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(57)【要約】
【課題】　座位時において、臀部下部に生ずる痛みを軽
減できるニットパンツの提供。
【解決手段】　ニットパンツ１００は、後身頃部１０７
に、厚織り部１０９を有している。厚織り部１０９の座
骨被覆領域１０９ａは、座位において、座骨Ｂ１、特に
、座面近くに位置する座骨Ｂ１の端部ＴＢ１を被覆する
位置に配置される。座骨は、座位において、端部が座面
近くに位置する。このため、痩身体型の者や、お年寄り
等、臀部の厚さが比較的薄い者は、座位において、座骨
端部が座面に接し、長時間の座位により、痛みを感ずる
ことがある。座骨被覆領域１０９ａは、座骨Ｂ１に対応
する領域、特に、座骨Ｂ１の端部ＴＢ１に対応する領域
を被覆するように配置されているため、座骨被覆領域１
０９ａがクッションとなり、座位における痛みを軽減す
る。
【選択図】　図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ニット織りを用いて形成されるニットパンツであって、
　後身頃部に配置される所定の厚さを有する厚織り部であって、着用時、座骨に対応する
領域を被覆する座骨被覆領域を有する厚織り部、
　を有するニットパンツ。
【請求項２】
　請求項１に係るニットパンツにおいて、
　前記厚織り部は、さらに、
　着用時、仙骨に対応する領域を被覆する仙骨被覆領域を有すること、
　を特徴とするニットパンツ。
【請求項３】
　請求項１、又は、請求項２に係るニットパンツにおいて、
　前記後身頃部、及び、前記厚織り部は、一体的に生成されること、
　を特徴とするニットパンツ。
【請求項４】
　請求項３に係るニットパンツにおいて、
　前記厚織り部は、スペーサーファブリックとして生成されること、
　を特徴とするニットパンツ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ニットパンツに関し、特に、使用時において臀部下部に厚みを有するものに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の使用時において臀部下部に厚みを有するパンツについて、図８に示す臀部サポー
トパンツ５を用いて説明する。図８に示すように、臀部サポートパンツ５において、クッ
ションパッド１は、軽量で復元弾性をもつ不織布を素材としており、臀部サポートパンツ
５に設けたポケット６に内蔵することができ、クッションパッド１は上部端部が漸次薄肉
で波型部分を設けてあり、外観からクッションパッドを装着していることを判断しにくく
、坐骨が接触する部分は不織布に厚みを持たせ、痛みの軽減を図り、装着者がズボンやス
カートを履いた時、整ったヒップラインを出すことができ、多様な体格や姿勢に対応でき
るように、クッションパッド１を内蔵することができるポケット６を有する。
【０００３】
　図９は臀部サポートパンツ５のポケット部６にクッションパッド１を装着した際の側面
を示す図である。クッションパッド１を装着するのが臀部の坐骨周辺と大腿部の境目付近
であるので、自然に出来ている身体の窪みにクッションパッド１がはまり込み、伸縮性が
優れた臀部サポートパンツ５がクッションパッド１を身体へフィットさせ、押さえている
構造なので、スナップボタンや面ファスナーなどを臀部サポートパンツ５やクッションパ
ッド１に縫うなどの手段を使わなくとも、クッションパッド１は坐骨周辺からずれること
は認められない。この実施の形態に示すクッションパッド１は薄肉の臀部を補い、尻の厚
みを自然に作り、装着者がズボンやスカートを履いた際整ったヒップラインを作ることが
できる。クッションパッド１は、装着前と装着中の厚さは変化する。即ち、低反発ウレタ
ンフォームを材料としているクッションパッド１は臀部サポートパンツ５に内蔵されると
、臀部サポートパンツ５と臀部に挟まれることで圧縮され薄くなり、外観から装着してい
ることが判断しにくい形状になる。
【０００４】
　これにより、着座時の臀部坐骨への過度の体圧負荷を抑制し、坐骨ならびに坐骨周辺の
痛みや刺激を緩和し、体圧負荷や摩擦が原因で発生する皮膚の黒ずみや角質化を緩和し、
