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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フットボールシューズ用アッパー構造において、
　着用者の足甲上部の内甲側領域において足の舟状骨から内側楔状骨および中間楔状骨に
かけての第１の領域を被うアッパー材は、ＪＩＳ　Ｋ　７２４４－４　に規定する非共振
強制振動法による引張振動に準拠した試験で３５Ｈｚの振動を与えたときの貯蔵弾性率が
１．０×１０７（Ｐａ）以下の値になるような材料から構成されている、
ことを特徴とするフットボールシューズ用アッパー構造。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記第１の領域の前方の前側領域において着用者の足の第１趾中足骨から第１趾基節骨
にかけての第２の領域を被うアッパー材は、前記試験で３５Ｈｚの振動を与えたときの貯
蔵弾性率が１．０×１０７（Ｐａ）より大きな値になるような材料から構成されている、
ことを特徴とするフットボールシューズ用アッパー構造。
【請求項３】
　フットボールシューズ用アッパー構造において、
　着用者の足甲上部の内甲側領域において足の舟状骨から内側楔状骨および中間楔状骨に
かけての第１の領域を被うアッパー材が、アスカーのＡスケールで５０度以下の硬度の低
い低硬度材料から構成されるとともに、前記第１の領域の前方の前側領域において着用者
の足の第１趾中足骨から第１趾基節骨にかけての第２の領域を被うアッパー材が、前記第
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１の領域を被う前記アッパー材よりも相対的に硬度の高い高硬度材料から構成されている
、
ことを特徴とするフットボールシューズ用アッパー構造。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記低硬度材料の硬度が、アスカーのＡスケールで３０～５０度である、
ことを特徴とするフットボールシューズ用アッパー構造。
【請求項５】
　請求項３において、
　前記低硬度材料が軟質ポリウレタンである、
ことを特徴とするフットボールシューズ用アッパー構造。
【請求項６】
　請求項３において、
　前記高硬度材料が硬質ポリウレタンである、
ことを特徴とするフットボールシューズ用アッパー構造。
【請求項７】
　請求項１または３において、
　前記第１の領域が実質的にシューズ前後方向に延びる領域である、
ことを特徴とするフットボールシューズ用アッパー構造。
【請求項８】
　請求項１または３において、
　前記第１の領域の前記アッパー材が、実質的にシューズ前後方向に延びる複数本の突条
部を有しており、前記各突条部がその周囲のアッパー領域から上方に突出している、
ことを特徴とするフットボールシューズ用アッパー構造。
【請求項９】
　請求項１または３において、
　当該アッパー構造のアッパーが、シューズの外側に配置される表材と、シューズの内側
に配置される裏材とを有するとともに、前記第１の領域に沿って前記表材が窓孔状に刳り
貫かれており、前記第１の領域を被う前記アッパー材は、当該窓孔状刳り貫き部分におい
て前記裏材の上に設けられている、
ことを特徴とするフットボールシューズ用アッパー構造。
【請求項１０】
　請求項９において、
　前記アッパー材は、前記第１の領域の周囲の前記表材から上方に突出して設けられてい
る、
ことを特徴とするフットボールシューズ用アッパー構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フットボールシューズ、とりわけサッカーシューズに好適のアッパー（甲被
）構造に関し、詳細には、キック後のボールのスピン特性をコントロールでき、一般のプ
レーヤーでも容易に無回転シュートを蹴ることができるようにするためのアッパー構造の
改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、サッカーシューズは、底面に複数のスタッドを有するソールと、ソール上に固
着されたアッパー（甲被）とから主として構成されている。サッカーシューズのアッパー
は、他のスポーツシューズのように単に着用者の足を保護するだけでなく、ボールを蹴る
役目を担うため、非常に重要である。
【０００３】
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　このため、サッカーシューズのアッパーに対してこれまで種々の改良がなされてきた。
例えば、特開平８－３３２１０１号公報や特開平９－２８４１２号公報、特表２００４－
５２０１１３号公報に示すものでは、アッパー表面に多数の凸部、凹部、樹脂突起または
突条部を形成することで、ボールに対するアッパー表面の摩擦力を増大させ、これにより
、蹴り出し後のボールの回転数を上げて（つまり、ボールにスピンをかけて）、ボールの
曲がりを増大させるようにしている。
【０００４】
　特表平１０－５０１７２５号公報に示すものでは、伸縮性を有する高摩擦材料からなる
ボール接触パッドをアッパー表面に設けている。このボール接触パッドは、ウエブを介し
て上下に離隔配置された頂部層および底部層からなり、ボールインパクト時に変位した頂
部層およびウエブが、ボールインパクト後に元の位置に戻ろうとする際の動きを利用して
、ボールにスピンを与えようとしている。
【０００５】
　特表２００７－５０９６５５号公報に示すものでは、アッパー表面にコーティング剤を
塗布することにより、アッパー表面の乾燥摩擦係数を改善して、グリップ性を向上させよ
うとしている。
【０００６】
　特表２００１－５２３４９９号公報に示すものでは、アッパーのボール蹴り面を凹状に
形成する挿入物がアッパーに設けられている。この場合、凹状のボール蹴り面の曲率半径
は、ボールの半径と実質的に同一またはこれよりわずかに大きくなっており、ボール蹴り
面をボールの形状に一致させることで、ボールとの接触面積を増大させてボールの蹴り精
度を向上させようとしている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特開平８－３３２１０１号公報、特開平９－２８４１２号公報、特表２００４－５
２０１１３号公報、特表平１０－５０１７２５号公報および特表２００７－５０９６５５
号公報に示すものは、いずれボールにスピンを与えることを主眼としており、上記特表２
００１－５２３４９９号公報に示すものは、ボールとの接触面積を増大させることを主眼
としている。
【０００８】
　その一方、最近、一流のサッカープレーヤーによって、いわゆる「無回転シュート」と
呼ばれるキックが用いられるようになっている。この無回転シュートは、ボールにできる
だけ回転を与えないようにする蹴り方であって、蹴り出されたボールは、飛翔中に揺れる
（またはブレる）ような変化をして予測できない動きをするため、ゴールキーパーにとっ
て非常に捕えにくいものである。ここで、本明細書中において、「無回転シュート」とは
、或る回転数以下で飛翔中にブレるような動きをすることにより予測不能の軌道を描くシ
ュートと定義することにする。
【０００９】
　このような無回転シュートは、これまで、ボールを蹴るプレーヤーの技術に委ねられて
きており、サッカーシューズの観点から無回転シュートに取り組んだものはなかった。上
記いずれの公報に記載のシューズについても、ボールに回転を与えないようにする工夫は
何ら施されていない。
【００１０】
　本発明は、このような従来の実情に鑑みてなされたもので、本発明が解決しようとする
課題は、キック後のボールのスピン特性をコントロールでき、一般のプレーヤーでも容易
に無回転シュートを蹴ることができるようになるアッパー構造を提供しようとしている。
また、本発明は、一般のプレーヤーでも、カーブキックやインステップキック等のスピン
シュートと無回転シュートとを容易に蹴り分けることができるようになるアッパー構造を
提供しようとしている。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願発明者らは、まず、無回転シュートを検証することから始めた。一流のサッカープ
レーヤーに実際に無回転シュートを蹴ってもらい、どのような条件下で無回転シュートが
発生するのかについて検証した。
【００１２】
　プレーヤーがキックするボールが置かれたキック地点に第１の観測者をおくとともに、
蹴り出されたボールの到達目標地点をキック地点から５０ｍ離れた位置に置いて、当該到
達目標地点に第２の観測者をおき、プレーヤーに実際に蹴ってもらったボールが到達目標
地点に到達するまでに、第１および第２の観測者がボールの動きを観察して、双方の観測
者が無回転シュートと判断したもののみを最終的に無回転シュートと判定した。なお、無
回転シュートか否かの判定は、蹴り出されたボールが一方向への曲がりがなくかつうねり
ながら揺れる（またはブレる）ような軌道を描いた場合、別の言い方をすれば、ボールの
飛翔中にブレるような動きをすることにより予測不能の軌道を描いた場合を「無回転」と
した。
【００１３】
　図１０Ａは、プレーヤーが無回転シュートを１１回試行した場合のそれぞれについて、
ボールインパクト直前の足（Foot）に関するデータ、ボールインパクト直後のボール（Ba
ll）に関するデータ、および無回転シュートか否かの判定結果を示している。なお、図１
０Ａ中の空白の欄は、データが入手されなかったことを示している。また、図１０（ａ）
、（ｂ）は、インパクト直前のボールＢおよびインパクト直後のボールＢ’をそれぞれ平
面図および側面図で示しており、図中の符号は図１０Ａ中の符号に対応している。
【００１４】
　図１０Ａおよび図１０（ａ）、（ｂ）中において、ＶＦ（m/s）は、ボールインパクト
直前の足の速度（Velocity）を示しており、ＶＢ（m/s）は、ボールインパクト直後のボ
ールＢ’の速度（Velocity）を示している。また、ＳＡ（deg）は、ボールインパクト直
前の足の移動方向を水平面（ｘ－ｙ平面）に投影したとき、足の移動方向がボールＢの到
達目標方向（ｘ軸）に対してなす角度（Side Angle）を示しており、ＳＡ’（deg）は、
ボールインパクト直後のボールＢ’の移動方向を水平面（ｘ－ｙ平面）に投影したとき、
ボールＢ’の移動方向がボールＢ’の到達目標方向（ｘ軸）に対してなす角度（Side Ang
le）を示している。ＢＡ（deg）は、ボールインパクト直前の足の移動方向を鉛直面（ｘ
－ｚ平面）に投影したとき、足の移動方向が水平面となす角度（Blow Angle）を示してお
り、ＬＡ（deg）は、ボールインパクト直後のボールＢ’の移動方向を鉛直面（ｘ－ｚ平
面）に投影したとき、ボールＢ’の移動方向が水平面となす角度（Launch Angle）を示し
ている。図１０Ａ中、ＢＡ（deg）がいずれも負の値になっているのは、プレーヤーが足
を下方に下ろしつつキックを行っているからである。Ｒ（rpm）は、インパクト直後のボ
ールＢ’の回転数（Spin Rate）である。
【００１５】
　図１０Ａ中の無回転シュートか否かの判定結果から見ると、無回転シュートが得られる
ボール回転数は最大で１１１ｒｐｍであるが、測定誤差や観測者のばらつき等を考慮して
、測定値の有効数字上位二桁を採用することにした。したがって、無回転シュートが得ら
れるボール回転数は１１０ｒｐｍ以下であると判断される。
【００１６】
　次に、プレーヤーが無回転シュートを蹴った際に、シューズのアッパーのどの領域がボ
ールと接触しているかを検証することにした。一流のサッカー選手１０人を集め、それぞ
れの足の表面の内甲側部および第１趾から第５趾の各足趾に沿ってセンサを貼り付け、そ
の上から靴下を履いた状態で無回転シュートを蹴ってもらい、そのとき、足のどの位置に
どれだけの圧力が作用しているかを測定した。
【００１７】
　図７はその測定結果の平均値を示しており、同図（ａ）は足の内甲側の足圧分布を示す
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側面図、同図（ｂ）は足の足甲部分の足圧分布を示す平面図である。なお、ここでは、左
足を例にとって示している。
【００１８】
　図７に示すように、無回転シュートは、主に足の足甲上部の内甲側領域で蹴っているこ
とが分かった。この内甲側領域を図５および図６に示す左足の骨格図と重ねてみると分か
るように、無回転シュートを蹴った際に比較的足圧の高い領域である無回転シュート領域
ＮＲは、足の舟状骨ＮＢから内側楔状骨ＭＣおよび中間楔状骨ＩＣにかけて延在する領域
であることが分かる。なお、図５および図６中、ＬＣは外側楔状骨を、ＴＡは距骨を、Ｃ
Ａは踵骨をそれぞれ示している。
【００１９】
　また、比較のために、上記サッカー選手にカーブキックおよびインステップキックも併
せて蹴ってもらって、それぞれについて同様に足圧を測定した。
【００２０】
　図８（ａ）はカーブキックの際の足の内甲側の足圧分布を示す側面図、同図（ｂ）は同
キックの際の足の足甲部分の足圧分布を示す平面図であり、図９（ａ）はインステップキ
ックの際の足の内甲側の足圧分布を示す側面図、同図（ｂ）は同キックの際の足の足甲部
分の足圧分布を示す平面図である。なお、ここでも、左足を例にとって示している。
【００２１】
　これらの図に示すように、カーブキックおよびインステップキックはいずれも足趾の内
甲側領域で蹴っており、カーブキックの方がインステップキックよりも、ボール接触領域
が内甲側後方部分まで延在していることが分かった。
【００２２】
　これらの内甲側領域を図５および図６に示す足の骨格図と重ねてみると分かるように、
インステップキック領域ＩＫは、第１趾末節骨ＤＰ１骨底から第１趾基節骨ＰＰ１および
第１趾中足骨ＭＥ１中央部分まで被う領域であり、カーブキック領域Ｃはインステップキ
ック領域ＩＫを含みつつ、さらに第１中足骨ＭＥ１骨底直前部分まで被う領域である。
【００２３】
　次に、本願発明者らは、プレーヤーがボールを蹴った現象と相関関係が高い斜め衝突試
験におけるボール衝突後のボール回転数と、無回転シュート時のボール回転数の上限値で
ある１１０ｒｐｍとの対応関係を検証することにした。
【００２４】
　図１１は、斜め衝突試験の概要を説明するための図である。同図に示すように、アッパ
ー材となる素材シートＭを人体硬度板ＨＢに張り付けたものを鉄板ＩＢに固定した。ここ
で、人体硬度板とは、人体に相当する硬さを有する厚み１０ｍｍの塩化ビニル製の板であ
って、アスカーのＡスケールで６０度の硬度（つまり硬度６０Ａ）を有している。素材シ
ートＭと鉄板ＩＢとの間にこのような人体硬度板ＨＢを入れるのは、実際のキックの際に
は、アッパーに作用する衝撃力は人体が受けることになるからである。
【００２５】
　また、図１１中、角度αは、サッカーボール発射装置（図示せず）から発射したサッカ
ーボールＢが素材シートＭに衝突する際に素材シートＭの面となす進入角度であり、角度
βは衝突後に素材シートＭから跳ね返るサッカーボールＢが素材シートＭの面となす跳ね
返り角度であり、Ｖ１、Ｖ２はそれぞれボールＢの衝突速度および衝突直後の跳ね返り速
度である。サッカーボールＢを素材シートＭの面に対して鋭角の角度αの進入角度をもっ
て斜めに衝突させるようにしたのは、進入角度の小さい方が衝突後のボールに回転が生じ
やすくなるため、素材間の違いを顕著にするためであるが、その一方、進入角度が小さす
ぎると、衝突時の力の鉛直成分が小さくなって各素材が反発特性を発揮できなくなるため
、これら双方を勘案して、αの値を下記のように設定している。
【００２６】
　この斜め衝突試験における試験条件は以下のとおりである。
　　　Ｖ１＝２３．０～２５．０ｍ/ｓ
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　　　α＝２９～３３°
　　　衝突前のボール回転数＝０～２５ｒｐｍ
　　　ボールの空気圧＝０．８１ｋｇ/ｃｍ２

