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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　経編で連続して編み立てられた１枚の編生地からなり、当該１枚の編生地の編み立て方
向を長手方向とし、長手方向の伸縮性を与えると共に、短手方向の伸縮性を抑制した基材
からなるサポーターであって、
　前記基材の中央部分である背当部と、
　前記背当部の両側にそれぞれ配設される前記基材の両端部分を上向きに突出した突出部
と、
　前記突出部の異なる面に配設され、当該異なる面を係着させる係着部と、
　を備え、
　前記突出部の各上辺は湾曲状の凹部をそれぞれ形成し、当該突出部の各下辺は前記背当
部の下辺と共に連続する略円弧状に形成され、
　前記係着部により前記突出部の異なる面を係着させた場合に、前記基材の上辺による周
方向の長さが前記基材の下辺による周方向の長さより短くなり、前記背当部及び前記突出
部の境界近傍が略ハの字状に湾曲することを特徴とするサポーター。
【請求項２】
　前記請求項１に記載のサポーターにおいて、
　前記係着部により前記突出部の異なる面を係着させた場合に、前記基材の下辺が連続し
て係着していることを特徴とするサポーター。
【請求項３】
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　前記請求項１又は２に記載のサポーターにおいて、
　前記係着部により前記突出部の異なる面を係着させた場合に、着用者の腹腔を押圧する
領域に配設され、前記基材の長手方向の伸縮性を抑制した押圧部を備えることを特徴とす
るサポーター。
【請求項４】
　前記請求項１乃至３のいずれかに記載のサポーターにおいて、
　前記背当部が、上辺及び下辺間を横断する、縫い目、当て縫い又は接着芯地により形成
され、前記基材の短手方向における背当部の屈曲を抑制した支持部を備えることを特徴と
するサポーター。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、着用者の日常動作を支援することのできるサポーターに関し、特に、サポ
ーターの着用者に対して、腹腔の圧力を高めて腰椎を支持する腹腔圧上昇効果を与え、腰
部の後屈の動きを抑制する後屈抑制を図り、仙腸関節を安定させることができるサポータ
ーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のバンド状衣服は、吸汗拡散性編地を少なくとも内面に用い、拡散面積比が３以上
の吸汗拡散性編地や、疎水性の裏層と親水性の表層との少なくとも二層からなる吸汗拡散
性編地を用いている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１０５６１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来のバンド状衣服は、メッシュ調生地からなる本体ベルト（面ファスナー、縁取部材
）の他に、吸汗拡散性編地からなる裏地、補助ベルト及びプラスチック製ステーを備え、
部材点数が多いうえに、本体ベルトを腰部に巻き付けて面ファスナーで係着した後に、補
助ベルトを締め付けて面ファスナーで係着する必要があり、装着方法が煩雑であるという
課題がある。
【０００５】
　この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、従来のバンド状衣服
と比較して、部材点数が少なく、装着方法が簡易であると共に、サポーターの着用者に対
して、腹腔圧上昇効果を与え、後屈抑制を図り、仙腸関節を安定させることができるサポ
ーター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】
　この発明に係るサポーターにおいては、経編で連続して編み立てられた１枚の編生地か
らなり、当該１枚の編生地の編み立て方向を長手方向とし、長手方向の伸縮性を与えると
共に、短手方向の伸縮性を抑制した基材からなるサポーターであって、基材の中央部分で
ある背当部と、背当部の両側にそれぞれ配設される基材の両端部分を上向きに突出した突
出部と、突出部の異なる面に配設され、当該異なる面を係着させる係着部と、を備え、突
