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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アッパーと前記アッパーに固定されているソール構造とを有する履物製品であって、前
記アッパーは、
　一体ニット構造で形成されたニット構成要素であって、第１のニット層と第２のニット
層とを含む筒状構造を有し、前記第１のニット層と前記第２のニット層とは互いに重複し
、両側の辺に沿って結合されることによって固定されていない中央区域を形成している、
前記ニット構成要素と、
　一次元材料の構成を有しており、前記筒状構造の前記固定されていない中央区域の長さ
の少なくとも一部を通って延びているストランドと、
　前記ニット構成要素に接着されて、前記アッパーの外面の大部分を形成しているポリマ
ー層とを備え、
　前記ポリマー層は、前記筒状構造の第１のニット層に浸透して接着し、かつ前記筒状構
造の第２のニット層には固定されていない、履物製品。
【請求項２】
　前記ニット構成要素および前記ポリマー層は、前記アッパーの外側側部に沿って、前記
アッパーの内側側部に沿って、前記アッパーの足先領域の上に、さらに前記アッパーのか
かと領域の周りに延びていることを特徴とする、請求項１に記載の履物製品。
【請求項３】
　前記筒状構造は、前記アッパーの前記外側側部上に配置されて、前記ソール構造に近接
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した区域から上方に延びるように配向されており、
　前記ストランドは、前記筒状構造の一端から外側に延びて締めひもを受けるループを形
成することを特徴とする、請求項１または請求項２に記載の履物製品。
【請求項４】
　前記ループは、前記ニット構成要素と前記ポリマー層との間に配置されていることを特
徴とする、請求項３に記載の履物製品。
【請求項５】
　前記ニット構成要素は、前記ループに隣接して位置付けられている開口を画成し、
　前記締めひもは、前記開口を通って延びていることを特徴とする、請求項３または請求
項４に記載の履物製品。
【請求項６】
　前記ポリマー層は、熱可塑性ポリマー材料から形成されていることを特徴とする、請求
項１～請求項５のいずれか一項に記載の履物製品。
【請求項７】
　前記ポリマー層は、熱可塑性ポリマー材料から形成されている不織布地であることを特
徴とする、請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の履物製品。
【請求項８】
　前記ニット構成要素の第１区域は第１ニット種類を有し、前記ニット構成要素の第２区
域は第２ニット種類を有しており、
　前記第１ニット種類は、前記第２ニット種類とは異なることを特徴とする、請求項１～
請求項７のいずれか一項に記載の履物製品。
【請求項９】
　前記ニット構成要素の第１区域は第１の材料からなるストランドを有し、前記ニット構
成要素の第２区域は第２の材料からなるストランドを有しており、
　前記第１の材料は、前記第２の材料とは異なることを特徴とする、請求項１～請求項７
のいずれか一項に記載の履物製品。
【請求項１０】
　アッパーと前記アッパーに固定されているソール構造とを有する履物製品であって、前
記アッパーは、
　一体ニット構造で形成されており、前記アッパーの外側側部に沿って、前記アッパーの
内側側部に沿って、前記アッパーの足先領域の上に、さらに前記アッパーのかかと領域の
周りに延びているニット構成要素を備え、
　前記ニット構成要素は、互いに重複し両側の辺に沿って結合されることによって固定さ
れていない筒状構造の中央区域を形成する第１のニット層と第２のニット層とによって画
成された前記筒状構造を有し、
　前記外側側部および前記内側側部の前記ニット構成要素の、前記筒状構造の固定されて
いない中央区域内に配置されており、前記ソール構造に近接した区域から上方に延びてい
るとともに前記ニット構成要素から外側に延びて、前記外側側部に外側ループおよび前記
内側側部に内側ループを形成している少なくとも１本のストランドと、
　前記外側ループおよび前記内側ループを通って延びている締めひもと、
　前記ニット構成要素に接着されて、前記アッパーの外面の大部分を形成しているポリマ
ー層とを備え、
　前記ポリマー層は、前記筒状構造の第１のニット層に浸透して接着し、かつ前記筒状構
造の第２のニット層には固定されていない、履物製品。
【請求項１１】
　前記外側ループおよび前記内側ループは、前記ポリマー層と前記ニット構成要素との間
に配置されていることを特徴とする、請求項１０に記載の履物製品。
【請求項１２】
　前記ニット構成要素は、前記外側ループおよび前記内側ループに隣接して位置付けられ
ている開口を画成し、



(3) JP 6012083 B2 2016.10.25

10

20

30

40

50

　前記締めひもは、前記開口を通って延びていることを特徴とする、請求項１０または請
求項１１に記載の履物製品。
【請求項１３】
　前記ポリマー層は、熱可塑性ポリマー材料から形成されていることを特徴とする、請求
項１０～請求項１２のいずれか一項に記載の履物製品。
【請求項１４】
　前記ポリマー層は、熱可塑性ポリマー材料から形成されている不織布地であることを特
徴とする、請求項１０～請求項１２のいずれか一項に記載の履物製品。
【請求項１５】
　前記ニット構成要素の第１区域は第１ニット種類を有し、前記ニット構成要素の第２区
域は第２ニット種類を有しており、
　前記第１ニット種類は、前記第２ニット種類とは異なることを特徴とする、請求項１０
～請求項１４のいずれか一項に記載の履物製品。
【請求項１６】
　前記ニット構成要素の第１区域は第１の材料からなるストランドを有し、前記ニット構
成要素の第２区域は第２の材料からなるストランドを有しており、
　前記第１の材料は、前記第２の材料とは異なることを特徴とする、請求項１０～請求項
１４のいずれか一項に記載の履物製品。
【請求項１７】
　アッパーと前記アッパーに固定されているソール構造とを有する履物製品であって、前
記アッパーは、
　一体ニット構造で形成されており、前記アッパーの外側側部に沿って、前記アッパーの
内側側部に沿って、前記アッパーの足先領域の上に、および前記アッパーのかかと領域の
周りに延びているニット構成要素と、
　前記ニット構成要素に接着されて、前記アッパーの外面の大部分を形成しており、熱可
塑性ポリマー材料から形成されているポリマー層とを備え、
