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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】カップ部を有する女性用衣料において、着脱を
容易に行うことができるとともに、バストカップ体が着
用者のバストにフィットし着用感を向上させた前開き女
性用衣料を提供する。
【解決手段】前開き女性用衣料の左右の前身頃の内側に
は、当該左右の前身頃に対応して分割されバストカップ
体を有する左右のバストカップ部２０、２１がそれぞれ
装着されるとともに、左右のバストカップ部２０、２１
の背面側には、当該左右のバストカップ部２０、２１に
背面に向けて張力を作用させる伸縮素材からなる張力作
用部材２２が設けられ、左右のバストカップ部２０、２
１は、左右の前身頃を連結手段により連結することで張
力作用部材２２に作用する張力によって左右のバストに
保持され、バストカップ部２０、２１には、バストカッ
プ体を着脱自在とした。
【選択図】図６
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも女性の上半身に対応した前身頃が左右に分割され、且つ前記左右に分割され
た前身頃の合わせ部に連結自在な連結手段を有する前開き女性用衣料において、
　前記左右の前身頃の内側には、当該左右の前身頃に対応して分割されバストカップ体を
有する左右のバストカップ部がそれぞれ装着されるとともに、前記左右のバストカップ部
の背面側には、当該左右のバストカップ部に背面に向けて張力を作用させる伸縮素材から
なる張力作用部材が設けられ、前記左右のバストカップ部は、前記左右の前身頃を前記連
結手段により連結することで前記張力作用部材に作用する張力によって左右のバストに保
持され、
　前記バストカップ部には、前記バストカップ体が着脱自在であることを特徴とする前開
き女性用衣料。
【請求項２】
　前記左右に分割された前身頃は、前記左右に分割された前身頃の合わせ部に連結自在な
前記連結手段と異なる補助連結手段を有する請求項１に記載の前開き女性用衣料。
【請求項３】
　前記バストカップ体は、前記バストカップ部に設けられた前記バストカップ体の収容部
の上方に設けられた開口部を介して着脱されることを特徴とする請求項１又は２に記載の
前開き女性用衣料。
【請求項４】
　前記バストカップ体は、前記バストカップ部に設けられた前記バストカップ体の開口部
を介して着脱されることを特徴とする請求項１又は２に記載の前開き女性用衣料。
【請求項５】
　前記張力作用部材の両端部は、前記左右の前身頃内面の前記合わせ部側に位置する端部
にそれぞれ固定され、前記左右のバストカップ部は、前記張力作用部材に装着されている
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の前開き女性用衣料。
【請求項６】
　前記前開き女性用衣料は、外側衣料と前記外側衣料の内側に配置される内側衣料とを備
え、前記内側衣料は、前記左右のバストカップ部と前記張力作用部材かなる背面部とを有
し、
　前記内側衣料は、前記外側衣料に対して着脱自在に構成されてい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前開き女性用衣料。
【請求項７】
　前記張力作用部材は、前記左右のバストカップ部の上端部に対応した位置に左右の肩紐
部をそれぞれ備え、前記左右の肩紐部の上端は、前記左右の前身頃内面の肩部に固定され
ていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の前開き女性用衣料。
【請求項８】
　前記左右の肩紐部の上端は、前記左右の前身頃と当該左右の前身頃の内側に設けられた
裏当て部材との間に配置されていることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の
前開き女性用衣料。
【請求項９】
　前記連結手段は、前記合わせ部に沿って複数配置されたボタンとボタンホールからなり
、前記複数のボタンとボタンホールのうち、少なくとも１組は、前記張力作用部材によっ
て張力が作用する前記左右のバストカップ部の下端縁に対応した位置に配置されているこ
とを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の前開き女性用衣料。
【請求項１０】
　前記ボタンホールは、前記張力作用部材により張力が作用する横向きに形成されている
ことを特徴とする請求項９に記載の前開き女性用衣料。
【請求項１１】
　前記左右の前身頃の合わせ部は、比翼仕立てに構成され、前記ボタン及びボタンホール
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は、外部に露出しないことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれかに記載の前開き女性
用衣料。
【請求項１２】
　前記連結手段は、ファスナー又は面ファスナーの何れかからなることを特徴とする請求
項１乃至１１のいずれかに記載の前開き女性用衣料。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この考案は、ワンピース、シャツ、ニット、パーカー、ルームウエアー、ジャケット、
カーディガン、カットソー、ブラウス、パジャマ、カシュクール仕立ての衣料、脇開き衣
料（介護用含む）などの少なくとも女性の上半身に対応した前身頃が開いた前開き女性用
衣料に関するものである。
【０００２】
　この考案の対象衣料は、フロント開閉を前提とする女性用衣料全般であり、ワンピース
、セパレーツ等その形態は任意であり、又用途もカジュアル、フォーマル、スポーツなど
多種に及び、その構成素材は編地や織地など任意であり、概ねバストシルエット構成にポ
イントを置く女性用衣料である。
【背景技術】
【０００３】
　女性用衣料としては、ブラトップやブラキャミソールと呼ばれるカップ付きの女性用衣
料が広く販売されている。休日など家で過ごすときにブラジャーを着用するか否かを問う
アンケートでは、「大体着用する」、「偶に着用する」を含めて約６割強の女性が「ブラ
ジャーを着用する」と回答し、２割弱の女性が「ブラトップやブラキャソール等を着用す
