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(57)【要約】
【課題】脇の汗を吸収する部材を取り付けたものと認識
され難く且つ脇の汗の吸収範囲を広くすることが可能で
且つ装着感が良好な汗吸収用部材付き衣類を提供するこ
と。
【解決手段】袖部が無い上半身を被覆する衣類１は、掛
止部２と胴体部３から構成される。掛止部２と胴体部３
は、前側と後側のそれぞれで、第１縫合部７、第２縫合
部８で縫合される。第１縫合部７と第２縫合部８と胴体
部３側の腕用縁部６とに縫合した汗吸収用布４を、衣類
１の内側に配設した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　袖部が無い上半身を被覆する衣類であって、
　首用縁部、腕用縁部、首用縁部と腕用縁部とに挟まれ肩に掛止するための掛止部、該掛
止部に縫合される胴体部とを備え、
　前側と後側のそれぞれで掛止部と胴体部とを縫合する第１縫合部と第２縫合部とを設け
、
　前記第１縫合部と第２縫合部と胴体部側の腕用縁部とに縫合した汗吸収用部材を、衣類
の内側に配設したことを特徴とする汗吸収用部材付き衣類。
【請求項２】
　前記汗吸収用部材を、胴体部における第１及び第２縫合部と腕用縁部から離隔した箇所
に縫合した請求項１に記載の汗吸収用部材付き衣類。
【請求項３】
　前記汗吸収用部材を布とした請求項１又は２に記載の汗吸収用部材付き衣類。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、汗吸収用部材付き衣類に関する。
【背景技術】
【０００２】
　脇は蒸れ易く発汗しやすいが、この汗が衣類の表面に滲出すると美観を損ねる等の考え
から、近年、上半身を被覆する衣類において、脇の汗を吸収するための部材を取り付けた
ものが提案され、実用化もされている（特許文献１参照）。
【０００３】
　例えば、図４に示す市販されている女性用の衣類２０は、袖部が無い所謂ノースリーブ
型の肌着で、脇の汗を吸収するための布２１を取り付けている。図４（Ｃ）に示すように
、衣類２０では、略楕円形の汗吸収用布２１の約半分を、脇の部位に２点鎖線で示すよう
に縫合している。そして、図４（Ｂ）に示すように、衣類２０の着用時は、この汗吸収用
布２１の約半分を折り返し、汗吸収用布２１が脇の汗を吸収する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－１１４５８２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、衣類２０の着用時に、汗吸収用布２１が、折り返された状態から図４（
Ｃ）に示す元の状態に戻り易く、腕を上げ下げしたりするなど、腕を動かす動作を続けて
いくうちに汗吸収布２１が衣類２０の脇下部からはみ出してくる現象が起こる。このよう
な現象により、衣類２０が脇の汗を吸収する部材を取り付けた肌着であることが他人に認
識されてしまう。また、図４（Ａ）の２点鎖線で示すように、汗吸収用布２１を衣類２０
に縫合する縫合糸が表面に見えており、これによっても、衣類２０が脇の汗を吸収する部
材を取り付けた肌着であることが他人に認識されてしまう。
【０００６】
　また、汗吸収用布２１が縫合されている衣類２０の脇の部位は、着用時には胸囲方向で
体に沿って曲面となる力が加わる。一方、汗吸収用布２１は、衣類２０の着用時には折り
返すために、衣類２０の脇の部位を平面に保持しようとする力が生じる。これらの相反す
る力のために、衣類２０の着用時は、衣類２０の脇の部位に皺が生じ、装着感が悪化する
。
【０００７】
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　また、汗吸収用布２１は、衣類２０の着用時には折り返すために、汗吸収用布２１の折
り返した部位は略直線上となり、衣類２０の着用時に、腕用縁部２２に沿わない。すなわ
ち、衣類２０の着用時に、汗吸収用布２１の折り返した部位は、人体の脇に沿わないこと
になる。従って、汗吸収用布２１では、脇に沿った広い範囲で、脇の汗を吸収することが
できない。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑み、脇の汗を吸収する部材を取り付けたものと認識され難く且
つ脇の汗の吸収範囲を広くすることが可能で且つ装着感が良好な汗吸収用部材付き衣類を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記課題を解決するための本発明の汗吸収用部材付き衣類は、袖部が無い上半身を被覆
する衣類であって、首用縁部、腕用縁部、首用縁部と腕用縁部とに挟まれ肩に掛止するた
めの掛止部、該掛止部に縫合される胴体部とを備え、前側と後側のそれぞれで掛止部と胴
体部とを縫合する第１縫合部と第２縫合部とを設け、前記第１縫合部と第２縫合部と胴体
