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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも足の一部を覆う靴のアッパー３であって、
前記足の内側面を覆う内側部３１と、
前記足の外側面を覆う外側部３２と、
前記内側部３１及び／又は外側部３２において互いに足の前後方向Ｙに離間し前記足の側
面の少なくとも一部を覆い、締付部材６によって前記足の内外の中央部３６に向かって引
き寄せられる複数のパネル１１と、
前記複数のパネル１１のうち前記前後方向Ｙに互いに隣り合う一対のパネル１１の間に配
置され、前記前後方向Ｙに延びる紐状の複数本の非伸性の紐部１０とを備える。
【請求項２】
請求項１のアッパーにおいて、前記紐部１０は足の横断方向Ｘおよび／または上下方向へ
の変位および／または変形が自由な状態に設定されている。
【請求項３】
請求項１のアッパーにおいて、前記各紐部１０の前記上下方向の幅Ｗは１ｍｍ～１５ｍｍ
に設定されている。
【請求項４】
請求項１のアッパーにおいて、前記各紐部１０の上下方向の幅Ｗは２ｍｍ～１５ｍｍに設
定され、
前記紐部１０は足の横断方向Ｘおよび／または前記上下方向への変位および／または変形
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が自由な状態に設定されている。
【請求項５】
請求項１～４のいずれかのアッパーにおいて、前記紐部１０が織物又は編物で形成されて
いる。
【請求項６】
請求項５のアッパーにおいて、前記織物又は編物は前記前後方向Ｙに長い非伸縮性の複数
本の繊維を含む。
【請求項７】
請求項１～６のいずれか１項のアッパーにおいて、
前記複数のパネル１１のうちの少なくとも１つのパネル１１、あるいは、前記複数本の非
伸性の紐部１０のうちの少なくとも一部の紐部１０は、足の内側において母趾球Ｏ１の少
なくとも一部を覆い、
前記複数のパネル１１のうちの少なくとも別の１つのパネル１１、あるいは、前記複数本
の非伸性の紐部１０のうちの少なくとも別の一部の紐部１０は、足の外側において小趾球
Ｏ５の少なくとも一部を覆う。
【請求項８】
請求項１～７のいずれか１項のアッパーにおいて、
前記互いに隣り合う一対のパネル１１の間の前記各紐部１０の長さＬが３～１５ｍｍに設
定されている。
【請求項９】
請求項１～８のいずれか１項のアッパーにおいて、
前記内側部３１または外側部３２において、前記複数の紐部１０のうち前記上下方向に互
いに隣り合う紐部１０が配置された前記上下方向のピッチＰに対する前記紐部１０の幅Ｗ
の比が５０％以上１００％未満に設定されている。
【請求項１０】
請求項１～９のいずれか１項のアッパーにおいて、
足の内側面および外側面の少なくとも一方の側面を覆い、前記紐部１０よりも足の少なく
とも前後方向Ｙに伸縮し易い柔軟部材３３を更に備え、
前記柔軟部材３３の外表面に前記パネル１１および紐部１０で形成された補強部材３４が
配置されている。
【請求項１１】
請求項１～９のいずれか１項のアッパーにおいて、
足の内側面および外側面の少なくとも一方の側面を覆い、前記紐部１０よりも足の少なく
とも前後方向Ｙに伸縮し易い柔軟部材３３を更に備え、
前記パネル１１および前記紐部１０で形成された補強部材３４が前記柔軟部材３３の外表
面に沿って配置され、少なくとも前記紐部１０が前記柔軟部材３３の外表面に非付着状態
に設定されている。
【請求項１２】
請求項１１のアッパーにおいて、
前記各パネル１１の少なくとも上半分の部位が足の甲の内側および外側において前記柔軟
部材３３の外表面に非付着状態で接している。
【請求項１３】
請求項１～１２のいずれか１項のアッパーにおいて、前記アッパーは、
織物又は編物で形成され、複数列および複数行の細長いスリット状の複数の貫通孔Ｓを定
義するメッシュ部材１と、
前記複数列および複数行の前記複数の貫通孔Ｓが開口した状態で、かつ、前記メッシュ部
材１に積層された少なくとも１枚のパネル部材２とを包含し、
前記メッシュ部材１は、前記複数の前記貫通孔Ｓのうち前記足の周方向に互いに離間し、
かつ、互いに隣り合う貫通孔Ｓと貫通孔Ｓとの間の組織により前記各紐部１０を形成して
いる。
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【請求項１４】
請求項１３のアッパーにおいて、前記アッパーは、
前記少なくとも１枚のパネル部材とは別のパネル部材２を更に包含し、
前記一対のパネル部材２は前記複数列および複数行の前記複数の貫通孔Ｓが開口した状態
で、かつ、前記メッシュ部材１を挟んで積層された状態で、前記アッパーの少なくとも一
部を形成している。
【請求項１５】
請求項１３もしくは１４のアッパーにおいて、
前記少なくとも１枚のパネル部材２の曲げ剛性は、前記メッシュ部材１の曲げ剛性よりも
大きな値に設定されている。
