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(57)【要約】
【課題】腕を引き上げた際に、袖の部分にシワがよりに
くく、美観の向上をもたらすシャツ、そのシャツに備え
られたカフスを提供する。
【解決手段】本発明のシャツ１の袖口に設けられている
カフス１０は、カフス本体１１と、カフス本体１１の裏
面の長手方向に沿って配置された滑り止め部材１６と、
カフス本体１１と滑り止め部材１６とを取り外し可能に
係止する係止部材とを備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シャツの袖口部分に設けられるカフスであって、
　カフス本体と、
　前記カフス本体の裏面の周囲方向に沿って配置された滑り止め部材と、
　前記カフス本体と前記滑り止め部材とを取り外し可能に係止する係止部材と
　を備えているカフス。
【請求項２】
　前記カフス本体の表面には、上着と接続するための結合部材が設けられている、請求項
１に記載のカフス。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のカフスを備えているシャツ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シャツの袖口部分（カフス）に関する。特に、本発明は、ダンス衣装又はス
テージ衣装などで上着の下に着用するシャツの袖口部分に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダンスでは、リズム感、躍動感、表現力などの技術的な要素だけではなく、踊る姿の見
た目の美しさも評価の大きな指標となる。そのため、ダンスにおいては、ダンサーが着用
する衣服のシルエットの美しさも重要な要素となっている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、被服上衣から突出するドレスシャツのカフスの長さを予め設
定された範囲に保つための保持機構の発明が開示されている。特許文献１に記載の発明で
は、袖口から突出するカフスの長さを一定に保つために、ドレスシャツのカフスと被服上
衣の袖口の裏側とにファスナーを取り付けている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－９７３７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、社交ダンスには、ラテンとスタンダードという２種類の種目がある。スタン
ダードの種目においては、男性役のダンサーは、両腕を横（水平）に挙げて、肘から先を
前方に曲げる姿勢（以下、この姿勢をホールドとも呼ぶ）で踊る。このとき、ダンサーが
着用している燕尾服などの上着では、肩から下の胴体部分については、重力の影響により
シワが寄ることはあまりない。しかし、横に挙げている腕の部分（袖）は、重力の影響が
弱いため、シワが寄りやすい。また、ホールドの姿勢のままで踊るため、袖部分にはより
シワが寄りやすくなる。例えば、図５（ｂ）に示すように、ホールドの姿勢のダンサーの
後ろ姿を見ると、肩から胴体にかけてはほぼシワがなく綺麗であるのに対して、袖部分に
は多くのシワが寄っている。このように、上着の袖部分にシワがあると、腕が長くすっき
りと見えないため、見た目の美くしさが損なわれてしまう。
【０００６】
　上記特許文献１の保持機構では、袖口から突出するカフスの長さを一定に保つことはで
きるが、上述したような上着の袖部分のシワの軽減には効果がない。
【０００７】
　また、衣服の袖口が手首から上方へ持ち上がることを防ぐために、袖口部分にゴムのよ
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うな弾性部材が取り付けられている衣服がある。しかし、このような袖口部分にゴムを有
する衣服は、通常、袖丈の調整のために取り付けられるものであり、上述したような上着
の袖部分のシワの軽減には効果がない。
【０００８】
　そこで、本発明では、腕を引き上げた際に、袖部分にシワが寄ることを抑え、美観をよ
り向上させることのできるシャツ及びカフスを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一局面に係るカフスは、シャツの袖口部分に設けられるカフスであって、カフ
ス本体と、前記カフス本体の裏面の周囲方向に沿って配置された滑り止め部材と、前記カ
