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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体の足裏に密着するシートを備え、シートは単一層構造を有し人体の足裏構造に対応
するアーチ部位と、アーチ部位の後側に位置する踵部位と、アーチ部位の前側の足の親指
、第２指、第３指、第４指及び小指に対応するつま先部位と、アーチ部位とつま先部位と
の間に位置する中足骨部位とを有し、アーチ部位は内側アーチ部位および外側アーチ部位
を有し、つま先部位は内側つま先部位および外側つま先部位を有し、内側つま先部位は足
の親指に対応し、外側つま先部位は第２指、第３指、第４指および小指に対応し、中足骨
部位は内側中足骨部位および外側中足骨部位を有する多機能インソールであって、
　シートは、複数の中空突起部、ならびに、底面に配置されている、第一通気溝、第二通
気溝、および第三通気溝を有し、
　複数の中空突起部は、それぞれ、踵部位、内側中足骨部位、外側中足骨部位、内側つま
先部位、および外側つま先部位に位置し、シートの頂面の突起によって一体に形成された
突起状表面と、突起状表面に対応するようにシートの底面の陥没によって一体に形成され
た陥没状表面と、陥没状表面から形成された気室とを有し、中空突起部の気室は圧迫状態
と解放状態との間で変形可能であり、
　第一通気溝は、第一延長部位および第二延長部位を有し、第一延長部位はつま先部位に
近い前周縁部から足の親指および第２指との間に対応する位置に沿って踵部位へ縦方向に
延びて気室に連絡し、第二延長部位は第一延長部位に連絡し、かつ踵部位に近い内周辺縁
部、または外周辺縁部まで横方向に延びており、
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　第二通気溝は、第一通気溝に連絡し、かつ外側つま先部位に近い外周辺縁部からつま先
部位と中足骨部位との間に沿って内側つま先部位に近い内周辺縁部まで横方向に延びてお
り、
　第三通気溝は、第一通気溝に連絡し、かつシートの外周辺縁部から中足骨部位とアーチ
部位との間に沿ってシートの内周辺縁部まで横方向に延びていることを特徴とする多機能
インソール。
【請求項２】
　シートの内側アーチ部位は、シートの底面の突起によって一体に形成された弧状突起辺
縁部を有し、弧状突起辺縁部は弧形頂面および弧形底面を有し、
　中空突起部は弧状突起辺縁部に位置し、中空突起部の突起状表面は弧形頂面の突起によ
って一体に形成され、中空突起部の陥没状表面は弧形底面の陥没によって一体に形成され
ることを特徴とする請求項１に記載の多機能インソール。
【請求項３】
　弧状突起辺縁部は、さらに接続部位を有し、接続部位は中空突起部の突起状表面とシー
トの頂面とを接続することを特徴とする請求項２に記載の多機能インソール。
【請求項４】
　シートの第一通気溝は、第一通気溝より細い狭窄部位を有し、狭窄部位は第一通気溝お
よび気室に連絡することを特徴とする請求項１に記載の多機能インソール。
【請求項５】
　第一通気溝は、つま先部位に近い前周縁部に陥没状通気口を有することを特徴とする請
求項１に記載の多機能インソール。
【請求項６】
　第二通気溝は、つま先部位と中足骨部位との間に近い外周辺縁部または内周辺縁部に陥
没状通気口を有することを特徴とする請求項１に記載の多機能インソール。
【請求項７】
　第三通気溝は、中足骨部位とアーチ部位との間に近い外周辺縁部または内周辺縁部に陥
没状通気口を有することを特徴とする請求項１に記載の多機能インソール。
【請求項８】
　シートは、内側アーチ部位および外側アーチ部位に位置する、もう一つの中空突起部を
さらに有することを特徴とする請求項１に記載の多機能インソール。
【請求項９】
　シートは、第四通気溝をさらに有し、
　第四通気溝は、第三通気溝に連絡し、かつ第三通気溝から内側アーチ部位の形に沿って
踵部位に向かって縦方向に延びていることを特徴とする請求項１に記載の多機能インソー
ル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インソールに関し、詳しくはインソールに形成された中空突起部によって比
較的良好な空気の対流を生成し、滑り止め効果を果たし、跳躍力および防振機能を増進す
ることができるインソールに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　中華民国実用新案Ｍ３０７９８２号による「複合式歩行用インソール」、中華民国実用
新案Ｍ３２５７５３号による「人体工学に応えるインソール」および中華人民共和国実用
新案公告２７５９２４７号による「人体工学に応えるアーチインソール」などの先行技術
は、インソール本体に人体の足裏のつま先、内側アーチまたは横アーチなどの特定部位に
対応する一つまたは複数の硬質の突起部を配置し、インソールを足部の人体工学に応える
ことによって足部の受けた圧力を均一に分散させ、身体のバランスを維持し、立つ姿勢を
矯正し、長時間にわたって立ち放しにしたことが原因で足が痛いという現象を減少させる
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ことが特徴である。しかしながら、これらのインソールを長期にわたって使用するユーザ
ーは、一般のインソールに取り換えると慣れないだけでなく、まっすぐに立つことができ
なくなる。特に前述した中華民国実用新案Ｍ３０７９４２号は、インソール本体に突起部
を増設するため、製造過程が比較的に繁雑であるだけでなく、長時間にわたって使用する
と突起部とインソール本体とを分離させるおそれがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】中華民国実用新案Ｍ３０７９８２号
【特許文献２】中華民国実用新案Ｍ３２５７５３号