　また、使用したサッカーボールは、アディダス製の２００６年ワールドカップモデル・
プラス・チームガイストである。
　ここで、Ｖ１を上記範囲に設定したのは、プロと上級のアマチュア選手のインパクト前
の足の平均的な速度に対応させるためである。
　なお、斜め衝突試験においては、静止した素材シートＭに向かってボールＢを発射させ
ているが、ボールＢの衝突速度Ｖ１が実際のキック時のボールと足の相対速度に一致して
いれば、このような斜め衝突試験により、実際のキック時の衝突現象を再現できるものと
考えられる。
【００２７】
　素材シートＭとして、硬度３８Ａの軟質ポリウレタンであるＰＵ４０Ａおよび天然皮革
を用意し、上記斜め衝突試験を行った。なお、Ｖ１＝２４．１ｍ/ｓのとき、素材シート
Ｍに平行な速度成分が２０．７ｍ/ｓで、素材シートＭに垂直な速度成分が１２．４ｍ/ｓ
であった。このとき、ボール衝突後のボール回転数は、それぞれ９１１．５ｒｐｍ、１０
４５．５ｒｐｍであった。その一方、これらと同じ素材をアッパーの上記無回転シュート
領域に有するシューズを用いて一般のプレーヤーがサッカーボールを実際にキックした際
のキック後のボール回転数は、それぞれ１０３．１ｒｐｍ、１２８．６ｒｐｍであった。
【００２８】
　同じ素材同士であれば、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数と実際のキッ
ク後のボール回転数は、一対一に対応していると考えられる。そこで、図１２に示すよう
に、横軸に実際のキック後のボール回転数（ｒｐｍ）を、縦軸に斜め衝突試験によるボー
ル衝突後のボール回転数（ｒｐｍ）をそれぞれとり、点（１０３．１，９１１．５）およ
び点（１２８．６，１０４５．５）を図中にプロットした。そして、これら２つの点を直
線状に結んで、直線Ｌ’が得られる。この直線Ｌ’は、一般のプレーヤーが実際にボール
をキックした後のボール回転数（ｒｐｍ）と、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール
回転数（ｒｐｍ）との関係を表すグラフである。
【００２９】
　ここで、直線Ｌ’上において、無回転シュート時のボール回転数の上限値である１１０
ｒｐｍ（横座標）に対応する縦座標を求めると、９４７．８ｒｐｍになる。ここでも、有
効数字上位二桁を採用することにすると、横座標の１１０ｒｐｍに対応する斜め衝突試験
によるボール回転数の換算値は、９５０ｒｐｍになる。したがって、実際のキック後に無
回転シュートとなるアッパー材の斜め衝突試験後によるボール回転数の上限値は９５０ｒ
ｐｍであることが分かった。また、ボール回転数が９５０ｒｐｍを超えると、カーブキッ
クやインステップキック等の回転キック（スピンキック）になるということも分かった。
【００３０】
　次に、素材シートＭとして、別の天然皮革を用意し、同様に斜め衝突試験を行うと、ボ
ール衝突後のボール回転数は、１０４４ｒｐｍであった。その一方、この天然皮革をアッ
パーの上記無回転シュート領域に有するシューズを用いて一流のプレーヤーが無回転シュ
ートを蹴った際のキック後のボール回転数は、１００ｒｐｍであった。
【００３１】
　この場合においても、同じ素材同士であれば、斜め衝突試験によるボール衝突後のボー
ル回転数と実際のキック後のボール回転数は、一対一に対応していると考えられる。そこ
で、図１２中に点（１００，１０４４）をプロットして、この点を通る直線Ｌを引いた。
なお、同図中、縦座標の１０４４ｒｐｍは縦座標の１０４５．５ｒｐｍに極めて接近した
値であるが、図示の便宜上、これらの間隔を拡大して示している。
【００３２】
　ここで、直線Ｌの傾きを直線Ｌ’の傾きよりも大きくしたのは、以下の理由による。
　プレーヤーが実際に無回転シュートを蹴ろうとする場合、ボール上の足の接触領域に立
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てた法線に対して足の移動方向のなす角度はできるだけ小さい方が好ましい。すなわち、
図１１中の進入角度αはできるだけ９０度に近い方が好ましい。これはボールの中心に向
かって蹴った方がキック後のボールに回転が生じにくいからである。ところが、通常、ボ
ールを蹴る動作は、足の背屈をともなうため、キック時に足の移動方向がボール上の法線
に対してなす角度の絶対値は大きくなる傾向がある。すなわち、図１１中の進入角度αが
小さくなる傾向がある。これに対して、一流のサッカープレーヤーの場合には、足を背屈
させずに或る程度足を真っ直ぐに保ったままボールを蹴ることができるので、キック時に
足の移動方向がボール上の法線に対してなす角度の絶対値を小さくすることが可能である
。このように、下手なプレーヤーほど進入角度が小さくなって、上述した斜め衝突試験の
進入角度αに近づき、逆に、上手なプレーヤーほど進入角度を大きくすることができ、上
述した斜め衝突試験の衝突角度αよりも大きい角度でボールを蹴ることができるのである
。さらに付言すれば、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数が同じアッパー材
であっても、一般のプレーヤーがボールを蹴ればキック後のボール回転数は高くなるが、
一流のプレーヤーがボールを蹴ればキック後のボール回転数は低くなる傾向があり、この
傾向は、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数が高いアッパー材ほど顕著にな
るのである。
【００３３】
　図１２から分かるように、一般のプレーヤーが、斜め衝突試験によるボール衝突後のボ
ール回転数が１０４５．５ｒｐｍのアッパー材を有するシューズでボールを蹴った場合に
は、キック後のボール回転数は１２８．６ｒｐｍ（＞１１０ｒｐｍ）となって、無回転シ
ュートにはならないが、一般のプレーヤーが、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール
回転数９５０ｒｐｍのアッパー材を有するシューズでボールを蹴った場合には、キック後
のボール回転数は１１０ｒｐｍとなって、無回転シュートになる。
【００３４】
　次に、各種素材シートＭのアスカーＡスケールでの硬度（Ａ硬度）と、これらの素材シ
ートＭを用いた斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数との関係を表１に示す。
また、横軸にＡ硬度、縦軸にボール回転数をとり、表１中のデータをプロットするととも
に、これらのデータの相関関係を１次関数のグラフにしたものを図１３に示す。
【００３５】
【表１】

