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(57)【要約】
【課題】頑丈で耐久性のある、ピボット回転するソール
を有する靴を提供すること。
【解決手段】ソール（５）上に配置された前部（３）及
び後部（４）を含む靴（１）であり、ソールは、靴の開
閉のために前部と後部とをピボット回転可能に接続する
ヒンジ（８）と、靴を閉位置においてロックするための
ロック機構とを組み込む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソール（５）上に配置された前部（３）と後部（４）とを含む靴（１）であって、前記
ソールは、前記靴の開閉のために前記前部（３）と前記後部（４）とをピボット回転可能
に接続するヒンジ（８）と、前記靴を閉位置においてロックするためのロック機構とを組
み込み、
前記ヒンジの前部（８ａ）と前記ヒンジの後部（８ｂ）とには、互いに向かう本質的に２
つの可能な相対位置、すなわち、前記靴がロック解除される第１の位置と、前記靴がロッ
クされる第２の位置とを有する、それぞれ第１及び第２のロック手段が設けられることを
特徴とする靴。
【請求項２】
　前記第１及び前記第２のロック手段は、カム（１３、１６）を含み、前記第１のロック
手段の前記カム（１３）及び前記第２のロック手段の前記カム（１６）は、閉位置におい
て互いに当たって静止することを特徴とする、請求項１に記載の靴（１）。
【請求項３】
　少なくとも１つのカム（１３、１６）に、軸受手段が設けられることを特徴とする、請
求項２に記載の靴（１）。
【請求項４】
　前記軸受手段は、ホイール（２３）を含むことを特徴とする、請求項３に記載の靴（１
）。
【請求項５】
　前記カム（１３、１６）に、丸められた縁部が設けられることを特徴とする、請求項２
に記載の靴（１）。
【請求項６】
　前記ヒンジ（８）に、前記靴を開位置に付勢するねじりばね（１７）が設けられること
を特徴とする、請求項１に記載の靴（１）。
【請求項７】
　前記ヒンジの前記後部（８ｂ）の後方に、ブリッジ（２１）が設けられることを特徴と
する、請求項６に記載の靴（１）。
【請求項８】
　前記第１又は前記第２のロック手段は、前記ヒンジ（８）に接続される摺動体（１４）
上に設けられることを特徴とする、請求項１に記載の靴（１）。
【請求項９】
　ばね（１８）が前記摺動体（１４）と前記ヒンジ（８）との間に設けられ、前記摺動体
（１４）を、前記靴をロックするための位置に付勢することを特徴とする、請求項８に記
載の靴（１）。
【請求項１０】
　前記靴の前記ロック位置から前記摺動体を解放するために、前記摺動体（１４）に、前
記ヒンジの外側にハンドル（１９）が設けられることを特徴とする、請求項８に記載の靴
（１）。
【請求項１１】
　前記ヒンジ（８）に、補強リッジ（２４）が設けられることを特徴とする、請求項１に
記載の靴（１）。
【請求項１２】
　前記ヒンジの前記後部（８ｂ）に、剛性が低い領域（２５）がかかとの位置に設けられ
ることを特徴とする、請求項１に記載の靴（１）。
【請求項１３】
　前記ヒンジの前記前部（８ａ）は、前記ヒンジの前記軸（８ｃ）に対して斜めの前縁（
２６）を有することを特徴とする、請求項１に記載の靴（１）。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ソール上に配置された前部及び後部を含む靴に関し、ソールは、靴を開閉さ
せるための、前部と後部とをピボット回転可能に接続するヒンジを組み込む。靴は、閉位
置において靴をロックするためのロック機構も含む。
【背景技術】
【０００２】
　靴の前部を後部に対して回転させることによって開閉できる靴は、靴の脱ぎ履きを容易
にする。これは、どのような場合においても有益であるが、特に、何らかの理由で靴の脱
ぎ履きが困難である人々にとって有益である。
【０００３】
　特許文献１は、かかる靴を開示する。ロック機構は、ヒンジの軸に一体化される。この
靴の欠点は、ロック機構が、それにかかる力に対して比較的小さく、時間とともに相当な
摩耗を生じ、やがて故障してしまうことである。機能的な理由により、ロック機構の公差
は小さい必要があるが、これは、ロック機構の信頼性を下げ、円滑なロックを阻害する。
【０００４】
