占める形態が描かれている。図３Ｃには、固定システムが、胴体領域
１０１の中央部と上部とにのみ存在しているが、外面１０７の少なくとも５０％を占める
形態が描かれている。さらに、図３Ｄには、固定システムが、領域１０１～１０３の選択
された部分にのみ存在する形態が描かれている。図３Ａ～図３Ｄの各形態において、縫い
目１０９を利用して、固定システムのない布帛要素を、固定システムのある布帛要素に結
合することができる。図１～図３Ｄにおいて、衣類１００は、長袖シャツの形態を有する
ものとして描かれているが、衣類１００に関連する概念が、他のシャツ型衣服に組み込ま
れていてもよい。例えば、図３Ｅにおいて、衣類１００は、半袖シャツの形態を有するも
のとして描かれているが、タンクトップ、アンダーシャツ、ジャケットまたはコートであ
ってもよい。
【００１９】
　第１のズボン型衣服の形態
　ズボン型衣服の形態を有する衣類２００が、図４に描かれている。衣類２００は、骨盤
領域２０１と、骨盤領域２０１から外側に延びている一対の脚領域２０２、２０３とを含
む。骨盤領域２０１は、着用者の骨盤部分に対応し、着用時には骨盤部分の少なくとも一
部を覆う。骨盤領域２０１の上部には、衣類２００の着用時にウエスト周りを取り囲むウ
エスト開口部２０４が形成されている。脚領域２０２は、着用者の右脚に対応し、右脚の
少なくとも一部を覆い、脚領域２０３は、着用者の左脚に対応し、左脚の少なくとも一部
を覆う。各脚領域２０２、２０３には、足首開口部２０５が形成され、衣類２００の着用
時には、そこから着用者の足および足首が突出する。さらに、衣類２００は、着用者とは
反対向きの外面２０７を備えている。衣類２００は、衣類２００の着用時に着用者に対向
し、着用者に接触する可能性のある内面２０８を備えている。
【００２０】
　図５Ａに示すように、様々な付属素子２１１～２１４が、衣類２００に固定される。具
体的には、ある衣類２００の形態において、付属素子２１１～２１４は、内面２０８に固
定されてもよいが、付属素子２１１～２１４は、骨盤領域２０１および脚領域２０２、２
０３のいずれかにおいて外面２０７に固定されてもよい。付属素子１１１～１１５と同様
に、付属素子２１１～２１４は、発泡部材や流体充填チャンバ（例えば、気体充填または
液体充填）、板状部材、電子装置のいずれでもよい。同様に、付属素子２１１～２１４は
、その形状、寸法および厚さが異なるものであってもよい。したがって、付属素子２１１
～２１４の形態は、大幅に異なっていてもよい。
【００２１】
　付属素子２１１～２１４は、衣類２００の様々な部位に固定される。衣類１００および
付属素子１１１～１１５と同様に、衣類２００および付属素子２１１～２１４には、それ
ぞれ、付属素子２１１～２１４を外面２０７に固定するために使用する固定システムの一
部が組み込まれている。例えば、ワンタッチテープ固定システム、磁気固定システム、接
着固定システムおよびボタン型固定システムを含め、様々な固定システムを使用すること
ができる。参照目的のため、衣類２００およびその他の素子において固定システムまたは
固定システムの一部を組み込んだ部分は、図面に点描またはその他の模様で示す構成を有
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するものとして描かれている。
【００２２】
　固定システムは、衣類２００への付属素子２１１～２１４の装着や固定に加えて、衣類
２００からの付属素子２１１～２１４の脱着や分離を可能とする。したがって、図５Ｂを
参照すると、各付属素子２１１～２１４は、衣類２００から分離された状態で描かれてい
る。さらに、固定システムによって、（ａ）付属素子２１１～２１４を衣類２００に対し
て繰り返し着脱したり、（ｂ）付属素子２１１～２１４を様々な部位に装着したり、（ｃ
）付属素子２１１～２１４を様々な向きに装着したりすることができる。したがって、図
５Ｃを参照すると、各付属素子２１１～２１４は、衣類２００の様々な部位に様々な向き
で再装着された状態で描かれている。
【００２３】
　衣類２００の製造に、衣類１００の上記の素材のいずれを使用してもよい。付属素子２
１１～２１４に使用する特定の固定システムに応じて、その固定システムに関連する要素
を衣類２００に組み込むことができる。例えば、磁気固定システムまたはボタン型固定シ
ステムを使用する場合は、磁気素子またはボタンを衣類２００の布帛材料に組み込むこと
ができる。別の例として、外面２０７の一部を形成するために、ワンタッチテープ固定シ
ステムのフック部分またはループ部分のいずれかの要素を、衣類２００に固定してもよい
。あるいは、衣類２００を形成する布帛材料の一体的な部分として、ワンタッチテープ固
定システムのフック部分またはループ部分を編成してもよい。
【００２４】
　衣類２００は、ズボン型衣服、特にズボンの形態を有するものとして描かれている。あ