【００３６】
　図１３中のグラフの方程式は、横座標をｘ、縦座標をｙとするとき、
　　　ｙ＝５．３５９ｘ＋６９７．２　　　…（１）
と表すことができる。
【００３７】
　ここで、（１）式にｙ＝９５０を代入すると、
　　　ｘ＝４７．１７≒４７
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を得る。
【００３８】
　したがって、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数９５０ｒｐｍに対応する
Ａ硬度は、４７度であることが分かった。なお、測定誤差のばらつき等を考慮した結果、
Ａ硬度の上限値として５０度を採用することにした。
【００３９】
　本発明は、上述した種々の検証結果に基づいてなされたものであって、フットボールシ
ューズ用アッパー構造において、着用者の足甲上部の内甲側領域を被うアッパー材が、当
該アッパー材に対してサッカーボールを斜め方向から衝突させる斜め衝突試験を行った際
に、反射直後のボール回転数が９５０ｒｐｍ以下になるような材料から構成されているこ
とを特徴としている。
【００４０】
　この場合には、上述したように、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数９５
０ｒｐｍ以下の回転数が、一般のプレーヤーによる実際のボールキック後のボール回転数
１１０ｒｐｍ以下の回転数に対応しているので、本発明によるアッパー構造のシューズを
履いて、一般のプレーヤーが、足甲上部の内甲側領域でボールを蹴ると、無回転シュート
になる。このように、本発明によれば、一般のプレーヤーでも、キック後のボールのスピ
ン特性をコントロールでき、簡単に無回転シュートを蹴ることができるようになる。
【００４１】
　本発明では、足甲上部の内甲側領域が、着用者の足の舟状骨から内側楔状骨および中間
楔状骨にかけての領域（第１の領域）であることを特徴としている。
【００４２】
　これは、上述したように、プレーヤーが実際に無回転シュートを蹴った際の足圧測定結
果を検証することにより得られたものである。
【００４３】
　本発明では、足甲上部の内甲側領域（第１の領域）が実質的にシューズ前後方向に延び
る領域であることを特徴としている。
【００４４】
　これは、プレーヤーが実際に無回転シュートを蹴った際の足圧測定結果を示す図７（ａ
）において、無回転シュートの際の足圧分布領域が実質的にシューズ前後方向に延びてい
る点に着目したものである。
【００４５】
　なお、本明細書中において「実質的にシューズ前後方向に延びる」とは、シューズ前後
方向（つまり足長方向）に沿って延びる場合のみならず、当該シューズ前後方向と交差す
る斜め方向（つまりシューズ前後方向とシューズ幅方向との合成方向）に延びる場合をも
含む趣旨である。
【００４６】
　本発明では、足甲上部の内甲側領域（第１の領域）のアッパー材が、実質的にシューズ
前後方向に延びる複数本の突条部を有しており、各突条部がその周囲のアッパー領域から
上方に突出している。
【００４７】
　この場合には、足甲上部の内甲側領域でボールを蹴った際に、各突条部が弾性変形し、
その結果、ボールとの接触時間が長くなって、ボールの跳ね返りの後半でボールに対して
回転を抑えようとするせん断力が発生しやすくなると考えられる。
【００４８】
　本発明では、斜め衝突試験が、アッパー材をプレートに貼り付けた状態で、当該プレー
トの面に対して２９～３３度をなす方向から０～２５ｒｐｍの回転数のサッカーボールを
速度２３．０～２５．０ｍ/ｓでアッパー材に衝突させることにより、実施されているこ
とを特徴としている。
【００４９】
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　この場合において、サッカーボールをプレート面に対して２９～３３度という比較的浅
い進入角度で衝突させるようにしたのは、上述したように、各種アッパー材に衝突後のサ
ッカーボールの回転数の差が顕著になるようにするためであるが、その一方、進入角度が
小さすぎると、衝突時の力の鉛直成分が小さくなって各アッパー材が反発特性を発揮でき
なくなるため、これら双方を勘案したものである。
【００５０】
　本発明では、足甲上部の内甲側領域（第１の領域）を被うアッパー材が、硬度の低い低
硬度材料から構成されており、当該低硬度材料の硬度が、アスカーのＡスケールで５０度
以下である。また、本発明では、低硬度材料の硬度がアスカーのＡスケールで３０～５０
度であることを特徴としている。
【００５１】
　これは、図１３のグラフに示したように、アッパー材の硬度が低くなるほど、斜め衝突
試験におけるボール衝突後のボール回転数が低くなる傾向のあることが分かったからであ
る。また、図１３のグラフに示したように、斜め衝突試験におけるボール衝突後のボール
回転数９５０ｒｐｍに相当するアッパー材の硬度がアスカーのＡスケールで約４７度であ
ることに基づいたものである。なお、下限を３０度としたのは、主に、製造面および耐久
性を考慮したためである。
【００５２】
　本発明では、低硬度材料が軟質ポリウレタンであることを特徴としている。
【００５３】
　本発明では、内甲側領域の前方の前側領域（第２の領域）を被うアッパー材が、当該ア
ッパー材に対してサッカーボールを斜め方向から衝突させる斜め衝突試験を行った際に、
反射直後のボール回転数が９５０ｒｐｍより高くなるような材料から構成されていること
を特徴としている。
【００５４】
　この場合には、上述したように、斜め衝突試験による反射直後のボール回転数が９５０
ｒｐｍを超えるようなアッパー材によりボールをキックすると、カーブキックやインステ
ップキック等の回転系のボール（スピンボール）になるということが分かったので、この
ような回転系のボールを蹴るべき領域である前側領域に、斜め衝突試験による反射直後の
ボール回転数が９５０ｒｐｍより高くなるようなアッパー材を配置するようにしたのであ
る。
【００５５】
　また、この場合には、無回転シュートを蹴る際には、アッパーの足甲上部の内甲側領域
を用い、またカーブキックやインステップキック等のスピンキックを蹴る際には、足甲上
部の内甲側の前側領域を用いるようにすればよいので、一般のプレーヤーでもスピンシュ
ートと無回転シュートとを簡単に蹴り分けることができるようになる。
【００５６】
　本発明では、前側領域（第２の領域）が、着用者の足の第１趾中足骨から第１趾基節骨
にかけての領域であることを特徴としている。
【００５７】
　これは、上述したように、プレーヤーがカーブキックやインステップキック等の回転系
のボールを実際に蹴った際の足圧測定結果を検証することにより得られたものである。
【００５８】
　本発明では、内甲側領域の前方の前側領域を被うアッパー材が、当該内甲側領域を被う
アッパー材よりも相対的に硬度の高い高硬度材料から構成されていることを特徴としてい
る。
【００５９】
　これは、内甲側領域の前方の前側領域が、カーブキックやインステップキックのような
回転系のボールを蹴るための領域であり、また、図１３のグラフに示したように、アッパ
ー材の硬度が高くなるほど、斜め衝突試験におけるボール衝突後のボール回転数が高くな
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る傾向があるためである。
【００６０】
　本発明では、高硬度材料が、軟質ポリウレタンよりも高硬度の硬質ポリウレタンである
ことを特徴としている。
【００６１】
　本発明では、足甲上部の内甲側領域（第１の領域）を被うアッパー材が、貯蔵弾性率の
低い材料から構成されていることを特徴としている。
【００６２】
　図１４には、材料の違いによる貯蔵弾性率Ｅ’の違いが示されている。同図中、ＰＵ８
０ＡはＡ硬度（アスカーのＡスケール）８０のポリウレタンを、従来品はＡ硬度６４のポ
リウレタンを、ＰＵ４０ＡはＡ硬度３８のポリウレタンをそれぞれ示している。横軸は材
料に加える振動の周波数（Ｈｚ）を、縦軸は貯蔵弾性率Ｅ’（Ｐａ）を示している。なお
、貯蔵弾性率の測定は、ＪＩＳ Ｋ ７２４４－４　に規定する非共振強制振動法による引
張振動に準拠して行った。図１４から分かるように、硬度が低いほど、貯蔵弾性率も低く
なっていることが分かる。
【００６３】
　このような点に鑑みて、本発明では、低硬度材料を配置すべき足甲上部の内甲領域に、
貯蔵弾性率の低い材料を配置するようにしたのである。なお、貯蔵弾性率が低いというこ
とは、動的に柔らかいことを意味している。したがって、貯蔵弾性率の低い材料を用いて
斜め衝突試験を行うと、材料との衝突の際にボールとの接触時間が長くなり、その結果、
ボールの跳ね返りの後半で材料がボールの回転を抑えようとする方向にせん断力を作用さ
せるようになると考えられる。
【００６４】
　本発明では、足甲上部の内甲側領域（第１の領域）の前方の前側領域（第２の領域）を
被うアッパー材が、当該内甲側領域を被うアッパー材よりも相対的に貯蔵弾性率の高い材
料から構成されていることを特徴としている。
【００６５】
　上述した図１４より、硬度が高いほど、貯蔵弾性率も高くなっていることから、本発明
では、足甲上部の内甲側領域よりも高硬度を要求される、当該内甲側領域の前側領域に、
貯蔵弾性率の高い材料を配置するようにしたのである。
【００６６】
　本発明では、当該アッパー構造のアッパーが、シューズの外側に配置される表材と、シ
ューズの内側に配置される裏材とを有するとともに、足甲上部の内甲側領域に沿って表材
が窓孔状に刳り貫かれており、足甲上部の内甲側領域を被うアッパー材が、当該窓孔状刳
り貫き部分において裏材の上に設けられていることを特徴としている。
【００６７】
　この場合には、足甲上部の内甲側領域を被うアッパー材の下部が当該窓孔状刳り貫き部
分において表材の内部に沈み込んでいることで、当該アッパー材が表材から外側に過度に
突出するのを抑制しつつ、当該アッパー材として或る程度の厚みを確保できるとともに、
当該アッパー材の剥離を防止できる。
【００６８】
　本発明では、アッパー材が、足甲上部の内甲側領域の周囲の表材から上方に突出して設
けられていることを特徴としている。
【００６９】
　この場合には、当該アッパー材の表材からの突出量を調整することで、無回転シュート
時の足に対する衝撃を緩和できる。
【００７０】
　本発明は、フットボールシューズ用アッパー構造において、着用者の足甲上部の内甲側
領域（第１の領域）を被うアッパー材が、ＪＩＳ Ｋ ７２４４－４　に規定する非共振強
制振動法による引張振動に準拠した試験で３５Ｈｚの振動を与えたときに貯蔵弾性率が１
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．０×１０７（Ｐａ）以下の値になるような材料から構成されている。また、本発明では
、足甲上部の内甲側領域の前方の前側領域（第２の領域）を被うアッパー材が、上記試験
で３５Ｈｚの振動を与えたときに貯蔵弾性率が１．０×１０７（Ｐａ）より大きな値にな
るような材料から構成されている。ここで、「３５Ｈｚ」は、サッカーボールの固有振動
数から割り出した周波数である。
【００７１】
　いま、硬度の異なる３種類のポリウレタンとして、従来品（硬度６４Ａ）、ＰＵ４０Ａ
（硬度３８Ａ）、ＰＵ８０Ａ（硬度８０Ａ）を用意し、これらを用いて上述の斜め衝突試
験を行って、衝突後のボール回転数を測定するとともに、上述のＪＩＳ Ｋ ７２４４－４
 に準拠した引張振動試験を行って、周波数３５Ｈｚでの貯蔵弾性率Ｅ’（ｐａ）を測定
した。これらの測定結果を表２に示す。
【００７２】
【表２】

