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(57)【要約】
【課題】　踵部領域のクッション性を向上でき、シュー
ズ着用時の快適性を向上できる野球用スパイクシューズ
のソール構造を簡単な構造で提供する。
【解決手段】　野球用スパイクシューズにおいて、シュ
ーズの踵中央部に配置される軟質弾性部材製の第１のミ
ッドソール２と、第１のミッドソール２の周りに周溝３
５を隔てて配置され、第１のミッドソール２と一体化さ
れた軟質弾性部材製の第２のミッドソール３と、第１お
よび第２のミッドソール２、３の下面に配置され、複数
のスパイク１０が設けられるとともに、第１および第２
のミッドソール２、３よりも高硬度の硬質弾性部材製の
アウトソールプレート４とを設ける。　
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　野球用スパイクシューズのソール構造において、
　シューズの踵中央部に配置される第１のミッドソールと、
　前記第１のミッドソールの周りに周溝を隔てて配置されるとともに、前記第１のミッド
ソールと一体に設けられまたは一体化された第２のミッドソールと、　
　前記第１および第２のミッドソールの下方に配置され、複数のスパイクが設けられると
ともに、前記第１および第２のミッドソールよりも硬質のアウトソールと、
を備えた野球用スパイクシューズのソール構造。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１のミッドソールが、前記第２のミッドソールの底面に形成された凹部内に収容
されて前記第２のミッドソールと一体化されており、前記第１のミッドソールの外周面と
前記第２のミッドソールの前記凹部の内周面とで前記周溝が形成されており、前記第１の
ミッドソールの底面が前記第２のミッドソールの前記底面から突出していない、
ことを特徴とする野球用スパイクシューズのソール構造。
【請求項３】
　請求項１において、
　前記第１のミッドソールが、着用者の足の踵骨の骨底凸部領域に対応する位置に配置さ
れている、　
ことを特徴とする野球用スパイクシューズのソール構造。
【請求項４】
　請求項１において、
　前記周溝の内周面が、着用者の足の踵中心に対応する位置を中心とし、直径が４０ｍｍ
以上６０ｍｍ未満の同心円の領域に配置されている、
ことを特徴とする野球用スパイクシューズのソール構造。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記周溝が、前記踵中心に対応する位置の周りの全周にわたって延設された環状溝であ
る、
ことを特徴とする野球用スパイクシューズのソール構造。
【請求項６】
　請求項４において、
　前記周溝が、前記踵中心に対応する位置の周りに直線状または曲線状に延びる複数の溝
から構成されている、
ことを特徴とする野球用スパイクシューズのソール構造。
【請求項７】
　請求項１において、
　前記第１のミッドソールの硬度が前記第２のミッドソールの硬度よりも低くなっている
、
ことを特徴とする野球用スパイクシューズのソール構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、野球用スパイクシューズのソール構造に関し、詳細には、その構造の改良に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　運動靴底として、たとえば特開平８－８４６０５号公報には、環状係止部を有する透孔
を靴底の踵部に形成するとともに、透孔の内径よりも大径の緩衝部材を透孔に着脱自在に
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嵌入したものが記載されている（同公報の段落［００２１］～［００２５］および［００
２９］、ならびに図９参照）。
【０００３】
　上記公報によれば、緩衝部材が透孔内で上下動自在になっていることにより、靴底本体
