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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　履き物であって、該履き物は、
　ミッドソールプラットフォームと、
　インソールと、
　矯正シェルであって、該矯正シェルは、該ミッドソールプラットフォームと該インソー
ルとの間に受容され、該矯正シェルは、着用者の足の踵を支持するための踵部分と、該着
用者の前足部を少なくとも該足の中足骨頭の裏および中足骨頭の近くの領域に支持するた
めの前足部分とを有しており、該矯正シェルは、該踵を部分的に入れ、かつ該前足部を支
持するように形作られており、該履き物が着用されている場合、水平横方向平面に対して
、該足の遠位中足骨幹が、該足の第一の側から該足の反対の側に向かって漸進的に高めら
れた位置に支持される、矯正シェルと、
　該矯正シェルを安定させることを助けるために該ミッドソールプラットフォームの中に
配置されている複数の支持プラグと
　を含んでいる、履き物。
【請求項２】
　前記矯正シェルは、前記足のボール部を横切って前足部外反ウェッジを擬態するために
、前記遠位中足骨幹を、前記水平横方向平面に対して、前記前足部の内側面から該前足部
の外側面に向かって漸進的に高められた位置に支持するように形作られている、請求項１
に記載の履き物。
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【請求項３】
　前記矯正シェルは、前記足のボール部を横切って前足部内反ウェッジを擬態するために
、前記遠位中足骨幹を、前記水平横方向平面に対して、前記前足部の外側面から該前足部
の内側面に向かって漸進的に高められた位置に支持するように形作られている、請求項１
に記載の履き物。
【請求項４】
　前記複数の支持プラグは、前記ミッドソールプラットフォームに、差し込み可能にかつ
取り外し可能に連結されている、請求項１に記載の履き物。
【請求項５】
　前記複数の支持プラグは、前記ミッドソールプラットフォームを通って、その下方表面
から反対の上方表面に延在している、請求項１に記載の履き物。
【請求項６】
　前記支持プラグの各々の上方表面の形が、各々それぞれの支持プラグの上にある前記矯
正シェルの表面の形に対応している、請求項１に記載の履き物。
【請求項７】
　前記支持プラグは、前記ミッドソールプラットフォームの中に一体的に形成されている
、請求項１に記載の履き物。
【請求項８】
　前記支持プラグは、円形の断面を有している、請求項１に記載の履き物。
【請求項９】
　前記支持プラグはウェッジ形であり、前記ミッドソールプラットフォームの前足部領域
においてその反対の側上に配置されている第一の１組の支持プラグは、前記履き物の前端
に向かって下の方へと各々傾いており、該ミッドソールプラットフォームの踵領域におい
てその反対の側上に配置されている第二の１組の支持プラグは、該踵領域の中央に向かっ
て下の方へと各々傾いている、請求項１に記載の履き物。
【請求項１０】
　前記履き物の曲げおよびねじりの剛性がその長手方向の長さに対して増加するように、
前記ミッドソールプラットフォームに連結されているシャンクをさらに含んでいる、請求
項１に記載の履き物。
【請求項１１】
　前記シャンクは、前記支持プラグのうちの少なくとも１つの下にある前方部分と、該支
持プラグのうちの少なくとも１つの他の下にある後方部分とを含んでいる、請求項１０に
記載の履き物。
【請求項１２】
　前記シャンクの前記前方部分は、該シャンクの中央部分から延在している２つの突出部
を含んでおり、該突出部のうちの１つは、前記履き物の外側面に沿って位置し、かつ前記
ミッドソールプラットフォームの、前記足の第五中足骨の前記中足骨頭に対応する接触エ
リアの裏および接触エリアの近くの領域の下にあり、該突出部のうちのもう１つは、該履
き物の内側面に沿って位置し、かつ該ミッドソールプラットフォームの、該足の第一中足
骨の該中足骨頭に対応する接触エリアの裏および接触エリアの近くの領域の下にある、請
求項１１に記載の履き物。
【請求項１３】
　前記外側面に沿って位置する前記シャンクの前記前方部分の前記突出部の一部は、横方
向に延在し、該突出部は、前記ミッドソールプラットフォームの、少なくとも前記足の第
二、第三、第四、および第五中足骨に対応する中足骨頭の接触エリアの裏および接触エリ
アの近くの領域の少なくとも一部分の下にある、請求項１２に記載の履き物。
【請求項１４】
　前記シャンクの前記後方部分は、該シャンクの中央部分から延在している２つの突出部
を含んでおり、該突出部のうちの１つは、前記履き物の外側面に沿って位置し、かつ前記
足の踵骨に対応する接触エリアから横方向にずれている第一のエリアの下にあり、該突出
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部のうちのもう１つは、該履き物の内側面に沿って位置し、かつ該足の該踵骨に対応する
該接触エリアから横方向にずれている第二のエリアの下にある、請求項１１に記載の履き
物。
【請求項１５】
　前記内側面に沿って位置する前記シャンクの前記後方部分の前記突出部は、前記外側面
に沿って位置する該シャンクの該後方部分の該突出部よりも、前記履き物の後端にさらに
向かって長手方向に延在している、請求項１４に記載の履き物。
【請求項１６】
　履き物であって、該履き物は、
　ミッドソールプラットフォームと、
　インソールと、
　矯正シェルであって、該矯正シェルは、該ミッドソールプラットフォームと該インソー
ルとの間に受容され、該矯正シェルは、着用者の足の踵を支持するための踵部分と、該着
用者の前足部を少なくとも該足の中足骨頭の裏および中足骨頭の近くの領域に支持するた
めの前足部分とを有している、矯正シェルと、
　該矯正シェルを安定させることを助けるために該ミッドソールプラットフォームの中に
配置されている複数の支持プラグと、
　該履き物の曲げおよびねじりの剛性がその長手方向の長さに対して増加するように、該
ミッドソールプラットフォームに連結されているシャンクと
　を含んでおり、
　該シャンクの該前方部分は、該矯正シェルの該前足部分の下にあるウェッジを作り出す
ために、その第一の側からその反対の側へと厚さが漸進的に変化している、履き物。
【請求項１７】
　前記シャンクの前記前方部分は、前足部外反ウェッジを擬態するために、該シャンクの
内側面から該シャンクの外側面に向かって増加した距離離れるにつれて厚さが漸進的に変
化している、請求項１６に記載の履き物。
【請求項１８】
　前記シャンクの前記前方部分は、前足部内反ウェッジを擬態するために、該シャンクの
外側面から該シャンクの内側面に向かって増加した距離離れるにつれて厚さが漸進的に変
化している、請求項１６に記載の履き物。
【請求項１９】
　履き物であって、該履き物は、
　ミッドソールプラットフォームと、
　インソールと、
　矯正シェルであって、該矯正シェルは、該ミッドソールプラットフォームと該インソー
ルとの間に受容され、該矯正シェルは、着用者の足の踵を支持するための踵部分と、該着
用者の前足部を少なくとも該足の中足骨頭の裏および中足骨頭の近くの領域に支持するた
めの前足部分とを有している、矯正シェルと、
　該矯正シェルを安定させることを助けるために該ミッドソールプラットフォームの中に
配置されている複数の支持プラグと
　を含んでおり、
　該ミッドソールプラットフォームの一部分が、該矯正シェルの該前足部分の下にあるウ
ェッジを作り出すために、その第一の側からその反対の側へと厚さが漸進的に変化してい
る、履き物。
【請求項２０】
　前記ミッドソールプラットフォームの前記一部分は、前足部外反ウェッジを擬態するた
めに、該ミッドソールプラットフォームの内側面から該ミッドソールプラットフォームの
外側面に向かって増加した距離離れるにつれて厚さが漸進的に変化している、請求項１９
に記載の履き物。
【請求項２１】



(4) JP 5927205 B2 2016.6.1

10

20

30

40

50

　前記ミッドソールの前記一部分は、前足部内反ウェッジを擬態するために、該ミッドソ
ールプラットフォームの外側面から該ミッドソールプラットフォームの内側面に向かって
増加した距離離れるにつれて厚さが漸進的に変化している、請求項１９に記載の履き物。
【請求項２２】
　前記履き物が前記着用者により着用されている場合、前記足の前記中足骨頭により定め
られている平面は、水平横方向平面に対して傾斜されており、前記前足部の外側面が該前
足部の内側面よりもより高められた位置に支持されている、請求項１に記載の履き物。
【請求項２３】
　前記履き物が前記着用者により着用されている場合、前記足の前記中足骨頭により定め
られている平面は、水平横方向平面に対して傾斜されており、前記前足部の内側面が該前
足部の外側面よりもより高められた位置に支持されている、請求項１に記載の履き物。
【請求項２４】
　前記矯正シェルは、前記ミッドソールプラットフォームと前記インソールとの間に全体
が収納されている、請求項１に記載の履き物。
【請求項２５】
　前記ミッドソールプラットフォームは、前記矯正シェルの対応する形を受容するように
形作られた凹部を含んでいる、請求項１に記載の履き物。
【請求項２６】
　前記矯正シェルは、前記ミッドソールプラットフォームと前記インソールとの間に取り
外し可能に受容されている、請求項１に記載の履き物。
【請求項２７】
　前記矯正シェルは、前記ミッドソールプラットフォームの材料よりも高い剛性を有する
材料である、請求項１に記載の履き物。
【請求項２８】
　前記矯正シェルの前端が、前記足の前記中足骨頭の裏および前記中足骨頭の近くの前記
領域で終わっている、請求項１に記載の履き物。
【請求項２９】
　前記ミッドソールプラットフォームは、前記足の中足骨頭により定められている参照線
に対応する位置および方向に、その幅を横切って延在している可撓溝を含んでいる、請求
項１に記載の履き物。
【請求項３０】
　前記ミッドソールプラットフォームは、前記履き物と地表面との間の摩擦力を高めるた
めに、その下方表面上にトレッドパターンを有するアウトソールである、請求項１に記載
の履き物。
【請求項３１】
　前記ミッドソールプラットフォームの少なくとも一部分の下にあるアウトソールをさら
に含み、該アウトソールは、前記履き物と地表面との間の摩擦力を高めるためにその下方
表面上にトレッドパターンを有している、請求項１に記載の履き物。
【請求項３２】
　矯正シェルの支持構造としての履き物のためのシャンクであって、該シャンクは、
　前方部分、後方部分、および中央部分を含んでおり、該前方部分は該中央部分から延在
している２つの突出部を含んでおり、該突出部のうちの１つは、前記履き物のソールの、
着用者の足の第五中足骨の中足骨頭に対応する接触エリアの裏および接触エリアの近くの
領域の下にあるように該シャンクの外側面に沿って位置し、該突出部のうちのもう１つは
、該ソールの、該足の第一中足骨の中足骨頭に対応する接触エリアの裏および接触エリア
の近くの領域の下にあるように該シャンクの内側面に沿って位置している、シャンク。
【請求項３３】
　前記シャンクの前記前方部分の厚さが、該シャンクの第一の側から該シャンクの反対の
側へと距離が増加するにつれて漸進的に増加している、請求項３２に記載のシャンク。
【請求項３４】