る」と回答している。また、休日など家で過ごすときにどのような部屋着を着用するかと
のアンケートでは、約６割強の女性が「Ｔシャツやスウェット」と回答しており、「ブラ
トップやブラキャソール等を着用する」と回答した女性は、１割弱に留まる。さらに、夜
寝るときにブラジャーを着用するかとのアンケートでは、約６割の女性が「ブラジャーを
着用しない」と回答しており、１割強の女性が「ブラトップやブラキャソール等を着用す
る」と回答している。このように、ブラトップやブラキャミソール等のカップ付きの女性
用衣料は、ブラジャーを着用せずにバストを保持することができるため、着用が容易であ
り、若い女性を中心として広く使用されていることが判る。
【０００４】
　しかしながら、上記ブラトップやブラキャミソール等のカップ付きの女性用衣料は、タ
ンクトップやＴシャツ等のトップスのバスト部分にカップを縫着したものであり、頭部か
ら被ることにより着脱されるため、着脱時にヘアスタイルが乱れたり、着脱する際に上腕
を上げ下げする動作を必然的に伴い、着脱動作が煩雑であるという技術的課題を有してい
る。特に、中高年（シニア）の女性の場合には、カップ付きの女性用衣料を着脱する際の
腕の上げ下げに困難を伴う場合があり、不向きであるという技術的課題を有している。
【０００５】
　そこで、かかる技術的課題を解決し得るカップ部を有する女性用衣料としては、例えば
、実公昭５２－５４４８６号公報、特開２０１０－１３７７４号公報や特開２００８－１
４４３３８号公報などに開示されたものが既に提案されている。
【０００６】
　この実公昭５２－５４４８６号公報に係る肌着を着用しないで着用するブラジャー付外
衣は、後身頃背部中央を縦方向に開閉自在にした外衣の前身頃の上縁部及び上部左右脇部
に、下縁部を伸縮自在にすると共に、その端部に取付けた背ゴムを身体の背中に回して装
着可能にしたブラジャーの上部及び左右側部を縫着することにより前記外衣の前身頃内側
にブラジャーを取付け、該ブラジャーの左右のカップの突出形状に適応するように外衣の
前身頃胸部を加熱成形により膨出させてなるように構成したものである。
【０００７】
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　また、上記特開２０１０－１３７７４号公報に係るカップ付衣類に用いるためのカップ
部材は、カップ用ポケットと、カップ用ポケットに挿入するカップとから構成され、カッ
プ用ポケットは、衣類の前見頃に接する表布と身体側に接する裏布とを、カップ挿入口と
する部分を除いて縫合又は接着したものであって、カップ用ポケットの内側には所定の範
囲内にカップを掛止させるためのポケット側掛止部材が取り付けてあり、カップは、柔軟
性に富み折り曲げても元の形状に復帰可能な材質で作成されたパッドであって、ポケット
側掛止部材と掛止可能なカップ側掛止部材が取り付けてあり、カップ用ポケットの周囲の
すべてまたは一部を衣類に縫合又は接着することによって衣類に取り付けるようにしたカ
ップ部材であって、カップ側掛止部材のポケット側掛止部材への掛止位置をバストに合わ
せて所定の範囲内で調整できるように構成したものである。
【０００８】
　さらに、この特開２０１０－１３７７４号公報には、カップ付衣類として前立てを設け
た前開きで袖のついたパジャマや部屋着あるいはアウターウェアが例示されている。
【０００９】
　また、上記特開２００８－１４４３３８号公報に係るバストカップ付女性用アウトウエ
アーは、女性用ウエアーの前身が外気に当たる外側と肌に直接触れる内側の2枚から成る
バストカップ付女性用アウトウエアーであって、以後外側、内側で記する、前記内側の胸
部にはカップを収める為のダーツを取り一対のカップが取り付けられ、前記胸部にはアン
ダーバストからウエストに掛けて巾約８ｃｍから１４ｃｍ巾の胸部安定部が設けるように
構成したものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】実公昭５２－５４４８６号公報
【特許文献２】特開２０１０－１３７７４号公報
【特許文献３】特開２００８－１４４３３８号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記従来技術の場合には、次のような技術的課題を有している。すなわ
ち、上記実公昭５２－５４４８６号公報に係る肌着を着用しないで着用するブラジャー付
外衣の場合は、外衣の後身頃背部中央が縦方向に開閉自在としているものの、着用する際
にブラジャーの背ゴムを回避して頭から被るように着用する必要があり、依然として着脱
動作が煩雑であるという技術的課題を有している。
【００１２】
　また、上記特開２０１０－１３７７４号公報に係るカップ付衣類に用いるためのカップ
部材の場合には、カップ用ポケットとカップ用ポケットに挿入するカップとから構成され
るものであり、カップと人体との間にカップ用ポケットを構成する生地が介在され、カッ
プが人体にフィットせず着用感を損ねるという技術的課題を有している。
【００１３】
　さらに、上記特開２００８－１４４３３８号公報に係るバストカップ付女性用アウトウ
エアーの場合には、前開きの女性用衣料を前提としたものではなく、しかも女性用アウト
ウエアーの内側の胸部にカップを収める為のダーツを取り一対のカップが取り付けられ、
かつ胸部にアンダーバストからウエストに掛けて巾約８ｃｍから１４ｃｍ巾の胸部安定部
が設けられるため、胸部安定部の作用により良好な着用感を得難いという技術的課題を有
している。
【００１４】
　そこで、この考案は、上記従来技術の課題を解決するものであり、その目的とするとこ
ろは、カップ部を有する女性用衣料において、着脱を容易に行うことができるとともに、
バストカップ体が着用者のバストにフィットし着用感を向上させた前開き女性用衣料を提
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供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　この考案は、上記の課題を解決するため、次のような技術的手段を採用している。すな
わち、請求項１に記載された発明は、少なくとも女性の上半身に対応した前身頃が左右に