【特許文献３】中華人民共和国実用新案公告２７５９２４７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、空気の対流を生成し、滑り止め機能を果たすことが可能なインソールを提供
することを主な目的とする。
【０００５】
　本発明は、ユーザーの足裏を柔軟に支持し、いつでもユーザーに立つ姿勢を注意させ、
ユーザーの立つ姿勢を矯正することが可能なインソールを提供することをもう一つの目的
とする。
【０００６】
　本発明は、跳躍力および防振機能を増進することが可能なインソールを提供することを
もう一つの目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の目的を達成するために、本発明による多機能インソールは、人体の足裏に密着す
るシートを備える。シートは人体の足裏構造に対応するアーチ部位と、アーチ部位の後側
に位置する踵部位と、アーチ部位の前側の足の親指、第２指、第３指、第４指及び小指に
対応するつま先部位と、アーチ部位とつま先部位との間に位置する中足骨部位とを有する
。アーチ部位は内側アーチ部位および外側アーチ部位に区分される。つま先部位は足の親
指に対応する内側つま先部位と、第２指、第３指、第４指および小指に対応する外側つま
先部位とに区分される。中足骨部位は内側中足骨部位および外側中足骨部位に区分される
。インソールの特徴は次の通りである。シートは中空突起部を有し、中空突起部はシート
の頂面の突起によって一体に形成された突起状表面と、突起状表面に対応するようにシー
トの底面の陥没によって一体に形成された陥没状表面と、陥没状表面から形成された気室
とを有する。中空突起部の気室は圧迫状態と解放状態との間で変形可能である。
【０００８】
　本発明の一実施形態による多機能インソールにおいて、中空突起部は、人体が歩行し、
足裏で地面を踏む際に力を受ける区域に対応するように設計される。人体が歩行する際、
中空突起部は人体の足裏で受けた力によって圧縮されるため、気室は圧迫状態を呈し、気
室内の熱気を排出する。中空突起部が自らの弾力によって原状に復元すると気室が解放状
態を呈する際、気室内の気圧が靴の内部の気圧より小さくなる。このとき靴の内部の冷た
い空気は気室内に吸引され、空気の対流を生成し、循環させる。従って、本発明によるイ
ンソールは通気効果が良好で悪臭が発生しにくいだけでなく、長時間にわたって人体の足
裏を乾燥状態に保持し、人体の足裏の快適性を高めることができる。また本発明は中空突
起部によって人体の足と靴とを相互に密着させることによって滑り止め機能を果たす。
【０００９】
　本発明の一実施形態による多機能インソールにおいて、シートはさらに通気溝を有する
。通気溝はつま先部位に近い前周縁部から内側つま先部位と外側つま先部位との間に対応
する位置に沿って踵部位へ縦方向に延びて通気溝および気室に連絡することによって熱気
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排出および冷気吸引の効率を向上させる。
【００１０】
　上述した実施形態において、シートの通気溝は、通気溝より狭い狭窄部位を有し、狭窄
部位は通気溝および気室に連絡する。気室が圧迫状態を呈する際、気室内の熱気は狭窄部
位によって加圧され、通気溝内に追い詰められるため、熱気排出の効率を向上させること
ができる。
【００１１】
　通気溝はつま先部位に近い前周縁部に陥没状通気口を有するため、インソール上の通気
口を有する周縁部と靴の内壁とを相互に密着させることが発生せず、熱気の排出量および
冷気の吸引量を増加させることができる。
【００１２】
　シートは、さらに通気溝に連絡する別の一つの通気溝を有する。別の一つの通気溝は、
外側つま先部位に近い外周辺縁部からつま先部位と中足骨部位との間に沿って内側つま先
部位に近い内周辺縁部まで横方向に延びて形成されてもよい。かつ別の一つの通気溝はつ
ま先部位と中足骨部位との間に近い外周辺縁部または内周辺縁部に陥没状通気口を配置さ
れてもよい。または別の一つの通気溝は、シートの外周辺縁部から中足骨部位とアーチ部
位との間に沿ってシートの内周辺縁部まで横方向に延びて形成されてもよい。かつ別の一
つの通気溝は中足骨部位とアーチ部位の間に近い外周辺縁部または内周辺縁部に陥没状通
気口を配置されてもよい。
【００１３】
　本発明の一実施形態による多機能インソールにおいて、シートの内側アーチ部位はシー
トの底面の突起によって一体に形成された弧状突起辺縁部を有する。弧状突起辺縁部は弧
形頂面および弧形底面を有する。シートの中空突起部は、踵部位または内側アーチ部位の
弧状突起辺縁部に位置することが比較的好ましい。中空突起部が弧状突起辺縁部に位置す
る際、中空突起部の突起状表面は弧形頂面の突起によって一体に形成され、中空突起部の
陥没状表面は弧形底面の陥没によって一体に形成されるため、本発明によるインソールは
、内側アーチ部位に位置する中空突起部によってユーザーの足裏を柔軟的に支持し、いつ
でもユーザーに立つ姿勢を注意させ、ユーザーの立つ姿勢を矯正する機能を果たすことが
できる。
【００１４】
　本発明の一実施形態による多機能インソールは、さらに別の一つの中空突起部を備える
。別の一つの中空突起部は、シートの頂面の突起によって一体に形成された突起状表面と
、突起状表面に対応するようにシートの底面の陥没によって一体に形成された陥没状表面
と、陥没状表面から形成された気室とを有する。別の一つの中空突起部の気室は圧迫状態
と解放状態との間で変形可能である。一つの中空突起部が踵部位に位置する際、上述した
別の一つの中空突起部は内側アーチ部位、外側アーチ部位、中足骨部位およびつま先部位
のうちの少なくとも一つの部位に位置してもよい。または上述した別の一つの中空突起部
は内側アーチ部位、外側アーチ部位、内側中足骨部位、外側中足骨部位、内側つま先部位
および外側つま先部位のうちの少なくとも一つの部位に位置してもよい。同様に一つの中
空突起部が内側アーチ部位の弧状突起辺縁部に位置する際、上述した別の一つの中空突起
部は、踵部位、外側アーチ部位、中足骨部位およびつま先部位のうちの少なくとも一つの