出部の各上辺は湾曲状の凹部をそれぞれ形成し、当該突出部の各下辺は背当部の下辺と共
に連続する略円弧状に形成され、係着部により突出部の異なる面を係着させた場合に、基
材の上辺による周方向の長さが基材の下辺による周方向の長さより短くなり、背当部及び
突出部の境界近傍が略ハの字状に湾曲するものである。
【発明の効果】
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【０００７】
　この発明に係るサポーターにおいては、経編で連続して編み立てられた１枚の編生地か
らなり、当該１枚の編生地の編み立て方向を長手方向とし、長手方向の伸縮性を与えると
共に、短手方向の伸縮性を抑制した基材からなるサポーターであって、基材の中央部分で
ある背当部と、背当部の両側にそれぞれ配設される基材の両端部分を上向きに突出した突
出部と、突出部の異なる面に配設され、当該異なる面を係着させる係着部と、を備え、突
出部の各上辺は湾曲状の凹部をそれぞれ形成し、当該突出部の各下辺は背当部の下辺と共
に連続する略円弧状に形成され、係着部により突出部の異なる面を係着させた場合に、基
材の上辺による周方向の長さが基材の下辺による周方向の長さより短くなり、背当部及び
突出部の境界近傍が略ハの字状に湾曲することにより、サポーターの着用者に対して、腹
腔圧上昇効果を与え、後屈抑制を図り、仙腸関節を安定させることができる。
 
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】（ａ）は第１の実施形態に係るサポーターの裏地面を示す図であり、（ｂ）は図
１（ａ）に示すサポーターの表地面を示す図であり、（ｃ）は図１（ａ）に示すサポータ
ーの下側面図であり、（ｄ）は図１（ａ）に示すサポーターの左側面図である。
【図２】（ａ）は腰部近傍の骨格の名称を説明するための骨格図であり、（ｂ）は図１に
示すサポーターの着用状態を示す右側前方からみた斜視図であり、（ｃ）は図１に示すサ
ポーターの着用状態を示す右側後方からみた斜視図であり、（ｄ）は図１に示すサポータ
ーの着用状態を示す右側面図である。
【図３】（ａ）は腹腔圧上昇効果を説明するための説明図であり、（ｂ）は後屈抑制を説
明するための説明図である。
【図４】（ａ）は第１の実施形態に係る他のサポーターの裏地面を示す図であり、（ｂ）
は図４（ａ）に示すサポーターの表地面を示す図であり、（ｃ）は図４（ａ）に示すサポ
ーターの下側面図であり、（ｄ）は図４（ａ）に示すサポーターの左側面図である。
【図５】（ａ）は図１（ａ）に示す係着部により係着させた場合のサポーターの概略構成
を示す正面図であり、（ｂ）は図４（ａ）に示す係着部により係着させた場合のサポータ
ーの概略構成を示す正面図である。
【図６】（ａ）は被験者の測定動作である前屈を説明するための説明図であり、（ｂ）は
被験者の測定動作である側屈を説明するための説明図であり、（ｃ）は被験者の測定動作
である後屈を説明するための説明図である。
【図７】（ａ）はサポーターの作用効果を検証するための前屈における指先から床までの
距離の測定結果を示すグラフであり、（ｂ）はサポーターの作用効果を検証するための後
屈角度の測定結果を示すグラフである。
【図８】（ａ）はサポーターの作用効果を検証するための側屈における指先から床までの
距離の測定結果を示すグラフであり、（ｂ）はサポーターの作用効果を検証するための側
屈角度の測定結果を示すグラフである。
【図９】（ａ）は第２の実施形態に係るサポーターの裏地面を示す図であり、（ｂ）は図
９（ａ）に示すサポーターの表地面を示す図であり、（ｃ）は図９（ａ）に示すサポータ
ーの下側面図であり、（ｄ）は図９（ａ）に示すサポーターの左側面図である。
【図１０】（ａ）は第３の実施形態に係るサポーターの裏地面を示す図であり、（ｂ）は
第３の実施形態に係る他のサポーターの裏地面を示す図であり、（ｃ）は第４の実施形態
に係るサポーターの裏地面を示す図である。
【図１１】第４の実施形態に係るサポーターの背当対向部をなす編組織の概略構成図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（本発明の第１の実施形態）
　図１において、サポーター１００は、腰用のサポーターとして用いられるもので、経編



(4) JP 5656234 B2 2015.1.21