　前記ニット構成要素は、互いに重複し両側の辺に沿って結合されることによって固定さ
れていない筒状構造の中央区域を形成する第１のニット層と第２のニット層とによって画
成された前記筒状構造を有し、
　前記ポリマー層は、前記筒状構造の第１のニット層に浸透して接着し、かつ前記筒状構
造の第２のニット層には固定されていない、履物製品。
【請求項１８】
　前記ニット構成要素および前記ポリマー層は複数の開口を画成し、締めひもが前記開口
を通って延びていることを特徴とする、請求項１７に記載の履物製品。
【請求項１９】
　前記ポリマー層は、熱可塑性ポリマー材料から形成されている不織布地であることを特
徴とする、請求項１７または請求項１８に記載の履物製品。
【請求項２０】
　前記ニット構成要素の第１区域は第１ニット種類を有し、前記ニット構成要素の第２区
域は第２ニット種類を有しており、
　前記第１ニット種類は、前記第２ニット種類とは異なることを特徴とする、請求項１７
～請求項１９のいずれか一項に記載の履物製品。
【請求項２１】
　前記ニット構成要素の第１区域は第１の材料からなるストランドを有し、前記ニット構
成要素の第２区域は第２の材料からなるストランドを有しており、
　前記第１の材料は、前記第２の材料とは異なることを特徴とする、請求項１７～請求項
１９のいずれか一項に記載の履物製品。
【請求項２２】
　履物製品を製造する方法であって、前記方法は、
　横編みプロセスを利用して、第１面と反対側の第２面とを有するニット構成要素を形成
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するステップと、
　前記ニット構成要素の前記第１面にポリマー層を接着するステップと、
　前記ニット構成要素および前記ポリマー層を前記履物製品のアッパーに組み込むステッ
プであって、前記ポリマー層は前記アッパーの外面の大部分を形成している、前記組み込
むステップとを含み、
　前記ニット構成要素は、互いに重複し両側の辺に沿って結合されることによって固定さ
れていない筒状構造の中央区域を形成する第１のニット層と第２のニット層とによって画
成された前記筒状構造を有し、
　前記ポリマー層は、前記筒状構造の第１のニット層に浸透して接着し、かつ前記筒状構
造の第２のニット層には固定されていない、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリマー層を備えたニットアッパーを有する履物製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の履物製品は一般に、アッパーおよびソール構造という２つの主要な要素を含んで
いる。アッパーは、ソール構造に固定されて、足を快適にかつ安定して受け入れるために
、履物の内部に空洞を形成する。ソール構造は、アッパーと地面との間に位置するように
、アッパーの下面に固定されている。例えば、いくつかの運動用の履物製品では、ソール
構造はミッドソールとアウトソールとを含んでいてもよい。ミッドソールは、地面の反力
を弱めて、歩くとき、走るとき、および他の歩行活動中に足および脚にかかる応力を低減
するポリマー発泡材料から形成してもよい。アウトソールはミッドソールの下面に固定さ
れて、耐久性のある耐摩耗性の材料で形成されたソール構造の地面係止部を形成する。ソ
ール構造は、履物の快適さを高めるために、空洞内に配置され、足の下面に近接する中敷
きも含んでいてもよい。
【０００３】
　アッパーは大略的に、足の甲およびつま先区域の上に、足の内側側部および外側側部に
沿って、さらに足のかかと区域の周りに延びている。バスケットボール用履物およびブー
ツなどいくつかの履物製品では、アッパーは上方に、足首の周りに延びて、足首に支持ま
たは保護を与えてもよい。アッパーの内部の空洞へのアクセスは一般に、履物のかかと区
域にある足首開口部によって提供される。アッパーの履き心地を調整するために、しばし
ば締めひもシステムがアッパーに組み込まれ、それによりアッパー内の空洞に足を入れ、
足を抜くことが可能になる。締めひもシステムにより、着用者がアッパーの特定の寸法、
特に周長を調節して、さまざまな寸法の足を収容することもできる。くわえて、アッパー
は、締めひもシステムの下に延びて履物の調節可能性を高めるベロを含んでいてもよく、
アッパーはかかとの動きを制限するために、ヒールカウンタを組み込んでいてもよい。
【０００４】
　さまざまな材料要素が従来よりアッパーを製造する際に利用されている。例えば、運動
用の履物のアッパーは、複数の材料要素から形成してもよい。材料要素は、例えば、耐伸
縮性、耐摩耗性、柔軟性、通気性、圧縮性、および速乾性を含む様々な特性に基づいて選
択してもよい。アッパーの外面に関しては、比較的高い程度の耐摩耗性を付与するために
、つま先区域およびかかと区域を革、合成皮革、またはゴム材料から形成してもよい。革
、合成皮革およびゴム材料は、外面の様々な他の区域については、所望の程度の柔軟性お
よび通気性を示さないことがある。したがって、外面の他の区域は、例えば合成布地から
形成してもよい。そのため、アッパーの外面は、それぞれがアッパーに異なる特性を付与
する複数の材料要素から形成してもよい。アッパーの中間または中央層は、クッション材
を提供して快適性を高める軽量なポリマー発泡体から形成してもよい。同様に、アッパー
の内面は、足を直に取り囲む区域から汗を取り除く快適で速乾性の布地で形成してもよい
。様々な材料要素および他の構成要素は、接着剤または縫製で接合してもよい。したがっ
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て、従来のアッパーは、それぞれが履物の様々な区域に異なる特性を付与する様々な材料
要素から形成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第６，９３１，７６２号明細書
【特許文献２】米国特許第７，３４７，０１１号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００８／０１１００４８号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２０１０／０１９９４０６号明細書
【特許文献５】米国特許出願公開第２０１０／０１５４２５６号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　アッパーとアッパーに固定されているソール構造とを有する履物製品を以下に開示する