部位に位置してもよい。または上述した別の一つの中空突起部は、踵部位、外側アーチ部
位、内側中足骨部位、外側中足骨部位、内側つま先部位および外側つま先部位のうちの少
なくとも一つの部位に位置してもよい。
【００１５】
　本発明の一実施形態による多機能インソールは、さらにシートの別の一つの中空突起部
の気室内に配置される振動吸収材および／または反発材を備える。反発材は中足骨部位に
位置する中空突起部の気室内に配置されるか、或いは内側中足骨部位または外側中足骨部
位に位置する少なくとも一つの中空突起部の気室内に配置されることが最も好ましい。振
動吸収材は踵部位に位置する中空突起部の気室内に配置される。
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【００１６】
　本発明の一実施形態による多機能インソールは、さらに少なくとも一つの支持部を備え
る。支持部は中空突起部の下方に配置され、かつ突起壁および突起壁の内側に位置する空
気収容空間を有するため、中空突起部の高さを確実に維持することができる。
【００１７】
　本発明の一実施形態による多機能インソールは、複数の支持部を備える。踵部位、内側
アーチ部位または外側アーチ部位に位置する中空突起部の下方に配置された支持部はさら
に空気収容空間に連絡する噴出口を有する。それぞれの支持部の突起壁は中空突起部の陥
没状表面に付着する。支持部の噴出口は通気溝および空気収容空間に連絡する。続いて中
足骨部位（内側中足骨部位または外側中足骨部位）またはつま先部位（内側つま先部位ま
たは外側つま先部位）に位置する中空突起部の下方に配置された支持部は、さらに突起壁
と、突起壁と一体に接続した底面とを有するため、空気収容空間は密閉状態に形成される
。それぞれの支持部の底面は靴の内側底面に接する。
【００１８】
　本発明の別の一実施形態による多機能インソールは、少なくとも二つの支持部と、支持
部の間に一体に接続された接続片とを備える。
　また、本発明の別の一実施形態による多機能インソールは、人体の足裏に密着するシー
トを備える。シートはアーチ部位、踵部位、つま先部位および中足骨部位を有する。アー
チ部位は内側アーチ部位および外側アーチ部位に区分される。つま先部位は内側つま先部
位および外側つま先部位に区分される。中足骨部位は内側中足骨部位および外側中足骨部
位に区分される。インソールの特徴は次の通りである。シートは第一層体および第一層体
の上に配置された第二層体を有する。第一層体は中空突起部を有し、中空突起部は第一層
体の頂面の突起によって一体に形成された突起状表面と、突起状表面に対応するように第
一層体の底面の陥没によって一体に形成された陥没状表面と、陥没状表面から形成された
気室とを有する。中空突起部の気室は圧迫状態と解放状態との間で変形可能である。第二
層体は中空突起部を有する。第二層体の中空突起部は第二層体の頂面の突起によって一体
に形成された突起状表面と、突起状表面に対応するように第二層体の底面の陥没によって
一体に形成された陥没状表面と、陥没状表面および第一層体の頂面から形成された密閉室
とを有する。
【００１９】
　本発明の一実施形態による多機能インソールにおいて、シートの第二層体の中空突起部
は、密閉された気室を有するため、跳躍力を増大させることができる。インソールの反発
力および／または振動吸収力を増大させようとする場合、密閉された気室に反発材および
／または振動吸収材を配置することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１実施形態による多機能インソールを示す立体図である。
【図２】図１に示したインソールの中空突起部が人体の足裏の踵に対応する状態を示す底
面図である。
【図３】図１の３－３線に沿った断面図である。
【図４】本発明の第１実施形態による多機能インソールの別の形を示す底面図である。
【図５】本発明の第１実施形態による多機能インソールのまた別の形を示す立体図である
。
【図６】図５に示したインソール上の中空突起部がそれぞれ人体の足裏の部位に対応する
状態を示す底面図である。
【図７】本発明の第２実施形態による多機能インソールを示す平面図である。
【図８Ａ】内側アーチ部位に位置する中空突起部の形を示す断面図である。
【図８Ｂ】内側アーチ部位に位置する中空突起部の別の形を示す断面図である。
【図９】本発明の第３実施形態による多機能インソールを示す立体図である。
【図１０】図９に示したインソール上の中空突起部がそれぞれ人体の足裏の部位に対応す
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る状態を示す底面図である。
【図１１】図９の１１－１１線に沿った断面図である。
【図１２】本発明の第３実施形態による多機能インソールの別の形を示す立体図である。
【図１３】図１２に示したインソール上の中空突起部がそれぞれ人体の足裏の部位に対応
する状態を示す底面図である。
【図１４】本発明の第４実施形態による多機能インソールを示す縦断面図である。
【図１５Ａ】支持部を備える多機能インソールを示す縦断面図である。
【図１５Ｂ】支持部を備える別の一つの多機能インソールを示す縦断面図である。
【図１６】シートの踵部位に位置する中空突起部の下方に配置された支持部の形を示す断
面図である。
【図１７】シートの踵部位に位置する中空突起部の下方に配置された支持部の別の形を示
す断面図である。
【図１８】支持部を備える多機能インソールを示す縦断面図である。
【図１９】接続片と支持部とが一体に結合した状態を示す断面図である。
【図２０】中空突起部に陥没状補強部が配置された状態を示す立体図である。
【図２１】中空突起部に複数の陥没状補強部が配置された状態を示す立体図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　本発明による多機能インソールについての詳細な構造および特徴を説明するため、以下