【請求項１６】
請求項１～１２のいずれか１項のアッパーにおいて、
前記各パネル１１の曲げ剛性は、前記紐部１０の曲げ剛性よりも大きな値に設定されてい
る。
【請求項１７】
少なくとも足の一部を覆う靴のアッパー３であって、前記アッパー３は、
織物又は編物で形成され、複数列および複数行の細長いスリット状の複数の貫通孔Ｓを定
義するメッシュ部材１と、
前記複数列および複数行の前記複数の貫通孔Ｓが開口した状態で、かつ、前記互いに隣り
合う貫通孔Ｓの間のメッシュ部材１の部位が露出した状態で、前記メッシュ部材１に積層
された少なくとも１枚のパネル部材２と、
前記少なくとも１枚のパネル部材２とは別のパネル部材２とを包含し、
前記一対のパネル部材２は前記複数列および複数行の前記複数の貫通孔Ｓが開口した状態
で、かつ、前記互いに隣り合う貫通孔Ｓの間のメッシュ部材１の部位が露出した状態で、
前記メッシュ部材１を挟んで積層され、前記アッパーの少なくとも一部を形成している。
【請求項１８】
少なくとも足の一部を覆う靴のアッパー３であって、前記アッパー３は、
織物又は編物で形成され、複数列および複数行の細長いスリット状の複数の貫通孔Ｓを定
義するメッシュ部材１と、
前記複数列および複数行の前記複数の貫通孔Ｓが開口した状態で、かつ、前記互いに隣り
合う貫通孔Ｓの間のメッシュ部材１の部位が露出した状態で、前記メッシュ部材１に積層
された少なくとも１枚のパネル部材２とを包含し、
前記メッシュ部材１の前記露出した部位は前記複数の貫通孔Ｓのうち足の周方向に互いに
離間し、かつ、前記周方向に互いに隣り合う貫通孔Ｓと貫通孔Ｓとの間において前後方向
Ｙに延び、かつ、足の横断方向Ｘ又は上下方向への変位及び変形が自由な紐状の複数本の
非伸性の紐部１０を形成している。
【請求項１９】
請求項１７もしくは１８のアッパーにおいて、
前記少なくとも１枚のパネル部材２の曲げ剛性は、前記メッシュ部材１の曲げ剛性よりも
大きな値に設定されている。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は靴のアッパーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　テニスやバレーボール、サッカーなどの競技では切り返し動作やブレーキ動作を多数強
いられる。かかる競技の特性上、アッパーは横方向の安定性が必要となる。そのため、現
在の競技用の靴は剛性の高い人工材やポリウレタン性の樹脂材料を用いることによってア
ッパーの安定性を確保してきた。
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【０００３】
しかし、これらの靴は高い安定性が得られる反面、重量は重く、屈曲時にはアッパーに座
屈が生じ、フィット性が低いという問題点があった。特に、競技用の靴には上述した競技
の特性上、アッパーに単純な伸長や縮小の変形だけではなく、捩れなどが加わるため不快
なしわが発生し易く（足の表面に違和感が生じ易く）、フィット性の改善が望まれている
。フィット性を高めるための手段として部分的に剛性の低いメッシュ部材やストレッチ部
材を使用したアッパーも開発されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＷＯ　２０１１／１２９０１７　Ａ１（フロントページ）
【特許文献２】ＷＯ　２００８／３９８　Ａ１（フロントページ）
【特許文献３】ＷＯ　２００７／１４００５４　Ａ１（フロントページ）
【特許文献４】ＪＰ２０１２－１９６４８８　Ａ（フロントページ）
【特許文献５】ＷＯ　２０１１／０２８４４４　Ａ１（フロントページ）
【特許文献６】ＷＯ　２０１１／０１１１７６　Ａ１（フロントページ）
【発明の概要】
【０００５】
　ＷＯ　２０１１／１２９０１７　Ａ１に開示されたアッパーの構造は軽量化を実現する
とともに、独自のフィット性の向上を実現することが可能であろう。しかし、この技術は
足幅方向への補強が大きくなり難く、安定性の向上は期待しづらいかもしれない。
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、安定性、軽量性およびフィット性を有する新規なアッパ
ーの構造を提供することである。
【０００７】
本発明のアッパーは１つの局面において、前記足の内側面を覆う内側部３１と、
前記足の外側面を覆う外側部３２と、
前記内側部３１及び／又は外側部３２において互いに足の前後方向Ｙに離間し前記足の側
面の少なくとも一部を覆い、締付部材６によって前記足の内外の中央部３６に向かって引
き寄せられる複数のパネル１１と、
前記複数のパネル１１のうち前記前後方向Ｙに互いに隣り合う一対のパネル１１の間に配
置され、前記前後方向Ｙに延びる紐状の複数本の非伸性の紐部１０とを備える。
【０００８】
　本発明において、非伸性とは伸びも縮みもしない非伸縮性の紐部を含み、更に、本質的