フス本体と前記滑り止め部材とを取り外し可能に係止する係止部材とを備えている。
【００１０】
　上記のカフスにおいて、カフス本体の表面には、上着と接続するための結合部材が設け
られていることが好ましい。
【００１１】
　また、本発明の他の一局面に係るシャツは、上記の何れかのカフスを備えているシャツ
である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明のカフスには、カフス本体の裏面に滑り止め部材が設けられているため、着用し
動いた際に、カフスが手首部分から上方に滑り上がることが抑えられ、カフスが手首部分
に固定された状態で、袖を引っ張ることが可能となる。そのため、本発明のカフスを用い
れば、袖の部分にシワのよりにくく、美観のより向上したシャツを提供することができる
。また、本発明のカフスにおいては、滑り止め部材が取り外し可能となっているため、利
便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】（ａ）は、本発明の一実施の形態に係るシャツのカフスを示す斜視図である。（
ｂ）は、（ａ）に示すカフスの裏面側の構成を示す平面図である。なお、（ｂ）では、カ
フス本体１１における袖１２との接続側の端部を上に、袖口側の端部１１ｃを下に示す。
【図２】図１（ｂ）に示すカフスを、カフス本体と滑り止め部材とに分解して示す平面図
である。
【図３】（ａ）は、図１（ａ）に示すカフスのＩＩＩａ－ＩＩＩａ線での矢視断面図であ
る。（ｂ）は、本発明の他の実施形態に係るシャツのカフスを示す断面図である。
【図４】（ａ）は、本発明の一実施の形態に係るシャツの上に着用する燕尾服の袖口部分
を下袖側から見た平面図である。（ｂ）は、本発明の一実施の形態に係るシャツの袖口部
分を下袖側から見た平面図である。（ｃ）は、（ａ）に示す燕尾服の袖に、（ｂ）に示す
シャツの袖を通した状態を示す平面図である。
【図５】（ａ）は、本発明の一実施の形態に係るシャツを上着（燕尾服）とともに着用し
た状態を示す図である。（ｂ）は、従来のシャツを上着（燕尾服）とともに着用した状態
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。以下の説明では、同一
の部材には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって
、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
【００１５】
　本実施の形態では、本発明のカフス及びシャツの一例として、社交ダンスにおいて男性
用の衣装として用いられるシャツを例に挙げて説明する。但し、本発明の用途は社交ダン
ス用のシャツに限定されることはない。なお、本明細書において、カフスとは、洋服の袖
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口に付加された別布の部分のことをいう。
【００１６】
　図１（ａ）に示すように、本実施の形態のシャツ１は、袖１２を備えており、袖１２の
先端部分には、カフス１０が取り付けられている。本実施の形態のカフス１０は、主な構
成部材として、カフス本体１１と、滑り止め部材１６と、面ファスナー１５とを備えてい
る。なお、シャツ１の袖口部分以外の構成については、一般の社交ダンス用のシャツと同
じ構成とすることができるため、ここではその説明を省略する。
【００１７】
　本明細書では、説明の便宜上、シャツ１の袖口に縫製によって取り付けられたカフス本
体１１の表面を１１ａ、裏面を１１ｂとする。
【００１８】
　図１（ａ）に示す袖１２は、シャツ１の左袖に相当する。袖１２の剣ボロが設けられて
いる側に、カフス本体１１の端部が位置している。そして、図１（ｂ）に示すように、カ
フス本体１１の両端部には、ボタン穴１３・１３が、それぞれ設けられている。なお、図
１（ａ）では、カフス本体１１の上面に位置する側がカフリンクス１４の止め金（１４ｂ
）側となっている。そして、このカフリンクス１４の止め金（１４ｂ）側の近傍に面ファ
スナー（結合部材）１５が設けられている。面ファスナー１５は、カフス本体１１の周囲
方向（カフスの長手方向：図２に示すＬ１の方向）に沿うように配置されている。本実施
の形態では、図１（ａ）に示すように、面ファスナー１５は長方形状を有しているが、本
発明では、面ファスナーの形状は長方形に限定はされない。ここで、長方形状の面ファス