の実施形態および図面を提示し、本発明領域において常識がある人ならば本発明の実施形
態を簡単に実施できる範囲内に説明を進める。
　以下、本発明による多機能インソールを図面に基づいて説明する。図面の中の同じ符号
は同じ構造または部位または類似した構造または部位を表示する。
【００２２】
　　　（第１実施形態）
　図１に示すように、本発明の第１実施形態による多機能インソール１は、シート１０を
備える。
　シート１０は、ＰＵ発泡材質から製作され、弾性復元力を有する。実際に製造する際、
シート１０の材質は上述した材質に限らず、インソールの製作に使用できる布、革、コル
ク、エマルションまたは熱可塑性ゴム（ＴＰＲ）などの材質にしてもよい。図１から図２
に示すように、シート１０は人体の足裏４に密着する。足裏４は構造によってアーチ４１
と、アーチ４１の後側に位置する踵４３と、アーチ４１の前側に位置するつま先４５と、
アーチ４１とつま先４５との間に位置する中足骨４７とに区分される。つま先４５は足の
親指４５１、第２指４５２、第３指４５３、第４指４５４及び小指４５５から組成される
。中足骨４７は中足骨内側４７ａおよび中足骨外側４７ｂに区分される。アーチ４１は内
側アーチ４１ａおよび外側アーチ４１ｂに区分される。シート１０は、アーチ４１に対応
するアーチ部位１２、内側アーチ４１ａに対応する内側アーチ部位１２ａおよび外側アー
チ４１ｂに対応する外側アーチ部位１２ｂと、踵４３に対応する踵部位１４と、つま先４
５に対応するつま先部位１６と、足の親指４５１に対応する内側つま先部位１６ａと、第
２指４５２、第３指４５３、第４指４５４および小指４５５に対応する外側つま先部位１
６ｂと、中足骨４７に対応する中足骨部位１８と、中足骨内側４７ａに対応する内側中足
骨部位１８ａと、中足骨外側４７ｂに対応する外側中足骨部位１８ｂとを有する。
【００２３】
　図１および図２に示すように、シート１０は踵部位１４に位置するように頂面１１から
形成された第一中空突起部１１１を有する。図３に示すように第一中空突起部１１１はシ
ート１０の頂面１１の突起によって一体に形成された突起状表面１１１ａと、シート１０
の底面１３の陥没によって一体に形成された陥没状表面１１１ｂと、陥没状表面１１１ｂ
から形成された第一気室１５とを有する。第一気室１５は圧迫状態と解放状態との間で変
形可能である。
【００２４】
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　実際に本実施形態によるインソール１を使用し、シート１０の踵部位１４によって力を
受けると、第一中空突起部１１１は圧縮されるため、第一気室１５は圧迫状態を呈する。
このとき第一気室１５内の熱気は排出される。第一中空突起部１１１が圧力を解除し原状
に復元する場合において第一気室１５が解放状態を呈する際、第一気室１５内の気圧は靴
の内部の気圧より低くなる。このとき靴の内部の冷たい空気は第一気室１５内に吸引され
ることでシート１０の底面１３と靴の内部との間に空気循環を生成することができる。
【００２５】
　図４に示すのは本発明の第１実施形態による別の一つの多機能インソール１’である。
シート１０は踵部位１４に位置するように頂面１１から形成された第一中空突起部１１１
を有する。第一中空突起部１１１は第一気室１５を有する。シート１０は底面１３に形成
された第一通気溝１３１を有する。第一通気溝１３１はつま先部位１６に近い前周縁部１
０１から内側つま先部位１６ａと外側つま先部位１６ｂとの間に対応する位置に沿って踵
部位１４へ縦方向に延びて第一気室１５に連絡する。第一通気溝１３１はつま先部位１６
に近い前周縁部１０１が弧状に陥没して形成された通気口１０２を有する。通気口１０２
はインソール１０の周縁部と靴の内壁とを相互に密着させることなく、熱気の排出量およ
び冷気の吸引量を増加させることができる
【００２６】
　実際に本実施形態によるインソール１’を使用し、シート１０の踵部位１４によって力
を受ける際、第一気室１５は圧迫状態を呈する。このとき第一気室１５内の熱気は第一通
気溝１３１によって排出される。第一中空突起部１１１が圧力を解除し原状に復元すると
第一気室１５が解放状態を呈する際、靴の内部の冷たい空気は第一通気溝１３１によって
第一気室１５内に吸引されるため、本発明によるインソール１’は靴の内部との間に通気
溝の配置によって空気循環効率を向上させることができる。
【００２７】
　図５および図６に示すのは本発明の第１実施形態によるまた別の一つの多機能インソー
ル１”である。シート１０は踵部位１４に位置するように頂面１１から形成された第一中
空突起部１１１を有する。第一中空突起部１１１は第一気室１５を有する。シート１０は
底面１３に形成された第一通気溝１３１’、第二通気溝１３２、第三通気溝１３３および
第四通気溝１３４を有する。第一通気溝１３１’は第一延長部位１３１ａ、第二延長部位
１３１ｂおよび狭窄部位１３１ｃを有する。第一延長部位１３１ａはつま先部位１６に近
い前周縁部１０１から内側つま先部位１６ａと外側つま先部位１６ｂとの間に対応する位
置に沿って踵部位１４へ縦方向に延びて第一気室１５に連絡する。第二延長部位１３１ｂ
は第一延長部位１３１ａに連絡し、かつ踵部位１４に近い外周辺縁部１０３および内周辺
縁部１０４まで横方向に延びる。狭窄部位１３１ｃは大きさが第一通気溝１３１’より小
さく、かつ第一通気溝１３１’の第二延長部位１３１ｂおよび第一気室１５に連絡する。
第一通気溝１３１’はつま先部位１６に近い前周縁部１０１が弧状に陥没して形成された
通気口１０２を有する。第二通気溝１３２は第一通気溝１３１’に連絡し、かつ外側つま
先部位１６ｂに近い外周辺縁部１０３からつま先部位１６と中足骨部位１８との間に沿っ
て内側つま先部位１６ａに近い内周辺縁部１０４まで横方向に延びる。かつ第二通気溝１
３２はつま先部位１６と中足骨部位１８との間に近い外周辺縁部１０３および内周辺縁部
１０４がそれぞれ弧状に陥没して形成された通気口１０５を有する。第三通気溝１３３は