(5) JP 5927205 B2 2016.6.1

10

20

30

40

50

　前記シャンクの前記前方部分の前記厚さは、前足部外反ウェッジを擬態するために、該
シャンクの前記内側面から該シャンクの前記外側面へと距離が増加するにつれて漸進的に
増加している、請求項３３に記載のシャンク。
【請求項３５】
　前記シャンクの前記前方部分の前記厚さは、前足部内反ウェッジを擬態するために、該
シャンクの前記外側面から該シャンクの前記内側面へと距離が増加するにつれて漸進的に
増加している、請求項３３に記載のシャンク。
【請求項３６】
　前記外側面に沿って位置する前記シャンクの前記前方部分の前記突出部の一部は、前記
第一中足骨幹の独立した動きを可能にするために、前記ソールの、前記足の前記第三、第
四、および第五中足骨の接触エリアの裏および接触エリアの近くの領域の少なくとも一部
分の下にあるように横方向に延在している、請求項３２に記載のシャンク。
【請求項３７】
　前記後方部分は、前記中央部分から延在している２つの突出部を含んでおり、該突出部
のうちの１つは、前記足の踵骨に対応する接触エリアから横方向にずれている前記ソール
の第一のエリアの下にあるように前記シャンクの外側面に沿って位置し、該突出部のうち
のもう１つは、該足の該踵骨に対応する該接触エリアから横方向にずれている該ソールの
第二のエリアの下にあるように該シャンクの内側面に沿って位置している、請求項３２に
記載のシャンク。
【請求項３８】
　前記内側面に沿って位置する前記シャンクの前記後方部分の前記突出部は、前記外側面
に沿って位置する該シャンクの該後方部分の該突出部よりも、該シャンクの前記中央部分
からさらに離れて長手方向に延在している、請求項３７に記載のシャンク。
【請求項３９】
　足支持システムであって、該足支持システムは、
　矯正シェルであって、該矯正シェルは、着用者の足の踵を支持するための踵部分と、該
足のアーチを支持するための中足部分と、該着用者の前足部を少なくとも該足の中足骨頭
の裏および中足骨頭の近くの領域に支持するための前足部分とを有している、矯正シェル
と、
　該矯正シェルの下に配置されているシャンクであって、該シャンクは、前方部分、後方
部分、および中央部分を有しており、該シャンクの該前方部分は該矯正シェルの該前足部
分の下にあり、該シャンクの該後方部分は該矯正シェルの該踵部分の下にある、シャンク
と、
　該矯正シェルを決定された方向に支持するために、該シャンクと該矯正シェルとの間に
配置されている複数の支持プラグと
　を含んでいる、足支持システム。
【請求項４０】
　前記シャンクの前記前方部分は、前記中央部分から延在している２つの突出部を含んで
おり、該突出部のうちの１つは該シャンクの外側面に沿って位置し、該突出部のうちのも
う１つは該シャンクの内側面に沿って位置し、前記複数の支持プラグは、該シャンクの該
前方部分の該突出部各々と前記矯正シェルとの間に配置されている少なくとも１つの支持
プラグを含んでいる、請求項３９に記載の足支持システム。
【請求項４１】
　前記シャンクの前記後方部分は、前記中央部分から延在している２つの突出部を含んで
おり、該突出部のうちの１つは該シャンクの外側面に沿って位置し、該突出部のうちのも
う１つは該シャンクの内側面に沿って位置し、前記複数の支持プラグは、該シャンクの該
後方部分の該突出部各々と前記矯正シェルとの間に配置されている少なくとも１つの支持
プラグを含んでいる、請求項３９に記載の足支持システム。
【請求項４２】
　履き物を作るための方法であって、該方法は、
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　矯正シェルをミッドソールプラットフォームとインソールとの間に収納することであっ
て、該インソールは該履き物の約全体の長手方向の長さに延在し、該矯正シェルは該履き
物の該全体の長手方向の長さの約４分の３に延在し、該矯正シェルは、着用者の足の踵を
支持するための踵部分と、該着用者の足の前足部を少なくとも該足の中足骨頭の裏および
中足骨頭の近くの領域に支持するための前足部分と、該着用者の足の中足部を支持するた
めのそれらの間にある中足部分とを有しており、該矯正シェルは、該踵を部分的に入れ、
かつ該前足部を支持するように形作られており、該履き物が着用されている場合、水平横
方向平面に対して、該足の遠位中足骨幹が、該足の第一の側から該足の反対の側に向かっ
て漸進的に高められた位置に支持される、ことと、
　少なくとも１つの支持プラグを、該矯正シェルの一部分に接触するような位置において
該ミッドソールプラットフォームの中に提供することであって、該支持プラグは、該履き
物が使用されている場合に力を吸収するように変形可能であり、かつ該ミッドソールプラ
ットフォームの剛性よりも高い剛性を有している、ことと
　を含んでいる、方法。
【請求項４３】
　前記矯正シェルを前記ミッドソールプラットフォームと前記インソールとの間に収納す
ることは、該矯正シェルを、該ミッドソールプラットフォームの間に、前記着用者の前記
前足部を支持するように決定された方向に収納することを含んでおり、前記履き物が着用
されている場合、前記足の中足骨頭は、水平横方向平面に対して、該足の第一の側からそ
の反対の側に向かって漸進的に高められた位置に支持されている、請求項４２に記載の方
法。
【請求項４４】
　シャンクを前記ミッドソールプラットフォームに連結することをさらに含んでおり、該
シャンクは前方部分、後方部分、および中央部分を有しており、該前方部分は該中央部分
から延在している２つの突出部を含んでおり、該突出部のうちの１つは、該ミッドソール
プラットフォームの、着用者の足の第五中足骨の前記中足骨頭に対応する接触エリアの裏
および接触エリアの近くの領域の下にあるように該シャンクの外側面に沿って位置し、該
突出部のうちのもう１つは、該ミッドソールプラットフォームの、該足の第一中足骨の該
中足骨頭に対応する接触エリアの裏および接触エリアの近くの領域の下にあるように該シ
ャンクの内側面に沿って位置している、請求項４２に記載の方法。
【請求項４５】
　少なくとも１つの支持プラグを、前記ミッドソールプラットフォームの中に、前記矯正
シェルの一部分に接触するような位置において提供することは、前記シャンクの前記前方
部分の前記突出部各々と、該矯正シェルのそれぞれの部分との間に少なくとも１つの支持
プラグを提供することを含んでいる、請求項４４に記載の方法。
【請求項４６】
　シャンクを前記ミッドソールプラットフォームに連結することをさらに含んでおり、該
シャンクは前方部分、後方部分、および中央部分を有しており、該後方部分は該中央部分
から延在している２つの突出部を含んでおり、該突出部のうちの１つは、前記履き物の外
側面に沿って位置し、かつ前記足の踵骨に対応する接触エリアから横方向にずれている第
一のエリアの下にあり、該突出部のうちのもう１つは、該履き物の内側面に沿って位置し
、かつ該足の該踵骨に対応する該接触エリアから横方向にずれている第二のエリアの下に
ある、請求項４２に記載の方法。
【請求項４７】
　少なくとも１つの支持プラグを、前記ミッドソールプラットフォームの中に、前記矯正
シェルの一部分に接触するような位置において提供することは、前記シャンクの前記後方
部分の前記突出部各々と、該矯正シェルのそれぞれの部分との間に少なくとも１つの支持
プラグを提供することを含んでいる、請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　シャンクを前記ミッドソールプラットフォームに連結することをさらに含んでおり、該
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シャンクは前方部分を有しており、該前方部分の厚さは、前足部外反ウェッジまたは前足
部内反ウェッジを作り出すために、該シャンクの第一の側からその反対の側へと距離が増
加するにつれて漸進的に増加している、請求項４２に記載の方法。
【請求項４９】
　少なくとも１つの支持プラグを、前記ミッドソールプラットフォームの中に、前記矯正
シェルの一部分に接触するような位置において提供することは、該矯正シェルを半剛性態
様で支持するために、該ミッドソールプラットフォームよりも高いデュロメータを各々有
している複数の支持プラグを提供することを含んでいる、請求項４２に記載の方法。
【請求項５０】
　アウトソールを前記ミッドソールプラットフォームの少なくとも一部分上に固定するこ
とをさらに含んでおり、該アウトソールは、前記履き物と地表面との間の摩擦力を高める
ために、その下方表面上にトレッドパターンを有している、請求項４２に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願への相互参照）
　本出願は、米国特許法§１１９（ｅ）の下、２０１０年１２月２８日に出願された米国
仮特許出願第６１／４２７，５８０号の利益を主張する。その仮出願は、その全体が本明
細書内に参考として援用される。
【０００２】
　（背景）
　（技術分野）
　本開示は、履き物および矯正装置、より詳しくは、履き物および履き物のための矯正ミ
ッドソールに概して関する。
【背景技術】
【０００３】
　（関連技術の説明）
　一般的な履き物（例えば、サンダル、靴、ブーツ）は、着用者の足に適切な支持を提供
することに少ししか配慮せずに、または全く配慮せずに設計される。このことは、足の異
常または変形を有し得る着用者に特に当てはまる。
【０００４】
　そのような課題は、矯正挿入物（「矯正」とも呼ばれる）を使用して取り組まれ得る。
矯正挿入物は、着用者の足の足底の表面と協同して、快適さを高める、および／または足
の異常または変形を補うための種々のレベルの支持を提供するように履き物の中に置かれ
る装置である。矯正挿入物の例は、特許文献１（この全体の内容は参考として援用される
）に、およびＦｅｒｎｄａｌｅ，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ　ＵＳＡのＳｕｐｅｒｆｅｅｔ　
Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ，Ｉｎｃ．によって提供される挿入物に見られる。
【０００５】
　矯正挿入物を取り外す能力は、例えば、着用者が１組の靴から別の靴へと挿入物を便利
に交換することを可能にするため有利である。一方で、取り外し可能な挿入物は、容易に
置き忘れられる、または紛失する可能性がある。加えて、矯正挿入物は、使用中に移動す
る、またはミスアライメントになる可能性があり、それによってその有効性が減少する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第６，９７６，３２２号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　（簡単な概要）
　本明細書内で説明される矯正ミッドソールを有する履き物は、高まった支持を提供する
ように構成され、特に強健および耐久性のある形態因子で、種々の足の異常または変形を
補い得る。
【０００８】
　矯正ミッドソールを有する履き物の少なくとも１つの実施形態が、ミッドソールプラッ
トフォームとインソールとの間に受容される矯正シェルを含む複合物ソール構造として要
約され得る。矯正シェルは、ミッドソールプラットフォームとインソールとの間に完全に
収納され得、履き物が完全に組み立てられた場合、矯正シェルは外部から見ることができ
ない。矯正シェルは好ましくは、履き物の全体の長手方向の長さの約４分の３の長さであ
り、ミッドソールプラットフォームの材料よりも比較的より硬い半剛性の材料で作られる
。矯正シェルは、着用者の足の踵を支持するための踵部分と、着用者の前足部を少なくと
も足の中足骨頭の裏および中足骨頭の近くの領域に支持するための前足部分とを含む。中
央または中足部分は、踵部分と前足部分との間に延在し、一般的な着用者の中足の足底の
表面（例えば、足のアーチを含む）に概して対応する。矯正シェルは、中足骨頭を中立で
、概して水平な位置に支持するように形作られ得る。代替的に、矯正シェルは、前足部外