【００７３】
　次に、横軸にＥ’（Ｐａ）をとり、縦軸にボール回転数（ｒｐｍ）をとって、表２中の
各測定値をプロットするとともに、これらの測定値の相関関係を１次関数のグラフにした
ものを図１５に示す。
【００７４】
　図１５中のグラフの方程式は、横座標をｘ、縦座標をｙとするとき、
　　　ｙ＝２．２１１Ｅ－０５ｘ＋７２７．９
と表すことができる。ここで、ｙ＝９５０を代入すると、
　　　ｘ≒１．０Ｅ＋０７
を得る。
【００７５】
　このことから、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数９５０ｒｐｍに対応す
る貯蔵弾性率Ｅ’は、１．０Ｅ＋０７（Ｐａ）つまり１．０×１０７（Ｐａ）であること
が分かった。したがって、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数９５０ｒｐｍ
以下に対応する貯蔵弾性率Ｅ’は１．０×１０７（Ｐａ）以下である。この基準に適合す
る材料の一つは、図１５よりＰＵ４０Ａである。また、これは、図１４において、周波数
３５Ｈｚにおける貯蔵弾性率Ｅ’が１．０×１０７（Ｐａ）以下つまり１．０Ｅ＋０７（
Ｐａ）以下である材料がＰＵ４０Ａであることとも一致している。
【００７６】
　したがって、本発明によれば、一般のプレーヤーでも、キック後のボールのスピン特性
をコントロールでき、簡単に無回転シュートを蹴ることができるようになる。また、本発
明によれば、無回転シュートを蹴る際には、アッパーの足甲上部の内甲側領域を用い、ま
たカーブキックやインステップキック等のスピンキックを蹴る際には、足甲上部の内甲側
領域の前方の前側領域を用いるようにすればよいので、一般のプレーヤーでもスピンシュ
ートと無回転シュートとを簡単に蹴り分けることができるようになる。
【発明の効果】
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【００７７】
　以上のように、本発明に係るアッパー構造によれば、着用者の足甲上部の内甲側領域を
被うアッパー材を、当該アッパー材に対してサッカーボールを斜め方向から衝突させる斜
め衝突試験を行った際に、反射直後のボール回転数が９５０ｒｐｍ以下になるような材料
から構成するようにしたので、キック後のボールのスピン特性をコントロールでき、一般
のプレーヤーでも簡単に無回転シュートを蹴ることができるようになる。
【００７８】
　また、本発明に係るアッパー構造によれば、着用者の足甲上部の内甲側領域を被うアッ
パー材を、３５Ｈｚの振動を与えたときに貯蔵弾性率が１．０×１０７（Ｐａ）以下の値
となるような材料から構成するようにしたので、キック後のボールのスピン特性をコント
ロールでき、一般のプレーヤーでも簡単に無回転シュートを蹴ることができるようになる
。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の一実施例によるアッパー構造を備えたサッカーシューズ（左足）の内甲
側側面図である。
【図２】サッカーシューズ（図１）の外甲側側面図である。
【図３】サッカーシューズ（図１）の前足部分の平面図である。
【図４】図１のIV-IV線断面図である。
【図５】無回転シュート領域、カーブキック領域およびインステップキック領域を左足の
骨格図に対応させて示す内甲側側面図である。
【図６】無回転シュート領域、カーブキック領域およびインステップキック領域を左足の
骨格図に対応させて示す平面図である。
【図７】（ａ）は無回転シュートの際の足圧分布を示す左足の内甲側側面図、（ｂ）はそ
の平面図である。
【図８】（ａ）はカーブキックの際の足圧分布を示す左足の内甲側側面図、（ｂ）はその
平面図である。
【図９】（ａ）はインステップキックの際の足圧分布を示す左足の内甲側側面図、（ｂ）
はその平面図である。
【図１０】（ａ）は無回転シュートの際のインパクト前後のボールを示す平面図、（ｂ）
はその側面図である。
【図１０Ａ】プレーヤーが無回転シュートを１１回試行した場合のそれぞれについて、ボ
ールインパクト直前の足（Foot）に関するデータ、ボールインパクト直後のボール（Ball
）に関するデータ、および無回転シュートか否かの判定結果を示す表である。
【図１１】斜め衝突試験の概要を説明するための図である。
【図１２】実際にボールをキックした際のキック後のボール回転数と、斜め衝突試験によ
るボール衝突後のボール回転数との相関関係を示すグラフである。
【図１３】各種アッパー材のＡ硬度と、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数
との関係を示すグラフである。
【図１４】各種素材の貯蔵弾性率を周波数との関係で示したグラフである。
【図１５】各種素材の貯蔵弾性率と、当該各種素材を用いた斜め衝突試験によるボール衝
突後のボール回転数との関係を示すグラフである。
【図１６】各種素材を用いて斜め衝突試験を行った際に、ボールの接触時間と貯蔵弾性率
との関係を示すグラフである。
【図１７】複数の突条部を有するパネルにボールを衝突させるシミュレーション実験の概
要を説明するための図である。
【図１８】各突条部のパネルトップ面の意匠幅を横軸にとり、ボール回転数を縦軸にとっ
て表４の関係を表したグラフである。
【図１９】本発明の他の実施例によるアッパー構造を備えたサッカーシューズ（左足）の
内甲側側面図である。
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【図２０】サッカーシューズ（図１９）の外甲側側面図である。
【図２１】サッカーシューズ（図１９）の前足部分の平面図である。
【図２２】サッカーシューズ（図１９）の無回転シュート領域を構成する無回転シュート
パネルパーツの拡大図である。
【図２３】図２２のXXIII-XXIII線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００８０】
　以下、本発明の実施例を添付図面に基づいて説明する。
　図１ないし図４は、本発明の一実施例によるサッカーシューズを示している。図１ない
し図３に示すように、このサッカーシューズ１は、シューズ前足部分に配置された前足側
ソール２と、シューズ後足部分に配置され、その前側部分が前足側ソール２にオーバラッ
プする後足側ソール３と、前足側ソール２および後足側ソール３の上に固着されたアッパ
ー（甲被）４とから主として構成されている。
【００８１】
　前足側ソール２の後側部分には、アッパー４の外面に沿って上方に立ち上がる巻上げ部
２ａが形成されている。巻上げ部２ａは、前足側ソール２および後足側ソール３のオーバ
ラップ部分を被うように配置されている。前足側ソール２および後足側ソール３の下面に
は、複数のクリーツ（スパイク）２０、３０がそれぞれ設けられている。また、アッパー
４の踵部分には、当該踵部分の保形性を維持するためのヒールカウンター部５が装着され
ている。
【００８２】
　アッパー４は、着用者の足の足甲上部の内甲側に配置された内甲側領域４０と、その前
側の足甲前部に配置された前側領域４５とを有している。内甲側領域４０は、後述するよ
うに、無回転シュートを蹴るための領域であり、前側領域４５は、カーブキックおよびイ
ンステップキック等のスピンキックを蹴るための領域である。内甲側領域４０は、実質的
にシューズ前後方向に長い例えば略平行四辺形状等の略四角形状に形成された領域であっ
て、実質的にシューズ前後方向に配設され、相対的に硬度の低い軟質ポリウレタンから構
成されている。別の言い方をすれば、軟質ポリウレタンは、アッパー材の一部として、内
甲側領域４０を被っている。軟質ポリウレタンとしては、例えばＰＵ４０Ａが好ましい。
なお、軟質ポリウレタンの代わりに、低硬度ラバーを用いるようにしてもよい。
【００８３】
　アッパー４の内甲側領域４０は、図３のIV-IV線断面である図４に示すように、シュー
ズ１の外側に配置された表材４Ａと、シューズ１の内側に配置された裏材４Ｂとを有して
おり、表材４Ａは、内甲側領域４０の外周縁部に沿って窓孔状に刳り貫かれた窓孔状刳り
貫き部分４ａを有している。内甲側領域４０の軟質ポリウレタンは、窓孔状刳り貫き部分
４ａにおいて、裏材４Ｂの上に配置された内装材４Ｃの上に設けられている。
【００８４】
　また、内甲側領域４０の軟質ポリウレタンは、実質的にシューズ前後方向に断続的に延
びる複数の溝部４１と、シューズ前後方向に隣り合う各溝部４１の間に形成された長孔状
の貫通孔４２とを有しており、溝部４１および貫通孔４２の組合せからなるシューズ前後
方向の列が、シューズ前後方向と交差する方向に間隔を隔てて複数本（この例では５本）
配置されている（図１参照）。また、これらの列において、溝部４１および貫通孔４２は
、シューズ前後方向と交差する方向に整列することなく、互い違いに配置されている。軟
質ポリウレタンの上面（パネルトップ面）４０Ａは、その周囲の表材４Ａから上方に突出
して設けられている。別の言い方をすれば、内甲側領域４０の軟質ポリウレタンのパネル
トップ面４０Ａは、実質的にシューズ前後方向に延びかつ周囲のアッパー領域から上方に
突出する複数本の突条部から構成されている。
【００８５】
　内甲側領域４０の軟質ポリウレタンのパネルトップ面４０Ａの幅（つまり、図４におい
て溝部４１と貫通孔４２で挟まれたパネルトップ面４０Ａの長さ）である意匠幅は、好ま
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しくは２ｍｍ以上に設定されている（その理由については後述する）。また、軟質ポリウ
レタンに複数の溝部４１や貫通孔４２を形成することにより、内甲側領域４０を軽量化で
きるばかりでなく、内甲側領域４０を着用者の足甲上部の形状に容易に沿わせることがで
きるようになる。
【００８６】
　前側領域４５は、アイランド状に複数個設けられた、内甲側領域４０の軟質ポリウレタ
ンよりも相対的に硬度が高い硬質ポリウレタン４６から構成されている。別の言い方をす
れば、硬質ポリウレタン４６は、アッパー材の一部として、前側領域４５を実質的に被っ
ている。硬質ポリウレタン４６としては、例えばＰＵ８０Ａが好ましい。なお、硬質ポリ
ウレタンの代わりに、高硬度ラバーを用いるようにしてもよい。
【００８７】
　前側領域４５には、各硬質ポリウレタンの領域の外周縁部に沿ってアッパー４の表材４
Ａが窓孔状に刳り貫かれた複数の窓孔状刳り貫き部分４ａ’が形成されており、これらの
窓孔状刳り貫き部分４ａ’においてアッパー４の裏材４Ｂの上に各硬質ポリウレタン４６
が設けられている。また、各硬質ポリウレタン４６の上面は、内甲側領域４０の軟質ポリ
ウレタンの場合と同様に、その周囲の表材４Ａから突出して設けられている（図示省略）
。
【００８８】
　内甲側領域４０は、図５および図６に示す足の骨格図に重ね合わせると分かるように、
足の舟状骨ＮＢから内側楔状骨ＭＣおよび中間楔状骨ＩＣにかけての領域（無回転シュー
ト領域）ＮＲを被う領域である。また、前側領域４５は、同様に、図５および図６に示す
足の骨格図に重ね合わせると分かるように、足の第１趾末節骨ＤＰ１骨底から第１趾基節
骨ＰＰ１および第１趾中足骨ＭＥ１中央部分までを被う領域（インステップキック領域）
ＩＫと、インステップキック領域ＩＫを含みつつ、さらに第１中足骨ＭＥ１骨底直前部分
まで被う領域（カーブキック領域）ＣＫとを有している。なお、図５および図６中、ＬＣ
は外側楔状骨を、ＣＡは踵骨を、ＴＡは距骨をそれぞれ示している。
【００８９】
　無回転シュート領域ＮＲ、カーブキック領域ＣＫおよびインステップキック領域ＩＫを
このような位置に定めたのは、一流のプレーヤー１０名に実際に無回転シュート、カーブ
キックおよびインステップキックを蹴ってもらった際の足の足圧分布結果に基づいている
。
【００９０】
　図７は無回転シュートの足圧分布を、図８はカーブキックの足圧分布を、図９はインス
テップキックの足圧分布をそれぞれ示している。これらはいずれも測定結果の平均値のデ
ータを示しており、各図（ａ）は左足の内甲側の足圧分布を、各図（ｂ）は左足の足甲部
分の足圧分布をそれぞれ示している。また、この足圧測定においては、足の表面の内甲側
部および第１趾から第５趾の各足趾に沿ってセンサを貼り付け、その上から靴下を履いた
状態で各プレーヤーにボールを蹴ってもらい、キックの際、足のどの位置にどれだけの圧
力が作用しているかを測定した。
【００９１】
　図７に示すように、無回転シュートは、主に足の足甲上部の内甲側領域で蹴っているこ
とが分かった。この内甲側領域を図５および図６に示す左足の骨格図と重ねてみると分か
るように、無回転シュートを蹴った際に比較的足圧の高い領域である無回転シュート領域
ＮＲは、足の舟状骨ＮＢ、内側楔状骨ＭＣおよび中間楔状骨ＩＣを被う領域である。図８
および図５、図６から分かるように、カーブキックの際に比較的足圧の高い領域であるカ
ーブキック領域ＣＫは、足の第１趾末節骨ＤＰ１骨底から第１趾基節骨ＰＰ１および第１
趾中足骨ＭＥ１骨底直前部分まで被う領域である。同様に、図９および図５、図６から分
かるように、インステップキックの際に比較的足圧の高い領域であるインステップキック
領域ＩＫは、足の第１趾末節骨ＤＰ１骨底から第１趾基節骨ＰＰ１および第１趾中足骨Ｍ
Ｅ１中央部分までを被う領域である。カーブキック領域ＣＫは、インステップキックＩＫ
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よりも内甲側後方部分まで延在している。
【００９２】
　また、無回転シュート領域ＮＲのアッパー材として、相対的に低硬度の軟質ポリウレタ
ンを用い、カーブキック領域ＣＫおよびインステップキック領域ＩＫのアッパー材として
、相対的に高硬度の硬質ポリウレタン４６を用いたのは、硬度の違いによりキック後のボ
ール回転数が異なる点に着目したためである。
【００９３】
　まず、本願発明者らは、どのような条件下で無回転シュートが発生するのかについて検
証するために、一流のサッカープレーヤーに実際に無回転シュートを蹴ってもらい、ボー
ルが置かれたキック地点と、そこから５０ｍ離れた到達目標地点との双方の地点で、それ
ぞれ観測者に目視でキック後のボールの軌道を観察させた。そして、双方の観測者が無回
転シュートと判断したもののみを無回転シュートと判定した。なお、無回転シュートか否
かの判定は、蹴り出されたボールが一方向への曲がりがなくかつうねりながら揺れる（ブ
レる）ような軌道を描いた場合、別の言い方をすれば、ボールの飛翔中にブレるような動
きをすることにより予測不能の軌道を描いた場合を「無回転」とした。
【００９４】
　上述したように、図１０Ａは、プレーヤーが無回転シュートを１１回試行した場合のそ
れぞれについて、無回転シュートか否かの判定結果を示している。この判定結果から見る
と、無回転シュートが得られるボールインパクト直後のボール回転数は最大で１１１ｒｐ
ｍであるが、測定誤差や観測者のばらつき等を考慮して、測定値の有効数字上位二桁を採
用することにした。したがって、無回転シュートが得られるボール回転数は１１０ｒｐｍ
以下であると判断される。
【００９５】
　なお、図１０Ａ中の各種データおよびこれらのデータに関連する図１０（ａ）、（ｂ）
についての説明は、上記［課題を解決するため手段］の項ですでに行っているので、ここ
での詳細な説明は省略する。
【００９６】
　次に、本願発明者らは、プレーヤーがボールを蹴った現象と相関関係の高い斜め衝突試
験におけるボール衝突後のボール回転数と、実際に無回転シュートを行った際のボール回
転数の上限値である１１０ｒｐｍとの対応関係を検証した。
【００９７】
　斜め衝突試験は、図１１に示すように、アッパー材となる素材シートＭを人体硬度板Ｈ
Ｂに張り付けたものを鉄板ＩＢに固定した状態で、サッカーボール発射装置（図示せず）
から発射したサッカーボールＢを素材シートＭに衝突させることにより行う。ここで、人
体硬度板とは、人体に相当する硬さを有する厚み１０ｍｍの塩化ビニル製の板であって、
アスカーのＡスケールで６０度の硬度を有している。素材シートＭと鉄板ＩＢとの間にこ
のような人体硬度板ＨＢを挿入したのは、実際のキックの際には、アッパーに作用する衝
撃力は人体が受けることになるからである。
【００９８】
　なお、図１１中、角度αは、サッカーボール発射装置から発射したサッカーボールＢが
素材シートＭに衝突する際に素材シートＭの面となす進入角度であり、角度βは衝突後に
素材シートＭから跳ね返るサッカーボールＢが素材シートＭの面となす跳ね返り角度であ
り、Ｖ１、Ｖ２はそれぞれボールＢの衝突速度および跳ね返り速度である。サッカーボー
ルＢを素材シートＭの面に対して鋭角の角度αの進入角度をもって斜めに衝突させるよう
にしたのは、進入角度の小さい方が衝突後のボールに回転が生じやすくなるため、素材間
の違いが顕著になるようにするためであるが、その一方、進入角度が小さすぎると、衝突
時の力の鉛直成分が小さくなって各素材が反発特性を発揮できなくなるため、これら双方
を勘案して、αの値を下記のように設定している。
【００９９】
　この斜め衝突試験における試験条件は以下のとおりである。
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　　　Ｖ１＝２３．０～２５．０ｍ/ｓ
　　　α＝２９～３３．０°
　　　衝突前のボール回転数＝０～２５ｒｐｍ
　　　ボールの空気圧＝０．８１ｋｇ/ｃｍ２