第一通気溝１３１’に連絡し、かつシート１０の外周辺縁部１０３から中足骨部位１８と
アーチ部位１２との間に沿ってシート１０の内周辺縁部１０４まで横方向に延びる。かつ
第三通気溝１３３は中足骨部位１８とアーチ部位１２との間に近い外周辺縁部１０３およ
び内周辺縁部１０４がそれぞれ弧状に陥没して形成された通気口１０６を有する。第四通
気溝１３４は第三通気溝１３３に連絡し、かつ第三通気溝１３３から内側アーチ部位１２
ａの内側の形に沿って踵部位１４の近くまで縦方向に延びる。
【００２８】
　実際に本実施形態によるインソール１”を使用し、踵部位１４によって力を受ける際、
第一気室１５は圧迫状態を呈する。このとき狭窄部位１３１ｃは加圧作用を生じるため、
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第一気室１５内の熱気は第一通気溝１３１’内に追い詰められ、かつ第一通気溝１３１’
に直接または間接に連絡する第二通気溝１３２、第三通気溝１３３および第四通気溝１３
４によって排出される。シート１０の踵部位１４の受けた圧力が解除される際、第一中空
突起部１１１は原状に復元するため、第一気室１５は解放状態を呈する。このとき靴の内
部の冷たい空気は第一通気溝１３１’から第四通気溝１３４によって第一気室１５内に吸
引される。
【００２９】
　第一通気溝１３１’から第四通気溝１３４の配置位置は、人体が歩行し足裏４で地面を
踏む際の動作に基づいて設計されるため、人体の足裏４が本発明によるインソール１’を
踏む際、第一通気溝１３１‘から第四通気溝１３４は人体の体重によって圧縮されず、変
形することがない。従って、本発明によるインソールは長時間にわたって使用されても空
気の対流を良好に維持できる。
【００３０】
　　　（第２実施形態）
　以下の実施形態において、シートの材質および区分されたそれぞれの部位は第一実施形
態と同じであるため、それらについての説明を省略する。続いて第１実施形態と異なる部
分について説明を進める。
　図７および図８に示すように、本発明の第２実施形態による多機能インソール２はシー
ト２０を備える。
　シート２０の内側アーチ部位１２ａは、シート２０の底面２３の突起によって一体に形
成された弧状突起辺縁部２５を有する。弧状突起辺縁部２５は弧形頂面２５１および弧形
底面２５３を有する。シート２０の内側アーチ部位１２ａの弧状突起辺縁部２５は中空突
起部２５５を有する。図８に示すように中空突起部２５５は、弧形頂面２５１の突起によ
って一体に形成された突起状表面２５５ａと、弧形底面２５３の陥没によって一体に形成
された陥没状表面２５５ｂと、陥没状表面２５５ｂから形成された気室２７とを有する。
気室２７は圧迫状態と解放状態との間で変形可能である。
【００３１】
　本実施形態によるインソール２は実際に使用されると、上述したとおり、靴の内部に空
気循環を生じさせることができるだけでなく、内側アーチ部位に配置された中空突起部に
よってユーザーの足裏を柔軟に支持し、いつでもユーザーに立つ姿勢を注意させ、かつ長
期使用された後、ユーザーの立つ姿勢を矯正する目的を達成することができる。
【００３２】

　図８Ａに示すように、弧状突出辺縁部２５の中空突起部２５５の突起状表面２５５ａは
シート２０の頂面２１に直接に接続される。或いは、図８Ｂに示すように、弧状突出辺縁
部２５は接続部位２５７を有する。接続部位２５７は中空突起部２５５の突起状表面２５
５ａとシート２０の頂面２１とを接続し、かつ長さが特別に制限されない。
【００３３】
　　　（第３実施形態）
　図９から図１１に示すように、本発明の第３実施形態による多機能インソール３は、シ
ート１０を備える。
　シート１０は、頂面１１から形成された第一中空突起部１１１、第二中空突起部１１２
、第三中空突起部１１３、第四中空突起部１１４、第五中空突起部１１５および第六中空
突起部１１６を有する。第一中空突起部１１１の配置位置は第１実施形態と同じである。
第二中空突起部１１２はアーチ部位１２に位置する。第三中空突起部１１３は内側中足骨
部位１８ａに位置する。第四中空突起部１１４は外側中足骨部位１８ｂに位置する。第五
中空突起部１１５は内側つま先部位１６ａに位置する。第六中空突起部１１６は外側つま
先部位１６ｂに位置する。図１１に示すように、第五中空突起部１１５はシート１０の頂
面１１の突起によって一体に形成された突起状表面１１５ａと、シート１０の底面１３の
陥没によって一体に形成された陥没状表面１１５ｂと、陥没状表面１１５ｂから形成され
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た第五気室１７とを有する。第六中空突起部１１６はシート１０の頂面１１の突起によっ
て一体に形成された突起状表面１１６ａと、シート１０の底面１３の陥没によって一体に
形成された陥没状表面１１６ｂと、陥没状表面１１６ｂから形成された第六気室１９とを
有する。第二中空突起部１１２から第四中空突起部１１４はそれぞれ上述した突起状表面
、陥没状表面および第三気室、第二気室および第四気室を有するが、図の中には表示され
ていない。また第一中空突起部１１１から第六中空突起部１１６の気室は圧迫状態と解放
状態との間で変形可能である。
【００３４】
　実際に本実施形態によるインソール３を使用し、シート１０の踵部位１４によって力を
受けると、第一中空突起部１１１は圧縮されるため、第一気室１５は圧迫状態を呈する。
このとき第一気室１５内の熱気は排出される。シート１０の踵部位１４の受けた力がシー
ト１０のアーチ部位１２に移る際、第二中空突起部１１２は圧縮されるため、第二気室（
図中未表示）は圧迫状態を呈する。このとき第二気室内の熱気は排出される。第一中空突
起部１１１が圧力を解除し原状に復元すると第一気室１５が解放状態を呈する際、第一気
室１５内の気圧が靴の内部の気圧より小さくなる。このとき靴の内部の冷たい空気は第一
気室１５内に吸引される。同様にシート１０のアーチ部位１２の受けた力がシート１０の
