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Human body movements cause slippage of clothing in ways that make clothes look loose in some
areas and tight in others. In this research, we identified the points of the body and pants with a threedimensional motion analysis system during the process of posture change, and clarified the process of
slippage that occurs between the body and pants due to movements. In addition, we compared the
amount and direction of the slippage by the pants, the subject, and the movement. The main results are
as follows: (1) The slippage was greatest at the openings. The direction of the slippage was towards the
skin that stretched the most. (2) The slippage first tended to occur at the ankle and knee lines where
there was extra ease in the pants, and then gradually occurred at the waist line and other areas that
had less ease in the clothing. In other words the slippage first tended to occur in the sagittal and lateral
directions, and then in the vertical direction. (3) With low-rise, loose and large pants, the amount of
downward slippage was greatest at the back waist line. There was a greater backward slippage in the
waist line with movements from a standing to squatting position than with movements from a standing
to sitting position. Furthermore, the amount of slippage was influenced by how the subjects were
dressed.
(Received July 16, 2007; Accepted in revised form March 7, 2008)
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1. 緒

動作解析, three dimensions

言

三次元, pants

パンツ, ease

ゆとり,

移動距離を計測したものであり, 動作過程全体を捉え

人体は動作に伴ってその形状, 寸法, 部位の位置関

たり, 移動する方向を捉えたものはほとんどない. ま

係に様々な変化を起こす. これに衣服が対応できない

た, 前述のような着衣のずれは, 着装の審美性だけで

場合, 衣服はひきつれたりだぶついたりする. パンツ

なく運動機能性や拘束感などの着心地にも大きな影響

においては着座の動作により後ウエスト部が引き下げ

を与えることがあると考えるが, 着衣のずれと着心地

られひきつれを起こし, 前股ぐり寸法には余りが生じ

の関係についての報告もほとんどみられない.
そこで, 本研究では, 姿勢変化の過程における人体

るなどの着くずれが観察される.
１)

動作による着衣のずれに関しては, 山名ら のワン

とパンツの軌跡を三次元動作解析システムにより捉え

ピースのずれとゆとりの関係を考察したもの, 冨田

た. 動作により人体とパンツがずれるプロセスを解明

ら２) のパンツと人体との空隙量と動作後の形状回復性

することは, 着衣のずれが, どの動作過程, 部位, 方

３)〜７)

がみられる. しかし,

向において, どれだけ生じることで外観に影響を及ぼ

いずれの研究も動作を終えた後に人体に対する衣服の

すのか, または, 生じないことで拘束を感じるのか等

を検討したものなどの報告
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表２. 実験衣および下着に用いたショーツ地の諸元

組成

実験用

綿 100％

平織り

ナイロン/綿/ポリウレタン

メリアス

(55/35/10)

編み

パンツ
ショーツ

組織

厚さ

重さ

(mm)

(g/m２)

糸密度

伸び率

剛軟度＊１

(本/cm)

(％)

(g・mm)

経

緯

縦

横

縦

横

43.6

31.2

0.64

756

29.646

17.598

27.81

15.61

0.38

321

18.937

21.929

82.56

119.78

＊１

カンチレバー法.

表１. 被験者の体格

表３. 被験者が着用したパンツ

被験者

被験者

項目
身長 (cm)

構造
A

B

C

D

160.0

160.8

167.0

156.0

腸骨棘高 (cm)

85.0

85.9

92.2

83.2

胸囲 (cm)

78.4

77.5

85.6

81.8

胴囲 (cm)

62.5

66.4

68.5

65.9

腰囲 (cm)

90.9

92.1

93.5

89.2

体重 (kg)

48.2

51.0

61.0

49.1

サイズ
A

B

C

D

61‑87
原型
(P1)

61‑89

−

64‑91

0

−

−

67‑93

＋

0

0

＋

70‑95

＋＋

＋

＋

＋＋

0

61‑87

を明らかにする手がかりとなる. 着衣のずれを指標と
して, 審美性や拘束性に関わるこれらのファクターを

股上の

61‑89

−

浅い構造

64‑91

0

(P2)

67‑93

−
−
0

0
0

70‑95

取り除くことは, 動作時・静止時いずれにおいても快

0：適合サイズとして着用, −：小さいパン
ツとして着用, ＋：大きいパンツとして着用,
未記入：着用していない.

適なパンツの設計に寄与するものであると考えられる.
2. 実験方法
 被 験 者
被験者は年齢 21〜26 歳の健康な女子４名で, それ

ツを表３に示す. 被験者は実験用パンツの中に表２に

ぞれの体格は表１に示す. 被験者のウエストとヒップ

 マーカーおよび計測点
人体上には大村ら９) が考案した布を透過する赤外線

諸元を示した一分丈のショーツを着用した.

