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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　足の接触面において、足の親指の付け根相当部分と足の小指の付け根相当部分の中間に
位置し、隆起する凸部と、
　前記足の接触面において、前記凸部の両側に設けられ、親指の付け根相当部分および小
指の付け根相当部分から踵相当部分に向かって延伸する凹部とを備え、
　靴の中底と接する靴の中敷き裏面において、前記親指の付け根相当部分から前記小指の
付け根相当部分の各指の付け根相当部分を結んでできる曲線に沿って形成する線状凸部を
有してなる靴の中敷き。
【請求項２】
　　前記靴の中敷きの裏面において、各指の付け根相当部分から踵相当部分までを覆って
、前記中敷きの素材より硬度の高い素材で形成される支持手段を装着するとともに、該支
持手段は前記親指の付け根相当部分から踵相当部分、および小指付け根相当部分から踵相
当部分の間において設けられ、中敷きの素材で充填される複数の衝撃拡散孔を有すること
を特徴とする請求項１記載の靴の中敷き。
【請求項３】
　前記支持手段は足の土踏まず相当部分を足の接触面方向にそり上げて形成されており、
該そり上げ部分の靴の中底と接する面に凸状のバランサーを配設してなる請求項２記載の
靴の中敷き。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、靴の中敷きに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に人が履く靴には体重により大きな負荷がかかることから、歩行や走行時の衝撃
緩和性、あるいは装着性等を改善するため、これまでに、例えば以下の特許文献１～４に
示されるような靴の中敷きが種々考案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２６９２０１号公報
【特許文献２】特開２００５－２０５２０４号公報
【特許文献３】特開２００７－２０２９５９号公報
【特許文献４】特開２０１１－１１０３９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のように、靴には大きな負荷がかかるが、同時に人の足の関節等へも大きな負荷が
かかるため、場合によっては足や身体に痛みやゆがみを生じるという問題があった。
【０００５】
　このことから、例えば歩行、走行する場合等、また、スキー、テニス、ゴルフ、サッカ
ー等いかなる運動をする場合においても、靴を履いた足の骨格のバランスを整えることに
より、足や身体に負担をかけないようにするための手段を提供するという課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、中敷きの足の接触面において、中
敷き上に足を置いたとき、足の親指の付け根相当部分と足の小指の付け根相当部分の中間
に位置し隆起する凸部と、上記足の接触面において、上記凸部の両側に設けられ、親指の
付け根相当部分又は小指の付け根相当部分から踵相当部分に向かって延伸する凹部とを備
えた靴の中敷きを提供することにより、靴を履いた際における足の骨格を好ましい位置に
配置させることができる。
【０００７】
　ここで、靴中底と接する靴の中敷きの裏面において、親指の付け根相当部分から小指の
付け根相当部分まで足の各指の付け根相当部分を結んでできる曲線に沿って線状凸部をさ
らに配設し、この線状凸部を目安として切断することにより、中敷きのサイズの調節をす
ることができる。
【０００９】
　また、靴の中敷きの裏面において、各指の付け根相当部分から踵相当部分までを覆って
、前記中敷きの素材より硬度の高い素材で形成される支持手段を装着するとともに、該支
持手段は前記親指の付け根相当部分から踵相当部分、および小指付け根相当部分から踵相
当部分の間において設けられ、中敷きの素材で充填される複数の衝撃拡散孔を有すること
を特徴とする。
　また、前記支持手段は足の土踏まず相当部分を足の接触面方向にそり上げて形成されて