反ウェッジ（前足部が後足部位置に対して外転されている）または前足部内反ウェッジ（
前足部が後足部位置に対して内転されている）を擬態するために、中足骨頭を、前足部の
片側から前足部の反対の側に向かって漸進的に高められた位置に支持するように形作られ
得る。
【０００９】
　複数の支持プラグが、矯正シェルを半剛性位置に安定させることを助けるためにミッド
ソールプラットフォームの中に配置され得る。支持プラグは、矯正シェルの下側表面と接
触するように、ミッドソールプラットフォームを通ってその下方表面から反対の上方表面
へと延在し得る。支持プラグは、矯正シェルを特に安定した態様で固定するために、複数
点接触構造（例えば、３、４、５またはそれよりも多くの接触点を有する接触構造）を提
供するように協同し得る。例えば、１組の支持は、矯正シェルの、その内側および外側面
における前足部分の下にあるように配置され得る。別の１組の支持プラグは、矯正シェル
の、その内側および外側面における踵部分の下にあるように配置され得る。支持プラグの
数およびそのデュロメータは、異なるレベルの支持および快適さを提供するように変化し
得る。
【００１０】
　シャンクは、履き物の構造上の曲げおよびねじりの剛性を増加するように、好ましくは
ミッドソールプラットフォームに連結され、支持プラグのための基盤を提供する。支持プ
ラグは、シャンクの一部分と矯正シェルとの間で完全に橋渡しをするように配置され得る
。例えば、４点接触配置において、シャンクの中央部分から延在する別個の突出部または
アームは、矯正シェルに順番に接触し、支持する、各々の支持プラグ下にあり得る。より
詳しくは、シャンクの前方部分の突出部は、ミッドソールプラットフォームの、足の第五
中足骨の中足骨頭に対応する接触エリアの裏および接触エリアの近くの領域の下にあるよ
うに、履き物の外側面に沿って延在し得る。別の突出部は、ミッドソールプラットフォー
ムの、足の第一中足骨の中足骨頭に対応する接触エリアの裏および接触エリアの近くの領
域の下にあるように、履き物の内側面に沿って延在し得る。支持プラグは、内側および外
側位置における矯正シェルの前足部分を半剛性的に支持するように、これらの突出部上に
提供され得る。類似して、突出部は、足の踵の後方にかつ外側の局面に対応する接触エリ
アから横方向にずれたエリアの下にあるように、履き物の外側および内側面それぞれに沿
って、シャンクの中央部分から履き物の後方端に向かって延在し得る。支持プラグは、内
側および外側位置における矯正シェルの踵部分を半剛性的に支持するように、これらの突
出部上に提供され得る。支持プラグは好ましくは、全体がエチレン酢酸ビニル（ＥＶＡと
しても公知）または類似の材料で形成されるミッドソールに対して、ミッドソールの圧縮
比を低減するために、周囲のミッドソールプラットフォームよりも低い順応性を有する材
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料で作られる。
【００１１】
　複合物ソールの種々の構成要素は、履き物が着用者の前足部を前足部外反または前足部
内反の位置に支持するように構成される場合、ウェッジ効果を提供するように補助し得る
。例えば、既に議論されたように、矯正シェルそれ自体が、中足骨頭に近位の中足骨幹の
遠位局面を、前足部の片側から前足部の反対の側に向かって漸進的に高められた位置に支
持するように形作られ得る。それによって、前足部外反ウェッジ（前足部が後足部位置に
対して外転されている）または前足部内反ウェッジ（前足部が後足部位置に対して内転さ
れている）を擬態する。加えて、シャンクの前端の一部分は、矯正シェルの前足部分の下
にあるウェッジを作り出すためにその片側からその反対の側へと厚さが漸進的に変化し得
る。それによって、前足部外反ウェッジ（前足部が後足部位置に対して外転されている）
または前足部内反ウェッジ（前足部が後足部位置に対して内転されている）を擬態する。
代替的に、矯正シェルの前足部分の下にあるウェッジを作り出すために、ミッドソールプ
ラットフォームそれ自体、またはその中に受容される差し込み可能な支持構造は、その片
側からその反対の側へと厚さが漸進的に変化し得る。
【００１２】
　従って、履き物が着用者により着用されている場合、ソールの構成要素の１つまたは複
数は、足を支持することを補助し得、前足部外反ウェッジを作り出すためまたは擬態する
ために、足の中足骨頭により概して定められる平面は水平横方向平面に対して傾斜され、
前足部の外側面は前足部の内側面よりもより高められた位置に支持される。対照的に、履
き物が着用者により着用されている場合、前足部内反ウェッジを作り出すためまたは擬態
するために、足の中足骨頭により概して定められる平面は水平横方向平面に対して傾斜さ
れ、前足部の内側面は前足部の外側面よりもより高められた位置に支持され得る。中足骨
頭の正に近位に定められる平面は、適度な前足部外反または前足部内反に適合するために
約３～４°の間傾斜され得る。または、前足部は、より極端な前足部外反または前足部内
反に適合するために、より積極的に（例えば、約４～８°の間）傾斜され得る。
【００１３】
　履き物はまた、使用中に足の自然な曲がりを容易にするために、いくつかの追加の特色
を含むように形成され得る。例えば、ミッドソールプラットフォームは、足の中足指節関
節により定められる参照線に概して対応する位置および方向に、その幅を横切って延在す
る可撓溝を含み得る。この態様によって、可撓溝は、中足指節関節における足の自然な曲
げを容易にし得る。別の例として、ミッドソールプラットフォームの前方部分の形は、サ
ンダルと地面または他の表面との転がり接触を容易にするためのつま先ロッカー特色を形
成するために緩やかに高くなり得る。加えて、ミッドソールプラットフォームの後方外側
部分は、使用中にサンダルの後方端が地面に接地するため、転がり接触を容易にするため
に角度のつけられた踵接地部分を含み得る。
　本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　履き物であって、該履き物は、
　ミッドソールプラットフォームと、
　インソールと、
　矯正シェルであって、該矯正シェルは、該ミッドソールプラットフォームと該インソー
ルとの間に受容され、該矯正シェルは、着用者の足の踵を支持するための踵部分と、該着
用者の前足部を少なくとも該足の中足骨頭の裏および中足骨頭の近くの領域に支持するた
めの前足部分とを有している、矯正シェルと、
　該矯正シェルを安定させることを助けるために該ミッドソールプラットフォームの中に
配置されている複数の支持プラグと
　を含んでいる、履き物。
（項目２）
　前記矯正シェルは、前記踵を部分的に入れ、かつ前記前足部を支持するように形作られ
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ており、前記履き物が着用されている場合、水平横方向平面に対して、前記足の遠位中足
骨幹が、該足の第一の側から該足の反対の側に向かって漸進的に高められた位置に支持さ
れる、項目１に記載の履き物。
（項目３）
　前記矯正シェルは、前記足のボール部を横切って前足部外反ウェッジを擬態するために
、前記遠位中足骨幹を、前記水平横方向平面に対して、前記前足部の内側面から該前足部
の外側面に向かって漸進的に高められた位置に支持するように形作られている、項目２に
記載の履き物。
（項目４）
　前記矯正シェルは、前記足のボール部を横切って前足部内反ウェッジを擬態するために
、前記遠位中足骨幹を、前記水平横方向平面に対して、前記前足部の外側面から該前足部
の内側面に向かって漸進的に高められた位置に支持するように形作られている、項目２に
記載の履き物。
（項目５）
　前記複数の支持プラグは、前記ミッドソールプラットフォームに、差し込み可能にかつ
取り外し可能に連結されている、項目１に記載の履き物。
（項目６）
　前記複数の支持プラグは、前記ミッドソールプラットフォームを通って、その下方表面
から反対の上方表面に延在している、項目１に記載の履き物。
（項目７）
　前記支持プラグの各々の上方表面の形が、各々それぞれの支持プラグの上にある前記矯
正シェルの表面の形に実質的に対応している、項目１に記載の履き物。
（項目８）
　前記支持プラグは、前記ミッドソールプラットフォームの中に一体的に形成されている
、項目１に記載の履き物。
（項目９）
　前記支持プラグは、概して円形の断面を有している、項目１に記載の履き物。
（項目１０）
　前記支持プラグはウェッジ形であり、前記ミッドソールプラットフォームの前足部領域
においてその反対の側上に配置されている第一の１組の支持プラグは、前記履き物の前端
に向かって下の方へと概して各々傾いており、該ミッドソールプラットフォームの踵領域
においてその反対の側上に配置されている第二の１組の支持プラグは、該踵領域の中央に
向かって下の方へと概して各々傾いている、項目１に記載の履き物。
（項目１１）
　前記履き物の曲げおよびねじりの剛性がその長手方向の長さに対して増加するように、
前記ミッドソールプラットフォームに連結されているシャンクをさらに含んでいる、項目
１に記載の履き物。
（項目１２）
　前記シャンクは、前記支持プラグのうちの少なくとも１つの下にある前方部分と、該支
持プラグのうちの少なくとも１つの他の下にある後方部分とを含んでいる、項目１１に記
載の履き物。
（項目１３）
　前記シャンクの前記前方部分は、該シャンクの中央部分から延在している２つの突出部
を含んでおり、該突出部のうちの１つは、前記履き物の外側面に沿って概して位置し、か
つ前記ミッドソールプラットフォームの、前記足の第五中足骨の前記中足骨頭に対応する
接触エリアの裏および接触エリアの近くの領域の下にあり、該突出部のうちのもう１つは
、該履き物の内側面に沿って概して位置し、かつ該ミッドソールプラットフォームの、該
足の第一中足骨の該中足骨頭に対応する接触エリアの裏および接触エリアの近くの領域の
下にある、項目１２に記載の履き物。
（項目１４）
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　前記外側面に沿って位置する前記シャンクの前記前方部分の前記突出部の一部は、概し
て横方向に延在し、該突出部は、前記ミッドソールプラットフォームの、少なくとも前記
足の第二、第三、第四、および第五中足骨に対応する中足骨頭の接触エリアの裏および接
触エリアの近くの領域の少なくとも一部分の下にある、項目１３に記載の履き物。
（項目１５）
　前記シャンクの前記後方部分は、該シャンクの中央部分から延在している２つの突出部
を含んでおり、該突出部のうちの１つは、前記履き物の外側面に沿って概して位置し、か
つ前記足の踵骨に対応する接触エリアから横方向にずれている第一のエリアの下にあり、
該突出部のうちのもう１つは、該履き物の内側面に沿って概して位置し、かつ該足の該踵
骨に対応する該接触エリアから横方向にずれている第二のエリア下にある、項目１２に記
載の履き物。
（項目１６）
　前記内側面に沿って位置する前記シャンクの前記後方部分の前記突出部は、前記外側面
に沿って位置する該シャンクの該後方部分の該突出部よりも、前記履き物の後端にさらに
向かって長手方向に延在している、項目１５に記載の履き物。
（項目１７）
　前記シャンクの前記前方部分は、前記矯正シェルの前記前足部分の下にあるウェッジを
作り出すために、その第一の側からその反対の側へと厚さが漸進的に変化している、項目
１１に記載の履き物。
（項目１８）
　前記シャンクの前記前方部分は、前足部外反ウェッジを擬態するために、該シャンクの
内側面から該シャンクの外側面に向かって増加した距離離れるにつれて厚さが漸進的に変
化している、項目１７に記載の履き物。
（項目１９）
　前記シャンクの前記前方部分は、前足部内反ウェッジを擬態するために、該シャンクの
外側面から該シャンクの内側面に向かって増加した距離離れるにつれて厚さが漸進的に変
化している、項目１７に記載の履き物。
（項目２０）
　前記ミッドソールプラットフォームの一部分が、前記矯正シェルの前記前足部分の下に