。アッパーはニット構成要素とポリマー層とを含んでいる。ニット構成要素は一体ニット
構造で形成されており、アッパーの外側側部に沿って、アッパーの内側側部に沿って、ア
ッパーの足先領域の上に、さらにアッパーのかかと領域の周りに延びている。ポリマー層
はニット構成要素に接着されて、アッパーの外面の大部分を形成してもよい。ポリマー層
は、熱可塑性ポリマー材料から形成されてもよい。
【０００７】
　履物製品を製造する方法も開示する。方法は、横編みプロセスを利用して、第１面と反
対側の第２面とを有するニット構成要素を形成することも含む。ポリマー層はニット構成
要素の第１面に接着される。さらに、ニット構成要素およびポリマー層を履物製品のアッ
パーに組み込む。
【０００８】
　本発明のさまざまな側面を特徴づける新規性の利点および特徴は、添付の請求項で具体
的に指摘されている。しかし、新規性の利点および特徴のより一層理解を得るために、本
発明に関するさまざまな構成および概念を説明および図示した以下の説明事項および添付
図面を参照することができるであろう。
【０００９】
　上述の概要および以下の詳細な説明は、添付図面と合わせて読むとよりよく理解される
であろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】履物製品の斜視図である。
【図２】履物製品の外側側部の立面図である。
【図３】履物製品の内側側部の立面図である。
【図４】履物製品の上平面図である。
【図５Ａ】図２の切断線５Ａで画定した履物製品の断面図である。
【図５Ｂ】図２の切断線５Ｂで画定した履物製品の断面図である。
【図５Ｃ】図２の切断線５Ｃで画定した履物製品の断面図である。
【図５Ｄ】図２の切断線５Ｄで画定した履物製品の断面図である。
【図６】履物製品のアッパーの一部を形成しているアッパー構成要素の上平面図である。
【図７】アッパー構成要素の分解上平面図である。
【図８Ａ】図２に対応する側立面図であり、履物製品のさらなる構成を図示している。
【図８Ｂ】図２に対応する側立面図であり、履物製品のさらなる構成を図示している。
【図８Ｃ】図２に対応する側立面図であり、履物製品のさらなる構成を図示している。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の説明および添付の図面は、ニット構成要素およびポリマー層を含んでいるアッパ
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ーを有する履物製品を開示する。ウォーキングまたはランニングに適した一般構成を有す
る履物製品を開示する。アッパーを含んでいる履物製品に関連する概念は、例えば、野球
靴、バスケットボールシューズ、クロストレーニングシューズ、サイクリングシューズ、
フットボールシューズ、テニスシューズ、サッカーシューズ、短距離走用シューズ、およ
びハイキングブーツを含め、さまざまな他の運動用の履物の種類にも適用してもよい。こ
の概念は、ドレスシューズ、ローファー、サンダルおよび作業靴を含め、一般に非運動用
と考えられる履物の種類にも適用してもよい。したがって、本明細書で開示する概念は、
多様な履物の種類に適用される。
【００１２】
　一般的な履物の構造
　ソール構造２０とアッパー３０とを含んでいる履物製品１０が図１～図５Ｄに図示され
ている。参照のために、履物１０は、足先領域１１と中足領域１２とかかと領域１３との
大略的に３つの領域に分割してもよい。足先領域１１は、大略的に、つま先、および中足
骨と指骨とを接続する関節に対応する履物１０の部分を含んでいる。中足領域１２は、大
略的に、足のアーチ部位に対応する履物１０の部分を含んでいる。かかと領域１３は、大
略的に、踵骨を含めて足の後部に対応している。履物１０は外側側部１４および内側側部
１５も含んでおり、領域１１～１３のそれぞれを通って延びており、履物１０の両側に対
応する。より具体的には、外側側部１４は足の外側部位に対応し（つまり、反対の足から
遠ざかる方を向く面）、内側側部１５は足の内側部位に対応する（つまり、反対の足の方
を向く面）。領域１１～１３および側部１４～１５は履物１０の厳密な区域を区切ること
を意図していない。むしろ、領域１１～１３および側部１４～１５は、以下の説明の助け
になるように、履物１０の大略的な区域を表すことを意図している。履物１０に加えて、
領域１１～１３および側部１４～１５はソール構造２０、アッパー３０およびそれらの個
々の要素に適用してもよい。
【００１３】
　ソール構造２０はアッパー３０に固定されていて、履物１０を履いたときに足と地面と
の間に延びる。ソール構造２０の主要な要素はミッドソール２１、アウトソール２２、お
よび中敷き２３である。ミッドソール２１はアッパー３０の下面に固定されて、歩いてい
るとき、走っているとき、または他の歩行活動中に足と地面との間で圧縮されると、地面
の反力を弱める（つまり、クッション材となる）圧縮可能なポリマー発泡体要素（例、ポ
リウレタンまたはエチルビニルアセテート発泡体）から形成してもよい。さらなる構成で
は、ミッドソール２１は、地面反力減衰特性を補足する液体充填袋を組み込んでもよく、
またはミッドソール２１は主に液体充填袋から形成してもよい。アウトソール２２はミッ
ドソール２１の下面に固定されて、牽引力を付与するように織られた耐摩耗性のゴム材料
から形成してもよい。中敷き２３はアッパー３０内に配置されていて、足の下面の下に延
びるように位置付けられている。ソール構造２０のこの構成はアッパー３０と接続して使
用してもよいソール構造の一実施例を提供しているが、ソール構造２０のさまざまな他の
従来の構成または従来にない構成も利用してもよい。したがって、ソール構造２０または
アッパー３０とともに利用されるソール構造の構造および特徴は大幅に変わってもよい。
【００１４】
　アッパー３０は、ソール構造２０に対して足を受け入れて固定するための空洞を履物１
０内に画定する。空洞は足を収容するような形状にされており、足の外側側部に沿い、足
の内側側部に沿い、足の上、かかとの周り、さらに足の下に延びている。空洞へのアクセ
スは、少なくともかかと領域１３に配置されている足首開口部３１により提供される。以
下詳細に説明するように、締めひも３２がアッパー３０の複数の部分を通って延びており
、着用者がアッパー３０の寸法を調整してさまざまなプロポーションの足を収容できるよ
うにする。さらに具体的には、締めひも３２は着用者が足の周りにアッパー３０を締めつ