る形態においては、衣類２００は、（ａ）着用者の肌に近接して比較的タイトフィット性
を示したり、（ｂ）着用者の外形に合わせて伸びたりする圧縮衣服としての使用を意図す
るものでもよい。衣類２００の布帛材料は、一方向伸縮性を有するものであってもよいが
、衣類２００を形成する布帛材料の引張破断前の二方向伸度は、少なくとも３０％であれ
ばよい。
【００２５】
　外面２０７のほぼ全体が、付属素子２１１～２１４を固定するための部位を提供する形
態を有する。すなわち、外面２０７の少なくとも９０％が、付属素子２１１～２１４を固
定するための部位を提供する。例えば、衣類２００を形成する布帛材料の一体的な部分と
して、ワンタッチテープ固定システムのループ部分を編成する場合、外面２０７のほぼ全
体をこの布帛材料で形成してもよい。しかし、ある形態においては、外面２０７の一部の
みが、付属素子２１１～２１４を固定するための部位を提供してもよい。すなわち、外面
２０７の一部には、固定システムが部分的に存在しなくてもよく、付属素子２１１～２１
４を固定するための部位を提供しない布帛材料を外面２０７の一部に使用してもよい。
【００２６】
　図６Ａにおいて、衣類２００は、固定システムが脚領域２０２、２０３の大部分に存在
しない形態で描かれている。衣類２００において固定システムまたは固定システムの一部
を組み込んだ部分が、図面に点描またはその他の模様で示す構成を有するものとして描か
れているとすると、点描またはその他の模様で示す構成が存在しない領域は、固定システ
ムまたは固定システムの一部が存在しない領域を示す。図６Ｂには、固定システムが、骨
盤領域２０１に存在しないが、外面２０７の少なくとも７５％を占める形態が描かれてい
る。さらに、図６Ｃには、固定システムが、領域２０１～２０３の選択された部分のみに
存在する形態が描かれている。図４～図６Ｃにおいて、衣類２００は、ズボンの形態を有
するものとして描かれているが、衣類２００に関連する概念が、他のズボン型衣服に組み
込まれていてもよい。例えば、図６Ｄにおいて、衣類２００は、短パンの形態を有するも
のとして描かれているが、ブリーフ、ジーンズまたは下着であってもよい。さらに、図６
Ｅには、固定システムが、外面の少なくとも５０％に存在する短パンの形態が描かれてい
る。
【００２７】
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　付属素子の形態
　付属素子１１１～１１５、２１１～２１４は、着用者の活動、特定の必要性および嗜好
に応じて、様々な形態を示すものとすることができる。上記のように、付属素子１１１～
１１５、２１１～２１４は、（ａ）発泡部材、気体充填チャンバまたは板状部材、（ｂ）
液体充填チャンバ、または、（ｃ）携帯電話や携帯音楽プレーヤー、計時装置、ロケータ
ビーコン、全地球測位システム、モバイルコンピュータ装置などの電子装置とすることが
できる。さらに、例えば、付属素子１１１～１１５、２１１～２１４は、その形状、寸法
および厚さが大幅に異なるものであってもよい。しかし、一般的に、（ａ）付属素子１１
１～１１５、２１１～２１４を衣類１００、衣類２００に繰り返し着脱したり、（ｂ）付
属素子１１１～１１５、２１１～２１４を様々な部位に装着したり、（ｃ）付属素子１１
１～１１５、２１１～２１４を様々な向きに装着したりすることができる固定システムの
一部が、各付属素子１１１～１１５、２１１～２１４に組み込まれている。
【００２８】
　図７～図９に、付属素子３０１の具体例が、固定部３０３によって結合された複数の部
分３０２を含むものとして描かれている。部分３０２は、例えば、ポリマー発泡材料で形
成されていてもよく、複数の切り込み３０４によって互いに分離されている。また、各部
分３０２は、少なくとも１つの開孔３０５を備え、これにより、通気性が向上し、付属素
子３０１の総重量が減少する。固定部３０３は、各部分３０２に固定され、一般的に、衣
類１００または衣類２００に付属素子３０１を固定する固定システムの一部が組み込まれ
ている。例えば、衣類１００または衣類２００を形成する布帛材料に、ワンタッチテープ
固定システムのループ部分が組み込まれている場合、固定部３０３は、ワンタッチテープ
固定システムのフック部分を組み込んだものとすることができる。
【００２９】
　切り込み３０４の利点は、付属素子３０１の柔軟性が向上することである。図１０を参
照して、付属素子３０１が、屈曲した形態で示されており、この形態においては、切り込
み３０４が開いて、付属素子の湾曲または屈曲を許容する屈曲溝を形成する。以下に詳述
するように、屈曲によって、付属素子３０１は、付属素子３０１が衣類１００または衣類
２００に固定されている部位において、衣類１００または衣類２００の形状に適応可能と
なる。切り込み３０４は、部分３０２のポリマー発泡材料全体を貫通していてもよいが、