内側中足骨部位１８ａおよび外側中足骨部位１８ｂまたはシート１０の内側つま先部位１
６ａおよび外側つま先部位１６ｂに移る際、力を受けた気室内の熱気は排出されるため、
解放された気室は冷たい空気を吸入し、シート１０の底面１３と靴の内部との間に空気循
環を生じさせることができる。
【００３５】
　図１２および図１３に示すのは、本発明の第３実施形態による別の一つのインソール３
’である。詳しく言えば、踵部位１４、アーチ部位１２、中足骨部位１８およびつま先部
位１６にのみ中空突起部は配置されてもよい。つまり、図１２および図１３に示すように
、第七中空突起部１１７はシート１０の中足骨部位１８に配置される。第八中空突起部１
１８はシート１０のつま先部位１６に配置される。言い換えれば、第七中空突起部１１７
は第三中空突起部１１３および第四中空突起部１１４を一つにまとめる。第八中空突起部
１１８は第五中空突起部１１５および第六中空突起部１１６を一つにまとめる。前述と同
じように気室内の熱気を排出し、かつシート１０の力を受けた部位の転移に伴って靴の内
部の冷たい空気を力が解除されたばかりの気室内に吸引し、シート１０の底面１３と靴の
内部との間に空気循環を生じさせることができる。
【００３６】
　前述した実施形態によるインソールにおいて、シートが複数の中空突起部を有する場合
、インソールはさらに少なくとも一つの振動吸収材および／または反発材を備えてもよい
。振動吸収材および／または反発材は中空突起部のうちの少なくとも一つに配置されるこ
とでユーザーの跳躍する際に生じる跳躍力を増進し、振動を吸収することができる。特に
、振動吸収材はシートの踵部位に位置する中空突起部の気室内に配置され、反発材はシー
トの中足骨部位またはつま先部位に位置する中空突起部の気室内に配置されることが最も
好ましい。
【００３７】
　　　（第四実施形態）
　図１４に示すように、本発明の第四実施形態による多機能インソール５は、シート５０
および反発材６０を備える。
　シート５０は、第一層体７０および第二層体８０を有する。第一層体７０はシート５０
の踵部位１４に対応するように頂面に形成された中空突起部７１１を有する。中空突起部
７１１は第一層体７０の頂面７１の突起によって一体に形成された突起状表面７１１ａと
、第一層体７０の底面７３の陥没によって一体に形成された陥没状表面７１１ｂと、陥没
状表面７１１ｂから形成された気室７５とを有する。気室７５は圧迫状態と解放状態との
間で変形可能である。第二層体８０は接着方式によって第一層体７０の上に固定されるが
、この方式に限らない。第二層体８０は頂面８１にシート５０の踵部位１４に対応する第
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一中空突起部８１１と、シート５０の中足骨部位１８に対応する第二中空突起部８１２と
、シート５０のつま先部位１６に対応する第三中空突起部８１３とを有する。第一中空突
起部８１１、第二中空突起部８１２および第三中空突起部８１３はそれぞれ第二層体８０
の頂面８１の突起によって一体に形成された突起状表面８１１ａ、８１２ａ、８１３ａと
、第二層体８０の底面８３の陥没によって一体に形成された陥没状表面８１１ｂ、８１２
ｂ、８１３ｂとを有する。第二層体８０の第一中空突起部８１１は第一層体７０の中空突
起部７１１に重なり、第二層体８０の第一中空突起部８１１の陥没状表面８１１ｂは第一
層体７０の中空突起部７１１の突起状表面７１１ａに付着する。第二中空突起部８１２と
第一層体７０の頂面７１は第一密閉室８５を構成し、第三中空突起部８１３と第一層体７
０の頂面７１は第二密閉室８７を構成する。
【００３８】
　反発材６０は、弾力を増大させることができる一般の材料である。本実施形態において
、反発材６０は第二層体８０の第一密閉室８５内に充満するように配置される。実際に製
造する際、反発材６０は必ずしも第一密閉室８５内に充満するとは限らない。第二層体８
０の第二密閉室８７内に反発材６０を配置してもよい。
【００３９】
　実際に本実施形態によるインソール５を使用し、シート５０の踵部位１４によって力を
受けると、第一層体７０の中空突起部７１１および第二層体８０の第一中空突起部８１１
は圧縮されるため、気室７５は圧迫状態を呈する。このとき気室７５内の熱気は排出され
る。シート１０の踵部位１４の受けた力が解除される際、第一層体７０の中空突起部７１
１および第二層体８０の第一中空突起部８１１は圧力が解除されたため原状に復元し、気
室７５は解放状態を呈する。このとき靴の内部の冷たい空気は気室７５内に吸引される。
またシート５０の中足骨部位１８に位置する第一密閉室８５内の反発材６０はユーザーの
跳躍する際に生じる跳躍力を増大させることができる。
　実際に製造する際、本実施形態によるインソール５に振動吸収材（図中未表示）を増設
することができる。振動吸収材は第二層体８０の第一中空突起部８１１の下方の密閉室内
に配置される。
【００４０】
　図１５から図１８に示すように、本発明による多機能インソールは、さらに少なくとも
一つの支持部９０を備える。
　支持部９０は、ゴムから製作されるが、これに限らず、一定の支持強度および良好な弾
性復元力を有する材質を使用することができる。図１５から図１８に示すように、支持部
９０は四つの形を呈し、次の通りである。図１５Ａに示した支持部９０は突起壁９０１と
、突起壁９０１の内側に位置する空気収容空間９０３とを有する。図１６に示した支持部
９０は突起壁９０１と、空気収容空間９０３と、空気収容空間９０３に連絡する噴出口９
０５とを有する。図１７に示した支持部９０は突起壁９０１と、空気収容空間９０３と、
噴出口９０５と、突起壁９０１および噴出口９０５に一体に接続された底面９０７とを有
する。図１８に示した支持部９０は噴出口９０５を持たず、突起壁９０１、空気収容空間
９０３および底面９０７を有する。
【００４１】
　詳しく言えば、図１５Ａに示すように、踵部位１４に配置された支持部９０およびつま
先部位１６に配置された支持部９０には底面９０７が配置されない。空気収容空間９０３
