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(57)【要約】
【課題】足裏全体のバランスを整えて安定した歩行及び
運動時における俊敏な動きを可能とし、姿勢を改善して
腰痛、肩こり、膝痛、外反母趾等も防止可能な靴下及び
サポータを提供する。
【解決手段】裏側に、親指嵌入部２及び小指嵌入部４の
各々から踵部８側に延設され、着用した際に、足裏が凹
状に湾曲した状態で、親指及び小指を踵側に引き寄せる
ための弾性を有する引寄部５、６、１０、１１を備える
靴下１等。引寄部５、６、１０、１１を、弾性糸を生地
に織り込むか、編み込んで形成し、親指嵌入部２及び小
指嵌入部４の各々と、踵部８の近傍部とを結ぶＶ字状部
を備えるように形成することができる。親指嵌入部２及
び小指嵌入部４を含め、全部で３つ又は５つの指嵌入部
を備えるように構成してもよく、さらに、着用した際に
、中足骨基底部に当接する部分に、足裏が凹状に湾曲す
るように中足骨基底部を締め付ける締付部７を備えても
よい。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　裏側に、親指嵌入部及び小指嵌入部の各々から踵部側に延設され、着用した際に、足裏
が凹状に湾曲した状態で、親指及び小指を踵部側に引き寄せるための弾性を有する引寄部
を備えることを特徴とする靴下。
【請求項２】
　前記引寄部は、弾性糸を生地に織り込むか又は編み込むことにより形成されることを特
徴とする請求項１に記載の靴下。
【請求項３】
　前記引寄部は、前記親指嵌入部及び小指嵌入部の各々と、踵部の近傍部とを結ぶＶ字状
部を備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の靴下。
【請求項４】
　前記親指嵌入部から踵部側に延設される部分は、前記小指嵌入部から踵部側に延設され
る部分より幅が広いことを特徴とする請求項１、２又は３に記載の靴下。
【請求項５】
　前記親指嵌入部及び小指嵌入部を含め、全部で３つ又は５つの指嵌入部を備えることを
特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の靴下。
【請求項６】
　着用した際に、中足骨基底部に当接する部分に設けられ、
　足裏が凹状に湾曲するように前記中足骨基底部を締め付ける締付部を備えることを特徴
とする請求項１乃至５のいずれかに記載の靴下。
【請求項７】
　親指嵌入部及び小指嵌入部の各々から踵部側に延設され、着用した際に、足裏が凹状に
湾曲した状態で、親指及び小指を踵部側に引き寄せるための弾性を有する引寄部を備える
ことを特徴とするサポータ。
【請求項８】
　着用した際に、中足骨基底部に当接する部分に設けられ、
　足裏が凹状に湾曲するように前記中足骨基底部を締め付ける締付部を備えることを特徴
とする請求項７に記載のサポータ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、靴下及びサポータに関し、特に、足裏全体のバランスを整えることにより、
安定した歩行及び運動時における俊敏な動きを可能とし、姿勢を改善して腰痛、肩こり、
膝痛や外反母趾等も防止することのできる靴下及びサポータに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、足裏が不安定になると、安定した歩行を行うことが困難になり、膝、腰、頚の痛
みや、頭痛、肩こり、自律神経失調等の体調不良を引き起こし、さらには、外反母趾、内
反小趾等の障害を引き起こす原因となることが知られている。
【０００３】
　そこで、例えば、特許文献１には、外反母趾を矯正し、安定した歩行を可能とするため
、足の中足関節部及び第５中足骨基底部に当接する部分を他の部分より弾力性が強い部材