10

20

30

40

50

機により横糸１振りの経編で編み立てられる編生地（以下、経編生地と称す）からなり、
経編生地の編み立て方向をサポーター１００の長手方向Ｌとし、長手方向Ｌの伸縮性を与
えると共に、サポーター１００の短手方向Ｓの伸縮性を抑制した基材１０を備える。
【００１０】
　なお、経編機は、針を多様に使用して柄に特化した編み（ラッセル編み）を形成するラ
ッセル経編機と、柄を想定せずに高生産に特化した編み（トリコット編み）を形成するト
リコット経編機とに大別される。また、ラッセル経編機は、ダブルラッセル経編機、ラッ
セリーナ経編機、レース経編機又はクロッシェ経編機（かぎ針編機）等に細分化される。
【００１１】
　本実施形態に係るサポーター１００は、１枚の経編生地から図１に示す形状に裁断して
基材１０を作製し、基材１０の縁（断ち目）をバインダーテープ２０で挟み込み縫い付け
ている（バインダー）が、縁縫いやバイアス縁どり縫い等により、基材１０の断ち目にお
けるほつれ防止や装飾を施してもよい。特に、基材１０の断ち目のバインダーは、千鳥縫
い（ジグザグ縫い）によりバインダーテープ２０を縫い付けることにより、隣り合う縫い
目が密集しないため、基材１０の長手方向Ｌの伸縮性を抑制することがないために好まし
い。
【００１２】
　基材１０は、基材１０の中央部分である背当部１１と、背当部１１の両側からなる両端
部分を上向きに突出した突出部１２と、背当部１１及び突出部１２の境界近傍を略ハの字
状に湾曲させる湾曲部１３と、から構成される。
【００１３】
　突出部１２は、基材１０の両端部分の上辺１２ａを湾曲状の凹部により形成され、基材
１０の両端部分の下辺１２ｂを上辺１２ａの延出方向に沿って形成される。
【００１４】
　また、突出部１２は、基材１０の両端部分の異なる面に配設され、当該異なる面を係着
させる係着部を備える。なお、本実施形態においては、係着部として面ファスナー３０を
用いたサポーター１００について説明するが、基材１０の両端部分を係着できるのであれ
ば面ファスナーに限られるものではなく、例えば、ボタン、ドットボタン、スナップ、フ
ック、尾錠、ファスナー（ジッパー、チャック）、前かん、又は、スピンドルストッパな
どを用いてもよい。
【００１５】
　また、本実施形態に係る突出部１２は、図１に示すように、着用者に当接する裏地面に
おける一端側に面ファスナー３０のフック３２が配設され、着用者に当接しない表地面に
おける他端側に面ファスナー３０のループ３１が配設されているが、フック３２を表地面
に配設させてループ３１を裏地面に配設させてもよいし、裏地面におけるフック３２を配
設する側を一端側から他端側に変更して配設させ、表地面におけるループ３１を配設する
側を他端側から一端側に変更して配設させてもよい。
【００１６】
　湾曲部１３は、係着部である面ファスナー３０（ループ３１、フック３２）により係着
させた場合に、図２（ｂ）に示すように、基材１０の両端部分を連続した下辺１２ｂとし
て係着させる略ハの字状の基準線１３ａを有する。このように、基材１０の両端部分を連
続した下辺１２ｂとして係着させることにより、ループ３１とフック３２との接触面積を
広げて係着力を高めると共に、突出部１２及び湾曲部１３における基材１０の伸縮方向が
前腹部から側腹部にかけて上方に向かい、腹部を下方から押し上げて腹腔２０３の圧力を
高めることができる。
【００１７】
　なお、本実施形態に係る基準線１３ａは、飾り縫いにより縫製しているが、目印になる
ようなものであれば、このシーム（縫い目）に限られるものではない。また、前記略ハの
字状の基準線１３ａを基準として突出部１２を下方側（即ち、着用者の下腹部側）へ湾曲
するように屈曲させ、係着部である面ファスナー３０（ループ３１、フック３２）により
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係着させると、着用者の着用後において、図５に示すように、正面視において、湾曲部１
３が、左右の側端部１３ｂで略ハの字状になる。
【００１８】
　ここで、経編は、縦方向（編み立て方向）に編目を作っていき、１本ずつ平行に並べら
れた数多くの経糸（整経糸）を用い、これをそれぞれ結合させて編地を作る。
【００１９】
　結合方法には、様々な種類があるが、代表的なものとして、隣同士の経糸を互いに絡ま