は第一層体７０および突起壁９０１によって密閉されるため、本発明によるインソールは
排気機能を維持し、跳躍力を増進することができる。また図１５Ｂと図１５Ａとの違いは
次の通りである。第一層体７０は平坦なシートにしてもよい。このとき踵部位１４の位置
には第三密閉室８９が形成される。図１６および図１７に示すように、踵部位１４に配置
された支持部９０は噴出口９０５を有し、噴出口９０５は第一通気溝１３１内に配置され
るため、本発明によるインソールは排気性を向上させることができる。図１８に示すよう
に、踵部位１４に配置された支持部９０には底面９０７が配置されない。つま先部位１６
および中足骨部位１８に配置された支持部９０は底面９０７を有するため、本発明による
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インソールは排気機能を維持し、跳躍力を増進することができる。
【００４２】
　支持部９０は様々な形（例えば底面があるか否か、或いは噴出口があるか否か）を呈す
る。本発明によるインソールは多様な形（中空突起部の配置位置が異なるか通気溝が配置
されるか否か）を呈するため、本発明の精神に基づいて様々に組み合わせることは本発明
の範疇に属するべきである。また支持部９０はシートの底面に直接に固着してもよい。イ
ンソールを靴の内部に装着する際、支持部９０の弧状面は靴の内側の底面に接触する。
【００４３】
　図１９に示すように、本発明における複数の支持部９０の間を接続片９２によって一体
に結合させることができる。また、つま先部位１６、中足骨部位１８および踵部位１４に
配置された支持部９０に噴出口を配置することによって排気効率を向上させることができ
る。また、支持部に噴出口を配置せず、支持部に向かい合う通気溝の突起壁に孔を配置す
ることによって空気収容空間と通気溝とを相互に連絡させ、排気効率を向上させることが
できる。
【００４４】
　接続片９２によって結合した複数の支持部９０は、中空突起部を有するシートに固定さ
れるため、比較的大きいサイズに製作されてもよい。また、中空突起部１１１の構造強度
を増大させるために、図２０に示すように、本発明におけるシート１０の中空突起部１１
１の突起状表面１１１ａに陥没状補強部１１３を配置してもよい。或いは、図２１に示す
ように、シート１０の中空突起部１１１の突起状表面１１１ａに複数の突起部１１５を配
置してもよい。このとき陥没状補強部１１３は突起状表面１１１ａの中央に位置し、複数
の突起部１５は陥没状補強部１１３を囲む。以上は単一層シートを例に挙げて説明したも
のである。本発明は前述に限定されない。
【００４５】
　通常インソールを製造する際、インソールの快適性を高めるために、シート基材に一層
の布生地を貼り、そののちモールド工程を行う。シート基材に貼った布生地の展延性が良
くない場合、後続のシート成形工程は影響を受ける。それに対し、本発明によるインソー
ルは実際な必要に応じ、シートが成形された後、布生地を貼る。
【００４６】
　以上の実施形態は本発明を詳細に説明するために挙げたものである。本発明によるイン
ソールの形は前述に限定されない。例えばインソールの中空突起部の数は特に制限されず
、一つから七つの間が比較的好ましい。中空突起部の数が一つ以上である場合、一つの中
空突起部を踵部位に位置させれば、ほかの中空突起部は内側アーチ部位、外側アーチ部位
、中足骨部位およびつま先部位から組成されるグループのうちの少なくとも一つの部位に
位置してもよい。或いは、ほかの中空突起部は内側アーチ部位、外側アーチ部位、内側中
足骨部位、外側中足骨部位、内側つま先部位および外側つま先部位から組成されるグルー
プのうちの少なくとも一つの部位に位置してもよい。一つの中空突起部を内側アーチ部位
の弧状突出辺縁部に位置させれば、ほかの中空突起部は踵部位、外側アーチ部位、中足骨
部位およびつま先部位から組成されるグループのうちの少なくとも一つの部位に位置して
もよい。或いは、ほかの中空突起部は踵部位、外側アーチ部位、内側中足骨部位、外側中
足骨部位、内側つま先部位および外側つま先部位から組成されるグループのうちの少なく
とも一つの部位に位置してもよい。通気溝は数が特に限定されない。通気溝はいずれか一
つの中空突起部の下方の気室に連絡することができる。また通気溝は通気溝より細い狭窄
部位を有する。狭窄部位は中空突起部の気室への連絡に用いられ、熱気を排出する際の圧
力を増加させる。同様にシートが二層の構造である場合、第一層体および第二層体の中空
突起部の数は特に限定されない。中空突起部の設置位置は必要に応じ変更できる。例えば
、中空突起部の数が複数である場合、第一層体および第二層体の中空突起部はシートの踵
部位、内側アーチ部位、外側アーチ部位、中足骨部位およびつま先部位から組成されるグ
ループに対応する部位のうちの少なくとも一つの部位に位置してもよい。或いは、シート
の踵部位、内側アーチ部位、外側アーチ部位、内側中足骨部位、外側中足骨部位、内側つ
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ま先部位および外側つま先部位から組成されるグループに対応する部位のうちの少なくと
も一つの部位に位置してもよい。
【００４７】
　反発材および振動吸収材の配置位置は特に限定されないが、反発材はシートの中足骨部
位に対応する気室内に配置され、振動吸収材はシートの踵部位に対応する気室内に配置さ
れることが比較的好ましい。従って、本発明の精神に基づいて変更および取り替えを行う
ことは本発明の範疇に属するべきである。
【００４８】
　上述した通り、本発明による多機能インソールにおいて、中空突起部は人体が歩行し足
裏で地面を踏む際の動作に基づいてシートの力を受ける部位に配置されるため、靴の内部
に空気対流を生じさせることができる。従って、本発明によるインソールは、通気効果が
良好でかびや悪臭が発生しにくいだけでなく、長時間にわたって人体の足裏を乾燥状態に