に（着用中に負荷される力では）所定長よりも伸びないが、所定長から縮むことは可能な
紐部を含むことを意味する。
紐状の紐部とは、糸よりも太く、かつ、ロープよりも細いものを意味する。
なお、前後方向Ｙとは足の長軸に平行な水平方向や当該水平方向に対し上下および／また
は内外に傾いた方向を含むことを意味する。
【０００９】
　前記局面において、一対のパネル１１間に配置された紐部はアッパーの軽量化に役立つ
だろう。
【００１０】
また、紐部は面構造の一般的なアッパー部材よりも、容易に捩れたり、湾曲して縮むよう
な変形を呈し易いだろう。したがって、足の変形に伴う足の縮小変形などの際に、アッパ
ーは容易に追従して変形するだろう。したがって、フィット性が向上するだろう。
【００１１】
また、足がアッパーの内部で内側や外側にズレようとする際に、非伸性の紐部は前記所定
長よりも伸びることなく、足の内外の側面を支持するだろう。そのため、安定性が優れて
いるだろう。
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【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は本発明の実施例にかかるアッパーを有する靴の概略平面図である。
【図２】図２は同実施例にかかるアッパーを内側から見た靴の概略側面図である。
【図３】図３は同実施例にかかるアッパーを外側から見た靴の概略側面図である。
【図４】図４は補強部材の分解斜視図である。
【図５】図５はシューレースを外し補強部材を展開した状態の同靴の概略平面図である。
【図６】図６は静止立位における内側部を斜め前方から見て拡大して示す斜視図である。
【図７】図７は足の背屈時における内側部を斜め前方から見て拡大して示す斜視図である
。
【図８】図８は静止立位における外側部を斜め前方から見て拡大して示す斜視図である。
【図９】図９は足の背屈時における外側部を斜め前方から見て拡大して示す斜視図である
。
【図１０】図１０は足の骨格を示す概略平面図である。
【図１１】図１１は補強部材の他の例を示す分解斜視図である。
【図１２】図１２はアッパーの他の例をシューレースを外した状態で示す概略側面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
好ましくは、前記紐部１０は足の横断方向Ｘおよび／または上下方向への変位および／ま
たは変形が自由な状態に設定されている。すなわち、紐部１０は足の横断方向Ｘに動きや
すい状態または変形しやすい状態、あるいは、上下方向に動きやすい状態または変形しや
すい状態の少なくともいずれか１つ以上の状態となっている。
なお、上下方向とは鉛直方向や当該鉛直方向に対し前後および／または内外に傾いた方向
を含むことを意味し、紐部１０が延びる方向に直交する方向を含むことを意味する。
【００１４】
この場合、紐部は面構造の一般的なアッパー部材に比べ、更に容易に、捩れたり、湾曲し
て縮むような変形を呈し易いだろう。
【００１５】
好ましくは、前記各紐部１０の前記上下方向の幅Ｗは１ｍｍ～１５ｍｍに設定されている
。
【００１６】
紐部１０の上下方向の幅が小さ過ぎると、紐部１０が内外の側面において足に強い刺激を
与えるかもしれない。このような理由から、一般に、紐部１０の上下方向の幅は１ｍｍ以
上が好ましく、１．５ｍｍ以上が更に好ましく、２ｍｍ以上が最も好ましいだろう。
【００１７】
一方、紐部１０の上下方向の幅が大き過ぎると、紐部１０自体が線構造ではなく、面構造
に近づき、紐部１０の自由な変位や変形が妨げられるかもしれない。このような理由から
、一般に、紐部１０の上下方向の幅は１５ｍｍ以下が好ましく、１２ｍｍ以下が更に好ま
しく、１０ｍｍ以下が最も好ましいだろう。
【００１８】
好ましくは、前記各紐部１０の上下方向の幅Ｗは２ｍｍ～１５ｍｍに設定され、
前記紐部１０は足の横断方向Ｘおよび／または前記上下方向への変位および／または変形
が自由な状態に設定されている。
【００１９】
この場合、紐部１０が自由に変位や変形し易く、かつ、前記足への刺激も小さいだろう。
【００２０】
好ましくは、前記紐部１０が織物又は編物で形成されている。
【００２１】
この場合、柔軟で、かつ、非伸性の紐部１０を製造し易いだろう。
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【００２２】
好ましくは、前記織物又は編物は前記前後方向Ｙに長い非伸縮性の複数本の繊維を含む。
【００２３】
この場合、柔軟で、かつ、非伸性の紐部１０の製造が更に容易であろう。
なお、各紐部１０には前後方向Ｙに伸縮性を有する１本または複数本の他の繊維が含まれ
ていてもよい。その場合、紐部１０は縮む際に湾曲せずに収縮するかもしれない。
【００２４】
好ましくは、前記複数のパネル１１のうちの少なくとも１つのパネル１１、あるいは、前