部側の腕用縁部とに縫合した汗吸収用部材を、衣類の内側に配設したことを特徴とする。
【００１０】
　この構成によれば、汗吸収用部材を、第１縫合部と第２縫合部と胴体部側の腕用縁部と
に縫合したので、脇の汗を吸収する部材を取り付けた衣類と認識され難くすることが可能
となる。また、脇の汗の吸収範囲を広くすることが可能となる。更に、汗吸収用部材を、
無理な力がかからないように配設させて皺の発生を抑制することが可能となり、これによ
り、装着感を良好とすることが可能となる。
【００１１】
　上記構成において、前記汗吸収用部材を、胴体部における第１及び第２縫合部と腕用縁
部から離隔した箇所に縫合してもよい。
【００１２】
　この構成によれば、汗吸収用部材が反転して、外側から認識されることを抑制すること
ができる。また、縫合領域を少なくすることが可能であり、縫合糸が外側から認識される
ことを抑制することができる。これにより、脇の汗を吸収する部材を取り付けた衣類と認
識され難くすることが可能となる。
【００１３】
　上記構成において、前記汗吸収用部材を布としてもよい。
【００１４】
　この構成によれば、汗吸収用部材を薄くすることができるので、装着感を良好とするこ
とができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、脇の汗を吸収する部材を取り付けたものと認識され難く且つ脇の汗の
吸収範囲を広くすることが可能で且つ装着感が良好な汗吸収用部材付き衣類を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る汗吸収用部材付き衣類で（Ａ）が正面図、（Ｂ）が背面
図、（Ｃ）が着用状態での側面図である。
【図２】本発明の実施形態に係る汗吸収用部材付き衣類で（Ａ）が裏返した状態の正面図
、（Ｂ）が裏返した状態の背面図、（Ｃ）が着用状態での縦断側面図である。
【図３】（Ａ）が図２（Ｃ）の要部拡大図、（Ｂ）が変形例の要部拡大図。
【図４】従来の汗吸収用部材付き衣類で（Ａ）が正面図、（Ｂ）が着用状態での縦断側面
図、（Ｃ）は汗吸収用布の縫合状態を示す縦断側面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１７】
　以下、図１～３を参照して、本発明を実施するための形態に係る汗吸収用部材付き衣類
について説明する。
【００１８】
　汗吸収用部材付き衣類１は、袖部が無い上半身を被覆する衣類であり、本実施形態では
、所謂ノースリーブ型の女性用肌着である。
【００１９】
　図１，２に示すように、汗吸収用部材付き衣類１は、掛止部２、胴体部３、汗吸収用部
材としての汗吸収用布４とを、主要な構成要素とする。
【００２０】
　掛止部２は首用縁部５と腕用縁部６とに挟まれた部位であって、衣類１を肩に掛止する
ための部位である。掛止部２と胴体部３は、衣類１の前側で、第１縫合部７で縫合され、
衣類１の後側で、第２縫合部８で縫合されている。第１及び第２縫合部７，８は、首用縁
部５から腕用縁部６に向かって漸次下方になるように直線状に延在する。第２縫合部８の
方が、第１縫合部７より首用縁部５から腕用縁部６に向かって下方になる度合いが大きい
。第１及び第２縫合部７，８における腕用縁部６側の端部は、上下方向で略同位置であり
、腕用縁部６における上下方向での略中央に位置する。それ以外の部位では、第２縫合部
８の方が、第１縫合部７より上方に位置する。しかし、第１及び第２縫合部７，８の延在
方向・形状や位置関係はこれらに限定されるものではない。
【００２１】
　左右の掛止部２のそれぞれは、前側部位と後側部位の境界の第３縫合部９で２枚の布が
縫合されることにより形成されている。首用縁部５の前側における左右の第３縫合部の間
には、レース部１０が縫合されている。一方、胴体部３における前側の部位と後側の部位
との境界には、縫合部（脇線）が存在しない。なお、レース部１０は必ずしも、必要では
ない。また、各掛止部２は１枚の布から形成されてもよく、第３縫合部は必ずしも必要で
はない。また、各掛止部２は、３枚以上の布を縫合することにより形成されてもよい。ま
た、胴体部３に脇線があってもよい。
【００２２】
　汗吸収用布４は、衣類１の内側に配設され、その前側端縁部４ａが第１縫合部７に縫合
され、後側端縁部４ｂが第２縫合部８に縫合され、上側側縁部４ｃが胴体部３の側の腕用
縁部６とに縫合されている。汗吸収用布４は、腕用縁部６に沿った略三日月状の形状を成
している。また、汗吸収用布４は一枚布であり、胴体部３の内側面に沿って、皺が発生す
るような力が作用しないように配設されている。
【００２３】
　前側端縁部４ａにおける首用縁部５の側の端部は、第１縫合部７の延在方向中間部に位
置し、後側端縁部４ｂにおける首用縁部５の側の端部は、第２縫合部８の延在方向中間部
に位置する。しかし、これに限定されず、例えば、前側端縁部４ａにおける首用縁部５の