けることができるようにし、締めひも３２は着用者が空洞からの（つまり、足首開口部３
１を通して）足の出し入れを容易にするために、アッパー３０を緩めることができる。く
わえて、アッパー３０は締めひも３２の下に延びているベロ３３を含んでいる。
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【００１５】
　アッパー３０の大部分はニット構成要素４０およびポリマー層５０から形成されている
。ニット構成要素４０は、例えば、横編みプロセスから製造してもよく、外側側部および
内側側部１５の両方に沿い、足先領域１１の上に、さらにかかと領域１３の周りに、領域
１１～１３を通って延びている。さらに、ニット構成要素４０はアッパー３０の内面を形
成している。このように、ニット構成要素４０はアッパー３０内に空洞の少なくとも一部
を画定する。いくつかの構成では、ニット構成要素４０は足の下にも延びている。ただし
、さまざまな図では例示のために、ストローベル式中敷き３４がニット構成要素４０に固
定されて、足の下に延びているアッパー３０の部分の大部分を形成している。この構成に
おいて、中敷き２３はストローベル式中敷き３４の上に延びて、足が載る表面を形成して
いる。
【００１６】
　ポリマー層５０はアッパー３０の外面を形成しており、ニット構成要素４０の外側区域
に固定されている。一般に、ポリマー層５０はニット構成要素４０に隣接して置いてニッ
ト構成要素４０に固定されて、アッパー３０の外面を形成する。ニット構成要素４０と同
様に、ポリマー層５０は、外側側部１４および内側側部１５の両方に沿って、足先領域１
１の上に、さらにかかと領域１３の周りに、領域１１～１３のそれぞれを通って延びてい
る。ポリマー層５０は履物１０の中まで、ニット構成要素４０の他の区域の上に延びてい
てもよいが、ポリマー層５０は主にアッパー３０の外面を形成するように配置されて図示
されている。ポリマー層５０はアッパー３０の外面の大部分を形成するように図示されて
いるが、ニット構成要素４０の複数の部分を露出するようにさまざまな区域でポリマー層
５０が存在しなくてもよい。
【００１７】
　ニット構成要素４０およびポリマー層５０の組み合わせは、履物１０にさまざまな利点
を提供する。一例として、ニット構成要素４０およびポリマー層５０の組み合わせはアッ
パー３０に比較的ぴったりした手袋のような履き心地を付与する。例えばサッカーシュー
ズとして形成される場合、比較的ぴったりした手袋のような履き心地は、着用者にボール
の感触およびコントロールの向上を提供する。ポリマー層５０はアッパー３０の複数の区
域を補強するためにも利用してもよい。例えば、ポリマー層５０はニット構成要素４０の
伸縮性を抑制してもよく、アッパー３０の耐摩耗性または耐擦過性を向上してもよい。ポ
リマー層５０は履物１０に耐水性も付与してもよい。さらに、この構成の履物１０を形成
することで、足との均一なフィット性および適合性、着用者の快適性を高めたシームレス
な内部、比較的軽量、上張りなく足のサポートを提供してもよい。
【００１８】
　ニット構成要素の構成
　ニット構成要素４０はアッパー３０の個々の区域に異なる特性を付与するさまざまなニ
ット種類を組み込んでいる。図１、図４および図５Ａに図示する実施例として、ニット構
成要素４０は足先領域１１にアッパー３０を貫通して延びているさまざまな開口４１を形
成するが、アッパー３０の多くの他の区域はより連続した、または開口の少ない構成を有
する。アッパー３０内に空気を循環させるより大きな通気性を付与することに加えて、開
口４１は足先領域１１のアッパー３０の柔軟性および伸縮性の両方を高めてもよい。これ
らの利点の多くを促進するために、ポリマー層５０は開口４１に対応する位置にさまざま
な開口を有してもよい。さらなる実施例として、ニット構成要素４０の特定の区域に特定
のニット種類を選択することにより変化させてもよい他の特性には、液体の透過性、ニッ
ト構成要素４０が伸縮する方向または伸縮に抵抗する方向、ニット構成要素４０の剛性、
およびニット構成要素４０の圧縮性が含まれる。さまざまなニット種類の区域に異なる特
性を付与する履物のアッパーのニット構成要素のさらなる実施例は、Ｄｕａに付与された
特許文献１およびＤｕａらに付与された特許文献２に見られ、ともに参照により全体を本
明細書に組み込む。関連事項として、ニット構成要素４０内のニットの密度は、例えば複
数の部分を通気性を低くまたはより剛くするために、アッパー３０の個々の区域間で変化
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してもよい。したがって、ニット構成要素４０は、区域に選択される特定のニット種類に
応じて、個々の区域にさまざまな特性を示してもよい。
【００１９】
　ニット構成要素４０は、アッパー３０の個々の区域に異なる特性を付与するさまざまな
ヤーンの種類も組み込んでもよい。また、さまざまなヤーンの種類をさまざまな縫製の種
類と組み合わせることにより、ニット構成要素４０はアッパー３０の個々の区域にさまざ
まな異なる特性を付与してもよい。特定の種類のヤーンがニット構成要素４０の一区域に
付与することになる特性は、ヤーン内のさまざまなフィラメントおよびファイバから形成
されている材料に部分的に依存する。例えば、綿は柔らかな手触り、自然な風合い、およ
び生物分解性を提供する。エラステインおよび伸縮性ポリエステルは、それぞれ実質的な
伸縮性および復元力を提供し、伸縮性ポリエステルはリサイクル可能性も提供する。レー
ヨンは光沢に優れ、吸湿性を提供する。ウールも断熱性に加えて、高い吸湿性を提供する
。ナイロンは耐久性があり耐擦過性材料で、比較的強度が高い。ポリエステルは疎水性の
材料で、比較的高い耐久性も提供する。材料に加えて、ヤーンに関係する他の側面がアッ
パー３０の特性に影響することもある。例えば、ヤーンは単繊維または多繊維ヤーンであ
ってもよい。ヤーンはそれぞれ異なる材料から形成される個別のフィラメントを含んでい
てもよい。ヤーンは、鞘芯構成を有するフィラメントまたは異なる材料から形成される２
種類のフィラメントを用いた複合ヤーンなど、それぞれ２以上の異なる材料から形成され
ている個別のフィラメントを含んでいてもよい。撚りおよび捲縮の程度を異ならせること
、ならびにデニールを異ならせることでも、ヤーンを配置するアッパー３０の特性に影響
を与えてもよい。したがって、ヤーンを形成する材料およびヤーンの他の側面の両方を、