　また、使用したサッカーボールは、アディダス製の２００６年ワールドカップモデル・
プラス・チームガイストである。
　ここで、Ｖ１を上記範囲に設定したのは、プロと上級のアマチュア選手のインパクト前
の足の平均的な速度に対応させたためである。
　なお、斜め衝突試験においては、静止した素材シートＭに向かってボールＢを発射させ
ているが、ボールＢの衝突速度Ｖ１が実際のキック時のボールと足の相対速度に一致して
いれば、このような斜め衝突試験により、実際のキック時の衝突現象を再現できるものと
考えられる。
【０１００】
　素材シートＭとして、硬度３８Ａの軟質ポリウレタンであるＰＵ４０Ａおよび天然皮革
を用意し、上記斜め衝突試験を行った。なお、Ｖ１＝２４．１ｍ/ｓのとき、素材シート
Ｍに平行な速度成分が２０．７ｍ/ｓで、素材シートＭに垂直な速度成分が１２．４ｍ/ｓ
であった。このとき、ボール衝突後のボール回転数は、それぞれ９１１．５ｒｐｍ、１０
４５．５ｒｐｍであった。その一方、これらと同じ素材をアッパーの上記無回転シュート
領域に有するシューズを用いて一般のプレーヤーがサッカーボールを実際にキックした際
のキック後のボール回転数は、それぞれ１０３．１ｒｐｍ、１２８．６ｒｐｍであった。
【０１０１】
　同じ素材同士であれば、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数と実際のキッ
ク後のボール回転数は、一対一に対応していると考えられる。そこで、図１２に示すよう
に、横軸にキック後のボール回転数（ｒｐｍ）を、縦軸にボール衝突後のボール回転数（
ｒｐｍ）をそれぞれとり、点（１０３．１，９１１．５）および点（１２８．６，１０４
５．５）を図中にプロットした。そして、これら２つの点を直線状に結んで、直線Ｌ’が
得られる。この直線Ｌ’は、一般のプレーヤーが実際にボールをキックした後のボール回
転数（ｒｐｍ）と、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数（ｒｐｍ）との関係
を表すグラフである。
【０１０２】
　ここで、直線Ｌ’上において、無回転シュート時のボール回転数の上限値である１１０
ｒｐｍ（横座標）に対応する縦座標を求めると、９４７．８ｒｐｍになる。ここでも、有
効数字上位二桁を採用することにすると、横座標の１１０ｒｐｍに対応する斜め衝突試験
によるボール回転数の換算値は、９５０ｒｐｍになる。したがって、実際のキック後に無
回転シュートとなるアッパー材の斜め衝突試験後におけるボール回転数の上限値は９５０
ｒｐｍであることが分かった。
【０１０３】
　このことから、着用者の足甲上部の内甲側領域４０、とくに足の舟状骨ＮＢから内側楔
状骨ＭＣおよび中間楔状骨ＩＣにかけての領域（無回転シュート領域）ＮＲを被うアッパ
ー材としては、当該アッパー材に対してサッカーボールを斜め方向から衝突させる斜め衝
突試験を行った際に、反射直後のボール回転数が９５０ｒｐｍ以下になっていることが必
要である。
【０１０４】
　このようなアッパー材を無回転シュート領域ＮＲに有するシューズを履き、無回転シュ
ート領域ＮＲでボールを蹴ると、一般のプレーヤーでもキック後のボールのスピン特性を
コントロールできるようになって、容易に無回転シュートを蹴ることができるようになる
。
【０１０５】
　また、図１２より、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数が９５０ｒｐｍを
超えるようなアッパー材によりボールをキックすると、カーブキックやインステップキッ
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ク等の回転系のボールになるということが分かる。このことから、足甲上部の内甲側領域
４０の前側領域４５、とくに足の第１趾末節骨ＤＰ１骨底から第１趾基節骨ＰＰ１および
第１趾中足骨ＭＥ１にかけての領域（スピンキック領域）を被うアッパー材としては、当
該アッパー材に対してサッカーボールを斜め方向から衝突させる斜め衝突試験を行った際
に、反射直後のボール回転数が９５０ｒｐｍより高くなっていることが必要である。
【０１０６】
　なお、図１２中、直線Ｌは、一流のプレーヤーが実際にボールをキックした後のボール
回転数（ｒｐｍ）と、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数（ｒｐｍ）との関
係を表すグラフである。グラフ上の点（１００，１０４４）は、素材シートＭとして用意
した天然皮革をアッパーの上記無回転シュート領域に有するシューズを用いて一流のプレ
ーヤーが無回転シュートを蹴った際のキック後のボール回転数、および当該天然皮革を用
いた斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数との対応を示している。
【０１０７】
　ここで、直線Ｌの傾きを直線Ｌ’の傾きよりも大きくしたのは、斜め衝突試験によるボ
ール衝突後のボール回転数が同じアッパー材であっても、一般のプレーヤーがボールを蹴
ればキック後のボール回転数は高くなるが、一流のプレーヤーがボールを蹴ればキック後
のボール回転数は低くなる傾向があり、この傾向は、斜め衝突試験によるボール衝突後の
ボール回転数が高いアッパー材ほど顕著になるためである。
【０１０８】
　さらに、図１２から分かるように、一般のプレーヤーが、斜め衝突試験によるボール衝
突後のボール回転数１０４５．５ｒｐｍのアッパー材を有するシューズでボールを蹴った
場合には、キック後のボール回転数は１２８．６ｒｐｍ（＞１１０ｒｐｍ）となって、無
回転シュートにはならないが、一般のプレーヤーが、斜め衝突試験によるボール衝突後の
ボール回転数９５０ｒｐｍのアッパー材を有するシューズでボールを蹴った場合には、キ
ック後のボール回転数は１１０ｒｐｍとなって、無回転シュートになる。
【０１０９】
　次に、各種素材シートＭのアスカーＡスケールでの硬度（Ａ硬度）と、これらの素材シ
ートＭを用いた斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数との関係が上述の表１に
示されている。また、横軸にＡ硬度、縦軸にボール回転数をとり、表１中のデータをプロ
ットするとともに、これらのデータの相関関係を１次関数のグラフにしたものを図１３に
示す。
【０１１０】
　図１３中のグラフの方程式は、横座標をｘ、縦座標をｙとするとき、
　　　ｙ＝５．３５９ｘ＋６９７．２
と表すことができる。ここで、ｙ＝９５０を代入すると、
　　　ｘ＝４７．１７≒４７
を得る。
【０１１１】
　これにより、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数９５０ｒｐｍに対応する
Ａ硬度は、４７度であることが分かった。なお、測定誤差のばらつき等を考慮した結果、
Ａ硬度の上限値として５０度を採用することにした。また、アッパー材としての耐摩耗性
を考慮すると、Ａ硬度の下限値としては３０度が好ましい。したがって、アッパー４の無
回転シュート領域ＮＲに用いるアッパー材の硬度としては、アスカーＡスケールで３０～
５０Ａが好ましいと判断される。
【０１１２】
　また、図１３のグラフより、硬度の低いものほど斜め衝突試験によるボール衝突後のボ
ール回転数が低く、逆に、硬度の高いものほど斜め衝突試験によるボール衝突後のボール
回転数が高くなることが分かる。
【０１１３】
　このような事象が生じるのは、低硬度の方が斜め衝突の際にボールとの接触時間が長く
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なり、その際にボールのスピンを減らす力が長く作用するためであると考えられる。
【０１１４】
　そこで、アッパー４において、キック後のボール回転数が低いことが要求される無回転
シュート領域ＮＲに低硬度の軟質ポリウレタン（好ましくはＰＵ４０Ａ：硬度３８Ａ）を
採用するとともに、キック後に或る程度のボール回転数が要求されるインステップキック
領域ＩＲおよびカーブキック領域ＣＫに相対的に高硬度の硬質ポリウレタン（好ましくは
ＰＵ８０Ａ：硬度８０Ａ）４６を採用したのである。
【０１１５】
　また、無回転シュート領域ＮＲには、貯蔵弾性率の低い材料を配設するとともに、イン
ステップキック領域ＩＫおよびカーブキック領域ＣＫには、相対的に貯蔵弾性率の高い材
料を配設するようにしてもよい。その理由は以下のとおりである。
【０１１６】
　図１４は、材料の違いによる貯蔵弾性率Ｅ’の違いを示しており、同図中、ＰＵ８０Ａ
はＡ硬度（アスカーのＡスケール）８０のポリウレタンを、従来品はＡ硬度６４のポリウ
レタンを、ＰＵ４０ＡはＡ硬度３８のポリウレタンをそれぞれ示している。横軸は材料に
加える振動の周波数（Ｈｚ）を、縦軸は貯蔵弾性率Ｅ’（Ｐａ）を示している。なお、貯
蔵弾性率の測定は、ＪＩＳ Ｋ ７２４４－４　に規定する非共振強制振動法による引張振
動に準拠して行った。
【０１１７】
　図１４から分かるように、硬度が低いほど、貯蔵弾性率も低くなっている。このような
点に鑑みて、低硬度材料を配置すべき足甲上部の内甲側領域である無回転シュート領域Ｎ
Ｒに、貯蔵弾性率の低い材料を配置するとともに、足甲上部の内甲側領域よりも高硬度を
要求される、当該内甲側領域の前側領域に、貯蔵弾性率の高い材料を配置するようにした
のである。
【０１１８】
　ここで、貯蔵弾性率とボール回転数との関係について検証してみる。
　いま、硬度の異なる３種類のポリウレタとして、従来品（硬度６４Ａ）、ＰＵ４０Ａ（
硬度３８Ａ）、ＰＵ８０Ａ（硬度８０Ａ）を用意し、これらを用いて上述の斜め衝突試験
を行って、衝突後のボール回転数を測定するとともに、上述のＪＩＳ Ｋ ７２４４－４ 
に準拠した引張振動試験を行って、周波数３５Ｈｚでの貯蔵弾性率Ｅ’（ｐａ）を測定し
た。これらの測定結果を表２に示したとおりである。ここで、「３５Ｈｚ」は、サッカー
ボールの固有振動数から割り出した周波数である。
【０１１９】
　次に、横軸にＥ’（Ｐａ）をとり、縦軸にボール回転数（ｒｐｍ）をとって、表２中の
各測定値をプロットするとともに、これらの測定値の相関関係を１次関数のグラフにした
ものを図１５に示す。
【０１２０】
　図１５中のグラフの方程式は、横座標をｘ、縦座標をｙとするとき、
　　　ｙ＝２．２１１Ｅ－０５ｘ＋７２７．９
と表すことができる。ここで、ｙ＝９５０を代入すると、
　　　ｘ≒１．０Ｅ＋０７
を得る。
【０１２１】
　このことから、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数９５０ｒｐｍに対応す
る貯蔵弾性率Ｅ’は、１．０Ｅ＋０７（Ｐａ）つまり１．０×１０７（Ｐａ）であること
が分かった。したがって、斜め衝突試験によるボール衝突後のボール回転数９５０ｒｐｍ
以下に対応する貯蔵弾性率Ｅ’は１．０×１０７（Ｐａ）以下である。この基準に適合す
る材料の一つは、図１５よりＰＵ４０Ａである。また、これは、図１４において、周波数
３５Ｈｚにおける貯蔵弾性率Ｅ’が１．０×１０７（Ｐａ）以下つまり１．０Ｅ＋０７（
Ｐａ）以下である材料がＰＵ４０Ａであることとも一致している。
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【０１２２】
　なお、貯蔵弾性率が低いということは、動的に柔らかいことを意味している。したがっ
て、貯蔵弾性率の低い材料を用いて斜め衝突試験を行うと、材料との衝突の際にボールと
の接触時間が長くなり、その結果、ボールの跳ね返りの後半で材料がボールの回転を抑え
ようとする方向にせん断力を作用させるようになると推測される。これとは逆に、貯蔵弾
性率が高い材料においては、材料との斜め衝突の際にボールとの接触時間が短くなり、そ
の結果、ボールの跳ね返りの後半でボールの回転を抑えるせん断力の作用も弱くなって、
衝突後のボール回転数も低くならないと考えられる。
【０１２３】
　このような観点から、本実施例においては、足甲上部の内甲側領域４０の貯蔵弾性率が
、３５Ｈｚの振動を与えたときに１．０×１０７（Ｐａ）以下の値となり、かつ内甲側領
域４０の前方の前側領域４５の貯蔵弾性率が、３５Ｈｚの振動を与えたときに１．０×１
０７（Ｐａ）より大きな値となるようにしたのである。
【０１２４】
　次に、貯蔵弾性率とボール接触時間との関係について検証した。
　上述した３種類のポリウレタン（従来品、ＰＵ４０Ａ、ＰＵ８０Ａ）を用いて斜め衝突
試験を行った際に、ボールが各素材シートと接触する接触時間（つまり接触開始直後から
離れる直前までの時間）を測定した。試験は、各素材シートについて８回ずつ行い、測定
された接触時間の平均値を求めた。測定結果を表３に示す。
【０１２５】
【表３】