が着地衝撃を受けたとき緩衝部材が靴底本体とは独立して上下に伸縮して衝撃を吸収し、
これにより、踵部の着地衝撃効果が高められると記載されている（同公報の段落［００３
１］参照）。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記公報に記載のものにおいては、緩衝部材の上下方向の伸縮により着
地時の衝撃を吸収しようとしているため、緩衝部材の伸縮時に緩衝部材の透孔からの抜け
出しやその上端の透孔からの突出を防止する必要から、透孔内に複数の環状係止部を設け
、これらの環状係止部と係合する複数の縦溝を緩衝部材に形成する必要があり、構造が複
雑である。また、緩衝部材として、縦溝を有する固形部材の下方にゲル状物質を設けなけ
ればならないため、構造がさらに複雑になる。
【０００５】
　本発明は、このような従来の実情に鑑みてなされたもので、本発明が解決しようとする
課題は、野球用スパイクシューズにおいて、踵部領域のクッション性を向上でき、シュー
ズ着用時の快適性を向上できるソール構造を簡単な構造で提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る野球用スパイクシューズのソール構造は、シューズの踵中央部に配置され
る第１のミッドソールと、第１のミッドソールの周りに周溝を隔てて配置されるとともに
、第１のミッドソールと一体に設けられまたは一体化された第２のミッドソールと、第１
および第２のミッドソールの下方に配置され、複数のスパイクが設けられるとともに、第
１および第２のミッドソールよりも硬質のアウトソールとを備えている（請求項１参照）
。
【０００７】
　本発明によれば、踵着地時には、アウトソールのスパイクが接地してシューズの踵部領
域が支持された状態で、着用者の足の踵部からの荷重が第１、第２のミッドソールに作用
する。このとき、踵中央部に位置する第１のミッドソールが周溝の側に向かって外方に拡
径しつつ圧縮変形する。これにより、着地時の衝撃を吸収して、踵部領域のクッション性
を向上でき、その結果、シューズ着用時の快適性を向上できる。この場合には、踵中央部
の第１のミッドソールとその周囲の第２のミッドソールとを周溝を隔てて配置するだけで
よいので、ソール構造全体を簡略化できる。
【０００８】
　しかも、第１のミッドソールが第２のミッドソールと一体に設けられまたは一体化され
ているので、第１のミッドソールの変形の際には、第１のミッドソールの第２のミッドソ
ールからの抜け出しや飛び出し等を、特殊な構造を何ら必要とすることなく確実に防止で
きる。ここで、本明細書中において、「一体に設け（る）」とは、二つの部材を全体とし
て一つの部材から構成する、すなわち、元々一つの部材であったものを二つの部分に区画
していることを意味し、「一体化され（る）」とは、異なる二つの部材が一つにされてい
ることを意味している。
【０００９】
　本発明では、第１のミッドソールが、第２のミッドソールの底面に形成された凹部内に
収容されて第２のミッドソールと一体化されており、第１のミッドソールの外周面と第２
のミッドソールの凹部の内周面とで周溝が形成されており、第１のミッドソールの底面が
第２のミッドソールの底面から突出していない（請求項２参照）。
【００１０】
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　本発明によれば、第１のミッドソールの底面が第２のミッドソールの底面から突出して
いないことで、踵着地時には、足の踵部をシューズの踵部領域全体で安定して支持するこ
とができ、これにより、第１のミッドソールの外方への変形を周方向に均等に行わせるこ
とができるようになって、着地時の踵部の振れを防止できる。
【００１１】
　本発明では、第１のミッドソールが、着用者の足の踵骨の骨底凸部領域に対応する位置
に配置されている（請求項３参照）。
【００１２】
　本発明では、周溝の内周面が、着用者の足の踵中心に対応する位置を中心とし、直径が
４０ｍｍ以上６０ｍｍ未満の同心円の領域に配置されている（請求項４参照）。