あるウェッジを作り出すために、その第一の側からその反対の側へと厚さが漸進的に変化
している、項目１に記載の履き物。
（項目２１）
　前記ミッドソールプラットフォームの前記一部分は、前足部外反ウェッジを擬態するた
めに、該ミッドソールプラットフォームの内側面から該ミッドソールプラットフォームの
外側面に向かって増加した距離離れるにつれて厚さが漸進的に変化している、項目２０に
記載の履き物。
（項目２２）
　前記ミッドソールの前記一部分は、前足部内反ウェッジを擬態するために、該ミッドソ
ールプラットフォームの外側面から該ミッドソールプラットフォームの内側面に向かって
増加した距離離れるにつれて厚さが漸進的に変化している、項目２０に記載の履き物。
（項目２３）
　前記履き物が前記着用者により着用されている場合、前記足の前記中足骨頭により概し
て定められている平面は、水平横方向平面に対して傾斜されており、前記前足部の外側面
が該前足部の内側面よりもより高められた位置に支持されている、項目１に記載の履き物
。
（項目２４）
　前記履き物が前記着用者により着用されている場合、前記足の前記中足骨頭により概し
て定められている平面は、水平横方向平面に対して傾斜されており、前記前足部の内側面
が該前足部の外側面よりもより高められた位置に支持されている、項目１に記載の履き物
。
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（項目２５）
　前記矯正シェルは、前記ミッドソールプラットフォームと前記インソールとの間に全体
が収納されている、項目１に記載の履き物。
（項目２６）
　前記ミッドソールプラットフォームは、前記矯正シェルの対応する形を受容するように
形作られた凹部を含んでいる、項目１に記載の履き物。
（項目２７）
　前記矯正シェルは、前記ミッドソールプラットフォームと前記インソールとの間に取り
外し可能に受容されている、項目１に記載の履き物。
（項目２８）
　前記矯正シェルは、前記ミッドソールプラットフォームの材料よりも高い剛性を有する
材料である、項目１に記載の履き物。
（項目２９）
　前記矯正シェルの前端が、前記足の前記中足骨頭の裏および前記中足骨頭の近くの前記
領域で終わっている、項目１に記載の履き物。
（項目３０）
　前記ミッドソールプラットフォームは、前記足の中足骨頭により定められている参照線
に概して対応する位置および方向に、その幅を横切って延在している可撓溝を含んでいる
、項目１に記載の履き物。
（項目３１）
　前記ミッドソールプラットフォームは、前記履き物と地表面との間の摩擦力を高めるた
めに、その下方表面上にトレッドパターンを有するアウトソールである、項目１に記載の
履き物。
（項目３２）
　前記ミッドソールプラットフォームの少なくとも一部分の下にあるアウトソールをさら
に含み、該アウトソールは、前記履き物と地表面との間の摩擦力を高めるためにその下方
表面上にトレッドパターンを有している、項目１に記載の履き物。
（項目３３）
　履き物のためのシャンクであって、該シャンクは、
　前方部分、後方部分、および中央部分を含んでおり、該前方部分は該中央部分から延在
している２つの突出部を含んでおり、該突出部のうちの１つは、前記履き物のソールの、
着用者の足の第五中足骨の中足骨頭に対応する接触エリアの裏および接触エリアの近くの
領域の下にあるように該シャンクの外側面に沿って概して位置し、該突出部のうちのもう
１つは、該ソールの、該足の第一中足骨の中足骨頭に対応する接触エリアの裏および接触
エリアの近くの領域の下にあるように該シャンクの内側面に沿って概して位置している、
シャンク。
（項目３４）
　前記シャンクの前記前方部分の厚さが、該シャンクの第一の側から該シャンクの反対の
側へと距離が増加するにつれて概して漸進的に増加している、項目３３に記載のシャンク
。
（項目３５）
　前記シャンクの前記前方部分の前記厚さは、前足部外反ウェッジを擬態するために、該
シャンクの前記内側面から該シャンクの前記外側面へと距離が増加するにつれて概して漸
進的に増加している、項目３４に記載のシャンク。
（項目３６）
　前記シャンクの前記前方部分の前記厚さは、前足部内反ウェッジを擬態するために、該
シャンクの前記外側面から該シャンクの前記内側面へと距離が増加するにつれて概して漸
進的に増加している、項目３４に記載のシャンク。
（項目３７）
　前記外側面に沿って位置する前記シャンクの前記前方部分の前記突出部の一部は、前記
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第一中足骨幹の独立した動きを可能にするために、前記ソールの、前記足の前記第三、第
四、および第五中足骨の接触エリアの裏および接触エリアの近くの領域の少なくとも一部
分の下にあるように概して横方向に延在している、項目３３に記載のシャンク。
（項目３８）
　前記後方部分は、前記中央部分から延在している２つの突出部を含んでおり、該突出部
のうちの１つは、前記足の踵骨に対応する接触エリアから横方向にずれている前記ソール
の第一のエリアの下にあるように前記シャンクの外側面に沿って概して位置し、該突出部
のうちのもう１つは、該足の該踵骨に対応する該接触エリアから横方向にずれている該ソ
ールの第二のエリアの下にあるように該シャンクの内側面に沿って概して位置している、
項目３３に記載のシャンク。
（項目３９）
　前記内側面に沿って位置する前記シャンクの前記後方部分の前記突出部は、前記外側面
に沿って位置する該シャンクの該後方部分の該突出部よりも、該シャンクの前記中央部分
からさらに離れて長手方向に延在している、項目３８に記載のシャンク。
（項目４０）
　足支持システムであって、該足支持システムは、
　矯正シェルであって、該矯正シェルは、着用者の足の踵を支持するための踵部分と、該
足のアーチを支持するための中足部分と、該着用者の前足部を少なくとも該足の中足骨頭
の裏および中足骨頭の近くの領域に支持するための前足部分とを有している、矯正シェル
と、
　該矯正シェルの下に配置されているシャンクであって、該シャンクは、前方部分、後方
部分、および中央部分を有しており、該シャンクの該前方部分は該矯正シェルの該前足部
分の下にあり、該シャンクの該後方部分は該矯正シェルの該踵部分の下にある、シャンク
と、
　該矯正シェルを決定された方向に支持するために、該シャンクと該矯正シェルとの間に
配置されている複数の支持プラグと
　を含んでいる、足支持システム。
（項目４１）
　前記シャンクの前記前方部分は、前記中央部分から延在している２つの突出部を含んで
おり、該突出部のうちの１つは該シャンクの外側面に沿って概して位置し、該突出部のう
ちのもう１つは該シャンクの内側面に沿って概して位置し、前記複数の支持プラグは、該
シャンクの該前方部分の該突出部各々と前記矯正シェルとの間に配置されている少なくと
も１つの支持プラグを含んでいる、項目４０に記載の足支持システム。
（項目４２）
　前記シャンクの前記後方部分は、前記中央部分から延在している２つの突出部を含んで
おり、該突出部のうちの１つは該シャンクの外側面に沿って概して位置し、該突出部のう
ちのもう１つは該シャンクの内側面に沿って概して位置し、前記複数の支持プラグは、該
シャンクの該後方部分の該突出部各々と前記矯正シェルとの間に配置されている少なくと
も１つの支持プラグを含んでいる、項目４０に記載の足支持システム。
（項目４３）
　履き物を作るための方法であって、該方法は、
　矯正シェルをミッドソールプラットフォームとインソールとの間に収納することであっ
て、該インソールは該履き物の約全体の長手方向の長さに概して延在し、該矯正シェルは
該履き物の該全体の長手方向の長さの約４分の３に概して延在し、該矯正シェルは、着用
者の足の踵を支持するための踵部分と、該着用者の足の前足部を少なくとも該足の中足骨
頭の裏および中足骨頭の近くの領域に支持するための前足部分と、該着用者の足の中足部
を支持するためのそれらの間にある中足部分とを有している、ことと、
　少なくとも１つの支持プラグを、該矯正シェルの一部分に接触するような位置において
該ミッドソールプラットフォームの中に提供することであって、該支持プラグは、該履き
物が使用されている場合に力を吸収するように変形可能であり、かつ該ミッドソールプラ
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ットフォームの剛性よりも高い剛性を有している、ことと
　を含んでいる、方法。
（項目４４）
　前記矯正シェルを前記ミッドソールプラットフォームと前記インソールとの間に収納す
ることは、該矯正シェルを、該ミッドソールプラットフォームの間に、前記着用者の前記
前足部を支持するように決定された方向に収納することを含んでおり、前記履き物が着用
されている場合、前記足の中足骨頭は、水平横方向平面に対して、該足の第一の側からそ
の反対の側に向かって漸進的に高められた位置に支持されている、項目４３に記載の方法
。
（項目４５）
　シャンクを前記ミッドソールプラットフォームに連結することをさらに含んでおり、該
シャンクは前方部分、後方部分、および中央部分を有しており、該前方部分は該中央部分
から延在している２つの突出部を含んでおり、該突出部のうちの１つは、該ミッドソール
プラットフォームの、着用者の足の第五中足骨の前記中足骨頭に対応する接触エリアの裏
および接触エリアの近くの領域の下にあるように該シャンクの外側面に沿って概して位置
し、該突出部のうちのもう１つは、該ミッドソールプラットフォームの、該足の第一中足
骨の該中足骨頭に対応する接触エリアの裏および接触エリアの近くの領域の下にあるよう
に該シャンクの内側面に沿って概して位置している、項目４３に記載の方法。
（項目４６）
　少なくとも１つの支持プラグを、前記ミッドソールプラットフォームの中に、前記矯正
シェルの一部分に接触するような位置において提供することは、前記シャンクの前記前方
部分の前記突出部各々と、該矯正シェルのそれぞれの部分との間に少なくとも１つの支持
プラグを提供することを含んでいる、項目４５に記載の方法。
（項目４７）
　シャンクを前記ミッドソールプラットフォームに連結することをさらに含んでおり、該
シャンクは前方部分、後方部分、および中央部分を有しており、該後方部分は該中央部分
から延在している２つの突出部を含んでおり、該突出部のうちの１つは、前記履き物の外
側面に沿って概して位置し、かつ前記足の踵骨に対応する接触エリアから横方向にずれて
いる第一のエリアの下にあり、該突出部のうちのもう１つは、該履き物の内側面に沿って
概して位置し、かつ該足の該踵骨に対応する該接触エリアから横方向にずれている第二の
エリアの下にある、項目４３に記載の方法。
（項目４８）
　少なくとも１つの支持プラグを、前記ミッドソールプラットフォームの中に、前記矯正
シェルの一部分に接触するような位置において提供することは、前記シャンクの前記後方
部分の前記突出部各々と、該矯正シェルのそれぞれの部分との間に少なくとも１つの支持
プラグを提供することを含んでいる、項目４７に記載の方法。
（項目４９）
　シャンクを前記ミッドソールプラットフォームに連結することをさらに含んでおり、該
シャンクは前方部分を有しており、該前方部分の厚さは、前足部外反ウェッジまたは前足
部内反ウェッジを作り出すために、該シャンクの第一の側からその反対の側へと距離が増
加するにつれて概して漸進的に増加している、項目４３に記載の方法。
（項目５０）
　少なくとも１つの支持プラグを、前記ミッドソールプラットフォームの中に、前記矯正
シェルの一部分に接触するような位置において提供することは、該矯正シェルを半剛性態
様で支持するために、該ミッドソールプラットフォームよりも高いデュロメータを各々有
している複数の支持プラグを提供することを含んでいる、項目４３に記載の方法。
（項目５１）
　アウトソールを前記ミッドソールプラットフォームの少なくとも一部分上に固定するこ
とをさらに含んでおり、該アウトソールは、前記履き物と地表面との間の摩擦力を高める
ために、その下方表面上にトレッドパターンを有している、項目４３に記載の方法。



