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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも前後一対の針床を備える横編機を用いて無縫製に編成される筒状のサポータ
ーにおいて、
　前記サポーターは切り欠き部を有する筒状のベース部と該切り欠き部に接合される接合
部によって構成され、前記ベース部は、ウェール方向に並ぶ筒状の第一筒部と第二筒部と
、これら両筒部間に、編幅が減少する第一中間部と編幅が増加する第二中間部が切り欠き
部を形成し、前記ベース部の編目のウェールが筒の軸線方向に伸び、該ベース部の筒の軸
線方向に平行な編出し部を備える前記接合部は、該編出し部を始端として分岐し互いに離
れる両方向に編目が伸び、該接合部の編目のウェールが前記ベース部の編目のウェールに
対して交差していることを特徴とするサポーター。
【請求項２】
　前記ベース部と前記接合部の両編地部を繋ぐ接合箇所に、該両編地部の歪みを分散させ
る緩衝領域が設けられていることを特徴とする請求項１に記載のサポーター。
【請求項３】
　少なくとも前後一対の針床を備える横編機を用いて無縫製に編成される筒状のサポータ
ーの編成方法において、
　前記サポーターはベース部と接合部によって構成し、前記ベース部は、ウェール方向に
並ぶ筒状の第一筒部と第二筒部と、これら両筒部間に、編幅が減少する第一中間部と編幅
が増加する第二中間部が切り欠き部を形成し、前記第一中間部には第一接合部で接合し、
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且つ前記第二中間部には第二接合部で接合する前記接合部とを備え、
　前記第一筒部を前後針床で編出した後に筒状に編成するステップと、
　前記第一筒部に隣接する編幅外に前後針床に編地が分岐できる前記接合部の編出し部を
形成するステップと、
　前記第一筒部の終端編目のウェールに続く前記第一中間部の編目列と、前記編出し部の
編目に続けて前記接合部の新たな編目列を形成しながら前記第一中間部の前記第一接合部
側の端部近傍の編目に重ね目を形成して減らし処理を行うと共に、前記接合部の前記第二
接合部で徐々に編幅を減らす引き返し編成を繰り返し行うステップと、
　前記第一中間部の終端の編目列に新たな編目を形成すると共に、前記接合部の前記第二
接合部の編目のウェールに続けて前記第二中間部の編目を増やしながら接合することを繰
り返し、前記接合部の前記第二接合部側の前記編出し部端部の編目または該編目に繋がる
編目を前記第二中間部の前記第二接合部側の端部の編目への接合を行うステップと、
　前記第二筒部を筒状に編成するステップと、
を備えることを特徴とするサポーターの編成方法。
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サポーターおよびその編成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、手足用サポーターの肘・膝関節部分の一部に、編目方向が異なる編地を接合
することが知られている。例えば、特許文献１では、筒状体のサポーターの長手方向に対
して、ウェール方向が直交する編地を縫合手段によって接続している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実開平７-０４０７２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
  特許文献１に示されるサポーターは、縫合手段を用いる為に、肘・膝関節部分に接合す
る編地を矩形や円形、楕円形その他の任意の形状にできるが、編成後に後工程を伴う。ま
た、縫合手段によってその接続箇所は伸縮性がなく、肘・膝関節部分の屈伸動作に支障を
きたすという問題もある。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、無縫製で編成することが
でき、肘・膝関節部分の伸縮が容易なサポーターおよびその編成方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、少なくとも前後一対の針床を備える横編機を用いて無縫製に編成される筒状