せ合いながら全体として編地を作る方法や、経糸のそれぞれ１本ずつで、独立した多くの
鎖編をつくり、これに対して別に用意したもう一組の経糸を挿入して、鎖編の数本ずつを
取り纏めながら横方向に連絡し、全体として編地を形成する方法が挙げられる。
【００２０】
　また、経編は、ほつれ難く、横方向（編み立て方向に垂直な方向）の伸びが少ないうえ
に、高生産性があり、編幅が大きいなどの特徴がある。
【００２１】
　基材１０は、経編生地を用いることで、サポーター１００に所望の伸縮性を与え、サポ
ーター１００の厚みを薄くすることができると共に、生地を裁断しても編糸が断ち目から
ほつれることがなく、自由な形状に加工することができる。また、基材１０は、経編生地
を用いることで、隣接する編糸間の間隙に存在する空気の層によりサポーター１００の保
温効果を高めることができる。
【００２２】
　また、基材１０は、１枚の経編生地から裁断しているため、複数の生地による継ぎ目が
なく、型崩れや屈曲が生じ難いうえに、収縮性に優れた経編生地により着用者の身体の凹
凸に沿い、着用者の腰の動き（骨盤並びに背骨の動きによる、体の曲げ、反り及び捩れ）
にも柔軟に対応できるものである。
【００２３】
　なお、基材１０を経編生地ではなく、短冊状の複数枚の織物を繋ぎ合わせて基材１０を
縫製する場合には、織物が経糸と緯糸とを一定の規則に従って上下に直交して構成される
織組織であるため、縦方向及び横方向に伸縮性がなく、着用者の身体にフィット（適合）
し難い。
【００２４】
　また、複数枚の経編生地を繋ぎ合わせて基材１０を縫製する場合には、基材１０全体と
して張りがなく、伸びに統一性がないうえに、隣接する経編生地の継ぎ目において屈曲し
易く、継ぎ目が広がり貫通孔が生じる恐れがある。また、複数枚の経編生地を繋ぎ合わせ
て基材１０を形成する場合には、隣接する経編生地の継ぎ目の縫製部分において、経編生
地を重畳させることになり、サポーター１００が厚くなり、サポーター１００の重量の増
加を招き、サポーター１００の着用感を損なう恐れがある。このため、基材１０は、１枚
の経編生地から裁断して作製することが好ましい。
【００２５】
　なお、本実施形態に係る基材１０は、経編生地を編成する経糸として、ソフトで吸汗及
び速乾性に優れたドラロン社の乾式アクリル繊維「ドラロン」（登録商標）とコットンの
混紡糸である「ドラロン綿混」を用いている。このドラロン綿混は、乾式アクリル繊維が
、ビーンズ断面による隙間を生じ易い構造であり、着用者の体温で温まった空気を蓄える
キルティングのような保温効果が得られると共に、収湿性に優れた天然繊維の綿素材が、
着用者の肌に優しく、しなやかであり、汗を吸収してサポーター１００（基材１０）の肌
触りをよくすることができる。
【００２６】
　つぎに、サポーター１００の作用効果について、図２及び図３を用いて説明する。なお
、図２（ｂ）乃至図２（ｄ）においては、サポーター１００の基材１０の伸縮方向を矢印
にて図示している。
【００２７】
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　ここで、腰は、図２（ａ）に示すように、５個の骨が積み重なった腰椎２０１と骨盤２
０２とから構成されている。また、腰椎２０１は、腹部にある側腹筋及び後腹筋などの腹
筋群や背部にある浅背筋及び深背筋などの背筋群に支持されている。
【００２８】
　このため、腰痛を緩和するには、外部から腰周りを保持し、図３（ａ）に示すように、
腹部を下方から押し上げて腹腔２０３の圧力を高め、腰椎２０１を支持することが効果的
である（腹腔圧上昇効果）。
【００２９】
　また、正しい姿勢を保つことは、腰椎２０１を安定させることでもあり、図３（ｂ）に
示すように、腰部に最も負担がかかる後屈の動きを抑制することで、腰椎２０１への負担
を軽減できる（後屈抑制）。
【００３０】
　また、両側面側から腸骨２０５に圧力を加えて仙腸関節２０６を引き締めることにより
、腰椎２０１の土台である仙骨２０４の揺動を抑制することができる（仙腸関節の安定）
。
【００３１】
　そこで、本実施形態に係るサポーター１００は、背当部１１及び突出部１２の境界近傍
を略ハの字状に湾曲させる湾曲部１３を備える。これにより、着用者がサポーター１００
を着用した状態において、図２に示すように、基材１０の背当部１１が着用者の背部にお