で構成し、親指及び小指を嵌入する袋部を足先両側に形成し、中足関節部及び第５中足骨
基底部を押圧する力により親指及び小指がより外方に拡開し、足裏にいわゆる横アーチを
再生させ、足裏全体のバランスを整えることが可能な足のバランス矯正靴下が提案されて
いる。尚、横アーチとは、足の横方向に延伸し、体重を支えるなどの働きをする緩衝機で
ある。
【０００４】
　また、特許文献２には、歳を重ねた人が歩くときに、つまずいたり、転倒したりする危
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険性を防止するため、靴下の土踏まずの先端から足指の付け根の間に、親指と小指とを互
いに引き寄せる方向に伸縮する締付帯部を設けた靴下が提案されている。
【特許文献１】特開２００１－２６２４０５号公報
【特許文献２】特開２００３－１１９６０３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、上記従来の靴下においては、外反母趾等を防止したり、安定した歩行を実現す
ることなどを可能とするため、中足骨基底部に当接する部分等に弾性を有する締付帯部等
を設けているが、上記の目的を達成するためには、締付帯部等による弾性力の付与のみで
は不十分であり、改善の余地があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、上記従来の靴下等における問題点に鑑みてなされたものであって、
足裏全体のバランス調整により、安定歩行及び運動時の俊敏な動きを可能とし、さらに、
姿勢の改善より腰痛、肩こり、膝痛、外反母趾等を防止することなどを可能とした靴下等
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】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明は、靴下であって、裏側に、親指嵌入部及び小指嵌入
部の各々から踵部側に延設され、着用した際に、足裏が凹状に湾曲した状態で、親指及び
小指を踵部側に引き寄せるための弾性を有する引寄部を備えることを特徴とする。
【０００８】
　そして、本発明によれば、前記引寄部によって、足裏が凹状に湾曲した状態で、親指及
び小指を踵部側に引き寄せることができるため、縦アーチが再生され、足裏全体のバラン
スを整え、安定した歩行及び運動時における俊敏な動きを可能とし、姿勢を改善して腰痛
、肩こり、膝痛等を防止するとともに、外反母趾等も防止することができる。尚、縦アー
チとは、足の縦方向に延伸し、体重を支えるためなどの働きをする緩衝機である。
【０００９】
　前記靴下において、前記引寄部を、弾性糸を生地に織り込むか又は編み込むことにより
形成することができる。これにより、外観的にも優れ、大量生産が可能で安価な靴下を提
供することができる。
【００１０】
　前記靴下において、前記親指嵌入部及び小指嵌入部の各々と、踵部の近傍部とを結ぶ前
記引寄部は、前記親指嵌入部及び小指嵌入部の各々と、踵部の近傍部とを結ぶＶ字状部を
備えるように形成することができる。これにより、縦アーチに加え、横アーチも再生する
ことができるため、より効果的に足裏全体のバランスを整えることができる。
【００１１】
　前記靴下において、前記親指嵌入部から踵部側に延設される部分を、前記小指嵌入部か
ら踵部側に延設される部分より幅を広くすることができる。これにより、小指より大きな
親指を効果的に引き寄せることができる。
【００１２】
　前記靴下において、前記親指嵌入部及び小指嵌入部を含め、全部で３つ又は５つの指嵌
入部を備えることができる。これにより、親指及び小指がより外方に拡開し易くなるため
、より効果的に足裏全体のバランスを整えることができ、特に、外反母趾及び内反小趾を
防止することができる。
【００１３】