アッパー３０の個別区域にさまざまな特性を付与するために選択してもよい。
【００２０】
　ニットの種類およびヤーンの種類に加えて、ニット構成要素４０はさまざまなニット構
造を組み込んでもよい。例えば、図２および図３を参照すると、ニット構成要素４０はス
トランド４３が配置されているさまざまなチューブ４２を含んでいる。チューブ４２は一
般に、図５Ｂおよび図５Ｃに図示するように、重複して少なくとも部分的に同一の広がり
をもつ２つのニット材料の層によって形成されている中空構造である。チューブ４２を形
成しているニット材料の１つの層の両側部および縁部は他の層に固定してもよいが、中央
区域は、別の要素（例、ストランド４３）がニット材料の２層間に配置されて、チューブ
４２を通過するように、一般に固定されていない。重複しまたは少なくとも部分的に同一
の広がりをもつ層を有する履物のアッパーのさらなる実施例は、Ｄｕａらに付与された特
許文献３に見られ、参照により本明細書に組み込まれる。
【００２１】
　チューブ４２は、上方に外側側部１４および内側側部１５に沿って延びている。各チュ
ーブ４２は少なくとも１本の他のチューブ４２に隣接して、チューブペアを形成している
。一般に、ストランド４３はチューブペアの第１チューブ４２を通過して、第１チューブ
４２の上端から外側に延びてループ４４を形成し、チューブペアの第２チューブ４２の上
端まで延びて第２チューブ４２を通過している。すなわち、各ストランド４３は少なくと
も２本のチューブ４２を通過し、ストランド４３の露出部分がループ４４を形成する。図
５Ｂに図示するように、ループ４４はニット構成要素４０とポリマー層５０との間に配置
されていることに留意する。この構成では、ポリマー層５０はループ４４の位置を締めひ
も３２が通過する開口４１の周りに効果的に固定する。すなわち、ループ４４はニット構
成要素４０の締めひも開口４１の周りに延びており、ポリマー層５０がループ４４の位置
を締めひも開口４１の周りに固定するので、締めひも３２はループ４４および締めひも開
口４１の両方を通過して、履物に締めひもシステムを形成してもよい。
【００２２】
　個々のストランド４３は、ストランド４３が１つのループ４４を形成するように、２本
の隣接するチューブ４２だけ（つまり、１つのチューブペア）を通過してもよい。この構
成では、ストランド４３の端部は２本の隣接するチューブ４２の下端から出て、例えば、
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ストローベル式中敷き３４の下のソール構造２０に固定して、端部がチューブ４２の一方
から抜けるのを防止してもよい。ポリマー層５０の存在も、端部の位置を固定するのに利
用してもよい。別の構成では、個々のストランド４３はチューブ４２の各々を通過するこ
とによって、複数のチューブペアを通過して複数のループ４４を形成してもよい。さらに
別の構成では、１本のストランド４３が外側側部１４に配置されているチューブ４２の各
々を通過してもよく、別のストランド４３が内側側部１５に配置されているチューブ４２
の各々を通過してもよい。そのため、一般に、個々のストランド４３は少なくとも１つの
チューブペアを通過して少なくとも１つのループ４４を形成するが、複数のチューブペア
を通過して複数のループ４４を形成してもよい。
【００２３】
　図１～図４を参照すると、締めひも３２はループ４４の各々を通して延びており、ルー
プ４４の各々に隣接してニット構成要素４０で形成されているさまざまな開口４１も通過
している。前述したように、ループ４４はニット構成要素４０とポリマー層５０との間に
配置されて、ポリマー層５０がループ４４の位置を締めひも３２が通過する開口４１の周
りに効果的に固定している。締めひも３２、締めひも３２が貫通して延びている開口４１
、外側側部１４および内側側部１５の両方の上のさまざまなチューブ４２、ストランド４
３、およびループ４４の組み合わせが、アッパー３０に効果的な締めひもシステムを提供
する。締めひも３２が引張って配置されるとき（つまり、着用者が締めひも３２を結んで
いるとき）、張力はストランド４３にも誘導されてもよい。ストランド４３が存在しない
と、ニット構成要素４０の他の部分が結んでいる締めひも３２からの張力およびそれによ
る応力を受けることになろう。しかし、ストランド４３の存在が張力および応力を支承す
る個別の要素となる。また、ニット構成要素４０の大部分は一般に、ニットの種類および
ヤーンの種類の選択により、引張って配置されるとき伸縮するように形成されてもよく、
それによりアッパー３０を足の輪郭に適合させる。しかし、ストランド４３は一般にアッ
パー３０と比較して非伸縮性であってもよい。
【００２４】
　ストランド４３は多様な材料から形成してもよく、例えば、ロープ、スレッド、帯、ケ
ーブル、ヤーン、フィラメント、または鎖の構成を有してもよい。いくつかの構成では、
ストランド４３は、ニット構成要素４０を形成する編みプロセス中にチューブ４２内に配
置される。このように、ストランド４３は、ニット構成要素４０を形成する編み機または
他のデバイスで利用される、一般に一次元材料から形成してもよい。本発明に関して使用
する場合、「一次元材料」という用語またはその変形語は、幅および厚みよりも実質的に
大きい長さを示す一般に細長い材料を包含することが意図されている。したがって、スト
ランド４３に適した材料は、レーヨン、ナイロン、ポリエステル、ポリアクリル、絹、綿
、カーボン、ガラス、アラミド（例、パラアラミドおよびメタアラミド）、超高分子量ポ
リエチレン、ならびに液晶ポリマーから形成されているさまざまなフィラメント、ファイ
バおよびヤーンを含む。フィラメントおよびヤーンに加えて、他の一次元材料をストラン
ド４３に利用してもよい。一次元材料は幅および厚みが実質的に等しい断面（例、丸形ま
たは正方形の断面）を有することが多いが、いくつかの一次元材料は厚みよりもやや大き
い幅を有していてもよい（例、方形、楕円形またはその他細長い断面）。幅の方が大きい
としても、材料の長さが材料の幅および厚みよりも実質的に大きい場合、材料は一次元と
考えてもよい。
【００２５】
　ニット構成要素４０により形成されている別の構造は、少なくとも部分的に足首開口部
３１の周りに延びているパッド入りカラー４５である。図１～図３を参照すると、カラー
４５はニット構成要素４０の他の多くの部分よりも大きい厚みを呈している。一般に、カ
ラー４５は、図５Ｄに図示するように、重複して少なくとも部分的に同一の広がりをもつ