　特許文献２も、かかる靴を開示する。ロック機構は、ソールの前部におけるキャビティ
内のばねによって付勢された、ソールの後部内の摺動部から成る。ヒンジは、２つの小さ
いピンから成り、２つのピンを合わせても、及ぼされる全ての力を吸収するのに十分では
ない場合がある。そのため、ピンは、変形しやすい。スリーブも、靴にかかる力の一部を
吸収し、キャビティと同様に変形する場合がある。かかる変形は、正しいロック及びロッ
ク解除の妨げになり得る。さらに、このことは、時間とともに、摩耗、及び、摺動部とキ
ャビティとの間の公差の拡大をもたらすので、快適さの理由によって許容できない。ソー
ル後部の摺動部用の案内路の存在は、ソールの剛性を下げる。また、靴は、開位置におい
て不安定であり、地面に単に置いただけで重力によって、ひとりでに閉じ、かつロック位
置に入ってしまうことがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】欧州特許第２１７３２０８号明細書
【特許文献２】オランダ特許第１０２０２０８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上述のような従来技術の１つ又はそれ以上の問題を解決することを意図し、
特に、本発明の目的は、頑丈で耐久性のある、ピボット回転するソールを有する靴を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明による靴は、添付の特許請求の範囲の１つ又は幾つかにより特徴づけられる。
【０００８】
　第１の態様において、ヒンジの前部及び後部には、互いに本質的に２つの可能な相対位
置、すなわち、靴がロック解除される第１の位置と靴がロックされる第２の位置とを有す
る、それぞれ第１及び第２のロック手段が設けられる。これにより、ヒンジの軸とロック
機構とは別個であり、丈夫で耐久性のある靴が得られる。ロック力は、第１及び第２のロ
ック手段によって吸収され、ヒンジに直接伝達される。ヒンジの軸は、そのピボット回転
機能に対して最適に設計することができ、具体的には、靴の幅全体にわたって配置するこ
とができる。
【０００９】
　第１及び第２のロック手段は、カムを含むことができ、第１のロック手段のカム及び第
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２のロック手段のカムは、靴の閉位置において、互いに当たって静止する。このカムは、
典型的には、それに及ぼされる大きい力を吸収するために、十分大きい接触面積を有する
。カムの相対運動を強化するために、軸受手段、具体的にはホイールを設けることができ
る。カムの摩耗を防ぐために、カムは、丸くした縁部を有することができる。
【００１０】
　本発明の別の態様によると、ヒンジに、靴を開位置に付勢するねじりばねが設けられる
。これにより、靴は、開位置において安定し、ひとりでに閉じ、かつロック位置に入るこ
となく、地面上に単に置くことができる。さらに、ねじりばねは、第１及び第２のロック
手段を、具体的にはカムを、ロック位置において互いに付勢し、カム間にあり得る公差を
補償し、靴のロック及び快適性を強化する。ヒンジの後部の後方に、ブリッジを設けて、
靴を履くと、ねじりばねの力に対して、てこの作用を生成し、靴を閉じるのを容易にする
ことができる。
【００１１】
　第１又は第２のロック手段は、本発明によると、ヒンジに摺動可能に接続される摺動体
上に設けることができる。摺動体は、靴をロック及びロック解除する簡単かつ円滑な方法
を提供する。摺動体とヒンジとの間に、ばねを設けて、摺動体を、靴をロックするための
位置に押し付けることができる。従って、靴は、常に、閉位置に安全にロックされる。ロ
ックは、靴が閉じると自動的に行われる。摺動体を操作する必要があるのは、靴をロック
解除して開くためのみである。このため、摺動体に、手動で又は足でロック解除するため
のハンドルを設けることができる。
【００１２】
　本発明による靴のヒンジ、特にヒンジの後部は、十分な剛性を必要とし、従って、本発
明の教示によると、ヒンジに、補強リッジを設けることができる。快適性を強化するため
に、ヒール領域は、剛性を低く設計することができる。また、快適性の理由により、足の
つま先が持ち上がることに関連して、ヒンジは、ヒンジに対して斜めの前縁を有すること