ける腰椎２０１に対応する部分に位置し、基材１０の湾曲部１３（両端部分の上辺１２ａ
）が着用者の側腹部における肋骨（第十二肋骨）２０７に対応する部分から下方（腸骨２
０５近傍）に位置し、基材１０の突出部１２が着用者の前腹部における肋骨（第十二肋骨
）２０７に対応する部分から下方に位置することになる。
【００３２】
　すなわち、基材１０の背当部１１が着用者の腰椎２０１を支持しつつ、基材１０の突出
部１２が肋骨２０７に邪魔されることなく腹腔２０３を押圧することができ、着用者に腹
腔圧上昇効果を与えると共に、腰部の後屈を抑制することができる。また、サポーター１
００は、基材１０の突出部１２が着用者の前腹部における肋骨（第十二肋骨）２０７に対
応する部分から下方に位置し、肋骨２０７を押圧しないため、腰部の前屈の動きを阻害す
ることなく、前屈を容易に行なうことができる（日常動作に支障がない）と共に、着用者
の胃を押圧しないため、胃への圧迫感がなく、サポーター１００の装着感が良好である。
【００３３】
　特に、サポーター１００は、長手方向Ｌの伸縮性を与えると共に、短手方向Ｓの伸縮性
を抑制した基材１０を用いる。これにより、図２（ｂ）及び図２（ｄ）に示すように、基
材１０の伸縮力が矢印方向に作用することになり、腹部を下方から押し上げ、肋骨２０７
内部の内臓をさらに押し上げ、内臓に加わった圧力を背骨に伝播して、背骨を内側からも
支持することで、腹腔圧上昇効果及び後屈抑制をさらに高めることができる。また、基材
１０の左右の湾曲部１３は、左右の側端部１３ｂ側から腸骨２０５を押圧して、仙腸関節
２０６を引き締め、仙腸関節２０６を安定させることができる。
【００３４】
　なお、サポーター１００は、図５に示すように、係着部である面ファスナー３０（ルー
プ３１、フック３２）により係着させた場合に、基材１０の上辺による周方向Ｈ１の長さ
が基材１０の下辺による周方向Ｈ２の長さより短いことにより、肋骨（第十二肋骨）２０
７に対応する部分の下方から骨盤２０２に対応する部分にかけて、末広がりのテーパー形
状（正面視では左右の側端部１３ｂで略ハの字状）となる。このため、本実施形態に係る
サポーター１００は、円筒状のサポーターと比較して、着用者のウエストの形状にフィッ
トして骨盤２０２に支持されることになり、着用者の腰の動きに伴うサポーター１００の
位置ずれを防止することができる。
【００３５】
　特に、女性の骨盤２０２は、男性の骨盤２０２と比較して、横に広く縦が短い構造であ
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る。このため、女性用のサポーター１００は、骨盤２０２に対応する部分を包囲するため
に、図４に示すように、突出部１２の最上端の位置を背当部１１の上辺の位置より高い位
置にし、同じサイズの男性用（例えば、図１）のサポーター１００と比較して、背当部１
１から突出部１２の先端までの長さを長くし、背当部１１の下辺と突出部１２の下辺との
なす角α２（＞α１）を大きくして、テーパー角θ２（＞θ１）を大きくすることが好ま
しい。
【００３６】
　例えば、図１における背当部１１の下辺と突出部１２の下辺とのなす角α１は、１４°
～１８°の範囲にある。そして、このなす角α１の範囲に対応するサポーター１００にお
いては、略ハの字状の基準線１３ａを基準として突出部１２を下方側へ湾曲するように屈
曲させ、係着部である面ファスナー３０により係着させると、テーパー角θ１が５°～７
°の範囲に対応するサポーター１００となる。
【００３７】
　また、例えば、図４における背当部１１の下辺と突出部１２の下辺とのなす角α２は、
１８°～２０°の範囲にある。そして、このなす角α２の範囲に対応するサポーター１０
０においては、略ハの字状の基準線１３ａを基準として突出部１２を下方側へ湾曲するよ
うに屈曲させ、係着部である面ファスナー３０により係着させると、テーパー角θ２が７
°～９°の範囲に対応するサポーター１００となる。
【００３８】
　ここで、硬度を変化させる液体を含浸させた編糸により経編生地を編み立て、経編生地
の編み立て方向をサポーター１００の長手方向Ｌとして、１枚の経編生地によりサポータ
ー１００（実施例１：硬度が低いタイプ、実施例２：硬度が高いタイプ）を製作した。そ