おり、該そり上げ部分の中底と接する面に凸状のバランサーを配設している。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、本発明に係る中敷きを敷いた靴を履いた場合、足の骨格を好ましい位
置に配置でき、歩行や走行、運動時などにおける足や身体への負担を一層軽減することが
できる。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態に係る靴の中敷き１の表面（足の接触面）における構成を示
す平面図である。
【図２】図１に示されたA－A線において靴の中敷き１を切断したときの構造を示す断面図
である。
【図３】図１に示された靴の中敷き１の裏面（靴中底に接する面）における構成を示す平
面図である。
【図４】図１に示された靴の中敷き１を側面１ａ側から見たときの構成を示す側面図であ
る。
【図５】図１に示された靴の中敷き１の機能を説明するために人の足及びその骨格を示し
た図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下において、本発明の実施の形態に係る靴の中敷きについて図を用いて詳しく説明す
る。なお、図中同一符号は同一又は相等部分を示す。
【００１３】
　図１は、本発明の実施の形態に係る靴の中敷き１の表面（足が接触する面。以下同様）
における構成を示す平面図である。図１に示されるように、靴の中敷き１は、靴の中底に
敷かれるものであるため人の足形を有し、靴を履いた際の足が接触するその表面には中央
凸部２と中央凹部３、踵凹部４、及び空孔部５が形成される。
【００１４】
　ここで、靴の中敷き１は、例えばゴムや合成樹脂等により成型され、好ましくはエチレ
ン酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）等の軟質合成樹脂により成型される。なお、ＥＶＡ素材
は軽量性や柔軟性に優れ、衝撃を吸収する素材であり、また耐水性や耐熱性、撥水性にも
優れ、マイナス７０℃から７０℃で使用することができ、低温でも弾力性及び安定性を維
持するものである。
【００１５】
　中央凸部２は、なだらかに隆起した部分であるが、足の接触面において、足の親指の付
け根相当部分と足の小指の付け根相当部分の中間に位置し、靴の中敷き１の中央部に形成
される。
【００１６】
　また、中央凹部３は、上記接触面において、中央凸部２に沿ってその両側に凹設される
。すなわち、中央凹部３は、親指の付け根相当部分又は小指の付け根相当部分から踵相当
部分に向かって延伸するように靴の中敷き１の中央凸部２脇に形成される。
【００１７】
　また、踵凹部４は、上記接触面において、靴を履いた際に足の踵が位置する部分に形成
される凹部である。この踵凹部４は踵をしっかり包み込み、体重により広がった踵の脂肪
層を寄せ集めて地面からの衝撃を和らげる機能を有するものである。
【００１８】
　また、空孔部５は、靴と靴の中敷き１との間における通気を確保するための穿孔であり
、中敷き１の足指付け根相当部分から爪先相当部分に複数設けられる。ここで、空孔部５
が設けられる位置は、足の親指相当部分と足の親指の付け根相当部分と足の小指の付け根
相当部分を除いた位置とされる。なお、足の親指相当部分と足の親指の付け根相当部分と
足の小指の付け根相当部分が位置する部分を除く理由は、歩行や蹴り出しのときに一番力
がかかる部分であり、これらの場所で違和感が生じないようにすると共に、足が地面を蹴
る力を分散させないようにするためである。
【００１９】
　図２は、図１に示されたA－A線において靴の中敷き１を切断したときの構造を示す断面
図である。図２に示されるように、靴の中敷き１は、足を包み込むように両側面１ａ，１
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ｂが形成され、足の親指側（以下、「内側」ともいう）の側面１ａは足の小指側（以下、
「外側」ともいう）の側面１ｂより高く形成される。
【００２０】
　また、靴の中敷き１の表面には、内側及び外側の側面１ａ，１ｂに添って凹設する中央
凹部３が形成され、上記表面の中央部分で両中央凹部３に挟まれた中央部分に凸設する中
央凸部２が形成される。
【００２１】