が好ましい。
【００１３】
　本発明の種々の態様が、例示のみの方法により、添付の図面を参照して、より詳細に説
明され、明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明による、開位置にある靴を示す。
【図２】本発明による、閉位置にある靴を示す。
【図３】本発明による、靴のヒンジの底面図を示す。
【図４】カム及びねじりばねを有するヒンジの概略図を示す。
【図５】ヒンジの摺動体の実施形態を示す。
【図６】軸受手段が設けられたヒンジの摺動体の別の実施形態を示す。
【図７】本発明による、補強リッジが設けられたヒンジの底面図を示す。
【図８】本発明による、斜めの前縁が設けられたヒンジの底面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１を参照すると、本発明による、開位置にある靴１が、開いた靴を履こうとしている
人の足２と共に示される。靴は、前部３及び後部４を含み、ソール５が設けられる。前部
は、補強手段９に接続された上部６から成る。後部は、補強手段１０に接続された上部７
から成る。ヒンジ８が、ソール５に組み込まれる。ヒンジは、前部８ａ、後部８ｂ、軸８
ｃ及びハンドル１９から成る。図２に示されるように、靴が閉じられ、縁部１１及び１２
が互いに当たって静止するように、靴の後部４は、ヒンジ８の軸８ｃのまわりに、靴の前
部３に向かって回転させることができる。靴１は、閉位置にロックされる。
【００１６】
　図３のヒンジ８の底面図は、ヒンジの後部８ｂに、カム１３の構成の第２のロック手段
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が設けられることを示す。カム１３は、閉位置において、ヒンジの前部８ａ上の摺動体１
４のカム１６の構成の第１のロック手段に当たって静止する。摺動体１４は、ヒンジの前
部８ａに摺動可能に接続される。摺動体１４とヒンジの前部８ａとの間に、ばね１８が配
置され、カム１５及び１６が互いに当たって静止し、その結果靴がロックされる位置に、
摺動部を付勢する。摺動体１４に、ハンドル１９が設けられる。ハンドル１９をヒンジ８
の方向に押すことによって、摺動体は、ばね１８の力に対抗して、第１の、つまりロック
位置から第２の、つまり自由位置まで移動する。カム１６は、カム１３に対して、カム１
６とカム１３との間に接触がなく、その結果ヒンジ８がロック解除される第２の位置まで
移動する。ヒンジの前部８ａ及び後部８ｂは、靴を開くために、軸８ｃのまわりに回転さ
せることができる。軸８ｃの周囲に、ねじりばね１７が設けられ、後部８ｂ及び前部８ａ
を軸８ｃのまわりに回転させ靴の開位置に付勢する。また、開位置において、ねじりばね
１７は、靴が重力によってひとりでにロックするのを防ぎ、従って、靴を開位置で保管す
ることができる。
【００１７】
　靴１を履こうとすると、ヒンジの後部８ｂは、ねじりばね１７の力に対抗して下方に付
勢され、ヒンジの前部８ａ及び後部８ｂは、ヒンジ８が平坦位置に至るまで、軸８ｃのま
わりに互いに対して回転する。その位置において、カム１３は、摺動体１４のカム１６を
横方向にブロックしなくなる。次に、ばね１８は、摺動部１４を、カム１３及びカム１６
が再び接触する第１の位置に戻そうと付勢する。従って、この構成は、靴の開閉を容易に
し、これは、実際、靴の脱ぎ履きの他には、靴を脱ぐときに手動でロックを解除するとい
う、一つの操作を必要とするだけである。靴を履くことは、ヒンジの後部８ｂの後方にブ
リッジ２１を設けることによって、さらに容易にすることができる。ブリッジ２１は、ね
じりばね１７の力に対して、梃子の作用を提供する。
【００１８】
　図４は、靴の閉位置におけるねじりばね１７の更なる効果をさらに詳細に示す。ねじり
ばね１７は、軸８ｃの周囲に配置され、ねじりばね１７の脚部は、ヒンジの前部８ａ及び
後部８ｂの上面に配置される。ヒンジの後部８ｂ上に、カム１３が設けられる。ヒンジの
前部８ａに、カム１６を有する摺動体１４が設けられる。カム１３及びカム１６は、互い
に当たって静止し、ねじりばね１７は、それらを一緒に押し付けて、カム１３とカム１６
の間にあり得る公差を補償する。このようにして、両方のカム１３及び１６は、堅固に接