分割され、且つ前記左右に分割された前身頃の合わせ部に連結自在な連結手段を有する前
開き女性用衣料において、
　前記左右の前身頃の内側には、当該左右の前身頃に対応して分割されバストカップ体を
有する左右のバストカップ部がそれぞれ装着されるとともに、前記左右のバストカップ部
の背面側には、当該左右のバストカップ部に背面に向けて張力を作用させる伸縮素材から
なる張力作用部材が設けられ、前記左右のバストカップ部は、前記左右の前身頃を前記連
結手段により連結することで前記張力作用部材に作用する張力によって左右のバストに保
持され、
　前記バストカップ部には、前記バストカップ体が着脱自在であることを特徴とする前開
き女性用衣料である。
【００１６】
　請求項２に記載された発明は、前記左右に分割された前身頃は、前記左右に分割された
前身頃の合わせ部に連結自在な前記連結手段と異なる補助連結手段を有する請求項１に記
載の前開き女性用衣料である。
【００１７】
　請求項３に記載された発明は、前記バストカップ体は、前記バストカップ部に設けられ
た前記バストカップ体の収容部の上方に設けられた開口部を介して着脱されることを特徴
とする請求項１又は２に記載の前開き女性用衣料である。
【００１８】
　請求項４に記載された発明は、前記バストカップ体は、前記バストカップ部に設けられ
た前記バストカップ体の開口部を介して着脱されることを特徴とする請求項１又は２に記
載の前開き女性用衣料である。
【００１９】
　請求項５に記載された発明は、前記張力作用部材の両端部は、前記左右の前身頃内面の
前記合わせ部側に位置する端部にそれぞれ固定され、前記左右のバストカップ部は、前記
張力作用部材に装着されてい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前開
き女性用衣料である。
【００２０】
　請求項６に記載された発明は、前記前開き女性用衣料は、外側衣料と前記外側衣料の内
側に配置される内側衣料とを備え、前記内側衣料は、前記左右のバストカップ部と前記張
力作用部材かなる背面部とを有し、
　前記内側衣料は、前記外側衣料に対して着脱自在に構成されてい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前開き女性用衣料である。
【００２１】
　請求項７に記載された発明は、前記張力作用部材は、前記左右のバストカップ部の上端
部に対応した位置に左右の肩紐部をそれぞれ備え、前記左右の肩紐部の上端は、前記左右
の前身頃内面の肩部に固定されていることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載
の前開き女性用衣料である。
【００２２】
　請求項８に記載された発明は、前記左右の肩紐部の上端は、前記左右の前身頃と当該左
右の前身頃の内側に設けられた裏当て部材との間に配置されていることを特徴とする請求
項１乃至７のいずれかに記載の前開き女性用衣料である。
【００２３】
　請求項９に記載された発明は、前記連結手段は、前記合わせ部に沿って複数配置された
ボタンとボタンホールからなり、前記複数のボタンとボタンホールのうち、少なくとも１
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組は、前記張力作用部材によって張力が作用する前記左右のバストカップ部の下端縁に対
応した位置に配置されていることを特徴とする請求項１乃至８のいずれかに記載の前開き
女性用衣料である。
【００２４】
　請求項１０に記載された発明は、前記ボタンホールは、前記張力作用部材により張力が
作用する横向きに形成されていることを特徴とする請求項９に記載の前開き女性用衣料で
ある。
【００２５】
　請求項１１に記載された発明は、前記左右の前身頃の合わせ部は、比翼仕立てに構成さ
れ、前記ボタン及びボタンホールは、外部に露出しないことを特徴とする請求項１乃至１
０のいずれかに記載の前開き女性用衣料である。
【００２６】
　請求項１２に記載された発明は、前記連結手段は、ファスナー又は面ファスナーの何れ
かからなることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれかに記載の前開き女性用衣料であ
る。
【００２７】
　尚、フロント開閉構造としての連結手段は、ボタン式、ホック式、フック式、ファスナ
ー式且つ当該開閉部はオープンホック式、又はインナーホック式であっても良く、着脱が
容易な範囲でバストカップアンダー部までの丈であっても良い。
【００２８】
　但し、上記連結手段を構成するボタン・ホック・フック等の単体構成は、バストカップ
を構成する基礎衣料の安定性から最低当該バストカップを構成する基礎衣料の上部を保持
することを前提とする位置にその１つが構成されていなければならないと同時に、２～３
個と複数形成されることが好ましい。
【００２９】
　更にバストカップを構成する基礎衣料の開閉部へのフレキシブル性が高い構成（ストレ
ッチ性が高い/良く伸びる）等のマテリアル構成によっては、身頃体の伸張性を多極化す
ることが望ましい。
【００３０】
　又、バストカップを構成する基礎衣料は、上記フレキシブル性（高伸張性）を持ったマ
テリアルとすることによって主衣料の裏地を兼ねた連帯性を形成することが出来る。
【００３１】
　本考案の一つのポイントは、バストシルエット構成にあり、当該衣料のバストシルエッ
トを支える基礎となるバストカップを構成する衣料を内面に複合することにある。
【００３２】
　バストカップ構成をポイントとする基礎衣料（内側衣料）は、フロント開閉部を一体と
し着脱を容易とすると同時に当該衣料のバストシルエット構成を支持するものである。
【００３３】
　また、当該バストカップ構成をポイントとする基礎衣料は、当該衣料のバストシルエッ
ト構成を支える能力を持ったバストカップ構成であり、内側衣料を構成する身頃体は、外
側衣料とは異なり人体への緩みを形成せず、反対に人体にフィットする為のストレッチ（
エラスチック）構成であり、より独立体であることが好ましいが、外側衣料のシルエット
を損なわない範囲でショルダー部等の連動一体化形成を採用しても良い。
【００３４】
　更に、外側衣料のモード（ボディーフィットスタイル又はベアトップ・オフショルダー
・バックレス・ホルターネック等）によっては、それに順応した基礎衣料の形態とするこ