　前記靴下において、着用した際に、中足骨基底部に当接する部分に設けられ、足裏が凹
状に湾曲するように前記中足骨基底部を締め付ける締付部を備えることができる。これに
より、横アーチをより確実に再生することができる。
【００１４】
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　また、本発明は、サポータであって、親指嵌入部及び小指嵌入部の各々から踵部側に延
設され、着用した際に、足裏が凹状に湾曲した状態で、親指及び小指を踵部側に引き寄せ
るための弾性を有する引寄部を備えることを特徴とする。
【００１５】
　本発明によれば、上記靴下の場合と同様に、前記引寄部によって、足裏が凹状に湾曲し
た状態で、親指及び小指を踵部側に引き寄せることができるため、縦アーチが再生され、
足裏全体のバランスを整え、安定した歩行及び運動時における俊敏な動きを可能とし、姿
勢を改善して腰痛、肩こり、膝痛等を防止するとともに、外反母趾等も防止することがで
きる。
【００１６】
　前記サポータにおいて、着用した際に、中足骨基底部に当接する部分に設けられ、足裏
が凹状に湾曲するように前記中足骨基底部を締め付ける締付部を備えることができる。こ
れにより、横アーチをより確実に再生することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上のように、本発明にかかる靴下等によれば、足裏全体のバランスを整え、安定した
歩行及び運動時における俊敏な動きを可能とし、姿勢を改善して腰痛、肩こり、膝痛及び
外反母趾等も防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
  次に、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
【００１９】
　図１は、本発明にかかる靴下の裏面を示し、この靴下１は、第１指嵌入部２と、第２指
乃至第４指嵌入部３と、第５指嵌入部４と、引寄部５、６、１０、１１と、締付部７と、
踵部８とを備え、その他の部分は、通常の靴下と同様に構成される。尚、第１乃至第５指
は、各々親指、人差し指、中指、薬指、小指を指す。
【００２０】
　第１指嵌入部２は親指を、第２指乃至第４指嵌入部３は人差し指、中指及び薬指を、第
５指嵌入部４は小指を嵌入するため、各々袋状に形成される。
【００２１】
　引寄部５は、第１指嵌入部２から踵部８の近傍の合流点９まで、引寄部６は、第５指嵌
入部４から踵部８の近傍の合流点９までＶ字を描くように延設され、さらに合流点９から
アキレス腱側に引寄部１０、１１が踵部８の周囲を囲むように延設され、この靴下１を着
用した際に、足裏が凹状に湾曲した状態で、親指及び小指を踵部８側に引き寄せることが
できるように、靴下１の生地に弾性糸を織り込んで形成される。弾性糸としては、心材と
なるゴム糸をポリウレタン糸でカバーリングしたものなどを用いることができる。
【００２２】
　また、引寄部５、６は、Ｖ字状に形成されるが、小指よりも親指の方が大きいため、引
寄部５の方が幅広に形成される。尚、図１に示す例では、引寄部５、６の各々を、第１指
嵌入部２又は第５指嵌入部４の先端部から合流点９に延設しているが、第１指嵌入部２又
は第５指嵌入部４の付け根から延設しても、一定の効果を奏する。また、引寄部１０、１
１は、踵部８の周囲を囲むように設けられているが、合流点９から踵部８を介してアキレ
ス腱側に直線的に延設してもよい。
【００２３】
　締付部７は、この靴下１を着用した際に中足骨基底部に当接する部分に設けられ、引寄
部５、６、１０、１１と同様に、弾性糸を織り込んで形成される。尚、締付部７は、靴下
１の表面側よりも裏側の方が弾性力が大きくなるように弾性糸を織り込む。
【００２４】
　次に、上記構成を有する靴下を着用した場合の効果について、図面を参照しながら説明
する。