【００１３】
　本発明では、周溝が、踵中心に対応する位置の周りの全周にわたって延設された環状溝
である（請求項５参照）。
【００１４】
　本発明では、周溝が、踵中心に対応する位置の周りに直線状または曲線状に延びる複数
の溝から構成されている（請求項６参照）。
【００１５】
　本発明では、第１のミッドソールの硬度が第２のミッドソールの硬度よりも低くなって
いる（請求項７参照）。
【発明の効果】
【００１６】
　以上のように、本発明に係る野球用スパイクシューズのソール構造によれば、踵中央部
に配置される第１のミッドソールの周りに周溝を隔てて第２のミッドソールを配置するよ
うにしたことにより、踵着地時には、アウトソールのスパイクが接地してシューズの踵部
領域が支持された状態で、着用者の足の踵部からの荷重が第１、第２のミッドソールに作
用したとき、踵中央部に位置する第１のミッドソールが周溝の側に向かって外方に拡径し
つつ圧縮変形するので、着地時の衝撃を吸収して、踵部領域のクッション性を向上でき、
シューズ着用時の快適性を向上できる。この場合には、踵中央部の第１のミッドソールと
その周囲の第２のミッドソールとを周溝を隔てて配置するだけでよいので、ソール構造全
体を簡略化できる。しかも、第１のミッドソールが第２のミッドソールと一体に設けられ
または一体化されているので、第１のミッドソールの変形の際には、第１のミッドソール
の第２のミッドソールからの抜け出しや飛び出し等を、特殊な構造を何ら必要とすること
なく確実に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施例による野球用スパイクシューズ（左足用）のソール構造体の底
面概略図である。
【図２】前記ソール構造体（図１）の外甲側側面図である。
【図３】前記ソール構造体（図１）のIII-III線断面に相当する縦断面図を足の骨格図と
ともに示している。
【図４】前記ソール構造体（図１）のうちのミッドソール構造のみを示す底面概略図であ
って、前記ソール構造体（図１）からスパイクおよびアウトソールプレートを取り除いた
状態を示している。
【図５】図１のV-V線断面図である。
【図６】図１のVI-VI線断面図である。
【図７】本発明の解析のためのシミュレーションモデルである踵部ソール構造体を上面側
から見た斜視図であって、第２のミッドソールの上面略中央に踵骨相当エリアが示されて
いる。
【図８】前記ミッドソール構造（図７）を底面側から見た斜視図であって、第２のミッド
ソールの底面略中央に第１のミッドソールおよびその周囲の環状溝が示されている。
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【図９】シミュレーションの結果を示すソール構造体内部のひずみ分布を示す縦断面図で
あって、環状溝の内径が０の場合を示している。
【図１０】シミュレーションの結果を示すソール構造体内部のひずみ分布を示す縦断面図
であって、環状溝の内径が２０ｍｍの場合を示している。
【図１１】シミュレーションの結果を示すソール構造体内部のひずみ分布を示す縦断面図
であって、環状溝内径が３０ｍｍの場合を示している。
【図１２】シミュレーションの結果を示すソール構造体内部のひずみ分布を示す縦断面図
であって、環状溝の内径が４０ｍｍの場合を示している。
【図１３】シミュレーションの結果を示すソール構造体内部のひずみ分布を示す縦断面図
であって、環状溝の内径が５０ｍｍの場合を示している。
【図１４】シミュレーションの結果を示すソール構造体内部のひずみ分布を示す縦断面図
であって、環状溝の内径が６０ｍｍの場合を示している。
【図１５】シミュレーションの結果を示すソール構造体内部のひずみ分布を示す縦断面図
であって、環状溝の内径が８０ｍｍの場合を示している。
【図１６】シミュレーションの結果を示すグラフであって、環状溝の内径（溝内径）と最
大変形量比（内径８０ｍｍとの比）との関係を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施例を添付図面に基づいて説明する。
