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B 37　　 ス キーパ ンツり設 計に関 する研 究　 一 尨 用ぞ にっい 乙 ―

滋－ 紫猿 丸　o 奥村　 量

京女文 象政　 福 煙弥 生

（a  的 ）迩 年、 スポ ー ソヽウエ 了-  は.   そ札ぞ れ の̂ スX. ーツに逢 し た機 能屹 とフ-?■}ショ ン･|ヽ生

が、零求 さ札&  ぶうに なっ てき た。 ス 午-ﾉ ぐヽンツ には、ゑt 機能性,   生理的･  |心理的吹恚

屹 なとリ）将屹ヵ-要求 され る。 前報 心 ま､、スキーパ ンツの設計h  目的 に、冴 降時り 勧的姿勢

k 考慮 し た:身体 寸法につい て検 討v 行っ た。

本義 でヽ IS、スキ ーパ ンツ の適 合性 を友眼 圧 およ びt 能検量 により評価 し、考命 しよう と

t  るもの ■&･あ る。

〔 方鴎〕衣耳?u凪利i,j 被､験冶 は旅人it  子-2 名 とし. 資料 は、 市豚 のス キーパンツ4 権 ずつ

It 尽Jk ?ヽ ろ る。 測を に便 吊し たｔ レ ザーは、共和 電朱裂PST －^KkSFl を、記録 計しよ、

Sa.n -ei DATA LO<T昨R ワT 13 である。 測走 卸檀 は、直立野 止一時 、膝閑 節130°蔵 曲時 、躊居時

り3  優勢 にお ける練 囲前 ・喰ﾀ 文腿中間 配り 前・ 後・側, 殿 則も 膝蓋 膏 中点､, It? ヶ町

Zヽ あ ゐ。 官能検 萱； ぶヽ D 璃 にぶ') 荻脹 圧刻た 部位 の圧原覚 を評ｲ面談 友暖ff. t の相 関 を みヽだ。

（斡畢丿 寂眼圧 の最も高 い部檀 は趨馮時 におけ る緩ま 骨ヤβ､の///μμ 、次い で殿 則そ､の価

喩 である。 嶮勢 別 か ま､、 直立時･5 座却位 とも衣 暖圧 は低い堵 果とな フたが. 大厦邦3  ヶ町 でヽは･

柁 の卸信 よ りや バ

11 疹恥･ 前 面。禰 であ る。 官能検 査 訓 よ、静 止時 は部位 による尽じ方K 大 きは差 は みられ

rx ちヽ つた力斗 躊居時-&iJ 、瓦迫^'硲じゃ 了い卸ｲ立とし て, 棟 蓋骨 中 点、 犬紘 中問後 面、眼 徊

前 面 があ げ られ% 。 また 衣服圧 と官能諦i との閃I-｡績位相関 が認 めら札 る。 し わ`し腹|S1前

^ り氏 は 、7 書知冲 最tｲI χい が.  S一追啓 は比」吹的狸 いと感じて いる。

B 38 キーパン乎ング作象ﾑ似 おけゐタイトウＬ アのJ 用感

甲南ヤ欠狐大　O 森fi紀　 末岡後i-

目･り　j|;tc,n査か状略が作東能辛l-影t"^ 与^ るの･7-lJ ないD をヽ前回i'lt 、タイト ウエ、

ア ぐr胆)いレーズウェーア(L胸ti 用しT 事務作集中・ 筋も図や脈 波*ヽシ両右間I- t.のあるこ

11  lit-め.  作t ＼--J^ ろ ストレスi><9^  V ウェーアI  用時に加わるこ と乞9月り ヽにしTこ．

冷回13. 昨 恥内島l 午- /ぐン今ングり 艮定し、作芙ゑ程･リ) らわれr哺 も的をl^ を枇 良

し１ 丁・L 服両名の島用r- i-る痕労感・ ゑfLt  狼討ii ることt しt･

* 広　被 験右自?､･2X> 才のﾀﾞﾗｰﾀﾀo で` - 胸囲X  8t>､Si. /､?－ 、0 - レ･レ子、紅及/､辞i  0冽

の件型r ある． 良験服;i前圀同穣、魯 釦

丁服^Lし　 この場を ウェ スにi 被験老i><･拷笙位i  b つむ.時の胴回寸広'c なるI  い- インサ

イドA" Iレト1 園ヽ良しt-。i^ 材､J. 引張･i £i,断特注はやや-6ヽ Tベ コ 釦げ劈征は？や束 い ヽ

い綿ブロ- ド"t･h る. 蔵験勧丿実験t 入良、安静30 分陳、フ・ロ グタム守一/､･ン今>  r  I 時

間. 食争･ 休他1 時間It').     A- t^- I  時間十一パンチンr  I T-･．この間 の稽尖峯絢l乱波ヒ

俯も 図、作i^ 机略を範 餐し仁、筋も図の被験筋･わら上一晩ﾆｰ 猿筋、浅持屈 筋、伯仲筋 に 、

虎ぶ 前剛≪]狐ヒしれ．作寡､前陳ぷ £範 的び爽 労感 の調irtfJv ヽ．フV 、アカ ーr  入卜J 作象

前伎t 駆軋 さらに糾時間如 旧 、仁．/  恚蘭汰L 服づ 猿 の良験い い 応軟夜討いｌ，
秘栗　りV ウェア薦用t-･t泉験者・ いf れt  & り 夕嵐労感 の訴い 溥 く丿i|- 量やパ

> チンツベ スの 生辛*ヽ ； もこれをjfc衣μ μ 果i>'<得られ匹 丁緩l 用時 の筋も 圀Iて 筋

り嶋ヵヽ 大き< , 作気初 期の段隋､こ顕弗T あること*v認めもね、動作 によゐ局部 の布面ﾀ:形

が時間経＆'^･､ い"~!tr るおヵ権和や八蛋・ ま耀的馴化 の問是 にっいl 授忖リ こ．