図１１Ａに示すように、切り込み３０４が、ポリマー発泡材料の途中（例えば、少なくと
も５０％）まで達していてもよい。切り込み３０４は、部分３０２の上面から下面に向か
って延びていてもよいが、図１１Ｂに示すように、切り込み３０４が、固定部３０３を貫
通して下面から上面に向かって延びていてもよい。さらに、図１１Ｂに示すように、開孔
３０５が、付属素子３０１に存在しなくてもよい。他の形態においては、図１１Ｃに示す
ように、切り込み３０４が存在しなくてもよいし、あるいは、部分３０２が、付属素子３
０１に先細り形状を付与するものであってもよい。
【００３０】
　付属素子１１１～１１５と同様に、付属素子３０１は、衣類１００に固定したり、衣類
１００から脱着したり、その後、衣類１００に再装着したりすることができる。図１２を
参照して、２つの付属素子３０１が、衣類１００に固定された状態で描かれている。一方
の付属素子３０１は、完全な状態にあるのに対し、他方の付属素子３０１は、別々の部分
に分割されて、衣類１００の異なる部位に固定されている。したがって、切り込み３０４
は、柔軟性付与に加えて、付属素子３０１を別々の部分に分割する切断線を形成する。し
たがって、着用者は、特定の必要性または目的に合わせて、付属素子３０１の形状および
寸法を調整または特別仕様とするために、付属素子３０１を別々の部分に分割することが
できる。図１３を参照して、付属素子３０１の一部分が、衣類１００、特に腕領域１０３
に装着された状態で示されている。付属素子３０１の上記の部分は、２つの部分３０２の
間の切り込み３０４によって、腕領域１０３における曲率に合わせて屈曲可能となる。
【００３１】
　部分３０２を形成するポリマー発泡材料は、圧縮力を減衰し（すなわち、パッド／クッ
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ション性を付与し）、付属素子３０１または付属素子３０１の一部分を配置した着用者の
部位に衝撃保護を提供する。例えば、着用者が肩領域に怪我をしている場合、付属素子３
０１を肩領域上に配置して衣類１００に固定し、スポーツ活動中に肩領域を保護するよう
にしてもよい。同様に、着用者が腹部領域に怪我をしている場合、腹部領域を保護するよ
うに付属素子３０１を配置してもよい。したがって、着用者の特定部位を保護するために
、付属素子３０１または付属素子３０１の一部分を使用することができる。
【００３２】
　図１４および図１５に、別の付属素子３１１の例が、固定部３１３によって結合されて
いる複数の部分３１２を含むものとして描かれている。部分３１２は、例えば、ポリマー
発泡材料で形成されていてもよく、複数の切り込み３１４によって互いに分離される。ま
た、各部分３１２は、少なくとも１つの開孔３１５を有するものであってもよい。固定部
３１３は、各部分３１２に固定され、一般的に、衣類１００または衣類２００に付属素子
３１１を固定する固定システムの一部が組み込まれている。例えば、衣類１００または衣
類２００を形成する布帛材料に、ワンタッチテープ固定システムのループ部分が組み込ま
れている場合、固定部３１３は、ワンタッチテープ固定システムのフック部分を組み込ん
だものとすることができる。切り込み３１４の利点は、付属素子３１１の柔軟性が向上す
ることである。
【００３３】
　付属素子２１１～２１４と同様に、付属素子３１１は、衣類２００に固定したり、衣類
２００から脱着したり、その後、衣類２００に再装着したりすることができる。図１６を
参照して、２つの付属素子３１１が、衣類２００に固定された状態で描かれている。一方
の付属素子３１１は、完全な状態にあるのに対し、他方の付属素子３１１は、別々の部分
に分割されて、衣類２００の異なる部位に固定されている。したがって、切り込み３１４
は、柔軟性付与に加えて、付属素子３１１を別々の部分に分割する切断線を形成する。し
たがって、着用者は、特定の必要性または目的に合わせて、付属素子３１１の形状および
寸法を調整または特別仕様とするために、付属素子３１１を別々の部分に分割することが
できる。図１７を参照して、付属素子３１１が、衣類２００、特に脚領域２０２に装着さ
れた状態で示されている。付属素子３１１は、切り込み３１４によって、脚領域２０２に
おける曲率に合わせて屈曲可能となる。付属素子３０１と同様に、着用者の特定部位を保
護するために、付属素子３１１または付属素子３１１の一部分を使用することができる。
【００３４】
　図１８および図１９に、別の付属素子３２１の例が、板状部材３２２と固定部３２３と
を有するものとして描かれている。部分３０２、３１２は、ポリマー発泡材料で形成する
ものとして検討したが、板状部材３２２を、例えば、非発泡ポリマー材料またはゴムで形
成してもよい。しかし、ある形態においては、ポリマー発泡材料を板状部材３２２のため
に使用してもよい。また、板状部材３２２および固定部３２３には、それぞれ、複数の開