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スカートを履いた時、整ったヒップラインを出すことができる（以上、特許文献１参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１４－０８０７１０号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述の臀部サポートパンツ５には、以下に示すような改善すべき点がある。図８に示す
ように、臀部サポートパンツ５は、ポケット６を形成した上に、クッションパッド１を、
別途、用意する必要がある。つまり、臀部サポートパンツ５は、構造が複雑であり、製造
に手間がかかる、という改善すべき点がある。また、使用時には、クッションパッド１を
ポケット６に収納する必要がある。つまり、使用に際し、準備に時間がかかる、という改
善すべき点がある。
【０００７】
　さらに、使用時において、クッションパッド１は、臀部の坐骨周辺と大腿部の境目付近
のみに位置し、臀部下部の厚みのみが厚くなるため、外観上、違和感が生じる可能性があ
る、という改善すべき点がある。
【０００８】
　そこで、本考案は、座位時において、臀部下部に生ずる痛みを軽減するニットパンツを
提供することを目的とする。また、本考案は、立位時において、臀部に自然な外観体型ラ
インを形成できるニットパンツを提供することを目的とする。
【考案の効果】
【０００９】
　本考案における課題を解決するための手段及び考案の効果を以下に示す。
【００１０】
　本考案に係るニットパンツは、ニット織りを用いて形成されるニットパンツであって、
後身頃部に配置される所定の厚さを有する厚織り部であって、着用時、座骨に対応する領
域を被覆する座骨被覆領域を有する厚織り部、を有する。
【００１１】
　これにより、臀部下部に厚みを持たせることができるため、座位において、座骨と座面
との接触により生ずる痛みを、容易に、軽減できる。また、座位のように、臀部が伸展す
る姿勢であっても、厚織り部１０９を座骨Ｂ１の位置に、適切に、配置し続けることがで
きる。
【００１２】
　さらに、立位において、臀部下部に厚みを持たせた外観体型ラインを、容易に、取得で
きる。また、インナーとして着用したとしても、ごわつきがなく、外観上、着用している
ことに違和感を生じさせないようにできる。
【００１３】
　本考案に係るニットパンツでは、前記厚織り部は、さらに、着用時、仙骨に対応する領
域を被覆する仙骨被覆領域を有すること、を特徴とする。
【００１４】
　これにより、臀部上部にも厚みを持たせることができるため、座位、及び、立位におい
て、外観上、違和感がない自然な外観体型ラインを、容易に、取得できる。
【００１５】
　本考案に係るニットパンツでは、前記後身頃部、及び、前記厚織り部は、一体的に生成
されること、を特徴とする。
【００１６】
　これにより、一般的なニット織り機によって、容易に、ニットパンツを生成できる。
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【００１７】
　本考案に係るニットパンツでは、前記厚織り部は、スペーサーファブリックとして生成
されること、を特徴とする。
【００１８】
　これにより、一般的なニット織り機によって、容易に、厚織り部を生成できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本考案に係るニットパンツの一実施例であるニットパンツ１００を示すである。
【図２】ニットパンツ１００の正面図である。
【図３】ニットパンツ１００の背面図である。
【図４】座位におけるニットパンツ１００の側面図である。
【図５】立位におけるニットパンツ１００の側面図である。
【図６】立位におけるニットパンツ１００の背中側から見た図である。
【図７】本発明に係るニットパンツのその他の実施形態を示す図である。
【図８】従来の臀部下部に厚みを有するパンツを示す図である。
【図９】従来の臀部下部に厚みを有するパンツを示す図である。
【考案を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本考案の実施例について、図面を参照しながら詳細に説明していく。