(15) JP 5927205 B2 2016.6.1

10

20

30

40

50

【００１４】
　上で説明された種々の局面および特色、ならびに本明細書中で説明される他の局面およ
び特色は、着用者の足を安定した態様で支持するだけでなく、使用中に足が自然に曲がる
ことを可能にすることにも特によく適応している履き物を提供するために組み合わされ得
る。これらの局面および特色は、幅広い範囲の履き物（運動靴、普段着用の靴、ドレスシ
ューズ、ワークブーツ、ならびにスノーボードブーツおよびスキーブーツのようなレクリ
エーション用の履き物を非限定的に含む）に適用され得ることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
　（図面のいくつかの図の簡単な説明）
【図１】図１は、一実施形態に従った、サンダルの形態をした履き物の等角分解図である
。
【図２】図２は、図１のサンダルの複合物ソールの真上平面図である。
【図３】図３は、図１のサンダルの複合物ソールの底平面図である。
【図４】図４は、図１のサンダルの複合物ソールの内側面の側立面図である。
【図５】図５は、図１のサンダルの複合物ソールの外側面の側立面図である。
【図６】図６は、線６－６に沿ってとられた図１のサンダルの複合物ソールの断面図であ
る。
【図７】図７は、線７－７に沿ってとられた図１のサンダルの複合物ソールの断面図であ
る。
【図８】図８は、線８－８に沿ってとられた図１のサンダルの複合物ソールの断面図であ
る。
【図９】図９は、線９－９に沿ってとられた図１のサンダルの複合物ソールの断面図であ
る。
【図１０】図１０は、線１０－１０に沿ってとられた図１のサンダルの複合物ソールの断
面図である。
【図１１】図１１は、着用者の足の骨格図が重ねられた図２の真上平面図である。
【図１２】図１２は、本明細書中で説明される履き物および構成要素の一部の実施形態に
より可能となる、前足部の起こり得る外転された支持位置を示す着用者の足の図である。
【図１３】図１３は、本明細書中で説明される履き物および構成要素の一部の実施形態に
より可能となる、前足部の起こり得る内転された支持位置を示す着用者の足の図である。
【図１４】図１４は、前足部ウェッジ効果を提供するために修正されるエリアを示す矯正
の図である。
【図１５】図１５は、前足部ウェッジ効果を提供するために修正されるエリアを示す矯正
の別の図である。
【図１６】図１６は、前足部ウェッジ効果を提供するために修正されるエリアを示すシャ
ンクの図である。
【図１７】図１７は、前足部ウェッジを提供するために修正されるエリアを示すシャンク
の別の図である。
【図１８】図１８は、前足部ウェッジ効果を提供するためにその中に受容されるウェッジ
形支持を示すミッドソールの図である。
【図１９】図１９は、前足部ウェッジ効果を提供するためにその中に受容されるウェッジ
形支持を示すミッドソールの別の図である。
【図２０】図２０は、前足部ウェッジ効果を提供するように形作られたそのウェッジ形部
分を示すミッドソールの図である。
【図２１】図２１は、前足部ウェッジ効果を提供するように形作られたそのウェッジ形部
分を示すミッドソールの別の図である。
【図２２】図２２は、一例示的な実施形態に従った、普段着用の靴の形態をした履き物の
側立面図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１６】
　（詳細な説明）
　下記の説明において、開示される種々の実施形態の完全な理解を提供するために、特定
の具体的な詳細が明示される。しかしながら、関連分野の当業者は、これらの具体的な詳
細の１つまたは複数を省略して実施形態が実施され得ることを認識する。他の例において
、履き物および矯正装置に関連する周知の構造および製造技術は、実施形態の不必要で不
明瞭な説明を避けるために、詳細に示されないまたは説明されない可能性がある。
【００１７】
　文脈が異なる意味を要求しない限り、本明細書およびそれに続く特許請求の範囲に渡っ
て、単語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」およびその変形（例えば、「ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ
」および「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ」）は、制限のない、包含的な意味、すなわち「限定す
るものではないが、含む」のように解釈される。
【００１８】
　本明細書全体に渡る「一実施形態（ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」または「一つの
実施形態（ａｎ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」の参照は、その実施形態に関係して説明され
る特定の特色、構造、または特性が、少なくとも１つの実施形態に含まれることを意味す
る。従って、本明細書全体に渡る種々の箇所における「一実施形態において」または「一
つの実施形態において」というフレーズの出現は、必ずしもすべて同じ実施形態を参照し
ているとは限らない。さらに、特定の特色、構造、または特性は、１つまたは複数の実施
形態において任意の適切な態様で組み合わされ得る。
【００１９】
　本明細書および添付の特許請求の範囲で使用される場合に、単数形「ａ」、「ａｎ」、
および「ｔｈｅ」は、内容が異なる意味を明らかに要求しない限り、複数の指示対象を含
む。また、用語「または（ｏｒ）」は、内容が異なる意味を明らかに要求しない限り、「
および／または（ａｎｄ／ｏｒ）」を含む意味で概して使用されることに留意されたい。
【００２０】
　図１は、一実施形態に従った、サンダル１０の形態をした履き物の分解図を示す。より
詳しくは、対になる１組のサンダルの左のサンダルの説明図を示す。サンダル１０は、ミ
ッドソールプラットフォーム１２およびフルレングスインソール１４を含む。矯正シェル
１８の形態をした矯正ミッドソールが、ミッドソールプラットフォーム１２とフルレング
スインソール１４との間に受容されるように、提供される。サンダル１０は、矯正シェル
１８に接触し矯正シェル１８を決定された方向に支える複数の支持プラグ２０、およびサ
ンダル１０の長手方向の長さに対して高まった構造上の曲げおよびねじりの剛性を提供す
るシャンク２２をさらに含む。保持ストラップ２３の形態をしたアッパー部またはバンプ
部が、サンダル１０を着用者の足に固定するために提供される。保持ストラップ２３は、
高まった快適さおよび耐久性を提供するために、多方面への伸長能力を特色とする材料で
あり得る。図１で示される実施形態のような一部の実施形態において、ミッドソールプラ
ットフォーム１２は、サンダル１０のミッドソールとして機能し得、ミッドソールプラッ
トフォーム１２の底表面に、別個のアウトソール（１つまたは複数）２４が結合される（
例えば接着剤により）。
【００２１】
　サンダル１０およびその構成要素のさらなる詳細が、図２～図１１を追加で参照してさ
らに示され、説明される。
【００２２】
　示される実施形態に従うと、サンダル１０は、ミッドソールプラットフォーム１２がミ
ッドソール組立品の一部として機能するように組み立てられ、サンダル１０の前方および
後方部分において、ミッドソールプラットフォーム１２の底表面にアウトソール２４が結
合される。アウトソール２４は、線２７で表されるようなサンダル１０と地面または他の
表面との間の摩擦力（ｔｒａｃｔｉｏｎ）を高めるために、その上にトレッドパターン２
６を含み得る（図６）。他の実施形態において、ミッドソールプラットフォーム１２は、
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直接アウトソールとして機能し得、サンダル１０と地表面との間の摩擦力を高めるために
その上に形成されるトレッドパターンを含み得る。
【００２３】
　ミッドソールプラットフォーム１２は、全体の複合物ソール２８の構成要素であり、そ
の全体の複合物ソール２８は、ミッドソールプラットフォーム１２、フルレングスインソ
ール１４、矯正シェル１８、支持プラグ２０、シャンク２２、および提供され得る任意の
アウトソール（１つまたは複数）２４を含む。ミッドソールプラットフォーム１２および
複合物ソール２８の他の構成要素は、サンダルおよび他の履き物において一般的であるよ
うな、所定のサイズ（例えば、サイズ１０または１１）の着用者の足を快適に受容するよ
うなサイズである。ミッドソールプラットフォーム１２は、好ましくは、例えばエチレン
酢酸ビニル（ＥＶＡとしても公知）のような、概して可撓性でありさらに弾力のある緩衝
材、または類似の材料で作られる。
【００２４】
　種々の構造または特色は、ミッドソールプラットフォーム１２の中に成形され得るか、
または他の態様で提供され得る。例えば、シャンク凹部３０は、その中にシャンク２２を
緊密に受容するようにミッドソールプラットフォーム１２の底表面上に提供され得る。ま
た、足の中足指節関節に大体対応している位置におけるサンダル１０の曲げを容易にする
ために、ミッドソールプラットフォーム１２の前足部領域に、可撓溝３２または他の緩衝
が提供され得る。一部の実施形態において、可撓溝３２は、サンダル１０の横方向から約
７～９°の間傾いて方向付けられ得る。それによって、図３において最適に示されるよう
な、中足骨頭により定められる参照線３４に大体対応する。ミッドソールプラットフォー
