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(57)【要約】
　靴の任意のセグメントあるいはその他の衣料、若しく
は財布あるいはバックパックにさえ取り付け得る履物用
の変わりストライプが提供される。変わりストライプに
は、ベース部によって、あるいは靴の内部に設けた長孔
に通して保持され、各変わりストライプに連結したプル
タブを一方向あるいは多方向に移動させると変わりスト
ライプの異なる表面特徴が提示され得、それにより提示
される変わりストライプの色合いあるいは意匠が変化す
る。変わりストライプは、靴構成部品の構造内に直接且
つ一体的に付与され得、あるいは、独立したベース構造
部により保持され得、靴に縫着あるいは接着され得る。
各変わりストライプは、別の色合いを展示させるために
その一部分を裏返し得るようにするピボット廻動自在の
セグ面をと有し得る。変わりストライプは、靴の表面に
付与され得、サンダルのつま革部分を覆って付与され得
、ビーチシューズのつま革部分あるいはその他の衣料あ
るいは物品に所望に応じて付与され得る。変わりストラ
イプは、Ｄ形リング、バックル、あるいは留め金を使用
して靴の表面に保持させることもできる。変わりストラ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　靴の外観を変化させるための少なくとも一つの変わりストライプを組み込んだ履物であ
って、前記変わりストライプが靴の表面を貫いて付与した連続的なバンドを含み、靴の表
面が、前記バンドをそこに貫かせ得る少なくとも一対の長孔を有し、前記バンドを移動さ
せると変わりストライプの異なる部分が靴の表面上に目視可能に露呈される履物。
【請求項２】
　バンドが、靴の表面上に変わりストライプの色々の表面を露呈させるためのバンドの移
動を容易化する、バンドに締着したタブを含む請求項１の履物。
【請求項３】
　少なくとも一つの変わりストライプを靴の腰革部分に付与した請求項２の履物。
【請求項４】
　少なくとも一つの変わりストライプを靴の踵革部分に付与した請求項２の履物。
【請求項５】
　少なくとも一つの変わりストライプを靴のつま革部分に付与した請求項２の履物。
【請求項６】
　少なくとも一つの変わりストライプを靴の靴底部分に付与した請求項２の履物。
【請求項７】
　少なくとも一つの変わりストライプを靴のヒール部分の表面に付与した請求項２の履物
。
【請求項８】
　靴の表面を貫いて伸延する長孔を設け、少なくとも一つの連続的なバンドを靴の内外の
各表面と接触する状態で配置した請求項２の履物。
【請求項９】
　靴の表面を部分的に貫いて伸延する長孔を設け、少なくとも一つの連続的なバンドを、
前記長孔を貫いて且つ靴の表面の内部に部分的に伸延させた請求項２の履物。
【請求項１０】
　靴の外観を変化させるための少なくとも一つの変わりストライプを組み込んだ履物であ
って、
　変わりストライプが、靴の表面を通して目視可能な連続的なバンドを含み、前記靴の表
面が少なくとも一つの長孔と、ベース部とを有し、該ベース部が、靴の内外の各表面の一
方に設けられ且つ変わりストライプを有し得、ベース部及び変わりストライプが、使用中
の履物の外観を変化させるために靴の表面の内外の各表面の何れかにユニットとして付与
され得る履物。
【請求項１１】
　ベース部が少なくとも２つの連続的なバンドを収受し得る請求項１０の履物。
【請求項１２】
　靴の表面上に、使用中の靴の外観を変化させるために移動可能な複数の変わりストライ
プが設けられる請求項２の履物。
【請求項１３】
　複数の変わりストライプが靴の表面上で水平に配置される請求項１２の履物。
【請求項１４】
　複数の変わりストライプが靴の表面上で半径方向に配置される請求項１２の履物。
【請求項１５】
　履物がサンダルであり、該サンダルが、つま革ストラップを有し、少なくとも１つの連
続的なバンドが、使用中の靴の外観を変化させるための変わりストライプの移動に対応す
るべくつま革ストラップ上に設けられ且つ一対の長孔を貫いて伸延される請求項２の履物
。
【請求項１６】
　靴の表面に一対のＤ型リングを設け、連続するバンドを該一対のＤ型リングの周囲に伸
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延させ、前記バンドを移動させることで使用中の靴の外観が変化される請求項１の履物。
【請求項１７】
　移動することによって靴の外観を変化させる少なくとも一つの変わりストライプを組み
込んだ履物であって、少なくとも一つの変わりストライプを取り付けた状態で靴の表面に
ユニットとして固着した周囲フレームを有し、該周囲フレームにおける少なくとも一つの