して、この実施例１及び実施例２に係るサポーター１００に対して、ストレッチテスタ（
引張荷重：４．５ｋｇ）により、伸長率（引き伸ばしたときの長さ（伸び寸法）と元の長
さ（置き寸法）との差の、元の長さに対する百分率）を測定した結果を下表１に示す。な
お、実施例１は、樹脂濃度２０％の液体を含浸させた編糸による男性用のサポーター１０
０であり、実施例２は、樹脂濃度２５％の液体を含浸させた編糸による女性用のサポータ
ー１００である。
【００３９】
【表１】

【００４０】
　表１によると、実施例１及び実施例２に係るサポーター１００は、長手方向Ｌの伸縮性
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を与えると共に、サポーター１００の短手方向Ｓの伸縮性を抑制（非伸縮性）しているこ
とがわかる。
【００４１】
　また、実施例１（長手方向Ｌの伸長率：５９．６９％）に係るサポーター１００を着用
した男性被験者及び実施例２（長手方向Ｌの伸長率：５０．９９％）に係るサポーター１
００を着用した女性被験者とも、装着感は良好であった。
【００４２】
　つぎに、本実施形態に係るサポーター１００の作用効果を検証した結果を説明する。
【００４３】
　実験では、被験者（２７歳健常成人男性、身長１７２ｃｍ、体重５８ｋｇ）の腰に、実
施例１に係るサポーター１００を着用させた場合（以下、着用時と称す）と着用させない
場合（以下、非着用時と称す）とにおいて、体幹の前屈における指先と床との距離（図６
（ａ））、側屈における指先と床との距離及び角度（図６（ｂ））、並びに後屈における
角度（図６（ｃ））の変化を比較した。
　測定結果を下表２並びに図７及び図８に示す。
【００４４】
【表２】

【００４５】
　表２並びに図７及び図８に示すように、サポーター１００の着用時は、非着用時と比較
して、前屈における指先と床との距離に大差はないが、側屈における指先と床との距離が
長くなり、側屈及び後屈における角度が小さくなったことがわかる。
【００４６】
　すなわち、サポーター１００は、着用者における前屈の可動域を制限することなく（非
着用時と同程度）、着用者における側屈及び後屈の可動域を制限しており、腰部に最も負
担がかかる後屈の動きを抑制することができるという作用効果を奏する。
【００４７】
（本発明の第２の実施形態）
　図９（ａ）は第２の実施形態に係るサポーターの裏地面を示す図であり、図９（ｂ）は
図９（ａ）に示すサポーターの表地面を示す図であり、図９（ｃ）は図９（ａ）に示すサ
ポーターの下側面図であり、図９（ｄ）は図９（ａ）に示すサポーターの左側面図である
。図９において、図１と同じ符号は、同一または相当部分を示し、その説明を省略する。
【００４８】
　突出部１２は、係着部である面ファスナー３０（ループ３１、フック３２）により係着
させた場合に、着用者の腹腔２０３を押圧する領域に配設され、基材１０の長手方向Ｌの
伸縮性を抑制した押圧部４０を備える。この押圧部４０は、例えば、基材１０に樹脂を塗
着、取着又は吹着けることにより形成される。
【００４９】
　なお、本実施形態に係る押圧部４０は、図９（ａ）の裏地面に示す図における押圧部４
０及びフック３２の全体形状が、図９（ｂ）の表地面に示す図におけるループ３１の全体
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形状と略対称に現れるように、フック３２に連続して基材１０の同一面に配設される。
【００５０】
　また、面ファスナー３０（ループ３１、フック３２）は、伸縮性を有さない部材である
ため、押圧部４０と共に、基材１０の長手方向Ｌの伸縮性を抑制することになる。
【００５１】
　特に、面ファスナー３０のフック３２は、伸縮性を有さない部材であるため、押圧部４
０を配設すべき領域にもフック３２を配設させて、押圧部４０を配設しなくてもよい（押
圧部４０をフック３２で共用させてもよい）。
【００５２】
　なお、この第２の実施形態においては、突出部１２に押圧部４０を新たに配設するとこ
ろのみが第１の実施形態と異なるところであり、後述する押圧部４０による作用効果以外
は、第１の実施形態と同様の作用効果を奏する。
【００５３】
　押圧部４０は、基材１０の長手方向Ｌの伸縮性を抑制することで、着用者の腹腔２０３
に与える圧力が基材１０の伸長により基材１０の長手方向Ｌに分散されることを防止して