ナー１５が、カフス本体の周囲方向に沿うように配置されているとは、カフス本体１１の
長手方向Ｌ１（図２参照）と、長方形状の面ファスナー１５の長手方向とが、同じ方向に
なっていることを意味する。
【００１９】
　図１（ｂ）に示すように、本実施の形態のカフス本体１１の裏面１１ｂには、その周囲
方向（カフスの長手方向：図２に示すＬ１の方向）に沿って滑り止め部材１６が取り付け
られている。滑り止め部材１６は、薄いシート状の形態で、長方形状（矩形状）を有して
いる。ここで、長方形状の滑り止め部材１６が、カフス本体の周囲方向に沿うように配置
されているとは、カフス本体１１の長手方向Ｌ１（図２参照）と、長方形状の滑り止め部
材１６の長手方向Ｌ２（図２参照）とが、同じ方向になっていることを意味する。この滑
り止め部材１６は、弾性を有する素材で形成されており、表面に凹凸１６ａを有している
。
【００２０】
　本発明のカフスに取り付けられる滑り止め部材の素材については特に限定はされず、滑
り止め用の素材として一般に使用されるものを適宜使用することができる。滑り止め部材
１６の素材としては、例えば、樹脂（ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリウレタン、ア
クリル樹脂、ポリ塩化ビニル、ポリエステル）、シリコン、及び、ゴムなどが挙げられる
。また、滑り止め部材１６は、毛糸などの比較的径の大きな糸で形成された織布、不織布
などで形成することもできる。本実施の形態では、滑り止め部材１６として、カーペット
、ラグマット、家具などの滑り止め部材として用いられる薄型（シート状）のものを使用
している。
【００２１】
　滑り止め部材１６の表面（手首と接触する面）には、凹凸、複数の突起、複数の孔が設
けられていることが好ましい。これにより、滑り止め部材１６の表面の摩擦力を高くする
ことができ、滑り止めの効果をより高めることができる。また、滑り止め部材１６に孔が
設けられていることで、通気性が向上し、汗をかいても蒸れにくくなる。
【００２２】
　図１（ｂ）に示すように、滑り止め部材１６は、カフス本体１１に取り付けられた２つ
の取り付けボタン１７・１７（係止部材）によってカフス本体１１と接続されている。こ
れにより、本実施の形態の滑り止め部材１６は、カフス本体１１から取り外すことが可能



(5) JP 2016-204786 A 2016.12.8

10

20

30

40

50

となる。
【００２３】
　このように、滑り止め部材１６が取り外し可能となっていることで、必要に応じて、滑
り止め部材を取り付けたり、取り外したりすることができ、シャツの利便性を向上させる
ことができる。このように滑り止め部材１６を容易に取り外せることで、洗濯時、アイロ
ン時などの利便性も向上する。
【００２４】
　図１（ｂ）に示すように、本実施の形態では、滑り止め部材１６はカフス本体１１の裏
面の中央部分に位置するのではなく、袖１２との接続端部側（図面上では上方側）にずれ
て配置されている。このように、滑り止め部材１６は、袖口端部１１ｃから遠い方（すな
わち、袖との縫製部分に近い側）に取り付けられることが好ましい。これにより、袖口部
分から、滑り止め部材１６を見えにくくすることができる。また、袖口から遠い方に滑り
止め部材１６を設けることで、手首又は前腕部のより太い側と滑り止め部材１６とを接触
させることができる。これにより、滑り止め部材１６の滑り止め効果をより高めることが
できる。但し、本発明では、滑り止め部材１６の取り付け位置は、上述のものに限定はさ
れない。
【００２５】
　図１（ｂ）に示すように、本実施の形態では、カフス本体１１の裏面１１ｂにおいて袖
１２との接続端部（図面上では上方側）に近い側の角部近傍に、一対のスナップボタン１
８ａ・１８ｂ（点ファスナー）が設けられている。このスナップボタンの配置位置は特に
限定はされないが、本実施の形態のように、袖口から遠い側に設けられていることが好ま
しい。これにより、カフス本体１１の両側端部同士を、シャツ１の袖１２との接続部分の
近傍で、より確実に結合させることができる。これにより、袖口を手首により適合させる
ことができるため、滑り止め部材１６の滑り止め効果をより高めることができる。但し、
本発明のカフスにおいて、スナップボタン１８ａ・１８ｂ（点ファスナー）は、必ずしも
設けられていなくてもよい。
【００２６】
　なお、本明細書中では、シャツ１の左袖を例に挙げて説明しているが、シャツ１の右袖