図１ないし図１６は本発明の一実施例による野球用スパイクシューズのソール構造を説明
するための図である。これらの図において、図１～図６は野球用スパイクシューズ（左足
用）のソール構造を示しており、図７～図１６は本発明のシミュレーションモデルおよび
シミュレーションの結果を示している。また、以下の説明文中、前方（前側/前）および
後方（後側/後）とは、ソール前後方向の位置関係を表し、上方（上側/上）および下方（
下側/下）とは、ソール上下方向の位置関係を表し、幅方向とはソール左右方向を指すも
のとする。
【００１９】
　図１ないし図４に示すように、ソール構造体１は、シューズの踵部領域Ｈの略中央部（
踵中央部）に配置される軟質弾性部材製の第１のミッドソール２と、第１のミッドソール
２の周りに異形のひし形状の周溝３５を隔てて配置された同様に軟質弾性部材製の第２の
ミッドソール３とを備えている。第２のミッドソール３は、この例では、シューズの踵部
領域Ｈから中足部領域Ｍをへて前足部領域Ｆまで延設されており、着用者の足裏が当接す
る側に配置される足裏当接側面３０と、足裏当接側面の幅方向両側において上方に立ち上
がる巻上げ部３１と、足裏当接側面３０の踵後端側において上方に立ち上がる巻上げ部３
２と、接地面側に配置される底面３Ａとを有している。これら巻上げ部３１および３２に
は、シューズのアッパー下部（図示せず）が固着されるようになっている。
【００２０】
　第２のミッドソール３の底面３Ａの踵中央部には、図４および図５に示すように、凹部
３ａが形成されており、第１のミッドソール２は凹部３ａ内に収容されている。凹部３ａ
の上部には小形の凹部３ｂが形成されている。第１のミッドソール２は、凹部３ａ内に配
置される本体部２０と、本体部２０の上面に突出形成され、凹部３ｂ内に配置される小形
の凸部２１とを有している。第１のミッドソール２の凸部２１は、第２のミッドソール３
の凹部３ｂ内に接着やインサート成形、二色成形等によって固着されている。第１のミッ
ドソール２の本体部２０の外周面２０ａと、第２のミッドソール３の凹部３ａの内周面３
５ａとによって、周溝３５が形成されている。この例では、第１のミッドソール２の本体
部２０の外周面２０ａおよび第２のミッドソール３の凹部３ａの内周面３５ａは、いずれ
も異形のひし形状に形成されている。周溝３５の幅はたとえば１～１５ｍｍ（好ましくは
３～１０ｍｍ）に設定され、深さはたとえば１．５～１０ｍｍ（好ましくは３～８ｍｍ）
に設定される。また、第１のミッドソール２の底面２Ａは、第２のミッドソール３の底面
３Ａから下方に突出しておらず、両面は略面一になっている（図３参照）。
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【００２１】
　第１のミッドソール２は、図４に示すように、足の踵骨ＣＣと対向する位置に配置され
ており、より詳細には、図３に示すように、踵骨ＣＣの骨底凸部領域（斜線領域）ＣＣ１

と対向する位置に配置されている。なお、図３および図４中、符号ＣＵ、ＮＡはそれぞれ
立方骨、舟状骨を表している。また、図４中、点Ｏは足の踵中心を表しており、これは、
一般に、踵骨ＣＣの最後端の位置から前方に０．１７×Ｌ（Ｌ：足長）の位置に配置され
ている。踵中心Ｏは、同図に示すように、第１のミッドソール２の内部に位置している。
【００２２】
　第２のミッドソール３の底面３Ａ側には、図１ないし図３に示すように、硬質弾性部材
製のアウトソールプレート４が配置されており、接着等で底面３Ａに固着されている。ア
ウトソールプレート４は、第１のミッドソール２、周溝３５および第２のミッドソール３
の踵部を覆っている。アウトソールプレート４は、この例では、シューズの踵部領域Ｈか
ら中足部領域Ｍをへて前足部領域Ｆまで延設されており、つま先部で上方に立ち上がる巻
上げ部４０と、踵部領域Ｈの幅方向両側において上方に立ち上がる巻上げ部４１と、踵部