ム１２はまた、矯正シェル１８の下方表面に対応して形作られた凹み土台部分３６を含み
得る。サンダル１０を足に固定するための保持ストラップ２３または類似の装置の一部分
を収容するために、追加の凹部３８がまた、凹み土台部分３６の中に提供され得る。さら
に、支持プラグ２０をサンダル１０の中に収容するために、くぼみ、腔、空隙、開口４０
、または類似の特色が提供され得る。
【００２５】
　例えば、示される実施形態において、４つの別個のプラグ開口４０は、ミッドソールプ
ラットフォーム１２を通り、その下方表面から反対の上方表面に延在する。プラグ開口４
０は、サンダル１０の内側面４２および外側面４４上の、凹み土台部分３６内の前方およ
び後方位置に概して間隔を置かれて配置される。この態様によって、プラグ開口４０に受
容される支持プラグ２０は、４点接触システムを提供する。それによって、矯正シェル１
８は、ミッドソールプラットフォーム１２の一部分の上にまたは上方に、サスペンドした
ままにすることが可能となる。支持プラグ２０は、種々の負荷状態下で圧倒的な大きさの
力を吸収し得、（例えば、全体がＥＶＡまたは類似の材料で作られる）ソールに対して、
サンダル１０の圧縮比を落とす。
【００２６】
　ミッドソールプラットフォーム１２の前方部分における形は、サンダルと地面または他
の表面との転がり接触を容易にするためのつま先ロッカー特色を形成するために緩やかに
高くなり得る。例えば、ミッドソールプラットフォーム１２の前方部分は、約５～１０°
の傾斜角４６を有し得る。ミッドソールプラットフォーム１２の後方外側部分１００は、
サンダル１０の後方端が地面に接地するため、転がり接触を容易にするために角度のつけ
られた踵接地部分を含み得る。例えば、一部の実施形態において、踵接地は約１５～１８
°の傾斜角を有して提供され得る。
【００２７】
　既に説明されたように、矯正シェル１８の形態をした矯正ミッドソールは、ミッドソー
ルプラットフォーム１２とフルレングスインソール１４との間に受容され、決定された方
向に支持される。矯正シェル１８は、示されるように、好ましくは、履き物の長手方向の
長さの約４分の３の長さである。しかしながら、より長い、またはより短い矯正シェル１
８が使用され得る。図１および６において最適に示されるように、矯正シェル１８は、着
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用者の足の踵を支持するための踵部分５０と、足の中足骨頭の裏および近くで着用者の前
足部を支持する前足部分５２とを含む。中央または中足部分５３は、踵部分５０と前足部
分５２との間に延在する。中足部分５３は、一般的な着用者の中足の足底の表面（例えば
、足のアーチを含む）に概して対応する。
【００２８】
　矯正シェル１８は、決定された方向に支持される場合に、踵部分５０が着用者の踵を部
分的に入れ、踵を概して垂直方向に支持するように形作られる。同時に、前足部分５２は
、中足骨頭が中立で概して水平な態様で支持されるように前足部を支持する。他の実施形
態において、矯正シェル１８は、足の中足骨頭により概して定められる平面１１０が、水
平横方向平面１１２に対して傾斜されるように形作られた前足部分を含み得る。それによ
って、図１２において示されるように、前足部の外側面は前足部の内側面よりも高い位置
で支持され、外反ウェッジを擬態する。他の実施形態において、矯正シェル１８は、足の
中足骨頭により概して定められる平面１１０が、水平横方向平面１１２に対して傾斜され
るように形作られた前足部分を含み得る。それによって、図１３において示されるように
、前足部の内側面は前足部の外側面よりも高い位置で支持され、内反ウェッジを擬態する
。
【００２９】
　従って、矯正シェル１８は、踵の下の水平横方向平面１１２に対して角度のつけられた
方向に着用者の前足部を支持するように形作られ、方向付けられ得る。それによって、足
および周囲の関節における異常または変形（例えば、前足部外反および前足部内反の状態
）を補う。これらの実施形態において、矯正シェル１８の外反ウェッジ形部分または内反
ウェッジ形部分は、前足部と直接接触するように、矯正シェル１８の上方部分内に、その
前端において設計され得る。一部の実施形態において、前足部は、適度な前足部外反に適
合するために、わずかに（例えば約３～４°の間）外転され得る。他の実施形態において
、前足部は、より極端な前足部外反に適合するために、より積極的に（例えば約４～８°
の間）外転され得る。さらに他の実施形態において、前足部は、３°より小さく、または
８°より大きく外転され得る。対照的に、一部の実施形態において、前足部は、適度な前
足部内反に適合するために、わずかに（例えば約３～４°の間）内転され得る。他の実施
形態において、前足部は、より極端な前足部内反に適合するために、より積極的に（例え
ば約４～８°の間）内転され得る。さらに他の実施形態において、前足部は、３°より小
さく、または８°より大きく内転され得る。
【００３０】
　矯正シェル１８は、形、厚さ、材料、および他の局面において変化し得る。しかしなが
ら、概して、矯正シェル１８は、少なくとも着用者の足の中足骨頭の裏および中足骨頭の
近くの領域に延在し得る。一部の実施形態において、矯正シェル１８は、着用者の足を支
持するより強力なレバーアームを提供するために中足骨頭を越えて延在し得る。しかしな
がら、この態様で矯正シェル１８を延在させることは、足のボール部が矯正シェル１８と
触れ合うため、潜在的な不快から保護するために、矯正シェル１８の前端にまたは前端近
くに追加の緩衝物または保護物を必要とし得る。
【００３１】
　矯正シェル１８は、好ましくはミッドソールプラットフォーム１２の材料よりも高い剛
性を有する材料で作られるが、より低い剛性を有する材料が一部の用途に対して有益であ
り得る。一実施形態において、矯正シェル１８は、バリスティックナイロンを含む半剛性
複合物で作られる。
【００３２】
　矯正シェル１８は、接着剤または同様のものでミッドソールプラットフォーム１２とフ
ルレングスインソール１４との間に付着され得るか、または、それらの間に取り外し可能
に受容され得る。例証される実施形態において示されるように、矯正シェル１８は、実質
的に全体がフルレングスインソール１４とミッドソールプラットフォーム１２との間に収
納され得、サンダル１０が完全に組み立てられた場合、矯正シェル１８は外部から見るこ
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とができない。矯正シェル１８を覆うフルレングスインソール１４は、表面織物５４また
は設計特色を含み得、サンダル１０は、着用された場合に快適な感触を有する。
【００３３】
　矯正シェル１８を、決定された方向に特に安定した態様で支持するために、既に述べら
れたように、サンダル１０は、ミッドソールプラットフォーム１２の中に受容される複数
の支持プラグ２０を含み得る。示される実施形態において、支持プラグ２０は、直立した
概して円柱状のプラグの形態をしており、ミッドソールプラットフォーム１２に差し込み
可能に、かつ取り外し可能に連結されている。従って、ミッドソールプラットフォーム１
２は、支持プラグ２０を緊密に受容するように形作られた、対応する数の開口４０、腔、
または同様のものを含み得る。開口４０および支持プラグ２０は、支持プラグ２０を、ミ
ッドソールプラットフォーム１２の中にミッドソールプラットフォーム１２に対して位置
付けおよび方向付けするようにキーを付けられ得る。
【００３４】
　一実施形態に従うと、支持プラグ２０は、ミッドソールプラットフォーム１２の周囲の
構造よりも順応性は低いが、依然として、サンダル１０が使用されている場合に衝撃エネ
ルギーを吸収し、かつ返すように変形可能である。言い換えると、支持プラグ２０の剛性
は、ミッドソールプラットフォーム１２の剛性よりも高い可能性があるが、衝撃を受けた
場合にエネルギーを吸収する程には十分に順応性がある。この態様によって、支持プラグ
２０は、矯正シェル１８を厳密に支持することに特によく適応しており、また、使用され
ている場合に力負荷を吸収することに適応している。
【００３５】
　支持プラグ２０の選択される順応性は、他の要因の中でも、履き物の種類（例えば、運
動用の履き物、普段着用の履き物）および履き物のサイズに従って変わり得る。例えば、
より大きいサイズの履き物は、より小さいサイズの履き物よりも低い順応性の支持プラグ
２０を含み得る。支持プラグ２０の順応性は、異なるデュロメータを有する材料を選択す
ることで制御され得る。一実施形態において、支持プラグ２０は、ミッドソールプラット
フォーム１２のデュロメータよりも少なくとも２０％高いデュロメータを有する材料で作
られる。
【００３６】
　一実施形態において、足のボール部の裏の内側遠位支持プラグおよび踵の外部に位置す
る外側近位プラグは、同一の材料で構成され、比較的高いデュロメータを有する。他の実
施形態において、これらのプラグのいずれかまたは両方のデュロメータは、より柔らかい
、より順応性のある支持プラグに変化し得る。順応性または硬度に関わらず、支持プラグ
２０は矯正シェル１８とシャンク２２との間で橋渡しをするように配置され、支持プラグ
２０の間および周りのミッドソールプラットフォーム１２を通る圧縮力が低減される。こ
のことは、例えばミッドソールプラットフォーム１２がＥＶＡで作られている場合、ミッ
ドソールプラットフォーム１２の耐用期間を延ばすことにおいて有利であり得る。なぜな