のサポーターにおいて、
前記サポーターは切り欠き部を有する筒状のベース部と該切り欠き部に接合される接合部
によって構成され、前記ベース部は、ウェール方向に並ぶ筒状の第一筒部と第二筒部と、
これら両筒部間に、編幅が減少する第一中間部と編幅が増加する第二中間部が切り欠き部
を形成し、前記ベース部の編目のウェールが筒の軸線方向に伸び、該ベース部の筒の軸線
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方向に平行な編出し部を備える前記接合部は、該編出し部を始端として分岐し互いに離れ
る両方向に編目が伸び、該接合部の編目のウェールが前記ベース部の編目のウェールに対
して交差していることを特徴とするサポーターである。
【０００７】
　また本発明は、前記ベース部と前記接合部の両編地部を繋ぐ接合箇所に、該両編地部の
歪みを分散させる緩衝領域が設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　また本発明は、少なくとも前後一対の針床を備える横編機を用いて無縫製に編成される
筒状のサポーターの編成方法において、
前記サポーターはベース部と接合部によって構成し、前記ベース部は、ウェール方向に並
ぶ筒状の第一筒部と第二筒部と、これら両筒部間に、編幅が減少する第一中間部と編幅が
増加する第二中間部が切り欠き部を形成し、前記第一中間部には第一接合部で接合し、且
つ前記第二中間部には第二接合部で接合する前記接合部とを備え、
前記第一筒部を前後針床で編出した後に筒状に編成するステップと、
前記第一筒部に隣接する編幅外に前後針床に編地が分岐できる前記接合部の編出し部を形
成するステップと、
前記第一筒部の終端編目のウェールに続く前記第一中間部の編目列と、前記編出し部の編
目に続けて前記接合部の新たな編目列を形成しながら前記第一中間部の前記第一接合部側
の端部近傍の編目に重ね目を形成して減らし処理を行うと共に、前記接合部の前記第二接
合部で徐々に編幅を減らす引き返し編成を繰り返し行うステップと、
前記第一中間部の終端の編目列に新たな編目を形成すると共に、前記接合部の前記第二接
合部の編目のウェールに続けて前記第二中間部の編目を増やしながら接合することを繰り
返し、前記接合部の前記第二接合部側の前記編出し部端部の編目または該編目に繋がる編
目を前記第二中間部の前記第二接合部側の端部の編目への接合を行うステップと、
前記第二筒部を筒状に編成するステップと、
を備えることを特徴とするサポーターの編成方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明では、ベース部と接合部で構成し、無縫製で一体に編成されるサポーターを形成
することができる。サポーターの肘・膝関節部分に対応する接合部を無縫製で編成するこ
とで、縫合手段による接続箇所の突っ張りをなくし、接続箇所に対しても伸縮性を持たせ
ることができる。これより、肘・膝関節部分の屈伸動作が容易で、サポーターの位置ずれ
を防止することができる。
【００１０】
　本発明では、サポーターのベース部と接合部の接続箇所に、編地の歪みを分散させる緩
衝領域を設ける。ベース部と接合部のウェールに対してウェールが傾斜する緩衝領域を配
置することで、ベース部と接合部の接続箇所の伸縮する力を分散させることができる。よ
って、肘・膝関節部分の屈伸動作に沿うように緩衝領域が伸縮し、突っ張りやダブりの発
生をし難くできる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本実施形態に示すサポーターの正面図である。
【図２】本実施形態に示すサポーターの右側面の概略図である。
【図３】本実施形態に示すサポーターの編成手順を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明のサポーター１００とその編成方法の実施形態を図面に基づいて説明する
。実施形態では、左右方向に延び、かつ、前後方向に対向する前針床と後針床、および編
糸を給糸する給糸口を備え、後針床が左右にラッキング可能で、かつ編目の目移しを行う