(5) JP 2008-121177 A 2008.5.29

10

20

30

40

50

【００２５】
　従来使用されている普通の靴下を着用した場合には、足の指、特に親指が上を向くと、
踵が内反し、股関節が開き、腰が正常な湾曲状体とならずに猫背の状態となり、腰痛、肩
こり、膝痛や、外反母趾等を引き起こす要因となっていた。
【００２６】
　そこで、図２に示すように、本発明にかかる靴下１を着用することにより、引寄部５に
よって親指が、引寄部６によって小指が、各々矢印で示した踵部８の方向に引き寄せられ
、足裏が縦方向に凹状に湾曲する。これによって縦アーチが再生され、足裏全体のバラン
スが整えられ、土踏まずにかかる衝撃を吸収するとともに、扁平足、ハイアーチなどによ
る足底部の痛みなどを軽減し、安定した歩行、俊敏な動きが可能となる。
【００２７】
　また、引寄部５、６、１０、１１によって親指及び小指が下を向くため、踵が外反し、
股関節が内旋し、腰が正常な湾曲状体を形成して胸を張った状態を維持することができ、
従来悪化していた姿勢も改善されるため、腰痛、肩こり、膝痛や、外反母趾、内反小趾等
を防止することもできる。
【００２８】
　さらに、引寄部５、６がＶ字状に形成されているため、足の縦方向のみならず、横方向
に対しても弾性力が加えられる。これによって、足裏が横方向にも凹状に湾曲し、上述の
横アーチが再生され、より一層効果的に足裏全体のバランスを整えることが可能となり、
上記効果をさらに大きくすることができる。
【００２９】
　また、締付部７によって、中足骨基底部に、表面側よりも裏側の方が大きくなるように
弾性力が加わるため、足裏が横方向に凹状に湾曲して、横アーチがより再生され易くなる
。
【００３０】
　尚、本実施の形態においては、引寄部５、６、１０、１１及び締付部７を生地に織り込
むことによって形成したが、靴下１が編物の場合には、これら引寄部５、６、１０、１１
及び締付部７も靴下１に編み込むことができる。また、引寄部５、６、１０、１１及び締
付部７は、必ずしも織り込み又は編み込みにより形成するだけでなく、弾性を有するテー
プ状の部材等を靴下１の裏面に貼着したり、縫い付けても良い。
【００３１】
　また、本実施の形態においては、指嵌入部を３つ形成したが、５つ形成した５本指の靴
下であっても良い。
【００３２】
　さらに、本実施の形態においては、効果をより大きくするため、締付部７を設けたが、
締付部７は必須ではなく、引寄部５、６、１０、１１のみでも縦及び横アーチを再生し、
足裏全体のバランスを整えて種々の効果を奏することができる。
【００３３】
　次に、本発明にかかるサポータについて、図１及び図２を参照しながら説明する。尚、
図１及び図２は、上述のように、本発明にかかる靴下１を示すものであるが、以下の説明
では、図１及び図２を流用し、本発明にかかるサポータの構成要素に絞って説明する。
【００３４】
　本発明にかかるサポータは、第１指嵌入部２と、第５指嵌入部４と、引寄部５、６、１
０、１１と、締付部７とで構成される。図１及び図２に記載された他の構成要素について
は、本発明にかかるサポータの構成要素ではない。このサポータは、ゴム、ウレタン等の
弾性糸を含む繊維で構成したストレッチ性を有する編物や織物等で構成することができる
。
【００３５】
　第１指嵌入部２は親指を、第５指嵌入部４は小指を嵌入するため、各々袋状に形成され
る。
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　引寄部５は、第１指嵌入部２から踵部８の近傍の合流点９まで、引寄部６は、第５指嵌
入部４から踵部８の近傍の合流点９までＶ字を描くように延設され、さらに合流点９から
アキレス腱側に引寄部１０、１１が踵部８の周囲を囲むように延設され、このサポータを
着用した際に、足裏が凹状に湾曲した状態で、親指及び小指を踵部８側に引き寄せること
ができるように構成される。
【００３７】
　また、引寄部５、６は、Ｖ字状に形成されるが、小指よりも親指の方が大きいため、引
寄部５の方が幅広に形成される。
【００３８】
　締付部７は、この靴下１を着用した際の中足骨基底部に当接するように筒状に形成され
、引寄部５、６、１０、１１と同様に、弾性糸を織り込んで形成される。尚、締付部７を
設けると、中足骨基底部に、表面側よりも裏側の方が大きくなるように弾性力が加わるた
め、足裏が横方向に凹状に湾曲して、横アーチがより再生され易くなり好ましいが、必ず
しも締付部７を設けなくとも、引寄部５、６、１０、１１のみでも縦及び横アーチを再生
し、足裏全体のバランスを整えて種々の効果を奏することができる。
【００３９】
　尚、上記構成を有するサポータは、第１指嵌入部２に親指を、第５指嵌入部４に小指を
嵌入して装着するが、装着する者の小指の形状等によっては、小指が第５指嵌入部４から
抜け易くなることもあるため、第５指嵌入部４に代えて、小指と薬指とを一緒に嵌入する
第４及び第５指嵌入部を一つの袋状に形成してもよい。その場合でも、小指の部分のみを
引寄部６を介して踵部８側に引き寄せるように構成する。
【００４０】
　上記構成を有するサポータを着用した場合の効果については、上記靴下１を着用した場
合と同様であるが、特に靴下を履かない場合でも上記効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明にかかる靴下の一実施の形態の裏側を示す全体図である。
【図２】図１に示す靴下を着用した状態を示す、足裏側から見た全体斜視図である。
【符号の説明】
【００４２】
１　靴下
２　第１指嵌入部
３　第２指乃至第４指嵌入部
４　第５指嵌入部
５　引寄部
６  引寄部
７　締付部
８　踵部
９　合流点
１０　引寄部
１１　引寄部
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【図１】
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【図２】
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