にも、左側のカフス１０と同様に滑り止め部材１６が設けられている。
【００２７】
　図２には、図１（ｂ）に示すカフス本体１１と滑り止め部材１６とを分解した状態を示
す。図２では、カフス本体１１の裏面１１ｂ側を示しているため、表面１１ａ側に設けら
れている面ファスナー１５は、破線で示している。図２に示すように、滑り止め部材１６
を取り外した状態では、カフス本体１１の裏面１１ｂには、各ボタン穴１３・１３の内側
に２つの取り付けボタン１７・１７が設けられている。そして、カフス本体１１から取り
外された状態の滑り止め部材１６には、これら２つの取り付けボタン１７・１７が嵌め込
まれるボタン穴１９・１９が形成されている。本実施の形態では、取り付けボタン１７と
ボタン穴１９とを組み合わせて、本発明の係止部材が構成されている。
【００２８】
　取り付けボタン１７・１７とボタン穴１９・１９とは、互いに対応する位置に設けられ
ていればよく、取り付け位置については、特に限定はされない。例えば、図２に示すよう
に、ボタン穴１９・１９を、滑り止め部材１６の長手方向（矢印Ｌ２の方向）の両端部の
近傍に設けることができる。
【００２９】
　なお、カフス本体１１と滑り止め部材１６とを取り外し可能に係止させるための係止部
材の構成については、本実施の形態のようなボタンとボタン穴には限定はされない。係止
部材の他の例として、例えば、面ファスナーを挙げることができる。
【００３０】
　なお、滑り止め部材１６として、伸縮性を有する発泡樹脂製の網目状の弾性シートを使
用することもできる。このような網目状の弾性シートで形成された滑り止め部材１６には
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、シート面に複数の細かい孔が形成されており、これにより、通気性が良くなる。
【００３１】
　また、滑り止め部材１６の形状は、本実施の形態のような長方形状に必ずしも限定はさ
れない。但し、シャツ１を着用した状態で、カフス１０が手首からずれることをより確実
に抑えるためには、滑り止め部材１６は、ある程度の面積（所定の幅Ｌｂと所定の長さＬ
２）を有していることが好ましい。より具体的には、滑り止め部材１６の表面の面積は、
２０ｃｍ２以上であることが好ましい。
【００３２】
　図３（ａ）において、符号１４ａはカフリンクス１４の飾りボタンを指し、符号１４ｂ
はカフリンクス１４の留め金を指している。図３（ａ）に示すように、カフス本体１１の
ボタン穴１３をカフリンクス１４で止めた状態では、カフス本体１１の内周面に滑り止め
部材１６が沿うように配置される。
【００３３】
　本実施の形態では、このようにカフス本体１１の内周面に滑り止め部材１６が設けられ
ることで、シャツ１を着用した人が腕を上に引き上げた際に、シャツ１の袖口部分が手首
から前腕側にずれることを抑えることができる。そのため、本実施の形態のシャツ１を、
社交ダンス時などの比較的激しく腕を動かすような場合に着用した際にも、シャツ１の袖
口部分が手首からずれることを抑えることができる。
【００３４】
　図３（ｂ）には、本発明のカフスの変形例を示す。図３（ｂ）では、図３（ａ）に示す
カフス１０と同じ機能を有する構成部材については、同じ符号を付している。そして、こ
れらの構成部材の説明は省略する。図３（ｂ）に示すように、カフス１０ａには、滑り止
め部材１６の上に、第２の滑り止め部材２６が重ねて配置されている。第２の滑り止め部
材２６の形状、構造、及び素材などについては、滑り止め部材１６と基本的に同じである
。したがって、第２の滑り止め部材２６もカフス本体２１から取り外すことが可能である
。
【００３５】
　このように、カフス１０ａの内周面に滑り止め部材１６及び第２の滑り止め部材２６を
重ねることで、カフス１０ａの内径が小さくなり、手首の細い人が着用した際に、滑り止
めの効果を維持することができる。すなわち、本発明のカフスは、シャツ１を着用する人
の手首や腕の太さに応じて、滑り止め部材１６の種類を適宜変更することができる。そこ
で、カフスの滑り止め部材として、滑り止め部材１６の代わりに、第２の滑り止め部材２
６を単独で使用してもよい。この場合、滑り止め部材１６・２６の厚さ及び大きさを適宜
変更することで、シャツ１を着用する各個人の手首の太さに合わせて、カフス１０ａの内
径を調整することができる。
【００３６】
　続いて、本実施の形態のシャツ１を上着（燕尾服）とともに着用した状態について、図