記複数本の非伸性の紐部１０のうちの少なくとも一部の紐部１０は、足の内側において母
趾球Ｏ１の少なくとも一部を覆い、
前記複数のパネル１１のうちの少なくとも別の１つのパネル１１、あるいは、前記複数本
の非伸性の紐部１０のうちの少なくとも別の一部の紐部１０は、足の外側において小趾球
Ｏ５の少なくとも一部を覆う。
【００２５】
紐部１０やパネル１１が母趾球Ｏ１や小趾球Ｏ５の部位を覆うことで、横方向の高い安定
性を得ることができるだろう。
【００２６】
好ましくは、前記互いに隣り合う一対のパネル１１の間の前記各紐部１０の長さＬが３～
１５ｍｍに設定されている。
【００２７】
紐部１０の長さが短か過ぎると紐部１０の自由な変位や変形が妨げられるだろう。このよ
うな理由から、一般に、紐部１０の長さは３ｍｍ以上が好ましく、４ｍｍ以上が更に好ま
しく、５ｍｍ以上が最も好ましいだろう。
【００２８】
一方、紐部１０の長さが長過ぎると、横方向への力が足に負荷された場合に、紐部１０が
外に向かって湾曲するような変形を呈し、安定性の低下する原因となるだろう。このよう
な理由から、一般に、紐部１０の長さは１５ｍｍ以下が好ましく、１２ｍｍ以下が更に好
ましく、１０ｍｍ以下が最も好ましいだろう。
【００２９】
好ましくは、前記内側部３１または外側部３２において、前記複数の紐部１０のうち前記
上下方向に互いに隣り合う紐部１０が配置された前記上下方向のピッチＰに対する前記紐
部１０の幅Ｗの比Ｗ／Ｐが５０％以上１００％未満に設定されている。
【００３０】
上下方向に互いに隣り合う紐部１０,１０の間の隙間が大き過ぎると、横方向の安定性が
低下するかもしれない。かかる理由から、互いに隣り合う紐部１０が配置された前記上下
方向のピッチに対する前記紐部１０の幅の比Ｗ／Ｐは５０％以上が好ましく、５５％以上
が更に好ましく、６０％以上が最も好ましいだろう。
【００３１】
一方、前記紐部１０,１０間の隙間が小さ過ぎると、複数の紐部１０を配置しにくかった
り、アッパーの製造性が低下したりするかもしれない。このような理由から前記幅の比Ｗ
／Ｐは１００％未満が好ましく、９５％以下が更に好ましく、９０％以下が最も好ましい
だろう。
【００３２】
好ましくは、足の内側面および外側面の少なくとも一方の側面を覆い、前記紐部１０より
も足の少なくとも前後方向Ｙに伸縮し易い柔軟部材３３を更に備え、
前記柔軟部材３３の外表面に前記パネル１１および紐部１０で形成された補強部材３４が
配置されている。
【００３３】
この場合、補強部材３４と足の側面との間に柔軟部材３３が介挿される。そのため、紐部
１０やパネル１１から足の表面への圧迫が柔軟部材３３により緩和されるだろう。
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【００３４】
好ましくは、足の内側面および外側面の少なくとも一方の側面を覆い、前記紐部１０より
も足の少なくとも前後方向Ｙに伸縮し易い柔軟部材３３を更に備え、
前記パネル１１および前記紐部１０で形成された補強部材３４が前記柔軟部材３３の外表
面に沿って配置され、少なくとも前記紐部１０が前記柔軟部材３３の外表面に非付着状態
に設定されている。
【００３５】
この場合、柔軟部材３３により前記圧迫が緩和される上、非付着状態の紐部１０は変位や
変形の自由度が高いであろう。したがって、フィット性が向上するであろう。
【００３６】
更に好ましくは、前記各パネル１１の少なくとも上半分の部位が足の甲の内側および外側
において前記柔軟部材３３の外表面に非付着状態で接している。
【００３７】
この場合、紐部１０だけでなくパネル１１の上半分が柔軟部材３３の外表面に非付着状態
で接しており、そのため、パネル１１も変位し易く、更に、フィット性が向上するかもし
れない。
【００３８】
好ましくは、前記アッパーは織物又は編物で形成され、複数列および複数行の細長いスリ
ット状の複数の貫通孔Ｓを定義するメッシュ材１と、
前記複数列および複数行の前記複数の貫通孔Ｓが開口した状態で、かつ、前記メッシュ部
材１に積層された少なくとも１枚のパネル部材２とを包含し、
前記メッシュ部材１は、前記複数の前記貫通孔Ｓのうち前記足の周方向に互いに離間し、
かつ、互いに隣り合う貫通孔Ｓと貫通孔Ｓとの間の組織により前記各紐部１０を形成して
いる。
【００３９】
この場合、各紐部１０がメッシュ部材１の貫通孔Ｓと貫通孔Ｓとの間の部位で形成されて
おり、メッシュ部材１とパネル部材２とが積層されることにより、多数の紐部１０を容易
に作成し得るであろう。
【００４０】
更に好ましくは、前記アッパーは、前記少なくとも１枚のパネル部材とは別のパネル部材
２を更に包含し、
前記一対のパネル部材２は前記複数列および複数行の前記複数の貫通孔Ｓが開口した状態
で、かつ、前記メッシュ部材１を挟んで積層された状態で、前記アッパーの少なくとも一
部を形成している。
【００４１】
　この場合、一対のパネル部材２，２に挟まれたメッシュ部材１は、一対のパネル部材２