ら、別の態様であれば、ＥＶＡ材料は非常に早く底をつき得るからである。支持プラグ２
０は協同で、矯正シェル１８を水平横方向平面に対して平らに、かつ平衡に保つように、
支持システムとして機能する。
【００３７】
　代替の実施形態において、支持プラグ２０は、（例えば、２ショット射出成形工程によ
って）ミッドソールプラットフォーム１２の中に一体的に形成され得る。さらに他の実施
形態において、ミッドソールプラットフォーム１２は、ミッドソールプラットフォーム１
２の中に受容される支持プラグ２０を含まない可能性がある。代わりに、ミッドソールプ
ラットフォーム１２は、矯正シェル１８を直接支持し得る。
【００３８】
　図１および６において最適に示されるように、各々の支持プラグ２０の上方表面の形は
、それぞれの支持プラグ２０の上にある矯正シェル１８の表面の形に実質的に対応し得る
。例えば、示される実施形態において、ミッドソールプラットフォーム１２の前足部領域
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において、その反対の面上に配置される１組の支持プラグ２０は、各々サンダル１０の前
端に向かって下の方へと概して傾く。ミッドソールプラットフォーム１２の踵領域におい
て、その反対の面上に配置される１組の支持プラグ２０は、各々踵領域の中央に向かって
下の方へと概して傾く。
【００３９】
　一部の実施形態において、支持プラグ２０は、矯正シェル１８に対する接触点として機
能するだけでなく、既に説明されたように支持プラグ２０はミッドソールプラットフォー
ム１２の材料と比較して比較的硬い材料で構成されるため、力を吸収することを助け得る
。例えば、一実施形態において、ミッドソールプラットフォーム１２はＥＶＡで作られ、
支持プラグ２０はＥＶＡミッドソールプラットフォームよりも少なくとも２０％高いデュ
ロメータを有する材料で作られる。それによって、履き物が使用されている場合に、支持
プラグ２０は力を吸収することにおいて比較的大きな役割を果たす。この態様によって、
支持プラグ２０とミッドソールプラットフォーム１２とは、矯正シェル１８を安定させ、
支持するために種々の程度に協同し得る。
【００４０】
　支持プラグ２０は、４つの直立した概して円柱状のプラグを含むと示されるが、支持プ
ラグ２０の数、サイズ、形、および配置は変わり得ることが理解される。例えば、一実施
形態において、追加の支持プラグ２０がサンダルの中央領域に提供され得る。別の実施形
態において、３つのプラグが３点接触支持システムを提供し得る。
【００４１】
　一部の実施形態において、概して円柱状のプラグの代わりに、単一のウェッジ形支持プ
ラグが、ミッドソールプラットフォーム１２の前足部分において提供され得る。例えば、
一実施形態において、単一のウェッジ形支持挿入物１２０（図１８）は、ミッドソールプ
ラットフォーム１２の中に、着用者の前足部の外側面の下にある前足部分において提供さ
れ得る。そこで支持１２０は、図１２で示されるように、サンダル１０の内側面４２に向
かった方向に下の方へと傾くことで、前足部を前足部外反位置に方向付けること、および
支持することを補助する。対照的に、別の実施形態において、単一のウェッジ形支持挿入
物１２１（図１９）が、ミッドソールプラットフォーム１２の中に、着用者の前足部の内
側面の下にある前足部分において提供され得る。そこで支持１２１は、図１３で示される
ように、サンダル１０の外側面４４に向かった方向に下の方へと傾くことで、前足部を前
足部内反位置に方向付けること、および支持することを補助する。これらの実施形態にお
けるウェッジ形支持挿入物１２０、１２１は、接着剤またはクリップ、スナップまたは他
の連結構造によって、シャンク２２の前方部分６０に取り外し可能に連結され得る。この
態様によって、ウェッジ形支持挿入物１２０、１２１は、着用者の前足部を異なる角度方
向に支持するように交換され得る。ウェッジ形支持挿入物１２０、１２１は、（例えば、
前足部外反ウェッジを作り出す場合に外側面４４から内側面４２に向かって（図１８）、
前足部内反ウェッジを作り出す場合に内側面４２から外側面４４に向かって（図１９））
サンダル１０を横切った横方向距離の少なくとも大部分に延在し得る。
【００４２】
　他の実施形態において、ミッドソールプラットフォーム１２の一部分１１８（図２０）
は、前足部外反ウェッジを擬態するために、ミッドソールプラットフォーム１２の内側面
からミッドソールプラットフォーム１２の外側面に向かって離れる距離が増加するにつれ
て、厚さが次第に増加し得る。代替的に、ミッドソールプラットフォーム１２の一部分１
１９（図２１）は、前足部内反ウェッジを擬態するために、ミッドソールプラットフォー
ム１２の外側面からミッドソールプラットフォーム１２の内側面に向かって離れる距離が
増加するにつれて、厚さが次第に増加し得る。
【００４３】
　既に説明されたように、シャンク２２が、サンダル１０の長手方向の長さに対してねじ
りおよび構造的曲げの剛性を高めるために提供され得る。シャンク２２は、前方部分６０
、後方部分６２、および中央部分６４を含み得る。図１～３において最適に示されるよう
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に、前方部分６０は、中央部分６４から延在する外側突出部６６および内側突出部６８を
含み得る。そこで、外側突出部６６は、シャンク２２の外側面７０に沿って概して位置し
、内側突出部６８は、シャンク２２の内側面７２に沿って概して位置する。シャンク２２
の外側突出部６６は、ミッドソールプラットフォーム１２の、着用者の足の第五中足骨の
中足骨頭に少なくとも対応する接触エリア８０の裏および接触エリア８０の近くの領域の
下にあるように概して配置される。類似の態様によって、シャンク２２の内側突出部６８
は、ミッドソールプラットフォーム１２の、足の第一中足骨の中足骨頭の接触エリア８２
の裏および接触エリア８２の近くの領域の下にあるように配置される。支持プラグ２０は
、シャンク２２の外側突出部６６および内側突出部６８各々と、矯正シェル１８との間に
配置され得る。それによって、使用中に接触エリア８０、８２にかけられる負荷を、外側
突出部６６および内側突出部６８に伝える。このようにして、サンダル１０は、使用中に
接触エリア８０、８２それぞれにかけられる負荷が変動するため、構造的可曲およびねじ
り安定履き物を有利に提供することができる。シャンク２２の前方部分６０の外側突出部
６６は、ミッドソールプラットフォーム１２の、足の第三中足骨および第四中足骨の中足
骨頭に対応する接触エリア８４、８６の裏および接触エリア８４、８６の近くの（任意選
択で、足の第二中足骨の中足骨頭に対応する接触エリア８８の裏および接触エリア８８の
近くの）領域の少なくとも一部分の下にあるように概して横方向にさらに延在し得る。外
側突出部６６と内側突出部６８との間にギャップ８９が提供され得、それは、第一中足骨
幹が、踵離地において外側前足部から独立して、このギャップ８９の近くのサンダル１０
の中央領域において足底屈することを有利に可能にし得る。このことは、第一中足骨頭が
他の中足骨頭からある程度独立して動くことを必然的に可能にし得、それによって例えば
歩行または走行の場合に、改善された前足部アライメントを可能にする。加えて、前方部
分６０におけるシャンク２２のギャップ８９または切り抜きは、材料重量を低減する。
【００４４】
　シャンク２２の後方部分６２は、中央部分６４から延在する外側突出部９２および内側
突出部９４を含み得る。外側突出部９２は、足の踵エリアに対応する接触エリア９６から
横方向にずれたミッドソールプラットフォーム１２の第一のエリアの下にあるように、シ
ャンク２２の外側面７０に沿って位置し得る。内側突出部９４は、足の踵エリアに対応す
る接触エリア９６から横方向にずれたソールの別のエリアの下にあるように、シャンク２
２の内側面７２に沿って位置し得る。この態様によって、シャンク２２のギャップ９８は
、概して踵エリアの下の、外側突出部９２と内側突出部９４との間に提供され得る。接触
エリア９６はさらに遠位にかつ外側にあり、シャンク２２は、通常負荷状態の間の踵接触
点において、踵エリアの下および踵エリアの後方にかつ外側の領域におけるミッドソール
プラットフォーム１２の圧縮と有意には抵触しない。しかしながら、外側突出部９２およ
び内側突出部９４は、使用中にシャンク２２の外側突出部９２および内側突出部９４に差
異のある負荷がかけられた場合にねじり安定を提供する程には十分に接触エリア９６の近
くにある。上記の議論と類似して、支持プラグ２０が、シャンク２２の外側突出部９２お
よび内側突出部９４各々と、矯正シェル１８との間に配置され得る。それによって、矯正
シェル１８にかけられる負荷を、シャンク２２の後方部分６２に伝える。加えて、後方部
分６２におけるシャンク２２のギャップ９８または切り抜きは、材料重量を低減する。
【００４５】
　一部の実施形態において、シャンク２２の後方部分６２の内側突出部９４は、外側突出
部９２よりもさらにサンダル１０の後方端に向かって長手方向に延在し得る。このことは
、外側面７０上の突出部９２が内側面７２上の突出部９４のものと同一の距離だけ延在す
れば、転がり接触に抵触する可能性があるため有利である。この転がり接触は、例えば歩
行の場合に、踵の外側部が最初に接触するため履き物の外側後方部分１００において典型
的に体験される。
【００４６】