側の端部は、第１縫合部７における首用縁部５の側の端部に位置してもよく、後側端縁部
４ｂにおける首用縁部５の側の端部は、第２縫合部８における首用縁部５の側の端部に位
置してもよい。
【００２４】
　また、汗吸収用布４の下側側縁部４ｄは、全体に亘り、衣類１の内側に折り返して、縫
合されている。そして、下側側縁部４ｄは、胴体部３における第１及び第２縫合部７，８
と腕用縁部６から離隔した脇の下方の第４縫合部１１で、縫合されている。すなわち、汗
吸収用布４は、第１縫合部７と第２縫合部８と胴体部３の側の腕用縁部６と第４縫合部１
１で縫合され、それ以外の部位は胴体部３から遊離している。第４縫合部１１は、第１～
第３縫合部７～９と比較して、かなり小さい。また、汗吸収用布４は、前側の部位の方が
、後側の部位より胸囲方向の幅が大きい。
【００２５】
　本実施形態では、第１及び第２縫合部７，８は先端側が胴体部３の側を向くように形成
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されている。図３（Ａ）に拡大して示すように、本実施形態では、汗吸収用布４は、端縁
部４ａ，４ｂは非端部４ｅに対して、衣類１の内側の向きに折り返されて第１及び第２縫
合部７，８に縫合されている。詳述すれば、汗吸収用布４の前側端縁部４ａは、衣類１の
内側の向きに折り返され、折り返された部位の内側の面が、第１縫合部７の外側の面に縫
合されている。汗吸収用布４の後側端縁部４ｂについても同様である。上側側縁部４ｃに
ついては、衣類１の外側の向きに折り返され、折り返された部位の外側の面が、腕用縁部
６の内側に縫合されている。また、汗吸収用布４の端縁部４ａ，４ｂの縫合は、上側側縁
部４ｃの胴体部３側の腕用縁部６との縫合とは別に行なわれる。
【００２６】
　しかし、汗吸収用布４の縫合状態は、これに限定されるものではない。例えば、図３（
Ｂ）に示す例では、汗吸収用布４は、端縁部４ａ，４ｂは非端部４ｅに対して、衣類１の
外側の向きに折り返されて第１及び第２縫合部７，８に縫合されている。詳述すれば、汗
吸収用布４の前側端縁部４ａは、外側の向きに折り返され、折り返された部位の外側の面
が、第１縫合部７の内側の面に縫合されている。汗吸収用布４の後側端縁部４ｂについて
も同様である。上側側縁部４ｃについては、図３（Ａ）の場合と同様である。一方、汗吸
収用布４の端縁部４ａ，４ｂの縫合は、上側側縁部４ｃの胴体部３側の腕用縁部６との縫
合と連続して行なわれる。しかし、この縫合方法より、図３（Ａ）の縫合方法の方が、容
易に行なうことができる。
【００２７】
　以上の構成により、本実施形態では以下の効果を享受できる。
【００２８】
　汗吸収用布４を、第１縫合部７と第２縫合部８と胴体部３側の腕用縁部６とに縫合した
ので、衣類１が汗吸収用布４を取り付けたものと認識され難い。汗吸収用布４の端縁部４
ａ，４ｂが縫合される第１及び第２縫合部７，８の腕用縁部６側端部は、腕用縁部６の上
下方向で略中央に位置するので、従来の衣類２０より脇の汗の吸収範囲が広い。更に、汗
吸収用布４は、一枚布であり、胴体部３の内側面に沿って、皺が発生するような力が作用
しないように配設されているので、これにより、装着感が良好である。
【００２９】
　汗吸収用布４は、第４縫合部１１で縫合されているので、汗吸収用布４が反転して、外
側から認識されることを抑制することができる。また、第４縫合部１１は、第１～第３縫
合部７～９と比較してかなり小さいので、縫合糸が外側から認識されることが抑制される
。これにより、衣類１が汗吸収用布４を取り付けたものと認識され難い。
【００３０】
　また、人体の脇がやや前方に向いていることに対して、汗吸収用布４は、前側の部位の
方が、後側の部位より胸囲方向の幅が大きいので、効率良く脇の汗を吸収することが可能
である。
【００３１】
　上記実施形態では、汗吸収部材として汗吸収用布４を使用しているが、本発明はこれに
限定されることなく、例えば、汗吸収部材としてパッド状部材等を使用してもよい。
【００３２】
　また、上記実施形態では、衣類１として上半身を被覆する肌着を挙げたが、本発明はこ
れに限定されず、例えば、上半身だけでなく下半身まで被覆する例えばドレスやワンピー
スでもよい。
【００３３】
　本発明は上記実施形態に限定されることなく、その技術的思想の範囲内であれば、様々
な変形が可能である。
【符号の説明】
【００３４】
１　　衣類
２　　掛止部
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３　　胴体部
４　　汗吸収用布（汗吸収用部材）
５　　首用縁部
６　　腕用縁部
７　　第１縫合部
８　　第２縫合部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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