【０１２６】
　表３には、従来品の接触時間を１００としたときのＰＵ４０ＡおよびＰＵ８０Ａの相対
的接触時間の値が示されている。さらに、それぞれの素材の貯蔵弾性率Ｅ’についても同
様に記載されている。
【０１２７】
　次に、横軸に接触時間（％）をとり、縦軸にＥ’（Ｐａ）をとって、表３中の各測定値
をプロットするとともに、これらの測定値の相関関係を１次関数のグラフにしたものを図
１６に示す。同図より、貯蔵弾性率が低いほど、ボールの接触時間も短いことが検証され
た。
【０１２８】
　次に、内甲側領域４０の軟質ポリウレタンのパネルトップ面４０Ａの幅（つまり、図４
においてスリット４１と貫通孔４２で挟まれたパネルトップ面４０Ａの長さ）である意匠
幅を２ｍｍ以上に設定したのは、以下の理由による。
【０１２９】
　いま、図１７に示すように、意匠幅ｔ（ｍｍ）の突条部を１．０（ｍｍ）間隔で複数個
配置してなるポリウレタンＰＵ４０Ａ製のパネルＰと直径２２０（ｍｍ）のボールＢのモ
デルを作成し、ボールＢを実際にパネルＰに衝突させる場合と同じ条件でミュレーション
実験を行って、ＦＥＭ解析により衝突後のボール回転数を求めた。
【０１３０】
　このシミュレーション実験においては、意匠幅ｔを１．０（ｍｍ）～５．０（ｍｍ）ま
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で１（ｍｍ）きざみで変化させ、それぞれについて衝突後のボール回転数を算出した。そ
の結果を表４に示す。同表には、意匠幅が１．０（ｍｍ）のときのボール回転数の値を１
００としたときの他の意匠幅におけるボール回転数の相対値が併せて記載されている。
【０１３１】
【表４】