領域Ｈの後端側において上方に立ち上がる巻上げ部４２とを有している。巻上げ部４０に
は、シューズのアッパー下部（図示せず）が固着されるようになっており、巻上げ部４１
、４２は、第１のミッドソール２の踵部側面および踵後端面に固着されている。
【００２３】
　アウトソールプレート４には、図１ないし図３に示すように、複数のスパイク１０、１
１が設けられている。スパイク１０はシューズの踵部領域Ｈに配置され、スパイク１１は
シューズの前足部領域Ｆに配置されている。各スパイク１０、１１は、取付部１０ａ、１
１ａを介してアウトソールプレート４に固着されている。また、前後方向に隣り合う各ス
パイク１０、１１は、これらの間に延びる連設部５を介して相互に連結されている。この
例では、踵部領域Ｈに３本のスパイク１０が配置されており、各スパイク１０は、図１お
よび図４に示すように、周溝３５の内周面（つまり第１のミッドソール２の本体部２０の
外周面２０ａ）を取り囲むように配置されている。また、各スパイク１０は、踵骨ＣＣの
外周縁部に対応する位置に配置されている。
【００２４】
　第１および第２のミッドソール２、３は、軟質弾性部材から構成されており、具体的に
は、エチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）等の熱可塑性合成樹脂やその発泡体、ポリ
ウレタン（ＰＵ）等の熱硬化性樹脂やその発泡体、またはこれらのエラストマー、あるい
はブタジエンラバーやクロロプレンラバー等のラバー素材やその発泡体から構成されてい
る。第１のミッドソール２の硬度は、アスカーＣスケールでたとえば５１～５９Ｃに設定
され、第２のミッドソール３の硬度は、アスカーＣスケールでたとえば４８～５６Ｃに設
定されるが、好ましくは、第１のミッドソール２の硬度は第２のミッドソール３の硬度よ
りも低くなっている。
【００２５】
　アウトソールプレート４は、第１、第２のミッドソール２、３よりも高硬度の硬質弾性
部材から構成されており、具体的には、熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）やポリアミド（
ＰＡ）、ポリアミドエラストマー（ＰＡＥ）、ＡＢＳ樹脂等の熱可塑性樹脂、またはエポ
キシ樹脂等や不飽和ポリエステル樹脂等の熱硬化性樹脂から構成されている。
【００２６】
　第２のミッドソール３の踵部には、図１、図２、図４ないし図６に示すように、内外甲
側から周溝３５まで第２のミッドソール３の内部を挿通する幅方向の貫通孔３８が形成さ
れている。この例では、２本の貫通孔３８が設けられている。これらの貫通孔３８は、主
に美感上の観点から設けられており、シューズの内甲側および外甲側からこれらの貫通孔
３８を通してシューズ内部の第１のミッドソール２が見えるようになっている。
【００２７】
　次に、周溝３５の詳細な位置および大きさ（内径）について、シミュレーションを行っ
て検証した。図７および図８はシミュレーションモデルの踵部ソール構造体を示し、図９
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ないし図１６はシミュレーションの結果を示しており、これらの図において、上述したソ
ール構造体１の各部と同一符号は同一または相当部分を示している。
【００２８】
　図７および図８に示すように、このソール構造体１は、第１、第２のミッドソール２、
３およびアウトソールプレート４から構成されている。図７ではソール構造体１を上面側
から見ており、図８ではソール構造体１を底面側から見ている。なお、図８ではアウトソ
ールプレート４を取り除いた状態が示されている。図７に示すように、第２のミッドソー
ル３の足裏当接側面３０には、踵骨相当エリア３Ｃが設けられており、踵骨相当エリア３
Ｃは踵中心Ｏを中心とする円形状領域であって、その直径ＣＤは４０ｍｍに設定されてい
る。図８に示すように、第２のミッドソール３の底面３Ａには、足裏当接側面３０の踵中
心Ｏに対応する位置を中心とする円形状の環状溝である周溝３５が形成されている。周溝