２つのニット材料の層（つまり、筒状構造）と、層間に延びている複数のフローティング
ヤーン４６とで形成されている。カラー４５を形成している一方のニット材料の層の側部
または縁部は他方のニット材料の層に固定されていてもよいが、中央区域は一般に固定さ
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れていない。このように、ニット材料の層がチューブ４２と同様なチューブまたは筒状構
造を効果的に形成し、フローティングヤーン４６がチューブを通過するように２つのニッ
ト材料の層の間に配置または載置されていてもよい。すなわち、フローティングヤーン４
６はニット材料の層間に延びており、ニット材料の表面に略平行であり、層間の内部空間
を埋めている。ニット構成要素４０の大部分はニット構造を形成するために機械的に操作
されるヤーンから形成されているが、フローティングヤーン４６は一般にカラー４５の外
面を形成しているニット材料の層間の内部空間内で自由であり、またはその他の形で載置
されている。
【００２６】
　チューブ４２は１本のストランド４３を含んでいるが、カラー４５はニット材料の層間
の区域を通って延びている複数のフローティングヤーン４６を含んでいる。したがって、
ニット構成要素４０は筒状構造内に１本または複数本のヤーンを有する略筒状構造を形成
してもよい。さらに、フローティングヤーン４６は多様な材料から形成してもよく、ニッ
ト構成要素４０を形成する編みプロセス中にカラー４５内に配置してもよい。このように
、フローティングヤーン４６は、ニット構成要素４０を形成する編み機または他のデバイ
スで利用してもよい略一次元材料から形成してもよい。
【００２７】
　フローティングヤーン４６の存在はカラー４５に圧縮性の性質を付与し、それにより足
首開口部３１の区域の履物１０の快適性を高める。多くの従来の履物製品はポリマー発泡
要素または他の圧縮可能材料をカラー区域に組み込んでいる。従来の履物製品に対して、
カラー４５はフローティングヤーン４６を利用して、圧縮可能な構造を提供する。
【００２８】
　チューブ４２およびストランド４３の組み合わせは、アッパー３０に、例えば締めひも
システムにおける伸縮性に抵抗する構造要素を提供する。同様に、カラー４５およびフロ
ーティングヤーン４６の組み合わせは、アッパー３０に、例えば、足首開口部３１の周り
により大きな快適性を付与するために圧縮する構造要素を提供する。これらのニット構造
はアッパー３０に異なる利点を提供するが、これらのニット構造は、それぞれが（ａ）一
体ニット構造で形成されているニット材料の重複して少なくとも部分的に同一の広がりを
もつ２つの層から形成されている筒状構造、および（ｂ）筒状構造内に載置もしくは配置
されて、筒状構造の長さの少なくとも一部を通って延びている少なくとも１本のヤーン、
ストランドまたは他の一次元材料を含むという点で似ている。
【００２９】
　横編みプロセス
　ニット構成要素４０を製造するために横編みプロセスを利用してもよい。横編みプロセ
スとは、周期的に折り返されるニット材料を製作する方法である（つまり、材料を両側か
ら交互に編む）。材料の２つの側（面ともいう）は従来、表側（つまり、見る人に向かっ
て外側に面する側）および裏側（つまり、見る人から離れて内側に面する側）と呼ばれる
。横編みはニット構成要素４０を形成するのに適した方法を提供するが、ニット構成要素
４０に組み込まれる特徴に応じて、他の編みプロセスも利用してもよい。利用してもよい
他の編みプロセスの例は、ワイドチューブ丸編み、ナローチューブ丸編みジャカード、シ
ングルニット丸編みジャカード、ダブルニット丸編みジャカード、経編みトリコット、経
編みラッセルおよびダブルニードルバーラッセルを含む。
【００３０】
　ニット構成要素４０の製造に横編みプロセスを利用する利点は、上記説明した特徴のそ
れぞれを横編みプロセスによりニット構成要素４０に付与できることである。すなわち、
横編みプロセスは、例えば、（ａ）アッパー３０の個別の区域に異なる特性を付与する様
々なニットの種類、（ｂ）アッパー３０の個別の区域に異なる特性を付与するさまざまな
ヤーンの種類、（ｃ）チューブ４２に重複ニット層の構成を備えるニット構成要素、（ｄ
）チューブ４２に載置されるストランド４３などの材料、（ｅ）カラー４５に重複ニット
層の構成を備えるニット構成要素、および（ｆ）カラー４５にニット材料の層間のフロー
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ティングヤーンを有するようにニット構成要素４０を形成してもよい。また、これらの特
徴および他の特徴のそれぞれを、１回の横編みプロセスでニット構成要素４０に組み込ん
でもよい。このように、横編みプロセスを利用して、履物１０に有利なさまざまな特性お
よび構造的な特徴を有するアッパー３０を実質的に形成してもよい。
【００３１】
　１本以上のヤーンを個人が機械的に操作してニット構成要素４０を形成してもよい（つ
まり、ニット構成要素４０は手で形成してもよい）が、横編み機は比較的大量のニット構
成要素４０を形成する効率的な方法を提供するであろう。横編み機は、足の長さおよび幅
の一方または両方に基づいて、サイズの異なる履物に適したアッパー３０を形成するため
にニット構成要素４０の寸法を変えるためにも利用してもよい。さらに、横編み機は、左
右両足に適したアッパー３０を形成するために、ニット構成要素４０の構成を変えるため
に利用してもよい。ニット構成要素４０のさまざまな側面は、個人に合わせたカスタムフ
ィットを提供するためにも変えてもよい。したがって、機械的な横編み機の使用は、異な
るサイズおよび構成を有する複数のニット構成要素４０を形成する効率的な方法を提供す
るであろう。
【００３２】
　ニット構成要素４０は、一体ニット構造で形成されているさまざまな特徴および構造を
組み込んでいる。一般に、特徴および構造は、横編みプロセスの後に行われる他のプロセ
ス（例、縫製、接着、成形）というより、横編みプロセスでニット構成要素４０に組み込
まれるときに一体ニット構造で形成される。一実施例として、チューブ４２およびカラー
４５の部分は重複して少なくとも部分的に同一の広がりをもつニット材料の層から形成さ
れており、層の端部または縁部を他方の層に固定してもよい。２つのニット材料の層は一
般に横編みプロセス中に形成され、補足的な縫製、接着または成形プロセスを伴わない。
そのため、重複層は横編みプロセスで一体ニット構造で形成される。別の実施例として、