【０１３２】
　横軸に意匠幅ｔ（ｍｍ）をとり、縦軸にボール回転数（％）をとって、表４の結果をグ
ラフ化したものが図１８に示されている。同図から分かるように、意匠幅が１（ｍｍ）の
ものと２（ｍｍ）以上のものとでは、ボール回転数の値が大きく異なっており、意匠幅が
２（ｍｍ）以上になると、ボール回転数が大幅に減少している。このことから、本実施例
の内甲側領域４０の軟質ポリウレタンのパネルトップ面４０Ａの幅を２（ｍｍ）以上とし
たのである。
【０１３３】
　なお、上述のシミュレーション実験においては、使用したパネルＰの総厚みＤは１～２
（ｍｍ）であるが、ベースＰｂの厚みに関しては、これを変えても、図１８に示した各意
匠幅における各ボール回転数の値は増減するものの、各ボール回転数の相関関係（つまり
大小関係）は変わらないことが確認された。
【０１３４】
　このように本実施例によれば、着用者の足甲上部の内甲側領域を被うアッパー材を、当
該アッパー材に対してサッカーボールを斜め方向から衝突させる斜め衝突試験を行った際
に、反射直後のボール回転数が９５０ｒｐｍ以下になるような材料から構成するようにし
たので、キック後のボールのスピン特性をコントロールでき、一般のプレーヤーでも簡単
に無回転シュートを蹴ることができるようになる。
【０１３５】
　また、本実施例によれば、着用者の足甲上部の内甲側領域を被うアッパー材を、３５Ｈ
ｚの振動を与えたときに貯蔵弾性率が１．０×１０７（Ｐａ）以下の値となるような材料
から構成するようにしたので、キック後のボールのスピン特性をコントロールでき、一般
のプレーヤーでも簡単に無回転シュートを蹴ることができるようになる。
【０１３６】
　しかも、本実施例によれば、着用者の足甲上部の内甲側領域を被うアッパー材を、当該
アッパー材に対してサッカーボールを斜め方向から衝突させる斜め衝突試験を行った際に
、反射直後のボール回転数が９５０ｒｐｍより高くなるような材料から構成するようにし
たので、または、着用者の足甲上部の内甲側領域の前側領域を被うアッパー材を、３５Ｈ
ｚの振動を与えたときに貯蔵弾性率が１．０×１０７（Ｐａ）より大きな値となるような
材料から構成するようにしたので、一般のプレーヤーでもカーブキックやインステップキ
ック等のスピンシュートと無回転シュートとを簡単に蹴り分けることができるようになる
。
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【０１３７】
　さらに、本実施例によれば、足甲上部の内甲側領域４０を被うアッパー材としての軟質
ポリウレタン４１の下面４１ａが当該窓孔状刳り貫き部分４ａにおいて表材４Ａの内部に
沈み込んでいることで（図４参照）、当該アッパー材が表材４Ａから外側に過度に突出す
るのを抑制しつつ、当該アッパー材として或る程度の厚みを確保できるとともに、当該ア
ッパー材の剥離を防止できる。また、アッパー材が、足甲上部の内甲側領域４０の周囲の
表材４Ａから突出して設けられていることで、当該アッパー材の表材４Ａからの突出量を
調整することにより、無回転シュート時の足に対する衝撃を緩和できる。
【０１３８】
　同様に、足甲上部の内甲側領域４０の前側領域４５を被うアッパー材としての硬質ポリ
ウレタン４６の下面が表材４Ａの窓孔状刳り貫き部分４ａ’において表材４Ａの内部に沈
み込んでいることで、当該アッパー材が表材４Ａから外側に過度に突出するのを抑制しつ
つ、当該アッパー材として或る程度の厚みを確保できるとともに、当該アッパー材の剥離
を防止できる。また、アッパー材が、その周囲の表材４Ａから突出して設けられているこ
とで、当該アッパー材の表材４Ａからの突出量を調整することにより、カーブキックやイ
ンステップキックの際の足に対する衝撃を緩和できる。
【０１３９】
　次に、図１９ないし図２３は、本発明の他の実施例によるサッカーシューズを示してい
る。なお、これらの図において、前記実施例の図１ないし図４と同一符号は同一または相
当部分を示している。
【０１４０】
　図１９ないし図２１に示すように、このサッカーシューズ１’は、アッパー４の足甲上
部の内甲側に配置された内甲側領域４０’と、その前方に配置された前側領域４５とを有
している。内甲側領域４０’は、前記実施例の内甲側領域４０と同様に、無回転シュート
を蹴るための領域であって、実質的にシューズ前後方向に延びているが、この例では、扇
状の領域である。内甲側領域４０’は、前記実施例の内甲側領域４０と同様に、着用者の
足の舟状骨ＮＢから内側楔状骨ＭＣおよび中間楔状骨ＩＣにかけての領域に延在している
（図５、図６の骨格図参照）。
【０１４１】
　内甲側領域４０’は、上述した斜め衝突試験を行った際に、反射直後のボール回転数が
９５０（ｒｐｍ）以下になるような材料から構成されている。あるいは、内甲側領域４０
’は、３５Ｈｚの振動を与えたときに貯蔵弾性率が１．０×１０７（Ｐａ）以下の値にな
るような材料から構成されている。このような材料としては、アスカーのＡスケールで硬
度５０度以下、好ましくは３０～５０度の例えば軟質ポリウレタンが用いられている。
【０１４２】
　内甲側領域４０’の軟質ポリウレタンは、パネルパーツ拡大図である図２２およびその
XXIII-XXIII線断面である図２３に示すように、アッパー表材４Ａを窓孔状に刳り貫いて
形成された刳り貫き部分４ａ内において、アッパー裏材４Ｂの上に配置された内装材４Ｃ
の上に設けられている。内甲側領域４０’の軟質ポリウレタンは、内甲側領域４０’の扇
形状に沿って内部に断続的に延びる長孔状の複数の貫通孔４２’と、内甲側領域４０’の
中央から十字方向に延びる溝部４１’とを有している。
【０１４３】
　内甲側領域４０’の軟質ポリウレタンの上面（パネルトップ面）４０Ａ’は、その周囲
の表材４Ａから上方に突出して設けられている。別の言い方をすれば、内甲側領域４０’
の軟質ポリウレタンのパネルトップ面４０Ａは、実質的にシューズ前後方向に延びかつ周
囲のアッパー領域から上方に突出する複数本の突条部を有している。
【０１４４】
　内甲側領域４０’の軟質ポリウレタンのパネルトップ面４０Ａ’の幅（つまり、図２３
において隣り合う各貫通孔４２’で挟まれた、または貫通孔４２’と溝部４１’との間で
挟まれたパネルトップ面４０Ａ’の長さ）である意匠幅は、前記実施例と同様に、好まし
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くは２ｍｍ以上に設定されている。また、軟質ポリウレタンに複数の溝部４１’や貫通孔
４２’を形成することにより、内甲側領域４０’を軽量化できるばかりでなく、内甲側領
域４０’を着用者の足甲上部の形状に容易に沿わせることができるようになる。
【０１４５】
　一方、足甲上部の内甲側領域４０’の前方の前側領域４５は、カーブキックやインステ
ップキック等のスピンキックを蹴るための領域であって、前記実施例と同様に、着用者の
足の第１趾中足骨ＭＥ１から第１趾基節骨ＰＰ１にかけての領域である。
【０１４６】
　前側領域４５は、上述した斜め衝突試験を行った際に、反射直後のボール回転数が９５
０（ｒｐｍ）より高くなるような材料から構成されている。あるいは、前側領域４５は、
３５Ｈｚの振動を与えたときに貯蔵弾性率が１．０×１０７（Ｐａ）より大きな値になる
ような材料から構成されている。このような材料としては、アスカーのＡスケールで硬度
５０度よりも大きな例えば硬質ポリウレタンが用いられている。
【０１４７】
　前側領域４５は、図１９ないし図２１に示すように、アイランド状に配置された複数個
の硬質ポリウレタン４６から構成されている。各硬質ポリウレタン４６は、アッパーの表
材を刳り貫いた複数の窓孔状刳り貫き部分４ａ’に設けられており、各硬質ポリウレタン
４６の上面は、その周囲の表材から突出している。
【０１４８】
　この場合においても、前記実施例と同様に、キック後のボールのスピン特性をコントロ
ールでき、一般のプレーヤーでも簡単に無回転シュートを蹴ることができるようになるば
かりでなく、一般のプレーヤーでもカーブキックやインステップキック等のスピンシュー
トと無回転シュートとを簡単に蹴り分けることができるようになる。
【産業上の利用可能性】
【０１４９】
　以上のように、本発明は、フットボールシューズに有用であり、とくサッカーシューズ
のアッパー構造に適している。
【符号の説明】
【０１５０】
　１：　サッカーシューズ
 