　図１１は、着用者の骨格足構造と、特に矯正シェル１８、シャンク２２、およびそれら
の間に位置する支持プラグ２０を含むサンダル１０の構成要素との間のおおよその関係を
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さらに示す。示されるように、着用者の踵骨１０２は、シャンク２２の後方部分６２の外
側突出部９２および内側突出部９４と、それらと対応する支持プラグ２０との間の、矯正
シェル１８のカップ構造の中に入るように意図される。シャンク２２の前方部分６０の外
側突出部６６および内側突出部６８、およびそれらと対応する支持プラグ２０は、第五お
よび第一中足骨１０４、１０６の中足骨頭の接触領域の裏および接触領域の近くの下にあ
る。この態様によって、シャンク２２、支持プラグ２０、および矯正シェル１８は、足を
特に有利な態様で支持するように協同する。概して、足は、比較的厳密な態様で、けれど
もサンダル１０およびそれに従って足が、例えば歩行または走行の場合に、自然な態様で
曲がることを可能にするために十分な順応性および弾力性を伴って、決定された方向に支
持され得る。
【００４７】
　ここで図１２および１３を参照すると、前足部外反位置（図１２）および前足部内反位
置（図１３）の形態をした一般的な前足部位置の図が示される。図１２で示されるように
、前足部外反位置において、前足部は後足部位置に対して外転されており、前足部の外側
面は前足部の内側面よりも高い位置に高められる。この態様によって、足の中足骨頭によ
り概して定められる平面１１０は、水平横方向平面１１２に対して傾斜され、前足部の外
側面は前足部の内側面よりもより高い位置に支持される。対照的に、図１３で示されるよ
うに、前足部内反位置において、前足部は後足部位置に対して内転されており、前足部の
内側面は前足部の外側面よりも高い位置に高められる。この態様によって、足の中足骨頭
により概して定められる平面１１０は、水平横方向平面１１２に対して傾斜され、前足部
の内側面は前足部の外側面よりもより高い位置に支持される。前足部をこれら前足部外反
および前足部内反の位置に支持するために、本明細書中で説明される履き物および構成要
素の実施形態は、前足部を適宜に方向付けるように構成された種々の支持構造を含み得る
。
【００４８】
　例えば、一部の実施形態において、サンダル１０の中に受容される矯正シェル１８は、
着用者の前足部を、踵に対して支持するように形作られ、方向付けられ得る。それによっ
て、前足部を、中立前足部位置ではなく前足部外反位置または前足部内反位置に安定させ
る。例えば、一実施形態において、サンダル１０が着用者により着用されている場合、足
の中足骨頭は漸進的により高い位置に支持される。そこで第五中足骨の中足骨頭は、通常
機能に対して前足部外反ウェッジを作り出すためまたは擬態するために、第一中足骨の中
足骨頭よりも高くなっている。図１４は、このウェッジ効果を作り出すために矯正シェル
１８の上方表面が修正され得るエリア１１６を示す。別の実施形態において、サンダル１
０が着用されている場合、足の中足骨頭は漸進的により高い位置に支持される。そこで第
一中足骨の中足骨頭は、通常機能に対して前足部内反ウェッジを作り出すためまたは擬態
するために、第五中足骨の中足骨頭よりも高くなっている。図１５は、このウェッジ効果
を作り出すために矯正シェル１８の上方表面が修正され得るエリア１１７を示す。
【００４９】
　言い換えると、一部の実施形態において、サンダル１０が着用者により着用されている
場合、平坦な水平表面上の初期体重負荷構成における足の中足骨頭を横方向に横切って概
して定められる参照平面１１０は、前足部の外側面が前足部の内側面に対してより高く支
持されるように構成され得る。対照的に、他の実施形態において、サンダル１０が着用者
により着用されている場合、平坦な水平表面上の初期体重負荷構成における足の中足骨頭
を横方向に横切って概して定められる参照平面１１０は、前足部の内側面が前足部の外側
面に対してより高く支持されるように構成され得る。参照平面は、決定された角度１１４
（例えば、約３～４°またはそれ以上）まで傾けられる。一部の実施形態において、参照
平面の回転の軸は、サンダルの長手方向の長さに沿った方向に、水平横方向平面に対して
おおよそ平行であり得、他の実施形態において、図２および３で示される参照線３４に対
しておおよそ垂直であり得る。
【００５０】
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　実施形態は、矯正シェル１８を決定された方向に支持するために矯正シェル１８の前足
部分の下にある複数の支持プラグ２０を含むと説明されているが、矯正シェル１８および
最終的に足を支持することを補助するために、単一の集合形ウェッジ支持構造（例えば、
ウェッジ形支持挿入物またはミッドソールプラットフォームのウェッジ形部分）またはシ
ャンク２２それ自体が使用され得ることがまた理解される。
【００５１】
　例えば、一部の実施形態において、シャンク２２の前方部分６０の厚さは、シャンク２
２の内側面７２から増加した距離離れるにつれて、概して増加するように形成され得る。
それによって着用者の前足部は、履き物を使用している場合、後足部位置に対して外転さ
れた態様で支持される。図１６は、この種類のシャンク２２を有する実施形態を示す。代
替的に、図１７で示されるように、シャンク２２の前方部分６０の厚さは、シャンク２２
の外側面７０から増加した距離離れるにつれて、概して増加するように形成され得る。そ
れによって使用者の前足部は、履き物を使用している場合、後足部位置に対して内転され
た態様で支持される。これら各々の実施形態において、矯正シェル１８は、シャンク２２
のウェッジ形部分またはそれらの間の中間支持物に抵触し、前足部を対応する方向に支持
するように形作られる。
【００５２】
　既に説明されたように、他の実施形態において、前足部外反または前足部内反のウェッ
ジを擬態するために、概して円柱状のプラグ２０の代わりに単一のウェッジ形支持挿入物
１２０、１２１が矯正シェル１８の前足部分５２の下に提供され得る。図１８は、前足部
外反ウェッジの形態をしたそのようなウェッジ形支持挿入物１２０を有する実施形態を示
し、図１９は、前足部内反ウェッジの形態をしたそのようなウェッジ形支持挿入物１２１
を有する実施形態を示す。他の実施形態において、前足部外反または前足部内反のウェッ
ジを擬態するために、ミッドソールプラットフォーム１２それ自体の一部分１１８、１１
９は、ミッドソールプラットフォーム１２の片側からもう片方に向かって厚さが漸進的に
変化し得る。図２０は、前足部外反ウェッジを擬態するために、そのようなウェッジ形部
分１１８を有するミッドソールプラットフォーム１２を有する実施形態を示す。図２１は
、前足部内反ウェッジを擬態するために、そのようなウェッジ形部分１１９を有するミッ
ドソールプラットフォーム１２を有する実施形態を示す。これら各々の実施形態において
、矯正シェル１８は、ウェッジ形支持挿入物１２０、１２１またはミッドソールプラット
フォーム１２のウェッジ形部分１１８、１１９に抵触し、前足部を対応する方向に支持す
るように形作られる。
【００５３】
　実施形態は本明細書中でサンダルまたはサンダルのための構成要素として示され、説明
されているが、実施形態の局面および特色は、幅広い範囲の履き物（運動靴、普段着用の
靴、ドレスシューズ、ワークブーツ、ならびにスノーボードブーツおよびスキーブーツの
ようなレクリエーション用の履き物を非限定的に含む）に適用され得ることが理解される
。例えば、図２２は、図１～１０を参照して上で説明された複合物ソール２８と同一にま
たは類似して組み立てられ得る複合物ソール２８’に固定されたアッパー部１３２を有す
る普段着用の靴１３０の形態をした履き物を示す。
【００５４】
　さらに、上で説明された種々の実施形態は、さらなる実施形態を提供するために組み合
わされ得る。本明細書内で言及される、および／または出願データシートに載せられる、
米国特許、米国特許出願公報、米国特許出願、外国特許、外国特許出願および非特許公報
はすべて、それら全体が本明細書内に参考として援用される。実施形態の局面は、その上
さらなる実施形態を提供するために、種々の特許、出願、および公報の概念を使用するた
めに必要であれば、改変され得る。
【００５５】
　これらおよび他の変更が、上述の詳細な説明を考慮して、実施形態に対して行われ得る
。概して、下記の特許請求の範囲において、使用される用語は、特許請求の範囲を本明細
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書内および特許請求の範囲内で開示される特定の実施形態に限定するように解釈されるべ
きではなく、そのような特許請求の範囲が与えられる均等物の全範囲に加えて、すべての
可能な実施形態を含むと解釈されるべきである。従って、特許請求の範囲は、開示によっ
て限定されない。

【図１】 【図２】
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【図７】
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【図９】

【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】
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