【実施例１】
【００２１】
　本考案に係るニットパンツの一実施形態であるニットパンツ１００について、図１～図
６を用いて説明する。ニットパンツ１００は、座位において、臀部下部、特に、座面に近
い座骨の端部付近を被覆する。これにより、使用者は、ニットパンツ１００を着用するこ
とによって、座位における臀部下部の痛みを軽減できる。なお、ニットパンツ１００では
、いわゆるインナーとして、アウターとしてのパンツの下に着用することが想定されてい
る。
【００２２】
１．ニットパンツ１００の構成
　図２にニットパンツ１００の着用前の正面図を、図３にニットパンツ１００の着用前の
背面図を、それぞれ、示す。図２示すように、ニットパンツ１００は、ニット織りにより
形成される三分丈程度パンツ形状を有している。ニットパンツ１００は、前身頃部１０１
、胴リブ部１０３、及び、腿リブ部１０５を有している。
【００２３】
　さらに、図３示すように、ニットパンツ１００は、後身頃部１０７、及び、厚織り部１
０９を有している。前身頃部１０１、胴リブ部１０３、腿リブ部１０５、及び、後身頃部
１０７によって、一般的な、ニット織りのニットパンツが形成される。なお、ニットパン
ツ１００は、例えば、一般的に用いられている、ニット織り用のホールガーメント横編み
機を用いて、前身頃部１０１、胴リブ部１０３、腿リブ部１０５、後身頃部１０７、及び
、厚織り部１０９を一体的に生成できる。このように、ニットパンツ１００を、ニット織
りにより生成することによって、手間がかからず、容易に生成できる。
【００２４】
　厚織り部１０９は、後身頃部１０７に配置される。厚織り部１０９は、所定の厚さを有
する、いわゆるスペーサーファブリックとして生成できる。厚織り部１０９の下辺１０９
ｅ１は、ニットパンツ１００の背面平面視において、股の付け根の近くに、水平方向に沿
って配置される。また、厚織り部１０９の上辺１０９ｅ３は胴リブ部１０３から足方向に
所定距離だけ離れた位置に配置される。厚織り部１０９は、下部に、座骨被覆領域１０９
ａを、及び、上部に、仙骨被覆領域１０９ｂを、それぞれ、有している。
【００２５】
　座骨被覆領域１０９ａは、厚織り部１０９の下辺１０９ｅ１から腰方向に向かって所定
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長さを有する四角形領域として形成される。仙骨被覆領域１０９ｂは、厚織り部１０９の
上辺１０９ｅ３から足方向に向かって所定長さを有する台形領域として形成される。
【００２６】
　図４に、座位におけるニットパンツ１００の着用時の側面図を示す。なお、図４におい
ては、ニットパンツ１００は、左臀部における頂点付近の断面Ｐ１００（図１参照）を示
している。また、ニットパンツ１００の着用姿に対応させて体内の骨格を示して透過的に
示している。
【００２７】
　厚織り部１０９の座骨被覆領域１０９ａは、座位において、座骨Ｂ１、特に、座面近く
に位置する座骨Ｂ１の端部ＴＢ１を被覆する位置に配置される。座骨は、座位において、
端部が座面近くに位置する。このため、痩身体型の者や、お年寄り等、臀部の厚さが比較
的薄い者は、座位において、座骨端部が座面に接し、長時間の座位により、痛みを感ずる
ことがある。座骨被覆領域１０９ａは、座骨Ｂ１に対応する領域、特に、座骨Ｂ１の端部
ＴＢ１に対応する領域を被覆するように配置されているため、座骨被覆領域１０９ａがク
ッションとなり、座位における痛みを軽減する。
【００２８】
　図５に、立位におけるニットパンツ１００の着用時の側面図を示す。なお、図５におい
ては、ニットパンツ１００は、左臀部における頂点付近の断面Ｐ１００（図１参照）を示
している。また、ニットパンツ１００の着用姿に対応させて体内の骨格を示して透過的に
示している。
【００２９】
　座骨被覆領域１０９ａは、立位においても、臀部の座骨Ｂ１に対応する領域を被覆する
ため、臀部下部の厚さを厚くできる。つまり、臀部の厚さが比較的薄い者は、ニットパン
ツ１００を着用するだけで、容易に、臀部下部の厚さを厚くした外観体型ラインＩＬを取
得できる。
【００３０】
　ニットパンツ１００は、厚織り部１０９が後身頃部１０７と一体的に生成されるため、