孔３２５が形成されていてもよい。付属素子３０１、３１１のポリマー発泡材料と同様に
、着用者の特定部位を保護するために、付属素子３２１の板状部材の形態を使用してもよ
い。
【００３５】
　図２０～図２２に、更に別の付属素子３３１の例が、チャンバ部３３２と固定部３３３
とを有するものとして描かれている。チャンバ部３３２は、流体を受け入れるための内部
空隙を構成するポリマー材料で形成されている。固定部３３３は、チャンバ部３３２に固
定され、一般的に、衣類１００または衣類２００に付属素子３３１を固定する固定システ
ムの一部が組み込まれている。付属素子３３１の柔軟性を高めるために、複数の凹部３３
４が、チャンバ部３３２の表面に形成されている。チャンバ部３３２の空隙内に、気体ま
たは液体を配置してもよい。ある形態においては、チャンバ部３３２は、着用者によるチ
ャンバ部３３２内への液体の配置や、チャンバ部３３２からの液体の排出を可能とする開
口部を備えたものであってもよい。
【００３６】
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　チャンバ部３３２が、加圧気体などの気体を含む場合、付属素子３３１を使用して、圧
縮力を減衰し（すなわち、パッド／クッション性を付与し）、付属素子３３１を配置した
着用者の部位に衝撃保護を提供してもよい。すなわち、着用者の特定部位を保護するため
に、付属素子３３１を使用することができる。チャンバ部３３２の空隙内に液体が配置さ
れている場合、この液体を使用して、付属素子３３１を配置した着用者の部位を加熱また
は冷却することができる。具体的には、付属素子３３１および付属素子３３１内の液体を
加熱または冷却してもよい。付属素子３３１および付属素子３３１内の液体は、着用者の
特定部位に近接して配置されると、着用者の特定部位に対して熱を与えたり、熱を奪った
りすることができる。
【００３７】
　図２３および図２４に、更なる付属素子３４１の例が、電子装置３４２を含むものとし
て描かれている。固定部３４３は、装置３４２の裏面に固定され、一般的に、衣類１００
または衣類２００に付属素子３４１を固定する固定システムの一部が組み込まれている。
例えば、電子装置３４２は、携帯電話や携帯音楽プレーヤー、計時装置、ロケータビーコ
ン、全地球測位システム、モバイルコンピュータ装置のいずれであってもよい。
【００３８】
　第２のシャツ型衣服の形態
　シャツ型衣服の形態を有する衣類４００が、図２５に描かれている。衣類４００は、胴
体領域４０１と、胴体領域４０１から外側に延びている一対の腕領域４０２、４０３とを
含む。胴体領域４０１は、着用者の胴体に対応し、着用時には胴体の少なくとも一部を覆
う。胴体領域４０１の上部には、首開口部４０４が形成され、衣類４００の着用時には、
そこから着用者の首および頭が突出する。同様に、胴体領域４０１の下部には、ウエスト
開口部４０５が形成され、衣類４００の着用時には、そこから着用者のウエストまたは骨
盤部分が突出する。腕領域４０２は、着用者の右腕に対応し、右腕の少なくとも一部を覆
い、腕領域４０３は、着用者の左腕に対応し、左腕の少なくとも一部を覆う。各腕領域４
０２、４０３には、手首開口部４０６が形成され、衣類４００の着用時には、そこから着
用者の手および手首が突出する。
【００３９】
　衣類４００は、各領域４０１～４０３に及ぶ外層４０７および隣接する内層４０８を含
む２層構造を示す。外層４０７は、衣類４００の外側を形成する一方、内層４０８は、衣
類４００の着用時に着用者に接触する可能性のある内側を形成する。様々な付属素子４１
１が、層４０７、４０８の間に固定される。具体的には、付属素子４１１は、胴体領域４
０１および各腕領域４０２、４０３において、層４０７、４０８の間に固定される。付属
素子４１１は、発泡部材や流体充填チャンバ（例えば、気体充填または液体充填）、板状
部材、電子装置のいずれであってもよい。例示目的のために、付属素子４１１は、略正方
形の外観を有するものとして描かれているが、その形状、寸法および厚さが大幅に異なる
ものであってもよい。
【００４０】
　衣類４００および付属素子４１１には、それぞれ、層４０７、４０８の間に付属素子４
１１を固定するために使用する固定システムの一部が組み込まれている。固定システムは
、衣類４００への付属素子４１１の装着や固定に加えて、衣類４００からの付属素子４１
１の脱着や分離を可能とする。衣類１００、２００と同様に、例えば、ワンタッチテープ
固定システム、磁気固定システム、接着固定システムおよびボタン型固定システムを含め
、様々な固定システムを使用することができる。参照目的のため、衣類４００および付属
素子４１１において固定システムまたは固定システムの一部を組み込んだ部分は、図面に
点描またはその他の模様で示す構成を有するものとして描かれている。具体的には、図２
６を参照して、（ａ）互いに接触する層４０７、４０８の表面、および、（ｂ）付属素子