とが好ましい。
【考案の効果】
【００３５】
　この考案によれば、カップ部を有する女性用衣料において、着脱を容易に行うことがで
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きるとともに、バストカップ体が着用者のバストにフィットし着用感を向上させた前開き
女性用衣料を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１はこの考案の実施の形態１に係る前開き女性用衣料の一例としての前開きワ
ンピースを示す前面構成図である。
【図２】図２はこの考案の実施の形態１に係る前開き女性用衣料の一例としての前開きワ
ンピースを示す背面構成図である。
【図３】図３はこの考案の実施の形態１に係る前開き女性用衣料の一例としての前開きワ
ンピースの要部を示す構成図である。
【図４】図４はこの考案の実施の形態１に係る前開き女性用衣料の一例としての前開きワ
ンピースの合わせ部を示す構成図である。
【図５】図５はこの考案の実施の形態１に係る前開き女性用衣料の一例としての前開きワ
ンピースの内側衣料を示す斜視構成図である。
【図６】図６（ａ）（ｂ）はこの考案の実施の形態１に係る前開き女性用衣料の一例とし
ての前開きワンピースの内側衣料をそれぞれ示す正面図及び背面図である。
【図７】図７はこの考案の実施の形態１に係る前開き女性用衣料の一例としての前開きワ
ンピースの変形例を示す構成図である。
【図８】図８はこの考案の実施の形態１に係る前開き女性用衣料の一例としての前開きワ
ンピースの要部を示す構成図である。
【図９】図９（ａ）（ｂ）はバストカップ体をそれぞれ示す正面図及び断面図である。
【図１０】図１０はバストカップ体の着脱構造を示す構成図である。
【図１１】図１１はバストカップ体の着脱構造を示す構成図である。
【図１２】図１２は連結具を示す構成図である。
【図１３】図１３（ａ）（ｂ）はこの考案の実施の形態２に係る前開き女性用衣料の一例
としてのカップ付きパーカーをそれぞれ示す正面構成図及び背面構成図である。
【図１４】図１４はこの考案の実施の形態２に係る前開き女性用衣料の一例としてのカッ
プ付きパーカーの内側衣料を示す斜視構成図である。
【図１５】図１５はこの考案の実施の形態１に係る前開き女性用衣料としての前開きワン
ピースの変形例を示す構成図である。
【考案を実施するための形態】
【００３７】
　以下に、この考案の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００３８】
　実施の形態１
　図１及び図２はこの考案の実施の形態１に係る前開き女性用衣料の一例としての前開き
ワンピースを示す正面構成図及び背面構成図である。
【００３９】
　この前開きワンピース１は、図１及び図２に示すように、前身頃２及び後身頃３からな
る身頃部４と、身頃部４の左右の袖ぐり部にそれぞれ縫着された半袖状の左右の袖部５、
６と、身頃部４の上端部に位置する襟ぐり部に形成された襟部７と、前身頃４の左右の体
側部にそれぞれ縫着された左右のポケット８、９とを備えている。なお、前開きワンピー
ス１は、半袖状のものに限定されず、長袖や七分袖、あるいは袖部を有しない所謂ノース
リーブとして構成されたものであっても良いことは勿論である。
【００４０】
　前身頃２は、図１に示すように、左右の前身頃１１、１２に分割されて前面の中央部が
左右に全面開放される前開き形状に構成されている。ここで、前開き女性用衣料における
前開きとは、必ずしも前面の中央部が左右に開く形状に限定されるものではなく、カシュ
クール仕立ての衣料のように、左右の前身頃１１、１２が前面の中央部において左右に合
わせられ、左右の体側部において連結されるものを含むものである。左右の前身頃１１、
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１２の合わせ部１３、１４には、図３及び図４に示すように、連結自在な連結手段の一例
としてのボタン１５及びボタンホール１６がそれぞれ設けられている。また、本実施の形
態では、左右の前身頃１１、１２の合わせ部１３、１４が比翼仕立てに構成され、ボタン
１５及びボタンホール１６は、比翼仕立てに構成された合わせ部１３、１４により外部に
露出しないように構成されている。
【００４１】
　更に説明すると、右前身頃１２の合わせ部１４の端縁１４ａは、図４に示すように、左
前身頃１１の合わせ部１３側（図中右側）に向けて短く延長されており、合わせ部１３、
１４は、互いに重ね合わされている。右前身頃１２の合わせ部１４の端縁１４ａは、必ず
しも左前身頃１１の合わせ部１３側（図中右側）に向けて延長する必要はなく、ボタンホ
ール１６が設けられる領域のみ左前身頃１１の合わせ部１３と重ね合わされるように合わ
せ部１４の幅を狭く設定しても良い。図４は合わせ部１４を前面から見た正面図である。
右前身頃１２の合わせ部１４は、芯材１４ｃを介在させて裏面側に折り返され三重に構成
されている。また、左前身頃１１の合わせ部１３は、芯材１３ａを介在させて裏面側に折
り返されやはり三重となるよう構成されている。この三重に構成された右前身頃１２の合
わせ部１４には、その裏面側の布地１４ｂ及び芯材１４ｃにボタンホール１６が開口され
ており、ボタンホール１６の外周には、図示しない穴かがりが施されている。ボタンホー
ル１６は、合わせ部１４の表面側の布地により覆われて外部に露出していない。また、三
重に構成された左前身頃１１の合わせ部１３には、ボタン１６は、上下方向に沿って所定
の間隔を隔てて配置されている。
【００４２】
　また、ボタン１５及びボタンホール１６のうち、図中上から２番目及び３番目のボタン
１５ａ、１５ｂ及びボタンホール１６ａ、１６ｂは、図３に示すように、後述する張力作
用部材２２の左右のバストカップ部２０、２１の上下端縁に対応した位置にそれぞれ配置
されており、当該張力作用部材２２に背面側に向けて作用する張力に対抗して、これらの
ボタン１５ａ、１５ｂ及びボタンホール１６ａ、１６ｂによる保持力を作用させている。
なお、ボタン１５及びボタンホール１６の間隔は、必ずしも等間隔である必要はなく、張
力作用部材２２に対応したボタン１５ａ、１５ｂ及びボタンホール１６ａ、１６ｂの間隔
を他の領域に比較して狭く設定しても良い。また、ボタン１５ａ、１５ｂ及びボタンホー