着用時に厚織り部１０９の位置がズレることがない。また、ニットパンツ１００は、ニッ
ト織りにより生成されるため、着用時において、体にフィットしやすい。したがって、ニ
ットパンツ１００は、座位のように、臀部が伸展する姿勢であっても、厚織り部１０９を
座骨Ｂ１の位置に、適切に、配置し続けることができる。
【００３１】
　さらに、図６に、立位におけるニットパンツ１００の着用時の背中側から見た図を示す
。なお、図６においては、ニットパンツ１００の着用姿に対応させて体内の骨格を示して
透過的に示している。
【００３２】
　仙骨被覆領域１０９ｂは、立位において、仙骨Ｂ３に対応する領域を被覆するため、図
５に示すように、仙骨Ｂ３に沿う臀部上部の厚さを厚くできる。つまり、いわゆる仙骨ラ
インＳＬに沿って、臀部の厚さを厚くできる。このため、臀部の厚さが比較的薄い者は、
ニットパンツ１００を着用するだけで、容易に、臀部上部の厚さを厚くした外観体型ライ
ンＩＬを取得できる。
【００３３】
　また、ニットパンツ１００を着用することによって、臀部下部の厚さを厚くするだけで
なく、仙骨ラインＳＬに沿って臀部上部の厚さも厚くできるため、滑らかな外観体型ライ
ンＩＬを取得できる。ニットパンツ１００は、着用時に、厚織り部１０９の位置がズレる
ことがなく、また、体にフィットしやすいため、インナーとして着用したとしても、ごわ
つきがなく、外観上、ニットパンツ１００を着用していることに違和感を生じさせないよ
うにできる。
【００３４】
［その他の実施形態］
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　（１）仙骨被覆領域１０９ｂ：前述の実施例１においては、仙骨被覆領域１０９ｂを配
置するとしたが、座骨被覆領域１０９ａのみを配置するようにしてもよい。
【００３５】
　（２）厚織り部１０９の形状：前述の実施例１においては、座骨被覆領域１０９ａは、
四角形領域として形成するとしたが、座位、及び、立位において、座骨Ｂ１に対応する領
域を被覆できる形状であれば、例示のものに限定されない。例えば、図７に示すニットパ
ンツ２００のように、ニットパンツ２００の背面平面視において、座骨Ｂ１の端部に向か
って、上から下に凸形状の下辺２０９ｅ１を有する厚織り部２０９、及び、座骨被覆領域
２０９ａを、後ろ身頃部１０７に配置するようにしてもよい。
【００３６】
　同様に、仙骨被覆領域１０９ｂについても、台形領域として形成するとしたが、仙骨Ｂ
３に対応する領域を被覆できる形状であれば、例示のものに限定されない。
【００３７】
　（３）ニットパンツ１００の生成方法：前述の実施例１においては、ニットパンツ１０
０を、ニット織り用のホールガーメント横編み機を用いて生成するしたが、ニットパンツ
１００を生成できるものであれば、例示のものに限定されない。
【００３８】
　また、前述のニットパンツ１００は、前身頃部１０１、胴リブ部１０３、腿リブ部１０
５、後身頃部１０７、及び、厚織り部１０９を一体的に生成するとしたが、前身頃部１０
１、胴リブ部１０３、腿リブ部１０５、及び、後身頃部１０７を一体として生成し、その
後、所定の方法により、所定の厚さを有する厚織り部１０９を後身頃部１０７に配置する
ようにしてもよい。
【００３９】
　（４）ニットパンツ１００の形状：前述の実施例１においては、ニットパンツ１００は
、三分丈程度パンツ形状を有しているとしたが、パンツ形状であれば、例示のものに限定
されない。例えば、いわゆるショートパンツ形状や、足首までのタイツ形状であってもよ
い。また、五分丈、九部丈であってもよい。
【符号の説明】
【００４０】
１００　　　ニットパンツ
　１０１　　　前身頃部
　１０３　　　胴リブ部
　１０５　　　腿リブ部
　１０７　　　後身頃部
　１０９　　　厚織り部
　　１０９ａ　　　座骨被覆領域
　　１０９ｂ　　　仙骨被覆領域
　　１０９ｅ１　　　下辺
　　１０９ｅ３　　　上辺
２００　　　ニットパンツ
　２０７　　　後身頃部
　２０９　　　厚織り部
　　２０９ａ　　　座骨被覆領域

Ｂ１　　　座骨
　ＴＢ１　　　端部
Ｂ３　　　仙骨
ＳＬ　　　仙骨ライン
ＩＬ　　　外観体型ライン
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