３５は、第２のミッドソール３の底面３Ａに形成された凹部３ａの円筒状の内周面３５ａ
と、凹部３ａ内に収容された円柱状の第１のミッドソール２の円筒状の外周面２０ａとか
ら構成されている。ここでは、周溝３５の幅Ｗを５ｍｍに、深さを１．５ｍｍにそれぞれ
設定して、周溝３５の内径（つまり外周面２０ａの直径）Ｄの大きさを変化させつつ、踵
骨相当エリア３Ｃに一定の荷重を作用させて、ソール構造体１の内部のひずみ分布および
変形量を算出した。
【００２９】
　図９ないし図１５はソール構造体１の内部のひずみ分布を示す図であって、各図中、色
の濃いほどひずみが大きいことを示している。図９に示すように、Ｄ＝０のもの（つまり
周溝３５の内径が０、すなわち中心に溝（つまり穴）が一つある場合）や、図１０および
図１１に示すように、Ｄ＜４０のもの（つまり周溝３５の内径が踵骨相当エリア３Ｃの直
径ＣＤ（＝４０ｍｍ）より小さい場合）では、踵骨相当エリア３Ｃの内側領域において（
とくに周溝３５の形成個所およびその近傍領域において）ひずみの大きな領域が接地面ま
で延びており、踵骨相当エリア３Ｃの内側領域の変形量が大きく、当該内側領域に変形が
集中しているとえる。その一方、図１２および図１３に示すように、Ｄ＝４０およびＤ＝
５０のもの（つまり周溝３５の内径が踵骨相当エリア３Ｃの直径ＣＤと等しいかこれより
も若干大きい場合）では、踵骨相当エリア３Ｃの内側領域に変形が集中することなく、踵
骨相当エリア３Ｃの全体（および周溝３５の形成個所近傍の内側領域の全体）にわたって
ひずみが分散している。また、図１４および図１５に示すように、Ｄ＝６０およびＤ＝８
０のもの（つまり周溝３５の内径が踵骨相当エリア３Ｃの直径ＣＤよりもかなり大きい場
合）では、周溝３５の形成個所近傍までひずみは分布しておらず、ひずみ分布はＤ＝５０
のものからほとんど変化していない。この場合には、周溝３５がひずみ分布に与える影響
はほとんどないといえる。
【００３０】
　図１６はソール構造体１の変形量を示すグラフであって、横軸は周溝３５の内径（溝内
径）Ｄを示し、縦軸は、Ｄ＝８０ｍｍの場合の最大変形量を１としたときのこれに対する
最大変形量比を示している。同図に示すように、Ｄ＜４０の領域では、最大変形量比は内
径Ｄの減少とともに急激に増加しており、最大変形量に急激な増加が見られる。これは、
上述したように、踵骨相当エリア３Ｃの内側領域で大きな変形が生じて内側領域に変形が
集中していると考えられ、この場合には、ミッドソールがへたってしまってミッドソール
としてのクッション性は低下するといえる。また、４０≦Ｄ＜６０の領域では、最大変形
量比は内径Ｄの増加とともに漸減しており、最大変形量が緩やかに減少していることが分
かる。この領域では、適度のクッション性が得られていると考えられる。一方、６０≦Ｄ
＜８０の領域では、最大変形量比は内径Ｄが増加しても変化しておらず、内径Ｄの大小は
クッション性に影響しないと考えられる。
【００３１】
　以上のひずみ分布図および変形量のグラフの結果を勘案すると、好ましい内径Ｄの値は
、
　　　４０≦Ｄ＜６０
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となる
【００３２】
　このような本実施例によれば、踵中央部に配置される第１のミッドソール２の周りに周
溝３５を隔てて第２のミッドソール３が配置されるので、踵着地時には、アウトソールプ
レート４のスパイク１０が接地してシューズの踵部領域Ｈが支持された状態で、着用者の
足の踵部からの荷重が第１、第２のミッドソール２、３に作用したとき、踵中央部に位置
する第１のミッドソール２が周溝３５の側に向かって外方に拡径しつつ圧縮変形する。こ
れにより、着地時の衝撃を吸収して踵部領域Ｈのクッション性を向上でき、シューズ着用
時の快適性を向上できる。この場合には、踵中央部の第１のミッドソール２とその周囲の
第２のミッドソール３とを周溝３５を隔てて配置するだけでよいので、ソール構造全体を
簡略化できる。しかも、本実施例によれば、第１のミッドソール２が第２のミッドソール