４１１の対向面が、それぞれ、固定システムの一部を備えている。すなわち、（ａ）外層
４０７の内面が固定システムの一部を備えていたり、（ｂ）内層４０８の外面が固定シス
テムの一部を備えていたり、（ｃ）各付属素子４１１の両面が固定システムの一部を備え
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ていたりする。したがって、図２７に示すように、付属素子４１１のうちの１つが、層４
０７、４０８の間に配置されている場合、層４０７、４０８の対向面に関連して設けられ
た固定システム部分が、それぞれ、付属素子４１１の両側に配置された固定システム部分
と結合する。
【００４１】
　付属素子１１１～１１５、２１１～２１４、３０１、３１１、３２１、３３１、３４１
は、その片面のみに衣類に結合する固定システムの一部が組み込まれていたが、付属素子
４１１は、その両面に固定システムの一部が組み込まれており、衣類４００（すなわち、
層４０７、４０８）と結合する。この形態の利点は、付属素子４１１が確実に衣類４００
に固定され、衣類４００から不注意に脱着する可能性が低いことである。具体的には、付
属素子４１１の両面を層４０７、４０８の間で衣類４００に固定することによって、付属
素子４１１が衣類４００からはぎ取られたり落下したりする可能性が低くなる。付属素子
４１１に液体充填チャンバが組み込まれている形態においては、各付属素子４１１は、比
較的重くてもよく、両面で固定するのが有利であろう。したがって、衣類４００の２層構
造は、付属素子４１１が確実に固定され、衣類４００から不注意に脱着する可能性が低い
形態を提供する。
【００４２】
　以下の検討目的のために、衣類４００および付属素子４１１に組み込まれている固定シ
ステムが、ワンタッチテープ固定システムであると仮定する。ワンタッチテープ固定シス
テムのフック部分およびループ部分を、衣類４００および付属素子４１１の様々な部分に
関連して設けることができる。例えば、（ａ）各層４０７、４０８にループ部分を組み込
み、付属素子４１１の両面にフック部分を組み込んでもよいし、（ｂ）各層４０７、４０
８にフック部分を組み込み、付属素子４１１の両面にループ部分を組み込んでもよいし、
（ｃ）層４０７にフック部分を組み込み、層４０８にループ部分を組み込み、付属素子４
１１の両面にフック部分とループ部分とを組み込んでもよいし、（ｄ）層４０７にループ
部分を組み込み、層４０８にフック部分を組み込み、付属素子４１１の両面にフック部分
とループ部分とを組み込んでもよい。上記の形態のいずれを使用してもよいが、各層４０
７、４０８にループ部分またはフック部分を組み込むように衣類４００を構成すること（
すなわち、例（ａ）または（ｂ））の利点は、層４０７、４０８が互いに結合する傾向が
小さくなることである。
【００４３】
　衣類４００の製造に、衣類１００の上記の素材のいずれを使用してもよい。衣類４００
および付属素子４１１にワンタッチテープ固定システムを組み込む場合、フック部分また
はループ部分の要素を、層４０７、４０８の対向面および付属素子４１１の両面に固定し
てもよい。あるいは、ワンタッチテープ固定システムのフック部分またはループ部分を、
各層４０７、４０８を形成する布帛材料の一体的な部分として編成してもよい。ある形態
においては、布帛材料は、通気性耐水性バリアを形成するコーティングを含むものであっ
てもよいし、布帛材料の代わりにポリマーシートを使用してもよい。また、各層４０７、
４０８は、布帛材料、ポリマーシート、または布帛材料とポリマーシートとの組み合わせ
の２層以上を含む積層材料または層状材料で形成してもよい。
【００４４】
　衣類４００は、シャツ型衣服、特に長袖シャツの形態を有するものとして描かれている
。衣類４００は、ルーズフィット形態を有することを意図してもよいが、衣類４００は、
圧縮衣服としての使用を意図してもよい。上記のように、圧縮衣服や、ベース層を意図す
るその他の衣服は、（ａ）着用者の肌に近接して比較的タイトフィット性を示したり、（
ｂ）着用者の外形に合わせて伸びたりする。圧縮衣服を形成する布帛材料は、引張破断前
の一方向伸度が、例えば、１０％を超えるものでもよい場合もあるし、引張破断前の二方
向伸度が、例えば、少なくとも３０％である場合もある。したがって、衣類４００が、比
較的タイトフィット性を有するように、そして、着用者の外形に合わせて伸びるように形
成される場合、衣類４００（すなわち、層４０７、４０８）を形成する布帛材料の引張破
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断前の二方向伸度は、少なくとも３０％であればよい。ある形態においては、外層４０７
が、ルーズフィット構成を提供し、内層４０８が、比較的タイトフィット伸縮性を提供す