のサイズは, JIS 衣料サイズのピッチにほぼ対応した.
 実験用パンツ
実験用パンツは文化式ストレートパンツ８) の原型お

発光マーカーを, パンツ上には１辺を 2.5 cm にカッ

よび原型から股上寸法を４cm 短くした２種類を作製

使用した. マーカー添付位置は図１に示すように, 人

した. 実験用パンツの素材は８オンスのデニム地 (諸

体上では身体計測時の基準点あるいは基準線の交点,

元は表 2), 縫い糸は 50 番のカタン糸, 縫い針は 14

パンツ上では製図時の基礎線や輪郭線の交点とした.

番のミシン針を使用した. 以下, 原型のパンツを P 1,

以下, 後正中線とウエストラインとの交点を BW, 臀

股上の浅い構造のパンツを P２と称する. サイズは

部最突出点を BH, 右脇線とウエストラインとの交点

トした綿布素材のテーピングテープをマーカーとして

JIS 衣料サイズに準じた５サイズ (61‑87, 61‑89, 64‑

を SW, 右脇線とヒップラインとの交点を SH, 右脇

91, 67‑93, 70‑95) とした. 被験者は, これらのパン

線とニーラインとの交点を SN, 右脇線とアンクルラ

ツのうち, P１については着用可能なパンツすべてを,

インとの交点を SA, 前正中線とウエストラインとの

P２については適正サイズと被験者が選択した好みの

交点を FW, 右膝蓋骨中点を FN と称する. 各記号の

サイズのパンツを着用した. 各被験者が着用したパン

前に人体上の計測点は b を, パンツ上の計測点は p
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図１. マーカー添付位置
を表記し, これらが無表記の場合は人体上の計測点と
パンツ上の計測点との間の距離を示すこととする. ま
た, 人体上の計測点とパンツ上の計測点との間の距離
を人体‑パンツ間距離と呼ぶこととする.
 動作の設定および動作の撮影
観察した動作は立位から椅座位, 立位から蹲踞への
姿勢変化における動きとした. いずれも, 右半身につ
いて検討した. 撮影は, 赤外線発光マーカー対応用と
可視光対応用のデジタルビデオカメラそれぞれ４台の
計８台を用い, 2 台ずつ４方向から行った.
 人体‑パンツ間距離の追跡方法
三次元動作解析ソフトにより, 各計測点を 1/60 秒

図２. 人体 パンツ間距離と変位

毎に X (左右)・Y (上下)・Z (前後) 座標上に得た.
るパンツの距離と位置の変化であり, 主として人体‑

X・Y・Z 座標ではそれぞれ

パンツ間距離によってこれを捉えた.

(人体‑パンツ間距離)

人体の計測点とパンツ上の計測点の間の距離を一定

＝(パンツ上の計測点)−(人体上の計測点)
により人体‑パンツ間距離を求め, 人体上の計測点を

に保ちながら, その位置関係に変化がある場合, 人体‑
パンツ間距離は空間上では変化がなく, X・Y・Z 座

基点としたパンツ上の計測点の位置を得た.

標上ではその値が変わる. これは図２に示すように,

空間上では

例えば, 空間上における人体‑パンツ間距離が２cm

(人体‑パンツ間距離)
 (Xp−Xb)２＋(Yp−Yb)２＋(Zp−Zb)２

のまま, 点 p が点 b を中心として XY 平面で 30 度回

(Xp：X 座標におけるパンツ上の計測点, Xb：X 座

転した場合, X 座標における人体‑パンツ間距離は０

標における人体上の計測点, Yp：Y 座標におけるパ

cm から１cm になることで説明できる. X・Y・Z 座

ンツ上の計測点, Yb：Y 座標における人体上の計測

標は方向を定める座標であるため, 空間上の人体‑パ

点, Zp：Z 座標におけるパンツ上の計測点, Zb：Z

ンツ間距離に加えて, X・Y・Z 座標別にみることに

座標における人体上の計測点)

よって ｢ずれ｣ の方向を捉える.
しかし, X・Y・Z 座標別にみた人体‑パンツ間距離

により人体‑パンツ間距離を求めた.
立位から椅座位あるいは蹲踞への姿勢変化の過程に

の変化は, 人体に対するパンツの位置の変化である場

おいて X・Y・Z 座標および空間上の人体‑パンツ間

合とそうでない場合がある. 各座標における人体‑パ

距離を追跡した.