、腹腔２０３に対して圧力を集中して与えることができ、前述した腹腔圧上昇効果を高め
ることができるという作用効果を奏する。
【００５４】
（本発明の第３の実施形態）
　図１０（ａ）は第３の実施形態に係るサポーターの裏地面を示す図であり、図１０（ｂ
）は第３の実施形態に係る他のサポーターの裏地面を示す図である。図１０（ａ）及び図
１０（ｂ）において、図１（ａ）と同じ符号は、同一または相当部分を示し、その説明を
省略する。
【００５５】
　背当部１１は、上辺１１ａ及び下辺１１ｂ間を横断する、縫い目、当て縫い又は接着芯
地により形成され、基材１０の短手方向Ｓにおける背当部１１の屈曲を抑制した支持部１
１ｃを備える。
【００５６】
　なお、縫い目により形成される支持部１１ｃとは、基材１０に対して、例えば、２本針
又は３本針のミシンによる縫い目により形成されるものである。
【００５７】
　また、当て縫いにより形成される支持部１１ｃとは、基材１０に対して、補強する目的
で別に当てる布地（当て布）等を当てて縫製することにより形成されるものである。
【００５８】
　また、接着芯地により形成される支持部１１ｃとは、例えば、ポリエステル系、ポリア
ミド系、ポリウレタン系、ポリエチレン系（高密度、低密度）又はエチレン酢酸ビニル系
などの種類の樹脂からなる接着樹脂を、ドット加工、パウダー加工、くもの巣加工又はフ
ィルム加工などの加工方法によって、基材１０に塗布し、フラット型プレス機、ローラー
型プレス機などによって加熱及び加圧処理を施すことで、生地に樹脂を固着させることに
より形成されるものである。
【００５９】
　なお、この第３の実施形態においては、背当部１１に支持部１１ｃを新たに配設すると
ころのみが第１の実施形態と異なるところであり、後述する支持部１１ｃによる作用効果
以外は、第１の実施形態と同様の作用効果を奏する。
【００６０】
　本実施形態に係るサポーター１００においては、背当部１１が支持部１１ｃを備えてい
ることにより、着用者の腰部の湾曲に沿った背当部１１の曲面を維持しつつ、基材１０の
短手方向Ｓにおける背当部１１の屈曲を抑制して、背当部１１の捲れを防止し、着用者の
腰部にサポーター１００を密着させることができるという作用効果を奏する。
【００６１】
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　特に、図１０（ａ）又は図１０（ｂ）に示すように、支持部１１ｃが背当部１１の上辺
１１ａ及び下辺１１ｂ間を斜めに横断することで、基材１０の長手方向Ｌの伸縮性を抑制
することができる。これにより、背当部１１は、面ファスナー３０により基材１０の長手
方向Ｌの伸縮性を抑制された突出部１２と共に、背当部１１と面ファスナーが配設された
突出部１２の一部との間における長手方向Ｌに伸縮性を与えた基材１０に対して、アンカ
ーとして機能する。
【００６２】
　なお、本実施形態に係る支持部１１ｃは、基材１０の短手方向Ｓにおける背当部１１の
屈曲を抑制するのであれば、図１０（ａ）及び図１０（ｂ）に示すような、本数、位置、
大きさ及び範囲に限られるものではなく、基材１０（背当部１１）の材質、形状及び大き
さに応じて適宜設定することが好ましい。
【００６３】
（本発明の第４の実施形態）
　図１０（ｃ）は第４の実施形態に係るサポーターの裏地面を示す図である。図１１は第
４の実施形態に係るサポーターの背当対向部をなす編組織の概略構成図である。図１０（
ｃ）において、図１（ａ）と同じ符号は、同一または相当部分を示し、その説明を省略す
る。
【００６４】
　収納部５０は、基材１０の背当部１１に縫製した袋状の物入れであり、例えば、背当部
１１を補強するためのプラスチック又は金属片などのステーや懐炉などの付属品を入れる
ものである。図１０（ｃ）では、収納部５０を裏地面に配設しているが、表地面に配設し
てもよい。また、収納部５０に懐炉を収納する用途の場合では、背当部１１以外の突出部
１２にも収納部５０を配設してもよく、収納部５０を複数箇所に配設してもよい。
【００６５】
　なお、本実施形態に係る収納部５０は、図示しない懐炉を収納するものとして、図１０
（ｃ）に示すように、基材１０の背当部１１に対応する形状の布地又は編地（以下、背当
対向部５１と称す）の一部を切除して切り口を縫製することで懐炉の挿入口５２とし、基