るものであってもよい。他の形態においては、内層４０８が、ルーズフィット構成を提供
し、外層４０７が、比較的タイトフィット伸縮性を提供するものであってもよい。
【００４５】
　外層４０７および内層４０８は、それぞれ、領域４０１～４０３のほぼ全域に及び、こ
れにより、付属素子４１１を領域４０１～４０３の任意の部位に固定することができる。
ある形態においては、層４０７、４０８の一部にのみ固定システムの一部を組み込んでも
よい。例えば、層４０７、４０８は、領域４０１～４０３のほぼ全域に及んでいてもよい
が、固定システムが、胴体領域４０１には存在しなくてもよく、または、腕領域４０２、
４０３に存在しなくてもよい。他の形態においては、層４０７、４０８は、着用者の様々
な部位を覆うものであってもよい。例えば、図２８Ａに、内層４０８を胴体領域４０１の
上部および腕領域４０２、４０３の上部に限定した形態が描かれている。この形態におい
て、固定システムは、衣類４００の少なくとも５０％に存在している。また、図２８Ｂに
示すように、内層４０８が、腕領域４０２、４０３に存在しなくてもよい。図２８Ｃに、
内層４０８が腕領域４０２、４０３にのみ配置されている形態が描かれている。この形態
において、固定システムは、衣類４００の少なくとも２０％に存在している。さらに、図
２８Ｄには、（ａ）外層４０７が腕領域４０２、４０３の下部には存在しないが、内層４
０８が各領域４０１～４０３におよぶ形態が描かれている。図２５～図２８Ｄにおいて、
衣類４００は、長袖シャツの形態を有するものとして描かれているが、衣類４００に関連
する概念を、半袖シャツやタンクトップ、アンダーシャツ、ジャケット、コートなど、そ
の他のシャツ型衣服に組み込んでもよい。したがって、固定システムおよび層４０７、４
０８で覆われる相対的な部位は、大幅に異なっていてもよい。
【００４６】
　第２のズボン型衣服の形態
　衣類４００に関連する様々な概念を、他の種類の衣類に組み込んでもよい。ズボン型衣
服の形態を有する衣類５００が、図２９および図３０に描かれている。衣類５００は、骨
盤領域５０１と、骨盤領域５０１から外側に延びている一対の脚領域５０２、５０３とを
含む。衣類４００と同様に、衣類５００は、領域５０１～５０３に及ぶ外層５０７および
隣接する内層５０８を含む２層構造を有する。外層５０７は、衣類５００の外側を形成す
る一方、内層５０８は、衣類５００の着用時に着用者に接触する可能性のある内側を形成
する。衣類５００の製造に、上記の素材のいずれを使用してもよい。図３１に示すように
、様々な付属素子５１１が、層５０７、５０８の間に固定される。付属素子５１１は、発
泡部材や流体充填チャンバ（例えば、気体充填または液体充填）、板状部材、電子装置の
いずれであってもよい。例示目的のために、付属素子５１１は、略正方形の外観を有する
ものとして描かれているが、その形状、寸法および厚さが大幅に異なるものであってもよ
い。
【００４７】
　衣類５００および付属素子５１１には、それぞれ、層５０７、５０８の間に付属素子５
１１を固定するために使用する固定システムの一部が組み込まれている。固定システムは
、衣類５００への付属素子５１１の装着や固定に加えて、衣類５００からの付属素子５１
１の脱着や分離を可能とする。例えば、ワンタッチテープ固定システム、磁気固定システ
ム、接着固定システムおよびボタン型固定システムを含め、様々な固定システムを使用す
ることができる。ワンタッチテープ固定システムを組み込む場合、各層５０７、５０８に
ループ部分またはフック部分を組み込むように衣類５００を形成することの利点は、層５
０７、５０８が互いに結合する傾向が小さくなることである。参照目的のため、衣類５０
０および付属素子５１１において固定システムまたは固定システムの一部を組み込んだ部
分は、図面に点描またはその他の模様で示す構成を有するものとして描かれている。
【００４８】
　衣類５００は、ルーズフィット形態を有することを意図していてもよいが、衣類５００
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は、圧縮衣服としての使用を意図してもよい。上記のように、圧縮衣服や、ベース層を意
図するその他の衣服は、（ａ）着用者の肌に近接して比較的タイトフィット性を示したり
、（ｂ）着用者の外形に合わせて伸びたりする。圧縮衣服を形成する布帛材料は、引張破
断前の一方向伸度が、例えば、１０％を超えるものでもよい場合もあるし、引張破断前の
二方向伸度が、例えば、少なくとも３０％である場合もある。したがって、衣類５００が
、比較的タイトフィット性を有するように、そして、着用者の外形に合わせて伸びるよう
に形成される場合、衣類５００（すなわち、層５０７、５０８）を形成する布帛材料の引
張破断前の二方向伸度は、少なくとも３０％であればよい。ある形態においては、外層５
０７が、ルーズフィット構成を提供し、内層５０８が、比較的タイトフィット伸縮性を提