ンツ間距離の変化が人体に対するパンツの位置の変化

 ｢ずれ｣ の定義
本研究における ｢ずれ｣ は, 動作による人体に対す

によるものでない場合とは, 人体とパンツが同時に同
方向に同距離傾いている場合であり, これは ｢ずれ｣

(395)
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ウエストラインでは BW と FW に大きな変化がみ

としない.
X・Y・Z 座標における人体‑パンツ間距離の変化が
｢ずれ｣ であるか否かは, 各計測点の座標値や各計測
点間の傾きを参考に録画資料を確認して判断した.

られ, 人体に対するパンツの位置は BW では下方,
FW では上方へ変位した. SW では主に後方へ変位し,
後方への変位は BW や FW, ヒップラインの BH や
SH でも生じていた. 田村ら10) の研究では下肢の動作

3. 結果および考察

方向 (屈側) の皮膚面は収縮し, 反対側 (伸側) の皮

 被験者 A の事例について
本研究では４名の被験者が構造の異なる複数のパン

膚面は伸展すると示されている. このことから, ウエ

ツを着用し, 延べ 20 事例の着用状態について経時変

位での股関節屈曲による人体後面における殿溝・殿裂

化を得ることができた. そのデータは膨大であり, す

等の伸展や人体前面におけるそけい部等の収縮による

べての事例において経時変化を記述することは紙面の

といえる. すなわち, 後面においては, 皮膚面の伸展

制限上困難なため, 被験者 A が適正サイズの原型パ

により人体とパンツの間のゆとりがなくなり, 後ろ股

ンツ P１を着用した事例について詳しく述べることに

ぐり寸法が不足し, パンツが後下方にずれたのである.

する.

前面においては, 皮膚面の収縮により前股上寸法には

1)

立位静止時における着用状態

ストラインやヒップラインにおける変位の原因は, 座

余りが生じ, パンツは上方にずれたのである. つまり,

図 3・図４は立位から座位への姿勢変化の過程にお

ずれは皮膚面が伸展した場合, 伸展の大きな部位に向

ける人体‑パンツ間距離の経時変化を部位別に示した

かって起こり, 皮膚が収縮した場合, その部位から遠

図である. 立位時つまり, 図 3・図４における０秒時

ざかる方向へ起こるといえる.

をみると, ウエストラインでは, 人体‑パンツ間距離

立位から椅子座への動作と立位から蹲踞への動作で

が大きく, 身体上の計測点に対しパンツ上の計測点は

ウエストラインの計測部位において最も大きいずれが

下方に位置しており, 特に FW ではパンツが身体よ

みられた時点は異なった. すなわち, 立位から椅座位

り 10 cm 以上も下方に位置していた. この原因は,

への動作では動作の過程において, 立位から蹲踞への

図５に示す立位における各計測点の位置関係をみると

動作では動作終了時の蹲踞において最も大きいずれが

分かる. すなわち, bBW は bFW よりも低い位置に

生じた. これは図６に示すように股関節の屈曲角度に

あり, pBW は pFW より高い位置にあることから,

関係すると考えられる. 立位から椅座位への動作は,

FW が特に大きかったのは, 被験者 A のウエストが

立位から膝関節とともに股関節を屈曲させ, 上体は軽

後下がりであり, パンツをウエストにおいて前下がり

い前屈状態になり, 大腿後面が座面に触れるとほぼ同

に着用していたためであったといえる. さらに, ヒッ

時に上体を起こして椅座位となる. 立位から椅座位へ

プラインでは, 垂直方向における人体上の計測点とパ

の動作における BW と FW は, 関節の屈曲とともに

ンツ上の計測点には違いがみられなかったことから,

徐々にずれ, 動作過程における股関節角度の最大屈曲

ウエストにおいて人体‑パンツ間距離が大きかったの

着座後にもずれつづけ, 着座後, 上体を起こす過程に

は, パンツの腰丈が被験者 A にとって短かったこと

おいて最大となり, さらに上体を起こすことでやや元

によると考えられた.

に戻るという様相を示した. 立位から蹲踞への動作に

図５において脇線に関する計測点を側面からみると,

おける BW と FW は, 関節の屈曲を開始した直後に

パンツ上では垂直よりやや後方に傾いた状態でほぼ一

はほとんど変化なく, さらに関節の屈曲することによ

直線上にあった. 一方, 人体上では, bSW より bSH

りずれ始め, その後は関節の屈曲とともにずれ, 動作

はやや後方に, bSN は前方に位置しており, 被験者

終了まで屈曲の速度がゆるやかになってもさらにずれ

A の下肢は膝が前に出た形状であるといえる. それ

続けるという様相であった.