保持することができる。また、一定の部位に配置された通気溝によって靴の内部の空気対
流をより向上させることができる。また、本発明によるインソールは中空突起部によって
人体の足と靴とを相互に密着させるため、滑り止め機能を果たすことができる。また、中
空突起部はシートから一体成型されるため、突起部をインソール本体に増設する従来のイ
ンソールに比べて本発明は製造が簡単であるだけでなく耐久性を有する。また、中空突起
部が内側アーチ部位の弧状突起辺縁部に配置される際、本発明によるインソールは、ユー
ザーの立つ姿勢を矯正する機能を果たすことができる。また、本発明によるインソールは
、中空突起部の下方に配置された支持部を有する。支持部は一定の強度および良好な弾性
復元力を有するため、中空突起部の高さを確実に維持できるだけでなく、中空突起部を持
続的に使用して変形することが起こりにくい。
【符号の説明】
【００４９】
　１、１’、１” 　　　　　　・・・インソール、　
１０　　　　　　　　　　　　・・・シート、　
１０１　　　　　　　　　　　・・・前周縁部、　
１０２　　　　　　　　　　　・・・通気口、　
１０３　　　　　　　　　　　・・・外周辺縁部、　
１０４　　　　　　　　　　　・・・内周辺縁部、　
１０５　　　　　　　　　　　・・・通気口、　
１０６　　　　　　　　　　　・・・通気口、　
１１　　　　　　　　　　　　・・・頂面、　
１１１から１１８　　　　　　・・・第一中空突起部から第八中空突起部、
１１１ａ、１１５ａ、１１６ａ・・・突起状表面、　
１１１ｂ、１１５ｂ、１１６ｂ・・・陥没状表面、　
１１３　　　　　　　　　　　・・・陥没状補強部、　
１１５　　　　　　　　　　　・・・突起部、　
１２　　　　　　　　　　　　・・・アーチ部位、　
１２ａ　　　　　　　　　　　・・・内側アーチ部位、　
１２ｂ　　　　　　　　　　　・・・外側アーチ部位、　
１３　　　　　　　　　　　　・・・底面、　
１３１、１３１’　　　　　　・・・第一通気溝、　
１３１ａ　　　　　　　　　　・・・第一延長部位、　
１３１ｂ　　　　　　　　　　・・・第二延長部位、　
１３１ｃ　　　　　　　　　　・・・狭窄部、　
１３２，１３３、１３４　　　・・・第二通気溝から第四通気溝、　
１４　　　　　　　　　　　　・・・踵部位、　
１５　　　　　　　　　　　　・・・第一気室、　
１７　　　　　　　　　　　　・・・第五気室、　
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１６　　　　　　　　　　　　・・・つま先部位、　
１６ａ　　　　　　　　　　　・・・内側つま先部位、　
１６ｂ　　　　　　　　　　　・・・外側つま先部位、　
１８　　　　　　　　　　　　・・・中足骨部位、　
１８ａ　　　　　　　　　　　・・・内側中足骨部位、　
１８ｂ　　　　　　　　　　　・・・外側中足骨部位、　
１９　　　　　　　　　　　　・・・第六気室、　
２　　　　　　　　　　　　　・・・インソール、　
２０　　　　　　　　　　　　・・・シート、　
２１　　　　　　　　　　　　・・・頂面、　
２３　　　　　　　　　　　　・・・底面、　
２５　　　　　　　　　　　　・・・弧状突出辺縁部、　
２５１　　　　　　　　　　　・・・弧形頂面、　
２５３　　　　　　　　　　　・・・弧形底面、　
２５５　　　　　　　　　　　・・・中空突起部、　
２５５ａ　　　　　　　　　　・・・突起状表面、　
２５５ｂ　　　　　　　　　　・・・陥没状表面、　
２５７　　　　　　　　　　　・・・接続部位、　
２７　　　　　　　　　　　　・・・気室、　
３、３’　　　　　　　　　　・・・インソール、　
４　　　　　　　　　　　　　・・・足裏、　
４１　　　　　　　　　　　　・・・アーチ、　
４１ａ　　　　　　　　　　　・・・内側アーチ、　
４１ｂ　　　　　　　　　　　・・・外側アーチ、　
４３　　　　　　　　　　　　・・・踵、　
４５　　　　　　　　　　　　・・・つま先、　
４５１　　　　　　　　　　　・・・足の親指、　
４５２　　　　　　　　　　　・・・第２指、　
４５３　　　　　　　　　　　・・・第３指、　
４５４　　　　　　　　　　　・・・第４指、　
４５５　　　　　　　　　　　・・・小指、　
４７　　　　　　　　　　　　・・・中足骨、　
４７ａ　　　　　　　　　　　・・・中足骨内側、　
４７ｂ　　　　　　　　　　　・・・中足骨外側、　
５　　　　　　　　　　　　　・・・インソール、　
５０　　　　　　　　　　　　・・・シート、　
６０　　　　　　　　　　　　・・・反発材、　
７０　　　　　　　　　　　　・・・第一層体、　
７１　　　　　　　　　　　　・・・頂面、　
７１１　　　　　　　　　　　・・・中空突起部、　
７１１ａ　　　　　　　　　　・・・突起状表面、　
７１１ｂ　　　　　　　　　　・・・陥没状表面、　
７３　　　　　　　　　　　　・・・底面、　
７５　　　　　　　　　　　　・・・気室、　
８０　　　　　　　　　　　　・・・第二層体、　
８１　　　　　　　　　　　　・・・頂面、　
８３　　　　　　　　　　　　・・・底面、　
８１１，８１２、８１３　　　・・・第一中空突起部から第三中空突起部、　
８１１ａ、８１２ａ、８１３ａ・・・突起状表面、　
８１１ｂ、８１２ｂ、８１３ｂ・・・陥没状表面、　
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８５　　　　　　　　　　　　・・・第一密閉室、　
８７　　　　　　　　　　　　・・・第二密閉室、　
８９　　　　　　　　　　　　・・・第三密閉室、　
９０　　　　　　　　　　　　・・・支持部、　
９０１　　　　　　　　　　　・・・突起壁、　
９０３　　　　　　　　　　　・・・空気収容空間、　
９０５　　　　　　　　　　　・・・噴出口、　
９０７　　　　　　　　　　　・・・底面、　
９２　　　　　　　　　　　　・・・接続片

【図１】 【図２】
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