　このような構成により、図５の曲線ＡＲ１で示される足幅方向の骨格の並びを好ましい
位置に保つと共に、中央凹部３が親指付け根及び小指付け根から踵部分に向って伸びる腱
の動きを容易なものとすることができる。さらに、側面１ａ，１ｂが足の内側及び外側を
側面からしっかり支持することになるため、足を前に運ぶ運動において足の骨格を安定さ
せ、靴との間で生じ得るエネルギー損失を低減することができる。
【００２２】
　そして、靴の中底に接する靴の中敷き１の裏面（以後単に裏面と言う）には、硬質カッ
プ１０が装着される。ここで、硬質カップ１０は例えば熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）
等の硬質樹脂（例えば、樹脂の硬度は約８５度）により成型される。
【００２３】
　なお、靴の中敷き１がＥＶＡ素材からなる場合には、ＴＰＵにより成型された硬質カッ
プ１０は１３０トン～１５０トンの圧力で靴の中敷き１に圧着される。
【００２４】
　図３は、図１に示された靴の中敷き１の裏面における構成を示す平面図である。図３に
示されるように、靴の中敷き１の裏面には、靴を履いた際における足の親指の付け根相当
部分から小指の付け根相当部分まで足の各指の付け根相当部分を結んでできる曲線に沿っ
て凸設された線状凸部８が靴の中敷き１の一部として一体的に形成される。
【００２５】
　なお、図３においては、一例として中央部分で切れ目を有する三本の線状凸部８が示さ
れるが、線状凸部８の本数や切れ目の数、あるいは線の間隔は種々のものが考えられ、切
れ目はなくても良い。
【００２６】
　そして、このような靴の中敷き１の裏面に形成される線状凸部８に沿って中敷き１を切
断すると、中敷き１は長さ方向に爪先部分を欠いた形状となる。これにより、中敷き1は
装着する靴が先端を細くしたデザインの場合などにも使用することができる。
【００２７】
　また、靴の中敷き１の裏面には上記のように、足の各指の付け根相当部分から踵相当部
分までを覆うように装着される硬質カップ１０が装着される。
【００２８】
　ここで、硬質カップ１０は、図３に示されるように、足の外側（側面１ｂ側）よりも内
側（側面１ａ側）の長さが長くなるように形成される。
【００２９】
　また、硬質カップ１０には、足の親指の付け根相当部分から踵相当部分の間において設
けられ、靴の中敷き１を構成する材料で靴の中敷き１と一体的に充填される第１の空隙部
と、小指の付け根相当部分から踵相当部分の間において設けられ、上記材料で靴の中敷き
１と一体的に充填され上記第１の空隙部より面積の小さい第２の空隙部とが形成される。
【００３０】
　このような構成によれば、足の内側面及び外側面に柔軟性を持たせつつ両側面のサポー
ト力を高めることができる。さらに、硬質カップ１０による足裏のサポートを維持しなが
ら側面による足への圧迫を少なくすることができ、硬質カップ１０による足骨格の支持及
び足のスムーズな動きを維持することができる。
【００３１】
　ここで、上記第１及び第２の空隙部は、孔あるいはスリット形状が考えられる。例えば
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、形状が一定の大きさの孔の場合、第１の空隙部は複数の孔からなり、第２の空隙部は上
記孔の数より少ない数の孔からなる実施形態が考えられる。そして、図３においては一例
として、第１の空隙部は４つの衝撃拡散孔６から構成され、第２の空隙部は３つの衝撃拡
散孔６から構成される。
【００３２】
　また、硬質カップ１０には、足の踵部に形成され靴の中敷き１を構成する材料で靴の中
敷き１と一体的に充填された踵孔部７が設けられる。
【００３３】
　硬質カップ１０に上記のような衝撃拡散孔６や踵孔部７が設けられることにより、硬質
カップ１０に柔軟性が生じるため、着地時に受ける衝撃を適度に分散させることができ、
同時に足裏の安定性を保つことができる。
【００３４】
　さらに、硬質カップ１０は、親指又は小指の付け根相当部分から踵相当部分へ延伸し、
上記第１又は第２の空隙部の中央側で隣接するよう配置され、硬質カップ１０を構成する
材料により硬質カップ１０と一体的に靴と接する側に凸設されるバランサー１１を有する