ことができる２枚ベッド横編機を用いた編成例を説明する。
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【００１３】
　≪全体構成≫
　図１は、サポーター１００の正面図である。サポーター１００は円筒状に形成されてお
り、始端部３１と終端部３２は開口した状態となっている。サポーター１００はベース部
１と接合部２によって構成されている。また、ベース部１は、ウェール方向に並ぶ筒状の
第一筒部１１と第二筒部１２と、さらに両筒部間には、編幅が減少する第一中間部２１と
編幅が増加する第二中間部２２が繋がって切り欠き部を形成している。接合部２は、第一
中間部２１に第一接合部３Ｅで接合し、且つ第二中間部２２に第二接合部３Ｒで接合して
いる。また、接合部２の第一接合部３Ｅと第二接合部３Ｒに沿って、編地の歪みを分散さ
せる緩衝領域２Ｅ，２Ｒが設けられている。そして、ベース部１の編目のウェールが筒の
軸線方向に伸び、ベース部１の筒の軸線方向に平行な編出し部５を備える接合部２は、編
出し部５を始端として分岐し互いに離れる両方向に編目が伸び、接合部２の編目のウェー
ルがベース部１の編目のウェールに対して交差している。なお、図１～３では、編目の向
きを白抜き矢印で示している。また、図に示す符号は、各図に共通するものであるため、
直接の説明がない場合にも位置関係を示すために記載している。
【００１４】
　図２は、サポーター１００の右側面の概略図である。ベース部１は、始端３１から減ら
し編成が開始する第一接合部３Ｅの位置を示すラインαまでを第一筒部１１とし、続く増
やし編成が開始する第二接合部３Ｒの位置を示すラインβまでを第一中間部２１、第二接
合部３Ｒの増やし編成が終了する位置を示すラインγまでを第二中間部２２、ラインγか
ら終端３２までの残りの部分を第二筒部１２として構成している。また、ベース部１のラ
インαからラインγまでの第一中間部２１と第二中間部２２の切り欠き部分に接合部２が
接合されている。
【００１５】
　≪編成手順≫
　図３は、サポーター１００の編成手順を示す模式図である。本件のサポーター１００は
、１×１リブの組織および地糸に弾性糸をプレーティング編成して形成する。なお、サポ
ーター１００を構成する編組織は限定されず、例えば、天竺組織、あるいはその他の異な
る組織などでもよい。また、編成は図の左部で示す実線の矢印方向に行い、始端部３１か
ら終端部３２に向けてベース部１と接合部２を無縫製で一体に編成する。なお、図の紙面
左側を一端側Ｂ１、右側を他端側Ｂ２で示す。
【００１６】
　第一筒部１１の始端部３１から前後針床で編出し編成を行い、第一筒部１１をａ－ｂで
示すラインαまで筒状に周回して編成した後、第一筒部１１の編幅外の他端側Ｂ２で、前
後針床に編地が分岐できる接合部２のｉ－ｊで編出し部５を形成する。なお、編出し部５
の形成は、第一筒部１１の編成途中でもよい。その後、第一筒部１１の終端編目のウェー
ルに続く第一中間部２１の編目列と、編出し部５のｉ－ｊで分岐してからウェールに続く
接合部２の新たな編目列とを、第一中間部２１のａ－ｃを対称線として折り返して前後針
床でＣ字状に編成していく。その際、接合部２の第二接合部３Ｒのｊ－ｋで引き返し位置
を順次ずらして行い、編幅の端部の編針を順次編成から外して不作用状態としていく引き
返し編成をｃ－ｆのラインβまで繰り返して徐々に編幅を減らし、接合部２の第二接合部
３Ｒのｊ－ｋの位置にタック目２Ｓを形成していくことで三角形状の接合部２を形成する
。また、第一中間部２１および接合部２の一部を他端側Ｂ２に寄せて、接合部２の編目を
接合部２の端部ｉ－ｋの近傍の編目に重ねる。さらに、第一中間部２１のみを他端側Ｂ２
に寄せて、第一中間部２１の編目を第一中間部２１の端部ｂ－ｆの近傍の編目に重ねるこ
とで、接合部２と第一中間部２１の端部の編目にそれぞれ重ね目を形成する。なお、本実
施形態では、接合部２と第一中間部２１を２コース編成する際に１回減らし処理を行って
いる。また、接合部２と第一中間部２１を３つの給糸口を用いて別個にインターシャ編成
することもできる。
【００１７】