ゆえ, 図 3・図４において立位時に Z 座標では pSH

アンクルラインの SA は前方への変位が顕著であり,

は bSH に対して後方, pSN は bSN に対して前方,

左方向, すなわち内側へも変位した. 内側前方への変

pSA は bSA に対して後方に位置することになった.

化はニーラインの SN でも生じ, これらの変位は膝関

2)

姿勢変化過程におけるずれの経時変化

節屈曲に起因すると推察できる. アンクルラインとニー

図 3・図４より, 部位別にずれの方向と量およびそ
の経時変化を捉えた.
34

ラインのずれの量を比較すると, ずれは必ずしも皮膚
表面の伸縮率が大きいところで生じていないことが分

(396)
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図３. 立位から椅座位への姿勢変化過程における人体 パンツ間距離の経時変化

図４. 立位から蹲踞への姿勢変化過程における人体 パンツ間距離の経時変化

後に下方へずれた. 膝関節の屈曲をニーラインのゆと

かった.
立位から椅座位への動作において Z 座標の FN で

りでカバーできている場合, 膝関節の屈曲により下肢

は, 膝関節の屈曲を開始した直後に pFN は bFN に

の高さが低くなった分量 pSA は bSA 下方へずれると

対し急速に後方へずれ, 立位時約２cm あった人体‑

考えられる. その後立位から椅座位への動作において

パンツ間距離がほとんどなくなった. FN の膝関節の

pSA は bSA に対し内側前上方へずれた. これはニー

屈曲開始直後の後方へのずれは, 膝関節の屈曲に対し

ラインのゆとりで膝関節の屈曲をカバーできなくなっ

ニーラインのゆとりによってカバーするために生じた

たためであると考えられる. これらの位置関係を明確

と考えられる. 立位から椅座位の動作において Y 座

にするため図７に椅座位における各計測点の正面図,

標の SA では, pSA が bSA に対し動作開始約 0.2 秒

側面図, 平面図を示す.

(397)
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図５. 立位における各計測点の位置関係

度を下腿の傾きとすると, 蹲踞時に下腿の傾きは, 60
度以上であった. パンツは立位時には下肢にそうよう
に下垂していたが, 蹲踞時では, 下腿が 60 度以上に
傾いているため, pSA は重力に従って垂れ下がった
といえる. これらの位置関係を明確にするため蹲踞に
おける各計測点の正面図, 側面図, 平面図を図８に示
した.
部位別にずれの経時変化を比較すると, SA におけ
る大きなずれは動作開始約 0.2〜0.4 秒で生じ, SN や
FN でも 0.4 秒以前にずれが生じることが多かった.
一方ウエストラインでは, 動作開始直後にはほとんど
ずれは起こらず, 関節の屈曲角度が大きくなるに従い
次第にずれていった. つまり, ずれはアンクルライン
やニーラインなどゆとりの多い部位で先に変化し, ウ
エストラインなどゆとりの少ない部位では膝関節や股
関節の屈曲とともに徐々に変化する傾向にあるといえ
る. X・Y・Z 座標別つまり変位の方向別に比較する
と, まず先にニーラインやアンクルラインで矢状方向・
横方向にずれ, 膝関節や股関節の屈曲とともにウエス
図６. 姿勢変化過程における関節屈曲角度の経
時変化

トラインで垂直方向にゆっくりとずれる傾向にあった.
これらのことから, パンツは各部位の幅にゆとりがあ
れば矢状方向・横方向にずれ, パンツと人体の間に存

立位から蹲踞への動作における Y 座標の SA では,

在する空隙量＊1,２)11)12) を変化させることで体形変化に

動作開始約 0.2 秒すぎに上方へ移動し, その後に下方
へ移動した. この原因は下腿の傾きにあると考えられ
る. bSN と bSA とを結ぶ直線と鉛直方向との間の角
36
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＊１

空隙量は衣服と人体の間に存在する空気層の厚さを
さす.

パンツの着くずれに関する研究

図７. 椅座位における各計測点の位置関係

図８. 蹲踞における各計測点の位置関係

対応しており, 矢状方向・横方向のずれによって体形

ンツも前方へのずれが顕著であり, 立位から椅座位へ

変化をカバーできない場合, 垂直方向にずれが生じる

の動作では上方へ, 立位から蹲踞への動作では下方へ

と考察できる.

もずれた. ずれの量の大きい計測点ではいずれのパン


以下は, すべての事例について X・Y・Z 座標それ
ずれの量と方向の比較

ツも同じ方向にずれるが, ずれの量の小さい計測点は
パンツにより異なる方向にずれることが多かった. パ

ぞれにおける立位時の人体‑パンツ間距離を０とした

ンツを要因として動作と X・Y・Z 座標ごとに分散分

座位時のずれを検討した結果である.