開口４１を画成するニットの種類から形成されているニット構成要素４０の領域は、横編
みプロセスから一体ニット構造で形成される。さらに別の実施例として、フローティング
ヤーン４６は一体ニット構造で形成されている。
【００３３】
　ニット構成要素４０を形成するのに横編みプロセスを利用するさらなる利点は、アッパ
ー３０に三次元の性質を組み込めることである。アッパー３０は足の周りに延びて足の形
状に適合する曲面またはその他三次元構造を有している。例えば、横編みプロセスは、足
の形状を補完するために、ある程度の湾曲を備えているニット構成要素４０の区域を形成
してもよい。三次元の性質を有する履物のアッパー用のニット構成要素の例は、Ｄｕａら
に付与された特許文献３に見られ、参照により本明細書に組み込まれる。
【００３４】
　図６および図７において、ニット構成要素４０およびポリマー層５０は履物１０から分
離して図示されている。多くの布地材料の縁を切断すると、布地材料を形成するヤーンの
端部が露出するが、ニット構成要素４０は仕上げ構成を有するように形成してもよい。す
なわち、横編みまたは他の編み技法を利用して、ニット構成要素４０内のヤーンの端部が
ニット構成要素４０の縁部に実質的に存在しないように、ニット構成要素４０を形成して
もよい。横編みにより形成される仕上げ構成の利点は、ニット構成要素４０の縁部を形成
するヤーンがほどけにくいことであり、これは横編み材料に内在する問題である。仕上げ
縁部を形成することにより、ニット構成要素４０の完全性が強化されて、ほどけるのを防
止するために必要な後処理ステップが少なくなり、または不要になる。さらに、緩いヤー
ンはアッパー３０の美観も損ねにくい。言い換えると、ニット構成要素４０の仕上げ構成
は、製造効率を高めながら、アッパー２０の耐久性および美的品質を向上させるであろう
。
【００３５】
　ニット構成要素４０は、履物１０のアッパー３０に適した構成の一実施例を提供する。
例えば、履物製品の意図する用途、履物製品の所望の特性、履物製品の有利な構造的な属
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性に応じて、ニット構成要素４０と同様なニット構成要素を、所望の特性を有するように
横編みで形成してもよい。すなわち、横編みを利用して、（ａ）ニット構成要素の所望の
区域に特定のニットの種類を配置する、（ｂ）ニット構成要素の所望の区域に特定のヤー
ンの種類を配置する、（ｃ）ニット構成要素の所望の区域にチューブ４２およびカラー４
５と同様な重複ニット層を形成する、（ｄ）ニット層間にストランド４３およびフローテ
ィングヤーン４６と同様なストランドまたはフローティングヤーンを配置する、（ｅ）ニ
ット構成要素に三次元の性質を形成する、および（ｆ）仕上げ縁を付与するようにしても
よい。より具体的には、例えば、上記述べた特徴のいずれもニット構成要素内に加味およ
び適合させて、履物のアッパーに特定の特性または構造的な属性を形成してもよい。
【００３６】
　ポリマー層の構成
　ポリマー層５０はニット構成要素４０に隣接して置き、ニット構成要素４０に固定され
てアッパー３０の外面を形成している。例えば、ポリマーフィルム、ポリマーメッシュ、
ポリマーパウダー、および不織布地を含め、多様な構造をポリマー層５０に利用してもよ
い。これらの構造のいずれかとともに、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエステル・ポ
リウレタン、ポリエーテル・ポリウレタンおよびナイロンを含め、多様なポリマー材料を
ポリマー層５０に利用してもよい。ポリマー層５０は熱硬化性ポリマー材料から形成して
もよいが、ポリマー層５０の多くの構成は熱可塑性ポリマー材料（例、熱可塑性ポリウレ
タン）から形成されている。一般に、熱可塑性ポリマー材料は加熱すると溶け、冷却する
と固体状態に戻る。より具体的には、熱可塑性ポリマー材料は十分な熱を受けると固体状
態から軟化した状態または液体状態に遷移し、さらに熱可塑性ポリマー材料は十分に冷却
すると軟化した状態または液体状態から固体状態に遷移する。このように、熱可塑性ポリ
マー材料は複数のサイクルを通して溶融し、成形し、冷却し、再溶融し、再成形し、再び
冷却してもよい。熱可塑性ポリマー材料は、以下詳細に説明するように、ニット構成要素
４０などの布地要素に溶着または熱接着してもよい。多くの熱可塑性ポリマー材料をポリ
マー層５０に利用してもよいが、熱可塑性ポリウレタンを利用する利点は熱接着および着
色可能性に関係する。さまざまな他の熱可塑性ポリマー材料（例、ポリオレフィン）と比
較して、熱可塑性ポリウレタンは、以下詳細に説明するように、他の要素に比較的接着し
やすく、さまざまな従来のプロセスにより熱可塑性ポリウレタンに着色剤を添加してもよ
い。前述したように、ポリマー層５０は不織布地から形成してもよい。ニット構成要素４
０に接着してもよい熱可塑性ポリマーフィラメントを使用した不織布地の例が、Ｄｕａら
に付与された特許文献４に開示されており、参照によりこれに組み込む。
【００３７】
　ポリマー層５０を形成する熱可塑性ポリマー材料は、ポリマー層５０をニット構成要素
４０に固定するために利用してもよい。上記説明したように、熱可塑性ポリマー材料は加
熱すると溶け、十分に冷却すると固体状態に戻る。熱可塑性ポリマー材料のこの特性に基
づいて、熱接着プロセスを利用して、ポリマー層５０の部分をニット構成要素４０に接合
するサーマルボンドを形成してもよい。本明細書で使用する場合、「熱接着」という用語
およびその変形語は、冷却したときに要素の材料を互いに固定するように、要素の少なく
とも１つの中に熱可塑性ポリマー材料を軟化または溶融することに関わる２要素間の固定
技術と定義される。同様に、「サーマルボンド」という用語およびその変形語は、冷却し
たときに要素の材料を互いに固定するように、要素の少なくとも１つの中に熱可塑性ポリ
マー材料を軟化または溶融することに関わるプロセスにより２要素を接合するボンド、リ
ンクまたは構造として定義される。実施例として、熱接着は、（ａ）熱可塑性ポリマー材
料をニット構成要素４０の材料と混ぜ合わせて、冷却したときに一緒に固定されるように
、ポリマー層５０を溶融または軟化すること、および（ｂ）熱可塑性材料をニット構成要
素４０の構造に延ばして、または浸透させて（例、ニット構成要素４０のフィラメントも
しくはファイバの周りに延ばす、またはフィラメントもしくはファイバと接着する）、冷
却したときに要素を一緒に固定するように、ポリマー層５０を溶融または軟化することに