　４：　アッパー
　４Ａ：　表材
　４Ｂ：　裏材
　４ａ、４ａ’：　窓孔状刳り貫き部分
　４０、４０’：　内甲側領域
　４０Ａ、４０Ａ’：　パネルトップ面
　４５：　前側領域
　４６：　硬質ポリウレタン（アッパー材）
 
　ＭＣ：　内側楔状骨
　ＩＣ：　中間楔状骨
　ＰＰ１：　第１趾基節骨
　ＭＥ１：　第１趾中足骨
　ＮＢ：　舟状骨
【先行技術文献】
【特許文献】
【０１５１】
【特許文献１】特開平８－３３２１０１号公報（図１、図４、図７等参照）
【特許文献２】特開平９－２８４１２号公報（図１、図４～図６参照）。
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【特許文献３】特表２００４－５２０１１３号公報（図２、図７参照）。
【特許文献４】特表平１０－５０１７２５号公報（図１、図２参照）。
【特許文献５】特表２００７－５０９６５５号公報（明細書の段落［０００１］、［００
１０］参照）
【特許文献６】特表２００１－５２３４９９号公報（図１、図３、図４～図１０参照）。

【図１】 【図２】



(24) JP 4886922 B2 2012.2.29

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(25) JP 4886922 B2 2012.2.29

【図１０】 【図１０Ａ】

【図１１】 【図１２】



(26) JP 4886922 B2 2012.2.29

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】 【図１７】

【図１８】



(27) JP 4886922 B2 2012.2.29

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】

【図２３】



(28) JP 4886922 B2 2012.2.29

【図７】



(29) JP 4886922 B2 2012.2.29

【図８】



(30) JP 4886922 B2 2012.2.29

【図９】



(31) JP 4886922 B2 2012.2.29

10

フロントページの続き

(72)発明者  桑原　拓郎
            大阪府大阪市住之江区南港北１丁目１２番３５号　美津濃株式会社内

    審査官  高島　壮基

(56)参考文献  特表平１０－５０１７２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０５－０９１９０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－０６８８１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              登録実用新案第３００８１４７（ＪＰ，Ｕ）　　　
              実開昭５９－０８６１０３（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００５－０６０５５２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４３Ｂ　　　１／００－２３／３０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