４を参照しながら説明する。
　図４（ａ）には、燕尾服３０の袖３１部分を示し、図４（ｂ）には、図４（ａ）に示す
燕尾服３０の袖部分と対応するシャツ１の袖口部分を示す。また、図４（ｃ）には、シャ
ツ１の上から燕尾服３０を着用した場合の袖口部分を示す。
【００３７】
　図４（ａ）に示すように、燕尾服３０の袖口３２近傍の下袖側には、裏面（内周面）に
面ファスナー３５が取り付けられている。また、図４（ｂ）に示すように、シャツ１のカ
フス１０の下袖側には、表面に面ファスナー１５が取り付けられている。燕尾服３０の面
ファスナー３５と、シャツ１の面ファスナー１５とは、両者を着用した際に、互いに対応
する位置に設けられている。そのため、シャツ１の上から燕尾服３０を着用すると、図４
（ｃ）に示すように、袖口部分において、シャツ１の面ファスナー１５と、燕尾服３０の
面ファスナー３５とが、向かい合い、結合する。これにより、燕尾服３０の袖口３２から
突出するカフス１０の幅を一定に保つことができる。
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【００３８】
　特許文献１などに開示されているように、従来の衣装では、上着の袖口とシャツのカフ
ス部分とをファスナーで接続させるというものであった。しかしながら、このようなファ
スナーのみでは、腕を引き上げた際に、上着とシャツとが一体となって、前腕側へまくれ
上がってしまうという問題がある。手首から前腕側へ上着及びシャツがまくれ上がると、
上着の袖口からのカフスの突出長さは一定だったとしても、相対的な見た目の感覚では、
袖丈が短くなったような印象を与える。また、上着とシャツが前腕側へまくれ上がること
で、上着の袖部分全体にシワが寄ってしまうため、見た目の美しさを損なう。さらに、手
首が見えてしまうことも、見た目の美しさという観点からはデメリットである。
【００３９】
　図５（ｂ）には、従来の社交ダンスの衣装（燕尾服１３０とシャツ）を着用して、両腕
を水平に引き上げた状態を示す。従来の衣装では、シャツの袖口部分に滑り止め部材が設
けられていないために、シャツが前腕側へまくれ上がり、これに合わせて上着の燕尾服１
３０も前腕側へまくれ上がる。そのため、図５（ｂ）に示すように、燕尾服１３０の袖１
３１の全体、特に二の腕部分にシワが寄ってしまう。
【００４０】
　一方、図５（ａ）には、本実施の形態のシャツ１を着用し、その上に燕尾服３０を着用
した状態を示す。本実施の形態のシャツ１には、上述したような滑り止め部材１６が設け
られている。さらに、シャツ１と燕尾服３０とは、結合部材である面ファスナー１５・３
５によって接着されている。これにより、腕を水平に引き上げた状態において、滑り止め
部材１６が設けられていることで、シャツ１の袖口部分が手首から上にまくれ上がること
がない。加えて、シャツ１と燕尾服３０とが結合部材で結合されていることで、燕尾服３
０の袖口も手首近傍の位置で保持される。そのため、図５（ａ）に示すように、腕を水平
に引き上げた状態でも、燕尾服３０の袖３１の全体、特に二の腕部分にシワが寄ることが
ない。したがって、本実施の形態のシャツ１及び燕尾服３０によれば、社交ダンス時に着
用した場合などに、腕が長くすっきりと見え、見た目を美しく保つことができる。
【００４１】
　以上のように、本実施の形態は、燕尾服、タキシード、スーツなどの下に着用するシャ
ツの用途に利用することができる。特に、本実施の形態のシャツは、競技ダンス、社交ダ
ンス、ミュージカルなどのように、衣装の美的要素が求められつつ、比較的激しく体を動
かす場合に着用する衣装として好適に利用することができる。
【００４２】
　今回開示された実施形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えられ
るべきである。本発明の範囲は、上記した説明ではなく、特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【００４３】
１　　　：シャツ
１０　　：カフス
１１　　：カフス本体
１２　　：袖
１３　　：ボタン穴
１４　　：カフリンクス
１５　　：面ファスナー（結合部材）
１６　　：滑り止め部材
１７　　：取り付けボタン（係止部材）
１９　　：ボタン穴（係止部材）
３５　　：（上着の）面ファスナー（結合部材）
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