ル１６ａ、１６ｂは、必要に応じて張力作用部材２２の幅方向（上下方向）に対応した中
間部に更に配置するなど数を増やしても良い。或いは、図１５に示すように、張力作用部
材２２に対応した位置にボタン１５ａ、１５ｂ及びボタンホール１６ａ、１６ｂ以外に補
助的にフックやアイ等の補助連結手段５１を追加して配置させても良い。補助連結手段５
１の一例としてのフックは、ボタンホール１６ａと１６ｂとの間及びボタンホール１６ｂ
の下部に配置されている。このように、補助連結手段５１を追加して配置させることによ
り、仮に張力作用部材２２の張力によりボタン１５がボタンホール１６から外れた場合や
ボタン１５が取れてしまった場合などにおいても、左右の前身頃１１、１２が不本意に開
いてしまうことを回避することができる。また、補助連結手段を追加して配置させること
により、前開きワンピース１の左右の前身頃１１、１２を仮止めすることができ、張力作
用部材２２の張力が作用した状態であっても、ボタン１５をボタンホール１６に留めるこ
とが容易となる。尚、図１５では、補助連結手段５１としてフックを図示しており、他方
の前身頃１２に設けられるアイを図示していないが、補助連結手段５１としてのフックを
他方の前身頃１２に設け、アイを前身頃１１に設けても良く、補助連結手段は、フックや
アイ等に限定されず、他のホック等を用いても良いことは勿論である。
【００４３】
　また、ボタンホール１６は、図４に示すように、前中心に対して平行となるように配置
された縦ボタンホールとして構成されている。ボタンホール１６は、横ボタンホールとし
て構成しても良い。その理由は、ボタンホール１６を前中心に対して平行に配置した縦ボ
タンホールとして構成した場合には、張力作用部材２２によって左右の前身頃１１、１２
の合わせ部１３、１４に対して互いに離間する方向の張力が作用した際に、ボタン１５が
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ボタンホール１６から離脱する虞れが生じるのを回避するためである。但し、張力作用部
材２２によって左右の前身頃１１、１２の合わせ部１３、１４に作用する張力の大きさ等
によっては、必ずしも横ボタンホールを採用する必要はなく、左右の前身頃１１、１２の
合わせ部１３、１４に作用する張力が相対的に小さい場合や、合わせ部１４の生地が相対
的に厚くボタン１５がボタンホール１６から離脱し難い場合などには、縦ボタンホールを
用いても良い。
【００４４】
　更に付言すると、前開きワンピース１の後述する外側衣料１７の素材がソフトな（剛性
が相対的に低い）素材からなる場合には、張力作用部材２２によってボタン１５がボタン
ホール１６から離脱し易い傾向にあるため、右前身頃１２の合わせ部１４を比翼仕立てに
構成することが望ましい。また、後述する内側衣料１８の素材がソフトな（剛性が相対的
に低い）素材からなる場合には、張力作用部材２２によってボタン１５がボタンホール１
６から離脱し難い傾向にあるため、右前身頃１２の合わせ部１４を比翼仕立てに構成する
必要はなく、右前身頃１２の合わせ部１４を比翼のない通常のボタンホール１６から構成
しても良い。
【００４５】
　なお、連結手段としては、ボタン１５とボタンホール１６の組み合わせ以外に、ファス
ナーや、ホック、フック、フック状に起毛された面状部材とループ状に密集して起毛され
た面状部材とを押し付けることにより接合される面ファスナーなど、他の連結自在な連結
手段を用いても良い。
【００４６】
　前身頃２及び後身頃３は、表地のみからなる一枚構成であっても、表地及び裏地、ある
いは表地及び裏地や芯材等からなる二枚以上の複数枚構成としても良い。この実施の形態
では、図３に示すように、左右の前身頃１１、１２及び後身頃３が表地のみからなる一枚
構成となっている。前開きワンピース１を構成する素材は、綿、絹、毛等の天然繊維や、
ナイロン、ポリエステル等の合成繊維（化繊）、あるいはこれらの混紡からなる織地や編
地など任意のものが選択される。
【００４７】
　また、前開きワンピース１は、図３に示すように、当該前開きワンピース１の外側を構
成する外側衣料１７と、当該外側衣料１７の内側に配置される内側衣料１８とを備える。
なお、図３は、前開きワンピース１の左前身頃１１の肩部を縫着する前の展開した状態の
内面を示している。外側衣料１７は、内側衣料１８を除いた前開きワンピース１の外部構
成そのものからなる。また、外側衣料１７は、例えば、動体裁断により構成されている。
動体裁断は、解剖学に基づいた洋服の裁断法であり、着用者が腕の上げ下げあるいは上体
の前屈や捩じり等の動作を行っても皮膚のようにストレスなく体になじむ服を目的とした
ものである。動体裁断により構成される外側衣料１７は、左右の袖部５、６を上げても前
身頃４の裾部が上方にずれあがり難く、外側衣料１７の動きが内側衣料１８に影響するの
を抑制することができる。
【００４８】
　一方、内側衣料１８は、図３、図５に示すように、大別して、左右の前身頃１１、１２
の内側に左右に分割されてそれぞれ配置される左右のバストカップ部２０、２１と、左右
のバストカップ部２０、２１に人体の背面に向けた張力を作用させる伸縮素材からなる張
力作用部材２２とから構成されている。左右のバストカップ部２０、２１は、伸縮性を有
する表地と裏地とから二重に構成されている。また、張力作用部材２２は、一枚構成とな
っている。内側衣料１８は、前開きワンピース１を構成する外側衣料１７の上部のうち、
左右の袖部５、６と襟部７を除いた形状と略同一形状に形成されている。内側衣料１８は
、左右のバストカップ部２０、２１の前中心側の端縁２０ａ、２１ａと、張力作用部材２
２の上端縁２２ａと、左右の袖ぐり部２０ｂ、２１ｂの全周が、外側衣料１７内面の対応
する部位に縫着されている。また、左右のバストカップ部２０、２１及び張力作用部材２
２の下端縁には、帯状の伸縮性テープ２９ｂが全周にわたり縫着されている。なお、内側
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衣料１８の伸縮性テープ２９ｂが縫着された下端縁は、外側衣料１７に縫着されておらず
フリーな状態となっている。
【００４９】
　また、内側衣料１８は、左右のバストカップ部２０、２１に左右のバストカップ体２５