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　この第一中間部２１および接合部２の他端側Ｂ２への寄せによって、第一接合部３Ｅに
沿って減らし処理で重ね目をベース部１のウェール方向に対して傾斜して形成することで
、緩衝領域２Ｅを設けることができる。ベース部１と接合部２のウェールに対して緩衝領
域２Ｅを傾斜して配置することで、ベース部１と接合部２の接続箇所の伸縮する力を分散
させることができる。よって、肘・膝関節部分の屈伸動作に沿うように緩衝領域２Ｅが伸
縮し、突っ張りやダブりの発生をし難くできる。なお、本実施形態では、第一中間部２１
と接合部２の端部の編目にそれぞれ重ね目を形成しているが、緩衝領域２Ｅの機能が発揮
できる範囲であれば近傍の編目で重ね目を形成してもよい。また、接合部２を一端側Ｂ１
に寄せて第一中間部２１に接続しながら編成することもできるが、引き返し部分である接
合部２の第二接合部３Ｒを寄せることになるため編成が困難になる。なお、本実施形態の
編成工程では、接合部２の第二接合部３Ｒの引き返し部分の寄せはなく上記問題は生じな
い。
【００１８】
　続いて、接合部２の第二接合部３Ｒで不作用状態としている編目に対して、４コースニ
ット編成することで新たな編目を形成する。そして、第一中間部２１の終端ｅ－ｆの編目
に新たな編目を形成すると共に、接合部２の第二接合部３Ｒ側ｊ－ｋにおける編目に対し
て第二中間部２２の編目を増やしながら接合することを繰り返し、接合部２の第二接合部
３Ｒ側の編出し部５端部ｊの編目または該編目に繋がる編目と第二中間部２２の第二接合
部３Ｒ側の端部ｈの編目とを接合する。なお、第二中間部２２と接合部２を接合する際、
編成を容易にするために、接合部２の引き返し編成で形成したｊ－ｋのタック目２Ｓを１
コース分ニット編成することはあるが、本実施形態では、さらに３コースのニット編成を
行っている。複数コースの編目列からなる緩衝領域２Ｒを形成しておくことで、緩衝領域
２Ｅと同様にベース部１と接合部２の接続箇所の伸縮する力が分散されて突っ張りやダブ
りの発生をし難くできる。また、第二中間部２２と接合部２は、内増やし編成で接合する
こともできる。
【００１９】
　そして、第二筒部１２を終端部３２まで筒状に編成し、公知の伏目処理を行うことで、
サポーター１００の編成は完了する。以上の編成工程により、ベース部１に、編出し部５
を始端として均等に２つの三角形状から成る接合部２を備え、接合部２の編目のウェール
とベース部１の編目のウェールが交差しているサポーター１００を得ることができる。な
お、本実施形態では、接合部２の編目のウェールとベース部１の編目のウェールは直交し
ているが、それ以外の角度で交差してもよい。また、サポーター１００は、始端部３１か
ら終端部３２にかけて筒径の大きさを変更することもできる。さらに、ベース部１の編成
途中で、減らし編成や増やし編成でウェール方向の編目数を増減し、ベース部１の筒の軸
線方向を変えることもできる。このようにサポーター１００の形状を変更することで、装
着時におけるフィット感をより向上させることができる。
【００２０】
　上記編成工程から得られたサポーター１００は、スポーツで使用する場合のような大き
な動きがある場合に特に有効である。なお、本実施形態では、接合部２は２つの三角形状
を合わせた矩形状で示しているが、第一中間部２１の減らしおよび第二中間部２２の増や
し等の成型により、多角形や円形、楕円形等のその他任意の形状にすることができる。ま
た、本実施形態では、編出し部５を基準として左右均等に２つの三角形状を形成している
が、前後針床間で接合部２の引き返し編成の位置等を変更して左右の形状や大きさを変更
してもよい。
【符号の説明】
【００２１】
１００　サポーター
１　ベース部
２　接合部
１１　第一筒部　　　１２　第二筒部
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２１　第一中間部　　２２　第二中間部
３Ｅ　第一接合部　　３Ｒ　第二接合部
５　編出し部
３１　始端部　３２　終端部　　
２Ｅ，２Ｒ　緩衝領域

【図１】 【図２】
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