３に固着されて一体化されているので、第１のミッドソール２の変形の際には、第１のミ
ッドソール２の第２のミッドソール３からの抜け出しや飛び出し等を、特殊な構造を何ら
必要とすることなく確実に防止できるようになる。
【００３３】
　以上、本発明に好適な実施例について説明したが、本発明の適用はこれに限定されるも
のではなく、本発明には種々の変形例が含まれる。以下に変形例のいくつかの例を挙げて
おく。
【００３４】
＜第１の変形例＞
　前記実施例では、周溝３５が異形のひし形形状を有している例を示したが、周溝３５の
形状としてはこれに限定されるものではなく、矩形状や台形状等を含むその他の四角形状
や三角形状、多角形状でもよく、あるいは、長円状や楕円状、円形状等の曲線形状でもよ
く、スパイクの位置等に応じて任意の適切な形状を採用し得る。
【００３５】
＜第２の変形例＞
　前記実施例では、周溝３５が、踵中心Ｏに対応する位置の周りの全周にわたって延設さ
れた環状溝である例を示したが、本発明の適用はこれに限定されない。周溝３５は、踵中
心Ｏに対応する位置の周りに直線状または曲線状に延びる複数の溝から構成されていても
よい。これらの場合、周方向に隣り合う各溝の間の領域においては、第１、第２のミッド
ソール２、３は互いに連設されている。
【００３６】
＜第３の変形例＞
　前記実施例では、第２のミッドソール３がシューズの踵部領域Ｈから前足部領域Ｆまで
延設された例を示したが、第２のミッドソール３は少なくとも踵部領域Ｈに配置されてい
ればよい。
【００３７】
＜第４の変形例＞
　前記実施例では、好ましい例として、第１のミッドソール２の硬度が第２のミッドソー
ル３の硬度よりも低い例を示したが、第１のミッドソール２の硬度は第２のミッドソール
３の硬度と実質的に同等でもよい。
【００３８】
＜第５の変形例＞
　前記実施例では、シューズの踵部に３本のスパイクが設けられた例を示したが、スパイ
クの本数はこれに限定されるものではなく、たとえば２本でもよい。
【００３９】
＜第６の変形例＞
　前記実施例では、第１のミッドソール２が第２のミッドソール３と別個に設けられると
ともに、第１のミッドソール２が第２のミッドソール３に固着されることにより、第１お
よび第２のミッドソール２、３が一つになって一体化された例を示したが、本発明の適用
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すなわち、第１および第２のミッドソール２、３を全体として一つのミッドソールから構
成し、当該ミッドソールに周溝３５を形成することにより、当該ミッドソールを第１のミ
ッドソール２の領域部分と第２のミッドソール３の領域部分とに区画するようにしてもよ
い。
【００４０】
＜その他の変形例＞
　上述した実施例および各変形例はあらゆる点で本発明の単なる例示としてのみみなされ
るべきものであって、限定的なものではない。本発明が関連する分野の当業者は、本明細
書中に明示の記載はなくても、上述の教示内容を考慮するとき、本発明の精神および本質
的な特徴部分から外れることなく、本発明の原理を採用する種々の変形例やその他の実施
例を構築し得る。
【産業上の利用可能性】
【００４１】
　以上のように、本発明は、野球用スパイクシューズのソール構造に有用である。
【符号の説明】
【００４２】
　１：　ソール構造体
 
　２：　第１のミッドソール
　２０ａ：外周面
 
　３：　第２のミッドソール
　３Ａ：　底面
　３ａ：　凹部
　３５：　周溝
　３５ａ：　内周面
 
　４：　アウトソールプレート（アウトソール）
 
　１０：　スパイク
 
　ＣＣ：　踵骨
　ＣＣ１：　骨底凸部領域
　Ｏ：　踵中心
 
　Ｈ：　踵部領域
【先行技術文献】
【特許文献】
【００４３】
【特許文献１】特開平８－８４６０５号公報（段落［００２１］～［００２５］、［００
２９］および［００３１］、ならびに図９参照）
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