、２６が着脱自在となるよう装着されている。内側衣料１８の左右のバストカップ部２０
、２１は、上述したように、表地と裏地とから二重に構成され、当該表地と裏地の外周端
縁が全周にわたり互いに縫着されている。また、左右のバストカップ部２０、２１は、図
５乃至図７に示すように、表地と裏地とが肩部から左右のバストカップ体２５、２６の上
端縁に沿って、左右の前身頃１１、１２の外側端から肩部に向けて斜め上方に傾斜した状
態で互いに縫着６１、６２されているとともに、表地と裏地とが左右のバストカップ体２
５、２６の背面側の端縁に沿って縦方向に互いに縫着６３、６４されている。その結果、
左右のバストカップ部２０、２１の着用者のバストに対応した位置には、左右のバストカ
ップ体２５、２６の形状に対応した形状となるように、左右のバストカップ体２５、２６
を収容する袋状の収容部６５、６６が設けられている。また、縫着部６５、６６の肩側の
端部は、内側衣料１８を構成する表地と裏地とが互いに縫着されておらず、左右のバスト
カップ体２５、２６を着脱するための開口部６７、６８が設けられている。なお、図３に
おいて、開口部６７、６８は、内側衣料１８の外側（人体の肌と反対側）に配置されてい
る。
【００５０】
　収容部６５、６６は、図７に示されるように、内側衣料１８を構成する裏地６９を収容
部６５、６６の形状に対応した形状に形成し、当該収容部６５、６６の上端縁をすべて開
口させて構成しても良い。図７中、符号６９aは裏地６９の上端縁を縫着したステッチを
示している。
【００５１】
　なお、左右のバストカップ体２５、２６の着脱を容易とするためには、袋状の収容部６
５、６６の開口部６７、６８を左右のバストカップ体２５、２６の上端部に設けるのでは
なく、図8に示すように、袋状の収容部６５、６６を左右のバストカップ体２５、２６に
対応した形状として、当該袋状の収容部６５、６６の上端縁６５ａ、６６ａを縫着し、当
該袋状の収容部６５、６６の裏地側（人体と接触する側）に縦方向に沿ったスリット状の
開口部８０を設け、当該開口部８０を介して左右のバストカップ体２５、２６を着脱する
ように構成しても良い。なお、開口部８０は、横方向に沿ったスリット状の開口部から形
成しても勿論良い。
【００５２】
　また、スリット状の開口部６８は、内側衣料１８を構成する表地と裏地のうち、左右の
バストカップ体２５、２６の着脱を容易とするため、人体と接触する裏地に設けても良い
が、これに限定されるものではなく、人体と接触しない表地に設けても良い。
【００５３】
　左右のバストカップ体２５、２６は、左右のバストカップ部２０、２１の保形性を高め
るとともに、必要に応じてバストの補正効果を発揮させるためのものである。左右のバス
トカップ体２５、２６は、図９に示すように、女性のバストの形状に合わせて或いは女性
のバストを人体の中央上部に移動させるようにモールド成型によって三次元形状に形成さ
れたウレタンや不織布等からなるカップ本体２５ａ、２６ａと、カップ本体２５ａ、２６
ａの表裏を覆う表布２５ｂ、２６ｂ及び裏布２５ｃ、２６ｃと、カップ本体２５、２６の
外周を縁取る縁取りテープ２５ｄ、２６ｄとから構成されている。
【００５４】
　張力作用部材２２は、図３に示すように、左右のバストカップ部２０、２１の背面側に
縫着され、外側衣料１７の後身頃３の上部と略同一形状に形成されている。
【００５５】
　内側衣料１８の背面部を構成する張力作用部材２２は、図３及び図５に示すように、ブ
ラジャーの体側部から背面部に掛けて設けられる伸縮性を有するバック布と比較して、面
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積が大幅に大きく女性の背面の全体を覆うように形成されている。そのため、内側衣料１
８の張力作用部材２２は、ボタン１５及びボタンホール１６を連結することにより、左右
のバストカップ部２０、２１に対して女性のバストにフィットする張力を作用させる場合
であっても、肌当たりはソフトなものとなる。よって、内側衣料１８は、長時間着用して
も肌を圧迫することを抑制することができ、良好な着用感を発揮することができる。また
、内側衣料１８の張力作用部材２２は、通常のブラジャーのようにフックやアイ等からな
る締結具を有していないため、着用したままの状態で横になった場合であっても人体を圧
迫することがなく、着用感に優れたものである。また、内側衣料１８は、図３に示すよう
に、左右のバストカップ部２０、２１の合わせ部１３、１４側に位置する端縁２０ａ、２
０ｂが、左右の前身頃１１、１２の内側に左右に分割された状態で全幅にわたりそれぞれ
縫着３４、３５されている。そのため、前開きワンピース１を着用する際は、左右のバス
トカップ部３０、３１に張力作用部材２２の張力が作用することがなく、前開きワンピー
ス１を着用してボタン１５及びボタンホール１６によって左右の前身頃１１、１２を連結
したときに初めて張力作用部材２２の張力が作用するので、前開きワンピース１の着用が
容易となる。
【００５６】
　張力作用部材２２は、伸縮性を有するものであれば特に限定されるものではないが、横
方向にのみ伸縮性を有し、縦方向に伸縮性を有しない素材からなるものであっても良いが
、縦方向及び横方向など２方向に伸縮性を有する伸縮性の生地を用いるのが望ましい。な
お、左右のバストカップ部２０、２１は、例えば、張力作用部材２２と同一の素材により
形成される。
【００５７】
　張力作用部材２２の人体の胸部における周囲長は、前開きワンピース１の着用時に、左
右の前身頃１１、１２をボタン１５及びボタンホール１６により連結することで、当該張
力作用部材２２に作用する張力によって左右のバストカップ体２５、２６を女性の左右の
バストに保持可能となるように、前開きワンピース１の人体の胸部における周囲長よりも
所定の長さだけ短く設定されている。
【００５８】
　更に説明すると、前開きワンピース１の外側衣料１７は、通常、ＪＩＳ規格に基いて、
トップバストの対応範囲（周囲長）が７２～８０ｃｍのものがＳサイズ、７９～８７ｃｍ
のものがＭサイズ、８６～９４ｃｍのものがＬサイズとして設定されている。
【００５９】
　内側衣料１８は、前開きワンピース１の着用時に張力作用部材２２の張力が作用した状
態で、左右の前身頃１０、１１の合わせ部１３、１４を含む当該内側衣料１８のアンダー