供するものであってもよい。他の形態においては、内層５０８が、ルーズフィット構成を
提供し、外層５０７が、比較的タイトフィット伸縮性を提供するものであってもよい。
【００４９】
　外層５０７および内層５０８は、それぞれ、領域５０１～５０３のほぼ全域に及び、こ
れにより、付属素子５１１を領域５０１～５０３の任意の部位に固定することができる。
ある形態においては、層５０７、５０８の一部にのみ固定システムの一部を組み込んでも
よい。例えば、層５０７、５０８は、領域５０１～５０３のほぼ全域に及んでいてもよい
が、固定システムが、骨盤領域５０１には存在しなくてもよく、または、脚領域５０２、
５０３に存在しなくてもよい。他の形態においては、層５０７、５０８は、着用者の様々
な部位を覆うものであってもよい。例えば、図３２Ａに、内層５０８を骨盤領域５０１に
限定した形態が描かれている。この形態において、固定システムは、衣類５００の少なく
とも５０％に存在している。また、図３２Ｂに示すように、内層５０８が、骨盤領域５０
１に存在しなくてもよい。図３２Ｃに、内層５０８が衣類５００の側部にのみ配置されて
いる形態が描かれている。この形態において、固定システムは、衣類５００の少なくとも
２０％に存在している。図２９～図３２Ｃにおいて、衣類５００は、短パンの形態を有す
るものとして描かれているが、衣類５００に関連する概念を、図３２Ｄのようにズボンに
組み込んでもよいし、または、ブリーフ、ジーンズおよび下着に組み込んでもよい。した
がって、固定システムおよび層５０７、５０８で覆われる相対的な部位は、大幅に異なっ
ていてもよい。
【００５０】
　更なる付属素子の形態
　付属素子４１１、５１１は、着用者の活動、特定の必要性および嗜好に応じて、様々な
形態を示すものとすることができる。図３３～図３５において、付属素子６０１の例が、
複数の切り込み６０４によって互いに分割された複数の部分６０２を含むものとして描か
れている。一対の固定部６０３ａ、６０３ｂが部分６０２の両側に固定されている。切り
込み６０４は、固定部６０３ａを貫通しており、固定部６０３ｂは、切り込み６０４を横
切って広がっている。固定部６０３ａ、６０３ｂには、付属素子６０１を衣類４００また
は衣類５００に固定する固定システムの一部が組み込まれている。すなわち、固定部６０
３ａ、６０３ｂは、部分６０２の両面に配置されて、層４０７、４０８または５０７、５
０８の対向面と結合する。例えば、衣類４００または衣類５００を形成する布帛材料に、
ワンタッチテープ固定システムのループ部分が組み込まれている場合、固定部６０３ａ、
６０３ｂには、ワンタッチテープ固定システムのフック部分を組み込むことができる。切
り込み６０４の利点は、図３６に示すように、付属素子６０１の柔軟性が向上することで
ある。したがって、一般的に、付属素子６０１は、付属素子３０１と同様であるが、固定
システムの追加部材が反対側の面に設けられている。
【００５１】
　図３７および図３８に、別の付属素子６１１の例が、２つ固定部６１３ａ、６１３ｂの
間に配置された板状部材（図示せず）を有するものとして描かれている。固定部６１３ａ
、６１３ｂは、板状部材の両面に配置され、層４０７、４０８または５０７、５０８の対
向面と結合する。したがって、一般的に、付属素子６１１は、付属素子３２１と同様であ
るが、固定システムの追加部材が反対側の面に設けられている。
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【００５２】
　図３９～図４１に、更に別の付属素子６２１の例が、２つの固定部６２３ａ、６２３ｂ
の間に配置されたチャンバ部６２２を有するものとして描かれている。チャンバ部６２２
は、流体を受け入れるための内部空隙を形成するポリマー材料で形成されている。チャン
バ部６２２の空隙内に、気体または液体を配置してもよい。ある形態において、チャンバ
部６２２は、着用者によるチャンバ部６２２内への液体の配置や、チャンバ部６２２から
の液体の排出を可能とする開口部を備えたものであってもよい。固定部６２３ａ、６２３
ｂは、チャンバ部６２２の両面に配置され、層４０７、４０８または５０７、５０８の対
向面と結合する。したがって、一般的に、付属素子６２１は、付属素子３３１と同様であ
るが、固定システムの追加部材が反対側の面に設けられている。
【００５３】
　本発明は、様々な形態を参照して、上記および添付図面に開示されている。しかし、本
開示が果たす目的は、本発明に関する様々な特徴および概念を例示することであり、本発
明の範囲を限定することではない。当業者は、添付の特許請求の範囲によって定義される
本発明の範囲から逸脱することなく、上記の形態に対して数々の変形および変更が可能で
あることを認識するであろう。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】