，２に表面および裏面が保護され、耐久性が向上するであろう。
【００４２】
好ましくは、前記少なくとも１枚のパネル部材２の曲げ剛性は、前記メッシュ部材１の曲
げ剛性よりも大きな値に設定されている。
【００４３】
　メッシュ部材１よりも曲げ剛性の大きいパネル部材２は、各パネル１１に付与されるシ
ューレース６による締付力により足の内外の側面にフィットし、安定性の向上に役立つだ
ろう。
　一方、パネル部材２よりも剛性の小さいメッシュ部材１は、各紐部１０の変形および変
位の自由度を高め、フィット性の向上に役立つだろう。
【００４４】
本発明のアッパーは別の局面において、織物又は編物で形成され、複数列および複数行の
細長いスリット状の複数の貫通孔Ｓを定義するメッシュ部材１と、
前記複数列および複数行の前記複数の貫通孔Ｓが開口した状態で、かつ、前記互いに隣り
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合う貫通孔Ｓの間のメッシュ部材１の部位が露出した状態で、前記メッシュ部材１に積層
された少なくとも１枚のパネル部材２とを包含する。
【００４５】
メッシュ部材１の複数の貫通孔Ｓが開口した状態で、かつ、メッシュ部材１の貫通孔Ｓと
貫通孔Ｓとの間の露出部位が露出していることにより、メッシュ部材１とパネル部材２の
積層体の前記露出部位はフレキシブルな機能を発揮するだろう。そのため、アッパーのフ
ィット性が向上するかもしれない。
【００４６】
一方、パネル部材２とメッシュ部材１とが積層された積層部位は、前記露出部位に比べ大
きな剛性を有するだろう。そのため、前記積層部位はアッパーの安定性を向上させるかも
しれない。
【００４７】
また、メッシュ部材１の複数の貫通孔Ｓやメッシュ部材１の露出部位はアッパーを軽量化
させるだろう。
【００４８】
好ましくは、前記アッパーは、前記少なくとも１枚のパネル部材２とは別のパネル部材２
を更に包含し、
前記一対のパネル部材２は前記複数列および複数行の前記複数の貫通孔Ｓが開口した状態
で、かつ、前記互いに隣り合う貫通孔Ｓの間のメッシュ部材１の部位が露出した状態で、
前記メッシュ部材１を挟んで積層され、前記アッパーの少なくとも一部を形成している。
【００４９】
この場合、一対のパネル部材２，２に挟まれたメッシュ部材１は、一対のパネル材部２，
２に表面および裏面が保護され、耐久性が向上するであろう。
また、パネル部材２が合成樹脂の板材で形成されている場合、メッシュ部材１と一対のパ
ネル部材２，２とを容易に接着ないし溶着により積層し得ると共に、堅牢な積層体が得ら
れるであろう。
【００５０】
好ましくは、前記メッシュ部材１の前記露出した部位は前記複数の貫通孔Ｓのうち足の周
方向に互いに離間し、かつ、前記周方向に互いに隣り合う貫通孔Ｓと貫通孔Ｓとの間にお
いて前後方向Ｙに延び、かつ、足の横断方向Ｘ又は上下方向への変位及び変形が自由な紐
状の複数本の非伸性の紐部１０を形成している。
【００５１】
この場合、非伸性の紐部１０は容易に捩れたり、湾曲して縮むような変形を呈することが
できる。そのため、フィット性を高めるだろう。
一方、非伸性の紐部１０は伸びることなく、足を支持し、安定性が向上するかもしれない
。
【００５２】
好ましくは、前記少なくとも１枚のパネル部材２の曲げ剛性は、前記メッシュ部材１の曲
げ剛性よりも大きな値に設定されている。
【００５３】
メッシュ部材１よりも曲げ剛性の大きいパネル部材２は、足の内外の側面等にフィットし
、安定性の向上に役立つだろう。
一方、パネル部材２よりも曲げ剛性に小さいメッシュ部材１は、前記露出した部位の変形
および変位の自由度を高め、フィット性の向上に役立つだろう。
　好ましくは、前記各パネル１１の曲げ剛性は、前記紐部１０の曲げ剛性よりも大きな値
に設定されている。換言すれば、紐部１０の曲げ剛性はパネル１１の曲げ剛性よりも小さ
い。このような剛性の設定は紐部１０の変形および変位の自由度を高め、フィット性の向
上に役立つだろう。
【実施例】
【００５４】
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本発明は、添付の図面を参考にした以下の好適な実施例の説明からより明瞭に理解される
であろう。しかしながら、実施例および図面は単なる図示および説明のためのものであり
、本発明の範囲を定めるために利用されるべきものではない。本発明の範囲は請求の範囲
によってのみ定まる。添付図面において、複数の図面における同一の部品番号は、同一ま
たは相当部分を示す。
【００５５】
１つの実施例または他の例に関連して説明および／または図示した特徴は、１つまたはそ
れ以上の他の実施例または他の例において同一または類似な形で、および／または他の実
施例の特徴と組み合わせて、または、その代わりに利用することができる。
【００５６】
実施例１：
以下、本発明の実施例１が図１～図９を参照して説明される。