析結果, 立位から椅座位への動作における Y 座標の

1)

BW に有意差が認められた. Tukey の HSD 法により

パンツ別にみるずれの比較

図９はパンツ別に立位から座位の動作により各計測

多重比較を行った結果は図７に示した通りである.

部位に生じたずれの量を比較した結果である. いずれ

BW においては, P１のゆとりの少ないパンツと P２

のパンツも BW では下方, FW では上方へずれが顕

の適正サイズの間には有意差が認められ, 股上が浅く

著であり, 立位から蹲踞への動作においてウエストラ

ゆとりが大きいパンツのずれの量は大きくなる傾向に

インでは後方へも大きくずれた. SA ではいずれのパ

あった. その他の計測点においては, パンツの構造や

(399)
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図９. パンツ別にみるずれ量の比較

ゆとりの多少によるずれの量に有意な差は認められな

者を要因として動作と X・Y・Z 座標ごとに分散分析

かった.

結果, 立位から椅座位への動作においては Y 座標の

2)

BW, Z 座標の FW, X・Y 座標の FN, 立位から蹲踞

被験者別にみるずれの比較

図 10 は被験者別に立位から座位の動作により各計

への動作においては Z 座標の SW, Y 座標の FW, X

測部位に生じたずれの量を比較した結果である. 被験

座標の SH, X・Z 座標の SA を除いていずれも有意

38
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図 10. 被験者別にみるずれ量の比較

図 11. 動作別にみるずれ量の比較

差が認められた. Tukey の HSD 法により多重比較を

いとされている13). しかし, 動作により生じるずれの

行った結果は図８に示した通りである. ずれの量や方

量や方向には被験者間に違いがみられた. 動作により

向についてウエストラインや脇線上など多く計測点で

生じるずれは, 皮膚の伸びとは異なり非常に不安定な

被験者による有意差が認められた. 動作による体形変

ものであるといえる. 動作により生じるずれの量や方

化によって人体表面の皮膚は伸縮し, 着衣にはずれが

向は被験者の体型や着用の仕方にも影響を受けること

生じる. 動作による皮膚の伸び率は, 個体間の体型,

が分かった.

身長, 体重がかなり様々であってもほとんど変わらな
(401)

今回の実験では, 動作による着くずれを４名の被験
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やして繰り返し実験を行い, 再現性の検討をすること

 いずれのパンツでも全員が立位から椅座への動
作より立位から蹲踞への動作でウエストラインにおけ

も必要である.

る後方へのずれの量が大きかった.

者についての事例として捉えたが, さらに被験者を増

3)

動作別にみるずれの比較
本研究の一部は科学研究費 (課題番号 17650216)

図 11 は動作別に各計測部位に生じたずれの量を比
較した結果である. t‑検定を行った結果, ウエストラ

によった. なお, 本研究の概要は平成 19 年度日本家

インではすべての計測点において立位から蹲踞への動

政学会 59 回大会において一部発表した.

作では立位から椅座位への動作よりも後方へ有意に大
きくずれていることが認められた. SW については X
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動作においては立位から椅座位への動作より左方向,
すなわち内側へずれる傾向にあった. FW における後
方へのずれや SW における内側へのずれは, パンツ
が人体に密着したことを示す. 蹲踞時には FW や SW
付近でパンツが人体腹部を圧迫し, パンツが人体にく
いこんでいる様相を観察した.
4. 総

括

本研究では, 動作時・静止時いずれにおいても快適
なパンツの設計に資するため, 動作により生じるパン
ツのずれを三次元動作解析システムにより捉え, ずれ
が生じるプロセスの解明を試みた. また, ずれの量や
方向についてパンツ別, 被験者別, 動作別に比較を行っ
た. 主な結果は次のとおりである.
 被験者 A の事例からみたずれの様相
1) ずれの量は開口部で大きく, ずれは皮膚の伸展
の大きい部位に向かって生じた.
2)

ずれはアンクルラインやニーラインなどゆとり

の多い部位で先に生じ, ウエストラインなどゆとりの
少ない部位では膝関節や股関節の屈曲とともに徐々に
生じる傾向にあった. また, ずれは矢状方向や横方向
へ先に生じ, その後に垂直方向に生じる傾向にあった.
 パンツ別には股上が浅く, ゆとりの大きいパン
ツにおいて BW の下方へのずれの量が大きかった.
 ずれの量や方向は被験者の着衣の仕方や好みに
も影響を受けるといえた.

40

(402)