。
【００３５】
　そして、かかるバランサー１１により、硬質カップ１０の強度が高められると共に適度
な弾力性が実現されるため、着地等の衝撃により変形した硬質カップ１０にバネのような
機能を発揮させることによって、足が地面を蹴り出す力を生むことができる。
【００３６】
　図４は、図１に示された靴の中敷き１を側面から見たときの構成を示す側面図である。
図４に示されるように、靴の中敷き１の裏面には上記のように一体的に足幅方向に形成さ
れ切断線とし得る線状凸部８が設けられる。
【００３７】
　また、底面に装着された硬質カップ１０は足の土踏まずの部分１２が反り上がるように
形成され、かかる部分１２に上記のような凸状のバランサー１１が設けられる。
【００３８】
　このように、土踏まずの部分を反らせて足裏の形状にフィットさせ、靴の中に隙間を生
じさせないことによって、足がぶれにくくなり安定するので、快適な歩行や走行を実現す
ることができる。
【００３９】
　以上より、本発明の実施の形態に係る靴の中敷き１によれば、足の接触面において、足
の親指の付け根相当部分と小指の付け根相当部分の間になだらかに隆起する中央凸部２が
形成されることにより、図５の曲線ＡＲ１で示される足幅方向の骨格の並びを好ましい位
置に配置させることができるため、親指側の曲線ＡＲ２及び小指側の曲線ＡＲ３に沿った
方向においても足の骨の隙間がバランスよく配列され、結果として靴を履いた際の足全体
の骨格を適正に整える（組む）ことができる。
【００４０】
　このことにより、靴を履いた際における足の筋肉の働きが正常化され、足の本来の機能
である安定性や衝撃吸収性、蹴り出す力を発揮させることができ、その結果として前後左
右の動きのコントロール性が高められるため、足の負担を従来よりも一層軽減することが
できる。
【００４１】
　また、上記足の接触面において、中央凸部２の両側で親指の付け根相当部分又は小指の
付け根相当部分から踵相当部分に延伸する中央凹部３が形成されるため、足の親指及び小
指の付け根から踵に向かう足裏の腱のスムーズな動きも実現することができ、かかる点で
も足への負担を軽減することができる。
【００４２】
　また、中敷き１を装着する靴のデザインにより中敷き１全体が挿入できない先細の靴、
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あるいはサイズの小さい靴などの場合、中敷き１の裏面の線状凸部８から切断して使用す
ることができる。この切断した中敷きは各指の付け根部分から踵部を支持するので、足へ
の負担軽減効果を満足できる。
【００４３】
　また、硬質カップ１０において上記のように足の外側及び内側に空隙部を形成すること
によって、足の両側面における柔軟性を担保して足への圧迫を少なくすると共に、硬質カ
ップ１０による足の裏部および両側での支持力を維持することができるため、靴の中敷き
１の装着感を改善しつつ硬質カップ１０による上記及び以下の効果を得ることができる。
【００４４】
　硬質カップ１０は、上記のように靴の中敷き１の材料に比して強度の大きな熱可塑性ポ
リウレタン（ＴＰＵ）等で成型されているため、図５に示された第５中足骨Ｂ１の後部に
ある突起を点ではなく面で支えることによってかかる突起への負荷を分散し、足の内側の
曲線ＡＲ２に沿った骨格だけでなく外側の曲線ＡＲ３に沿った骨格も柔軟にしっかりと支
持することができる。これより、人の体の左右方向のスムーズな体軸移動が実現される。
【００４５】
　また、硬質カップ１０は、図５に示された踵骨Ｂ２にある突起を踵孔部７等で支持する
ことにより、踵のぐらつきを抑え、曲線ＡＲ１，ＡＲ２，ＡＲ３に沿った骨格を最適に整
える（組む）ことができるため、靴を履いた足を安定させることができ、着地時に生じ得
る足のぶれもなくすことができる。
【符号の説明】
【００４６】
１　靴の中敷き、２　中央凸部、３　中央凹部、６　衝撃拡散孔、８　線状凸部。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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