関わってもよい。さらに、熱接着は一般に縫製または接着剤の使用を伴うのではなく、熱
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により要素を互いに直接接着することに関わる。しかし、ある状況においては、サーマル
ボンドまたは熱接着による要素の接合を補足するために、縫製または接着剤を利用しても
よい。要素を接合し、またはサーマルボンドを補足するために、ニードルパンチプロセス
も利用してもよい。
【００３８】
　製造プロセス
　アッパー３０の製造には、多様な方法を利用してもよい。一般に、ニット構成要素４０
は上記説明した編みプロセスにより製造される。それからポリマー層５０をニット構成要
素４０に固定（例、接着または熱接着）する。例えば、ニット構成要素４０およびポリマ
ー層５０を、要素を圧縮して加熱するヒートプレスの部分間に配置して、それにより一緒
に接着してもよい。いくつかの構成では、ポリマー層５０は、ニット構成要素４０ととも
に圧縮加熱されるポリマー材料のシートまたはフィルムであってもよい。別の構成では、
ポリマー層５０は、ニット構成要素４０とともに圧縮加熱される不織布地要素であっても
よい。圧縮加熱は不織布布地要素を溶かして、ニット構成要素４０の外側にポリマーフィ
ルムを形成してもよく、または不織布地要素の部分を繊維性のまま残して、透湿性または
通気性を付与してもよい。不織布地要素に関する詳細は、Ｄｕａらに付与された特許文献
４に見られ、参照によりこれに組み込む。さらに別の構成では、ポリマー層５０はニット
構成要素４０とともに圧縮加熱するポリマーパウダーであってもよく、圧縮加熱がパウダ
ーを溶かして、ニット構成要素４０の外面にポリマーフィルムを形成してもよい。別の実
施例として、ポリマー樹脂をニット構成要素４０に吹き付け、またはその他の方法で塗布
して、ポリマー層５０を形成してもよい。したがって、ニット構成要素４０およびポリマ
ー層５０の組み合わせを形成するためにさまざまな方法を利用してもよい。
【００３９】
　さらなる構成
　上記説明したアッパー３０の特徴は、ニット構成要素４０およびポリマー層５０の両方
を含めて、履物１０に適した構成の一実施例を提供する。多様な他の構成も利用してもよ
い。一実施例として、図８Ａに、チューブ４２およびストランド４３がニット構成要素４
０にない構成を図示している。ポリマー層５０はニット構成要素４０の実質的に全部の上
に延びていてもよく、アッパー３０の外面の大部分を形成するように図示されているが、
ニット構成要素４０の複数の部分を露出させるために、ポリマー層５０がさまざまな区域
で存在しなくてもよい。例えば、図８Ｂは、ポリマー層５０が主に中足領域１２に配置さ
れて、領域１１および１３の両方でニット構成要素４０を露出させている構成を図示して
いる。さらなる構成では、ポリマー層５０は他の区域で存在しなくてもよい。一実施例と
して、図８Ｃは、ニット構成要素４０の複数の区域を露出させるアッパー３０全体のさま
ざまな開口を画成している構成を図示している。ニット構成要素４０のさまざまな特徴も
変えてもよい。ニット構成要素４０の変型のさらなる実施例は、Ｄｕａに付与された特許
文献５に見られ、参照によりこれに組み込む。さらに、２０１１年３月１５日に米国特許
商標庁に出願され、ニット構成要素を組み込んだ履物製品（Ａｒｔｉｃｌｅ　ｏｆ　ｆｏ
ｏｔｗｅａｒ　ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｉｎｇ　ａ　ｋｎｉｔｔｅｄ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ
）と題する米国特許出願番号第１３／０４８，５１４号は、参照によりこれに組み込まれ
るが、これはニット構成要素４０に利用してもよい追加構成を開示している。
【００４０】
　製造効率
　例えば、従来の運動用の履物のアッパーは、それぞれが履物のさまざまな区域に異なる
特性を付与する複数の材料要素から形成されてもよい。従来のアッパーを製造するために
は、材料要素を所望の形状に切断してから、通常縫製または接着結合により互いに接合さ
れる。アッパーに組み込まれる材料要素の数および種類が増えるほど、材料要素を輸送、
保管、切断および接合することに関連する時間および費用も増大するであろう。切断およ
び縫製プロセスから出る廃材も、アッパーに組み込まれる材料要素の数および種類が増え
るほど、より多く蓄積する。また、材料、材料要素および他の構成要素の数が多い履物は
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、少ない要素および材料から形成されているアッパーよりもリサイクルが難しくなるであ
ろう。そのため、アッパーに利用される要素および材料の数を減らすことにより、アッパ
ーの製造効率およびリサイクル性を高めながら廃棄物が減少するであろう。
【００４１】
　従来のアッパーは複数の材料要素を伴う多様な製造ステップを必要とするが、アッパー
３０は、（ａ）ニット構成要素４０用の横編みプロセス、および（ｂ）ポリマー層５０を
固定するための接着プロセスの組み合わせにより形成してもよい。横編みプロセスおよび
接着プロセスの後、ニット構成要素４０およびポリマー層５０を履物１０に組み込むのに
比較的少数のステップを要する。より具体的には、ストローベル式中敷き３４をニット構
成要素４０の縁部に接合し、かかと領域１３の２つの縁部を接合し、締めひも３２を組込
み、実質的に完成したアッパー３０をソール構造２０に固定する。従来の製造プロセスと
比較して、ニット構成要素４０およびポリマー層５０の使用は製造ステップの総数を減ら
すであろう。さらに、リサイクル性を高めつつ、廃棄物が減少するであろう。
【００４２】
　本発明をさまざまな構成を参照して上記および添付の図面で開示している。しかし、開
示が果たす目的は、本発明に関係するさまざまな特徴および概念の実施例を提供すること
であり、本発明の範囲を制限することではない。当業者は、添付の請求項で定義される本
発明の範囲を逸脱することなく、上記説明した構成に複数の変型および変更を行えること
は認識するであろう。

【図１】 【図２】
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【図５Ａ】

【図５Ｂ】

【図５Ｃ】

【図５Ｄ】
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