以下の説明では、左足用の靴が例示される。
図１に示す靴は、たとえば、競技用やランニング用の靴で、図２のソール８にアッパー３
が固定されている。前記アッパー３は柔軟部材３３、補強部材３４およびシューレース（
締付部材）６を備えている。
【００５７】
ソール８はアッパー３の下に配置され路面に接地するものである。前記柔軟部材３３は足
の内側面、外側面、爪先および踵を包み、例えばソック状に形成されている。補強部材３
４およびシューレース６は柔軟部材３３を足の甲にフィットさせるためのものである。
なお、図５において、柔軟部材３３の部位には粗いドットが付されている。
【００５８】
図１－図３において、前記シューレース６の両端部分は図示が省略されているが、柔軟部
材３３内に足を挿入した後に、両端部同士は互いに固く結ばれる。シューレース６の端部
同士が互いに結ばれることにより、柔軟部材３３が足に対しフィットする。
【００５９】
図１－図３に示すように、柔軟部材３３には足を着用時に挿入するための履き口７が形成
されている。前記履き口７は着用中に脚が上方に出るもので、前記履き口７の前方の部位
には前記シューレース６が配置される。
【００６０】
図４に示すように、前記補強部材３４はメッシュ部材１と一対のパネル部材２とを備える
。メッシュ部材１はパネル部材２よりも前後方向Ｙに伸びにくい構造および素材で形成さ
れている。一方、パネル部材２はメッシュ部材１よりも曲げ剛性が大きいのが好ましい。
前記パネル部材２の素材としては樹脂パーツ、人工皮革、ＴＰＵまたはラバーなどの種々
の素材を用いることができる。
なお、メッシュ部材１とパネル部材２の曲げ剛性は同等であってもよい。
【００６１】
前記パネル部材２は例えば櫛状に形成され、後述する複数個のパネル１１を構成する。一
方、前記メッシュ部材１は後述する多数の紐部１０を構成する。
なお、図４のメッシュ部材１および図６の紐部１０には、幾何学模様が付されている。一
方、図５において、パネル１１の部分には密度の濃いドットが付されている。
【００６２】
図４の前記メッシュ部材１は例えば織物又は編物で形成され、より好ましくは織物で形成
され、複数列および複数行の細長いスリット状の多数の貫通孔Ｓを定義する。前記各パネ
ル材２は前記複数列および複数行の前記複数の貫通孔Ｓが開口した状態で、かつ、前記互
いに隣り合う貫通孔Ｓの間のメッシュ部材１の部位（以下、露出部１０Ａという）が露出
した状態で、前記メッシュ部材１の表裏に積層される。つまり、各パネル部材２はメッシ
ュ部材１を挟んで積層される。
なお、メッシュ部材１は前後方向Ｙに延びる強化繊維を含む薄い樹脂フィルム（ＦＲＰ）
などで形成されてもよい。
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【００６３】
図１－図３の前記補強部材３４は例えばミッドソール８０の上面に接着および／または溶
着されて接合され、前記足の甲の内側面を覆う内側部３１と、前記足の甲の外側面を覆う
外側部３２とを備える。前記補強部材３４の内側部３１および外側部３２は複数のパネル
１１および多数本の紐部１０を備える。
【００６４】
つぎに、前記各パネル１１および紐部１０について詳しく説明する。なお、内側部３１と
外側部３２とは同様な構造となっている。
【００６５】
前記内側部３１及び外側部３２において、前記各パネル１１は互いに足の前後方向Ｙに離
間し、前記足の側面の少なくとも一部を覆い、シューレース（締付部材の一例）６によっ
て前記足の内外の中央部３６に向かって引き寄せられる。すなわち、図１の各パネル１１
の上端部には例えばループＲが縫着され、これらのループＲにシューレース６が挿通され
ている。
【００６６】
足の甲の側面を覆う図２および図３の各パネル１１は、足の横断方向Ｘ（図１）および／
または上下方向（斜め上下方向を含む）に伸びている。なお、各紐部１０は足の甲の側面
を覆う。
【００６７】
ここで、足の甲とは、図１０の中足趾節関節ＭＰよりも後方で、かつ、距骨の前端Ｂｅよ
りも前方の部位であって、足の上面および側面を含む部位を意味する。なお、パネル１１
は中足趾節関節ＭＰよりも前方の爪先や図２の後方のパネル１１のように距骨の前端Ｂｅ
よりも後方の踵部を覆っていても、あるいは、覆っていなくてもよい。
【００６８】
甲の側面を覆う各パネル１１は前記ループＲが接合された前記上端部からミッドソール８
０に向かって斜め後方又は上下方向に延びた長方形の帯状（短冊状）に形成されている。
前記各パネル１１同士は互いに前後方向Ｙ又は斜め前後方向に離間しており、互いに隣り
合うパネル１１とパネル１１との間に前記紐部１０が多数配置されている。
【００６９】
図４のメッシュ部材１のスリット状の各貫通孔Ｓは、互いに概ね平行に斜め前後方向Ｙに
延びている。前記各貫通孔Ｓは前記斜め前後方向Ｙおよび前記横断方向に規則正しく配置
されている。
【００７０】