寸法がブラジャーのＪＩＳ規格寸法に適合するように外側衣料１７と比較して短く設定さ
れている。例えば、外側衣料１７のＳサイズに対して、内側衣料１８は、ブラジャーのＪ
ＩＳ規格寸法でのアンダーが６０～６５ｃｍの範囲、外側衣料１７のＭサイズに対して、
内側衣料１８は、ブラジャーのＪＩＳ規格寸法でのアンダーが７０～７５ｃｍの範囲、外
側衣料１７のＬサイズに対して、内側衣料１８は、ブラジャーのＪＩＳ規格寸法でのアン
ダーが８０～８５ｃｍの範囲となる様ある程度の許容幅を持たせた状態で、内側衣料１８
の胸囲長が短くなるように設定されている。その際、当然のことながら、合わせ部１３、
１４の合わせ幅が考慮される。
【００６０】
　ここで、内側衣料１８の素材がソフトな（剛性が相対的に低い）素材からなる場合には
、当該内側衣料１８の寸法にもよるが、張力作用部材２２によってボタン１５がボタンホ
ール１６から離脱し難い傾向にあるため、右前身頃１２の合わせ部１４を比翼仕立てに構
成する必要はなく、右前身頃１２の合わせ部１４を比翼のない通常のボタンホール１６か
ら構成しても良い。
【００６１】
　なお、前開きワンピース１のバストアンダー部には、図１に示すように、外側衣料１７
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と内側衣料１８とのサイズ差を吸収して目立たなくなるため、フレアーを周方向に沿って
形成したフレアー部Ｆを設けても良い。
【００６２】
　上記の如く構成される内側衣料１８は、図３に示すように、左右の肩紐部３２、３３の
上端部が前開きワンピース１の肩部内面の上端に縫着されているとともに、左右のバスト
カップ部２０、２１の人体中央部側の端縁２０ａ、２１ａが前開きワンピース１の外側衣
料１７における合わせ部１３、１４の内面に上下方向に沿って縫着３４、３５されること
で、外側衣料１７に固定されている。
【００６３】
　また、内側衣料１８は、図１０及び図１１に示すように、左右のバストカップ体２５、
２６のずれを防止するために、当該左右のバストカップ体２５、２６を面状ファスナー７
１、７２やホック５１、５２（図１２参照）等の着脱具を介して、内側衣料１８に対して
着脱自在に構成しても良い。
【００６４】
　さらに、内側衣料１８は、外側衣料１７に固定せずに、縫着部３４、３５等に対応した
位置に配置される図示しない面状ファスナーやホック等の着脱具を介して、外側衣料１７
に対して着脱自在に構成しても良い。この場合には、内側衣料１８を外側衣料１７から取
り外して、人体に直接接触する内側衣料１８のみ洗濯等を行うことができ、衛生上の観点
から好ましい。
【００６５】
　以上の構成において、この実施の形態に係るカップ付き女性用衣料では、次のようにし
て、カップ部を有する女性用衣料において、着脱を容易に行うことができるとともに、バ
ストカップ体が着用者のバストにフィットし着用感を向上させた前開き女性用衣料を提供
することが可能となっている。
【００６６】
　すなわち、この実施の形態に係る前開きワンピース１は、図１に示すように、外側衣料
１７の左右の前身頃１１、１２における合わせ部１３、１４に設けられたボタン１５を外
して、左右の前身頃１１、１２を前開きインナー１の前面中央部から左右に開いた状態で
、図３に示すように、外側衣料１７の袖ぐり部から左右の袖部５、６に腕を通す。そして
、前開きワンピース１は、図４に示すように、外側衣料１７の左右の前身頃１１、１２を
合わせ部１３、１４において合わせた状態で、合わせ部１３、１４に設けられたボタン１
５を前中心においてボタンホール１６に連結することにより、左右の前身頃１１、１２を
連結させて着用される。その際、内側衣料１８の左右のバストカップ部２０、２１は、外
側衣料１７の左右の前身頃１１、１２を合わせ部１３、１４において接合することにより
互いに女性の左右のバストに対応した所定の位置に配置される。このとき、左右のバスト
カップ体２５、２６は、内側衣料１８の左右のバストカップ部２０、２１に設けられた袋
状の収容部６５、６６に収容されているため、左右のバストカップ体２５、２６は、内側
衣料１８の左右のバストカップ部２０、２１及び張力作用部材２２が有する張力によって
着用者の左右のバストにフィットした状態で装着される。
【００６７】
　このように、前開きワンピース１は、当該前開きワンピース１の左右の袖部５、６に腕
を通すとともに、外側衣料１７の左右の前身頃１１、１２を合わせ部１３、１４に設けら
れたボタン１５及びボタンホール１６で接合することにより着用できるため、自宅等にお
いてブラジャーを着用する必要がなく、部屋で寛ぐ際などのリラクゼーションを目的とし
たルームリラックスウエアとして、或いはジムや温泉、病院等のように下着の着脱を必要
とする施設においても、気軽且つ手軽に着脱することができる。
【００６８】
　また、左右のバストカップ体２５、２６は、左右のバストカップ部２０、２１に設けら
れた袋状の収容部６５、６６に収容されており、左右のバストカップ部２０、２１には、
張力作用部材２２によって人体の背面側に向けた張力が作用するため、左右のバストカッ
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プ体２５、２６が着用者のバストにフィットし着用感を向上させることができる。
【００６９】
　また、この実施の形態に係る前開きワンピース１は、シニアの女性が着用する場合であ
っても、従来のブラキャミやブラトップ等と異なって着用時に上腕を上げ下げする動作が
不要であり、腕の上げ下げに困難を伴う場合がある中高年（シニア）の女性であっても容
易に着用することができる。
【００７０】
　また、前開きワンピース１は、左右の前身頃１１、１２をボタン１５及びボタンホール
１６を介して連結することにより、左右の前身頃１１、１２に対応して左右に分割された
左右のバストカップ体２５、２６が一体的に連結されるとともに、左右のバストカップ体
２５、２６には、内側衣料１８の伸縮性素材からなる左右のバストカップ部２０、２１及
び張力作用部材２２によって張力が作用する。そのため、左右のバストカップ部２０、２
１は、女性の左右のバストにフィットし、良好な着用感を得ることができる。
【００７１】
　なお、前開きワンピース１は、左右の前身頃１１、１２が上下方向に沿った全面にわた