触して最適なロックをもたらす。カムの変形は、カムの材料及び寸法の適切な設計選択に
よって防ぐことができる。カム１３及び１６の縁部は、それらの間の相対運動を容易にす
るために、丸くされることが好ましい。
【００１９】
　図５は、摺動体１４の実施形態をさらに詳細に示す。摺動体１４は、ヒンジの前部８ａ
の両方の側縁部２０及び２１内の案内路に配置される。摺動体１４と側縁部２０との間に
、ばね１８が位置決めされる。ばね１８自体は、より小さい伸長部２７とより長い伸長部
２８との間の摺動部１４のキャビティ２９に固定される。
【００２０】
　図６は、摺動体１４の別の実施形態を示す。この実施形態において、摺動体１４は、摺
動体１４の一方の側縁部２０にのみ配置される。摺動体１４は、矢筈２２によって、ヒン
ジの前部８ａにさらに案内され接続される。この実施形態は、ヒンジの一方の側縁部にの
み案内路を必要とするので、靴の設計の自由度が増し、靴の見た目を最適化することがで
きる。カム１３及び１６の相対運動を容易にするために、カムに軸受手段を設けることが
でき、図６の実施形態においては、軸受手段は、ホイール２３から成る。
【００２１】
　本発明によるヒンジは、カムによって及ぼされる大きな力を吸収する必要がある。十分
な剛性を得るために、図７のヒンジ８に、補強リッジが、具体的に長手方向に設けられる
。快適性の理由のため、ヒンジ８は、ヒール領域において剛性を下げることが望ましい場
合があり、このため、剛性が低い領域２５により十分な減衰を提供することができる。
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　足のつま先が持ち上がるためには、靴の前部における最適な柔軟性も必要である。足の
つま先の持ち上がりは、斜めの線に沿って行われる。快適性の理由のため、図８のヒンジ
８に、ヒンジ軸８ｃと比較して斜めの前縁も設けられる。このようにして、快適性を損な
うことなく、十分な剛性が得られる。
【００２３】
　当業者には、上述の実施形態は、本発明による靴を具体化することができる多数の考え
られる変形のうちのごく少数を表すにすぎないことが明らかである。従って、本明細書に
記載された実施形態は、本発明の範囲を限定せず、添付の特許請求の範囲に対する解明と
して理解されたい。保護可能な範囲内で、多くの変形が考えられ、例えば、摺動部が横方
向の代わりに靴の長手方向に移動することができる実施形態を含むことができる。その場
合、摺動部は、靴のかかと又は先端部に配置することができる。
【符号の説明】
【００２４】
１：靴
２：足
３：靴の前部
４：靴の後部
５：ソール
６：前部の上部
７：後部の上部
８：ヒンジ
８ａ：ヒンジの前部
８ｂ：ヒンジの後部
８ｃ：ヒンジの軸
９、１０：補強手段
１１、１２：縁部
１３、１５、１６：カム
１４：摺動体（摺動部）
１７：ねじりばね
１８：ばね
１９：ハンドル
２０、２１：側縁部
２１：ブリッジ
２２：矢筈
２３：ホイール
２４：補強リッジ
２５：剛性の低い領域
２６：前縁
２７、２８：伸長部
２９：キャビティ
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【国際調査報告】



(10) JP 2014-516755 A 2014.7.17

10

20

30

40



(11) JP 2014-516755 A 2014.7.17

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,
UZ,VC,VN

(74)代理人  100109335
            弁理士　上杉　浩
(72)発明者  フリンターマン　アルバート　アドリアーン
            オランダ　エヌエル－３０６７　カーエル　ロッテルダム　リーヴェン　デ　カイストラート　６
            ２
(72)発明者  ファン　フローエン　ヘンドリック　ディーデリック　ウィレム
            オランダ　エヌエル－２０８３　ベーエヌ　ハウダ　エーリカラーン　１１
Ｆターム(参考) 4F050 AA28  BA03  GA30  JA30  LA01  MA90 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