前記貫通孔Ｓと貫通孔Ｓとの前後方向Ｙの間の部位はパネル部材２の各パネル１１に接合
される。こうして、前記各露出部位１０Ａは前記複数の貫通孔Ｓのうち足の周方向に互い
に離間し、かつ、前記周方向に互いに隣り合う貫通孔Ｓと貫通孔Ｓとの間において前後方
向Ｙに延びる図３の紐部１０を形成する。
【００７１】
前記各紐部１０は前後方向Ｙに非伸性である。かかる非伸性の紐部１０は図４の前記メッ
シュ部材１を構成する前記織物が前記前後方向Ｙに長い非伸性の複数本の繊維を含んでい
ることにより形成されてもよい。
なお、前記紐部１０は前後方向Ｙに伸縮する別の繊維を含んでいることで、収縮性を有し
ていてもよい。
【００７２】
図１－図３のように、前記各紐部１０は前記複数のパネル１１のうち前記前後方向Ｙに互
いに隣り合う一対のパネル１１の間に配置され、前記前後方向Ｙに延びる紐状に形成され
ている。一方、図６の前記各紐部１０の上下方向の幅Ｗは例えば２ｍｍ～５ｍｍ程度に設
定され、各紐部１０は小さな面積を有する面状で、かつ、線状に形成されている。こうし
て、前記紐部１０は足の横断方向Ｘ（図１）および／または前記上下方向への変位および
／または変形が自由な状態に設定されている。
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【００７３】
図６に拡大して示すように、紐部１０の上下方向の前記幅Ｗとは、１つの紐部１０の上縁
と下縁との間の距離を意味する。換言すれば、幅Ｗとは、１つの紐部１０を上下又は斜め
上下方向に横断する（１つの紐部１０が延びる方向に直交する）仮想のラインと当該紐部
１０の２つの縁とが交わる一対の交点Ｏ,Ｏ間の距離を意味する。なお、これらの距離は
厳密には足の表面の湾曲に沿った距離と考えるべきである。
【００７４】
前記内側部３１および外側部３２において、前記複数の紐部１０は前記上下方向に概ね一
定のピッチＰで配置されている。前記上下方向のピッチＰに対する前記紐部１０の幅Ｗの
比Ｗ／Ｐは例えば６０％～８０％程度に設定されている。
なお、紐部１０のピッチＰとは、１つの紐部１０が延びる方向に延びる中心線ＣＬと、当
該紐部１０に隣り合う別の紐部１０の中心線ＣＬとの間の距離を意味する。
【００７５】
前記各紐部１０の長さＬは、つまり、前記互いに隣り合う一対のパネル１１の間の前記各
紐部１０の長さＬは、例えば４～１０ｍｍ程度に設定されている。
なお、各紐部１０の厚さ、つまり、図４のメッシュ部材１の厚さは、一般に、０．５～１
．５ｍｍ程度が好ましいだろう。
【００７６】
図５の前記柔軟部材３３は、例えば、樹脂の発泡体、編物、メッシュ状の部材またはこれ
らを組み合わせた素材で形成され、前後方向Ｙに前記紐部１０およびパネル１１よりも伸
縮し易い。図１～図３に示すように、前記柔軟部材３３の外表面に前記パネル１１および
紐部１０で形成された補強部材３４が配置されている。
【００７７】
前記パネル１１および前記紐部１０で形成された補強部材３４は足の甲の内側および外側
において前記柔軟部材３３の外表面に沿って配置されている。足の甲の内側および外側に
おいて、前記パネル１１の大半の部分および前記紐部１０は前記柔軟部材３３の外表面に
非付着状態に設定されている。本例の場合前記紐部１０が柔軟部材３３の外表面に非付着
状態に設定されていることで、前記紐部１０は足の横断方向Ｘおよび／または上下方向へ
の変位および／または変形が自由な状態に設定されている。なお、前記各パネル１１の少
なくとも上半分の部位が足の甲の内側および外側において前記柔軟部材３３の外表面に非
付着状態で接しているのが好ましい。
【００７８】
一方、前述のように、前記補強部材３４の下端縁はミッドソール８０に付着（固着）され
ている。また、補強部材３４はアッパー３の後端において柔軟部材３３に付着（縫着）さ
れている。
【００７９】
本発明において、「付着」とは、固着という言葉に置き換えてもよく、概念的には容易に
取り外しができないように接合されていることを意味する。また、具体的には、「付着」
とは、接着、溶着または縫合（縫着）などの手段や、これらの２以上の手段を組み合わせ
て接合することを意味する。
【００８０】
本発明において、「非付着状態」とはパネル１１又は補強部材３４が柔軟部材３３に付着
されていない自由（フリー）な状態を意味する。非付着状態のパネル１１や補強部材３４
は柔軟部材３３に拘束されることなく、かつ、付着された部位を中心に捩れや、回転など
の変位や変形が可能であろう。一方、紐部１０やパネル１１が付着されていない柔軟部材
３３の部位は、足やアッパーの変形に応じて、伸縮するような変形が可能であろう。
【００８１】
図２の内側の前記複数のパネル１１のうちの少なくとも１つのパネル１１、あるいは、前
記複数本の非伸性の紐部１０のうちの少なくとも一部の紐部１０は、図１０の足の内側に
おいて母趾球Ｏ１の側面の少なくとも一部を覆う。一方、図３の外側の前記複数のパネル