り開口している必要はなく、少なくとも女性の上半身に対応した前身頃が左右に分割され
ていれば良い。この場合には、前開きワンピース１の着脱が容易となる。
【００７２】
　また、前記実施の形態では、前開き女性用衣料として前開きワンピースに適用した場合
について説明したが、本発明はこれに限定されるものではなく、前開きシャツ、ニット、
パーカー、ルームウエアー、ジャケット、カーディガン、カットソー、ブラウス、パジャ
マなどの少なくとも女性の上半身に対応した前身頃が開いた前開き女性用衣料に広く適用
できるものである。
【００７３】
　実施の形態２
　図１３はこの考案の実施の形態２に係る前開き女性用衣料の一例であるカップ付きパー
カーを示すものである。
【００７４】
　このカップ付きパーカー１は、図１３に示すように、前身頃２及び後身頃３からなる身
頃部４と、身頃部４の左右の袖ぐり部にそれぞれ縫着された長袖状の左右の袖部５、６と
、身頃部４の上端部に位置する襟ぐり部に縫着されたフード７と、前身頃４の左右の腹部
にそれぞれ縫着された左右のポケット８、９とを備えている。なお、前開きインナー１は
、長袖状のものに限定されず、半袖や七分袖、あるいは袖部を有しない所謂ノースリーブ
として構成されたものであっても良い。また、カップ付きパーカー１は、フード７を備え
ないものでも勿論良い。
【００７５】
　前身頃２は、左右の前身頃１１、１２に分割されて前面の中央部が開閉される前開き形
状に構成されている。左右の前身頃１１、１２の合わせ部１３、１４には、連結自在な連
結手段の一例としてのファスナー１５ａ及びボタン穴１６ａがそれぞれ設けられている。
【００７６】
　また、カップ付きパーカー１は、図１３に示すように、当該カップ付きパーカー１の外
側を構成する外側衣料１７と、当該外側衣料１７の内側に配置される内側衣料１８とを備
える。
【００７７】
　一方、内側衣料１８は、図１４に示すように、左右の前身頃１１、１２の内側に左右に
分割されてそれぞれ配置される左右のバストカップ部２０、２１と、左右のバストカップ
部２０、２１の背面側に縫着された張力作用部材２２とを備えている。また、左右のバス
トカップ部２０、２１の外面（人体の肌側でない面）には、左右のカップ体２５、２６の
外周縁が縫着されている。内側衣料１８は、左右のバストカップ部２０、２１、背面部２
２及び左右の肩紐部２３、２４の各部を構成する縦方向及び横方向など２方向に伸縮性を
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有する素材により形成されている。また、内側衣料１８には、左右のバストカップ部２０
、２１及び張力作用部材２２の端縁に、伸縮性を有する縁取りテープ２７が縫着されてい
る。縁取りテープ２７としては、例えば、人体に接触する面の肌当たりが良好となるよう
に起毛された伸びの良いゴムテープが用いられる。
【００７８】
　内側衣料１８は、左右のバストカップ部２０、２１の前中心側の端縁２０ａ、２１ａと
、張力作用部材２２の上端縁２２ａと、左右の袖ぐり部２０ｂ、２１ｂの全周が、外側衣
料１７内面の対応する部位に縫着されている。
【００７９】
　以上の構成において、この実施の形態２に係る前開き女性用衣料では、次のようにして
、カップ部を有する女性用衣料において、着脱を容易に行うことができるとともに、バス
トカップ体が着用者のバストにフィットし着用感を向上させることが可能となっている。
【００８０】
　また、この実施の形態に係る前開き女性用衣料では、次のようにして、部屋で寛ぐ際な
どのリラクゼーションを目的としたルームリラックスウエアとして、或いはジムや温泉、
病院等のように下着の着脱を必要とする施設においても、気軽且つ手軽に着脱することが
可能となっている。
【００８１】
　すなわち、この実施の形態２に係るカップ付きパーカー１は、図１３に示すように、外
側衣料１７の左右の前身頃１１、１２における合わせ部１３、１４に設けられたファスナ
ー１５ａ、１６ａを外して、左右の前身頃１１、１２をカップ付きパーカー１の前面中央
部から左右に開いた状態で、内側衣料１８の内側に設けられた開口部に左右の腕を通すと
ともに、外側衣料１７の袖ぐり部から左右の袖部５、６に腕を通す。そして、カップ付き
パーカー１は、外側衣料１７の左右の前身頃１１、１２を合わせ部１３、１４において合
わせた状態で、合わせ部１３、１４に設けられたファスナー１５ａ、１６ａを装着するこ
とにより、左右の前身頃１１、１２を接合して着用される。その際、内側衣料１８の左右
のバストカップ部２０、２１は、外側衣料１７の左右の前身頃１１、１２を合わせ部１３
、１４において接合することにより互いに女性の左右のバストに対応した所定の位置に配
置される。このとき、左右のバストカップ部２０、２１の背面側には、左右のバストカッ
プ部２０、２１と同様に２方向に伸縮性を有する素材からなる張力作用部材２２が縫着さ
れているため、左右のバストカップ部２０、２１は、内側衣料１８の背面部２２が有する
張力によって着用者のバストにフィットされる。
【００８２】
　このように、カップ付きパーカー１は、当該カップ付き前開きインナー１の左右の袖部
５、６に腕を通すとともに、外側衣料１７の左右の前身頃１１、１２を合わせ部１３、１
４に設けられたファスナー１５ａ及び１６ａで接合することにより着用できるため、着脱
を容易に行うことができる。
【００８３】
　また、カップ付きパーカー１は、左右の前身頃１１、１２をボタン１５及びボタンホー
ル１６を介して接合することにより、左右の前身頃１１、１２に対応して左右に分割され
た左右のバストカップ部２０、２１が一体的に接合されるとともに、左右のバストカップ
部２０、２１には、内側衣料１８の伸縮性素材からなる張力作用部材２２によって張力が
作用する。そのため、左右のバストカップ部２０、２１は、女性の左右のバストにフィッ
トし、良好な着用感を得ることができる。
【符号の説明】
【００８４】
　１：前開きワンピース１、２：前身頃、３：後身頃、４：身頃部、５、６：袖部、１１
、１２：左右の前身頃、１３、１４：合わせ部、１５：ボタン、１６：ボタンホ－ル、１
７：外側衣料、１８：内側衣料、２０、２１：左右のバストカップ部、２２：張力作用部
材。
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