材１０の背当部１１に背当対向部５１を当てて、基準線１３ａを兼ねて周囲を縫製して形
成する。特に、背当対向部５１の上辺及び下辺は、基材１０の縁（断ち目）と共に、バイ
ンダーテープ２０で挟み込み縫い付けてもよい。
【００６６】
　また、背当対向部５１を経編地とした場合には、背当対向部５１を編成する編機として
クロッシュ経編機を用い、ウェールＷを構成する経編糸５１ａとコースＣ方向に走行する
緯挿入糸とから編成される経編地にスリット５２ａを形成して、当該スリット５２ａを挿
入口５２としてもよい。
【００６７】
　例えば、図１１に示すように、第３ウェールＷ３及び第４ウェールＷ４間であり、第４
コースＣ４～第９コースＣ９において、スリット５２ａを形成する場合には、以下のよう
に編成する。
【００６８】
　図１１に示す経編地は、第４コースＣ４～第９コースＣ９における３ウェール（第１ウ
ェールＷ１、第２ウェールＷ２、第３ウェールＷ３）の鎖編目を連結すべく第１ウェール
Ｗ１及び第３ウェールＷ３で第１の緯挿入糸５１ｂの折り返し端部が形成され、第４コー
スＣ４～第９コースＣ９における３ウェール（第４ウェールＷ４、第５ウェールＷ５、第
６ウェールＷ６）の鎖編目を連結すべく第４ウェールＷ４及び第６ウェールＷ６で第２の
緯挿入糸５１ｃの折り返し端部が形成される。
【００６９】
　そして、図１１に示す経編地は、第３ウェールＷ３並びに第４ウェールＷ４における、
第１コースＣ１と第２コースＣ２との間、第２コースＣ２と第３コースＣ３との間、第９
コースＣ９と第１０コースＣ１０との間、及び第１０コースＣ１０と第１１コースＣ１１
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との間で、第１の緯挿入糸５１ｂと第２の緯挿入糸５１ｃとが重畳される。
【００７０】
　このように、背当対向部５１を経編地とし、経編地にスリット５２ａを形成して、挿入
口５２とすることにより、挿入口５２となる切り口を切除する工程と切り口を縫製する工
程とを省略することができ、挿入口５２の製造工程数及び製造コストを削減することがで
きる。
【００７１】
　なお、この第４の実施形態においては、背当部１１に収納部５０を新たに配設するとこ
ろのみが第１の実施形態と異なるところであり、後述する収納部５０による作用効果以外
は、第１の実施形態と同様の作用効果を奏する。
【００７２】
　本実施形態に係る収納部５０は、着用者のニーズに応じた付属品を収容することができ
、サポーター１００の利便性を高めたものであり、特に、ステーを収納する場合には、背
当部１１の硬さ調整を可能にすることができるという作用効果を奏する。
【００７３】
（その他の実施形態）
　前述した第１の実施形態においては、経編生地の編み立て方向をサポーター１００の長
手方向Ｌとした基材１０を用いることで、伸縮性を有する経糸を用いることなく、長手方
向Ｌの伸縮性を与えているが、伸縮性を有する経糸を用いてもよい。
【００７４】
　また、前述した第１の実施形態に係るサポーター１００は、腰用のサポーターとして用
いる場合について説明したが、腹部用サポーター、骨盤用サポーター、又は、腸骨用サポ
ーター等のサポーターとして用いることもできる。
【符号の説明】
【００７５】
　１０　　基材
　１１　　背当部
　１１ａ　上辺
　１１ｂ　下辺
　１１ｃ　支持部
　１２　　突出部
　１２ａ　上辺
　１２ｂ　下辺
　１３　　湾曲部
　１３ａ　基準線
　１３ｂ　側端部
　２０　　バインダーテープ
　３０　　面ファスナー
　３１　　ループ
　３２　　フック
　４０　　押圧部
　５０　　収納部
　５１　　背当対向部
　５１ａ　経編糸
　５１ｂ　第１の緯挿入糸
　５１ｃ　第２の緯挿入糸
　５２　　挿入口
　５２ａ　スリット
　１００　サポーター
　２０１　腰椎
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　２０２　骨盤
　２０３　腹腔
　２０４　仙骨
　２０５　腸骨
　２０６　仙腸関節
　２０７　肋骨
　Ｌ　　　長手方向
　Ｓ　　　短手方向

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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