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１１のうちの少なくとも１つのパネル１１、あるいは、前記複数本の非伸性の紐部１０の
うちの少なくとも一部の紐部１０は、図１０の足の外側において小趾球Ｏ５の側面の少な
くとも一部を覆う。
【００８２】
つぎに、本アッパーの挙動について説明する。すなわち、図６及び図８に示す静止立位か
ら踵が浮いた図７及び図９の背屈時に移行する際の本アッパーの挙動について説明する。
なお、本実施例における「足の背屈」とは、足部内における関節（例えば、中足趾節関節
や趾節間関節等）が背屈することを意味する。
【００８３】
今、図７や図９の靴および足が背屈すると、甲の上面は縮む。
一方、図７（及び図９）の紐部１０は前記背屈時に前記甲の上面に沿った方向に縮んだよ
うな変形を呈する。この変形は平面状の前記紐部１０の表面が湾曲面となって変形する場
合の他に、前記紐部１０が実際に縮むことにより実現されてもよい。
【００８４】
すなわち、図６および図７の比較から分かるように、互いに隣り合うパネル１１同士の距
離は前記背屈により短くなるように各パネル１１が変位する。この際、パネル部材２の下
端がミッドソール８０に付着されている。そのため、各パネル１１は付着部分を中心にし
て前方ＹＦに傾く。こうして、パネル１１および紐部１０が同時に変位および変形する。
【００８５】
他方、図１のアッパー３内において足の横断方向Ｘに力が負荷された場合、シューレース
６により中央部３６に引き寄せられた各パネル１１は足の内外の側面にフィットし、これ
らの側面を支持する。この際、非伸性の紐部１０は前記力に抗して、図１０の母趾球Ｏ１
が内側へ移動するのを抑制したり、小趾球Ｏ５が外側へ移動するのを抑制するだろう。
【００８６】
つぎに、他の例について説明する。
図１１に示すように、前記補強部材３４は１枚のメッシュ部材１に１枚のパネル部材２が
積層されて形成されていてもよい。
【００８７】
別の他の例を示す図１２において、紐部１０は黒く塗り潰されて図示されている。前記複
数の各パネル１１と柔軟部材３３との間で、多数本の紐材１０Ｂを挟んで、各パネル１１
，１１間において紐部１０が形成されてもよい。この場合も、紐部１０は柔軟部材３３に
非付着状態に設定されるのが好ましい。
【００８８】
以上のとおり、図面を参照しながら好適な実施例を説明したが、当業者であれば本発明を
見て、自明な範囲で種々の変更および修正を容易に想定するであろう。
たとえば、パネルの下半分やパネルの全部が柔軟部材に固着されていてもよい。
また、前記パネル部材の曲げ剛性は前記メッシュ部材のそれよりも小さいか、あるいは、
メッシュ部材と同等であってもよい。
アッパーの下に配置されるソールは、いわゆるアウトソールのみを有していてもよい。
パネルおよび紐部は内側部または外側部の一方のみに設けられてもよい。
アッパーの中央部に舌片が設けられていてもよい。
シューレースの挿通孔はループではなく、鳩目であってもよい。
　シューレースに代え、あるいは、シューレースに加えて、締付部材としてベルトが採用
されてもよい。
したがって、そのような変更および修正は請求の範囲から定まる本発明の範囲内のものと
解釈される。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
本発明はコート競技やランニング用の靴の他、ウォーキングなどの種々の用途の靴に適用
できる。
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【符号の説明】
【００９０】
１：メッシュ部材（Ｍｅｓｈ　ｍｅｍｂｅｒ）　１０：紐部　１０Ａ：露出部　
１０Ｂ：紐部材（Ｌａｃｅ　ｍｅｍｂｅｒ）
　２：パネル部材（Ｐａｎｅｌ　ｍｅｍｂｅｒ）　１１：パネル
　３：アッパー　３１：内側部　３２：外側部
　３３：柔軟部材（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｍｅｍｂｅｒ）　３４：補強部材（Ｒｅｉｎｆｏ
ｒｃｉｎｇ　ｍｅｍｂｅｒ）　３６：中央部
６：シューレース（締付部材）　７：履き口　８：ソール　８０：ミッドソール
Ｌ：長さ　Ｐ：ピッチ
Ｒ：ループ　Ｓ：貫通孔
　Ｏ１：母趾球　Ｏ５：小趾球
　Ｘ：横断方向　Ｙ：前後方向　Ｗ：幅　Ｗ／Ｐ：幅比
 
 
【要約】
内側部及び／又は外側部において互いに足の前後方向に離間し前記足の側面の少なくとも
一部を覆い、締付部材によって前記足の内外の中央部に向かって引き寄せられる複数のパ
ネルと、前記複数のパネルのうち前記前後方向に互いに隣り合う一対のパネルの間に配置
され、前記前後方向に延びる紐状の複数本の非伸性の紐部とを備える。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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