(17) JP 6403223 B2 2018.10.10

【図２Ｃ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】

【図３Ｃ】

【図３Ｄ】 【図３Ｅ】



(18) JP 6403223 B2 2018.10.10

【図４】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図５Ｃ】



(19) JP 6403223 B2 2018.10.10

【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図６Ｃ】 【図６Ｄ】

【図６Ｅ】



(20) JP 6403223 B2 2018.10.10

【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１１Ｃ】

【図１１Ｄ】



(21) JP 6403223 B2 2018.10.10

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】 【図１６】



(22) JP 6403223 B2 2018.10.10

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】



(23) JP 6403223 B2 2018.10.10

【図２４】 【図２５】

【図２６】 【図２７】

【図２８Ａ】



(24) JP 6403223 B2 2018.10.10

【図２８Ｂ】

【図２８Ｃ】

【図２８Ｄ】

【図２９】

【図３０】

【図３１】

【図３２Ａ】

【図３２Ｂ】



(25) JP 6403223 B2 2018.10.10

【図３２Ｃ】 【図３２Ｄ】

【図３３】 【図３４】

【図３５】



(26) JP 6403223 B2 2018.10.10

【図３６】

【図３７】

【図３８】

【図３９】

【図４０】

【図４１】



(27) JP 6403223 B2 2018.10.10

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ａ４１Ｄ   13/05     １４３　        　　　　　
   　　　　                                Ａ４１Ｄ   13/05     １５６　        　　　　　

(74)代理人  100110799
            弁理士　丸山　温道
(72)発明者  ソコロウスキー，スーザン，エル．
            アメリカ合衆国　オレゴン州　９７００５－６４５３　ビーバートン　ワン　バウワーマン　ドラ
            イブ　ナイキ　インコーポレイテッド内
(72)発明者  ニエゴウスキー，ジェイムズ，エイ．
            アメリカ合衆国　オレゴン州　９７００５－６４５３　ビーバートン　ワン　バウワーマン　ドラ
            イブ　ナイキ　インコーポレイテッド内
(72)発明者  パーク，マシュー，エフ．
            アメリカ合衆国　オレゴン州　９７００５－６４５３　ビーバートン　ワン　バウワーマン　ドラ
            イブ　ナイキ　インコーポレイテッド内

    審査官  木原　裕二

(56)参考文献  特開２００３－０６１１７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１１５３１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－３３５９１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭５２－１０２３２３（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭６１－１８３９１０（ＪＰ，Ｕ）　　　
              登録実用新案第３０６７８１７（ＪＰ，Ｕ）　　　
              米国特許第０５５４５１２８（ＵＳ，Ａ）　　　
              実開昭６１－０５８１８６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００３－１０５６０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－０５０３１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１４６３５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０４－０３３６０８（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４１Ｄ　　　１／００　　　　
              Ａ４１Ｄ　　１３／０１５　　　
              Ａ４１Ｄ　　１３／０５　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