変わりストライプが、使用中の靴の外観を変化させるために回転可能とされる履物。
【請求項１８】
　各連続的なバンドが、各紐通しステー部の紐通し孔を伸延する各変わりストライプを形
成し、変わりストライプが、移動することにより異なる表面を露呈し、かくして使用中の
靴の外観が変化される請求項１の履物。
【請求項１９】
　変わりストライプが幅広のバンドとして形成され、裏返されることにより使用中の靴の
外観に変化を与える請求項１の履物。
【請求項２０】
　一つ以上の変わりストライプの取付けに対応するための補強材を腰革部分に組み込んだ
請求項３の履物。
【請求項２１】
　移動することにより使用中の靴の外観を変化させるための変わりストライプを組み込ん
だ履物であって、各側面位置に腰革部分と、踵革部分と、つま革部分とを有し、前記腰革
部分と、踵革部分と、つま革部分とが全て靴底に固定され、一連の変わりストライプが前
記腰革部分に付与され、前記腰革部分が、その下方セグメントに位置付けた長孔を有し、
該長孔が、該長孔に通した連続的な変わりストライプを収受し、腰革部分の上縁部が紐通
し孔ステー部を有し、該紐通し孔ステー部が一連の溝を有し、各溝内には連続的な変わり
ストライプが配置され、変わりストライプを裏返すと使用中の靴の外観を変化させるため
の変わりストライプの追加的な表面が見えるようにした履物。
【請求項２２】
　変わりストライプを靴のベロ部に設けた請求項１の履物。
【請求項２３】
　各々がフラップを含む少なくとも一つの変わりストライプと、靴の表面に間隔を置いて
固着した上端及び下端を有する少なくとも一つのスピンドルとを含む履物であって、変わ
りストライプのフラップが、該フラップの中心に沿って長手方向に設けた中心チャンネル
にして、前記スピンドルを該中心チャンネルに通した状態で受ける中心チャンネルを有し
、かくして、使用中の靴の外観が変化されるように変わりストライプを靴上において裏返
せるようにした履物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は履物に関し、詳しくは、靴の構造中に一体化され、また、移動させることで、
履物の審美性に関する、配色の変化あるいは意匠の変更、あるいは様々な言葉を提供し得
る様々の移動自在の変わりストライプを提供することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　履物には長年に渡り、色々な装飾機能構造部分が加えられてきている。詳しくは、初期
のスタイルの履物に関して言えば、様々の形式のひだを靴に設け、それらのひだを変化さ
せることで靴の実際の色合いまたは意匠を変更していた。そして、運動靴、ウォーキング
シューズ、あるいはジョギングタイプのシューズが出現したことに伴い、そうした履物の
大半は靴底以外が布地様の材料製のものであることが多く、また布地は様々の色合い及び
異なる意匠を有し易かったことから、そうした靴の選択した布地部分には靴の価値や魅力
を高める配色が追加された。例えば、靴の後方部分にある色を配し、腰革部分には別の色
を配することで履物に異なる色合いが加味された。こうしたスタイルで製造された靴は過
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去３０年に渡り夥しい数が販売されており、当今、少なくとも米国で販売される履物はそ
の大半がこのタイプのものであると思われる。
【０００３】
　靴の色合いを変化させる最新の方法に関する既存の履物意匠が従来技術に記載されてい
る。
　例えば、米国特許番号第３，３２５，９１８号には、シューヒール及びオーバーシュー
アセンブリが記載される。この場合、可撓性のプラスチックシートとインサートとが靴の
ヒールプロパー（ｈｅｅｌ　ｐｒｏｐｅｒ）内のスピンドルにコイル巻され、シャフト手
段によって然るべく折り返され、かくして、靴の、特にヒールセグメントの配色が変更さ
れる。
　米国特許第４，５１６，３３７号には、靴の構造内に写真その他を展示させるための手
段が示される。この例では、靴の腰革部分に沿ってスリーブが形成され、写真その他の表
示物が、明らかに透明なまたはセロファン製のオーバーレイの裏側に差し込まれることで
、使用中の靴に様々な展示が提供される。
　米国特許第４，８０５，３２１号には、靴構造の上部に展示する配色及び意匠を変化さ
せるためにその上部と底部とを入れ替え可能な逆転自在の靴ベロ部が示される。
　米国特許第５，４５９，９４７号には、靴ひも固定具を覆う両面使用可能なベロ部が記
載される。このベロ部は、オーバーレイと同様、靴ひもと共にベルクロ（商標名）によっ
て然るべく保持されることで、使用中の靴の靴ひも上に補助的な展示を提供する。
　米国特許第６，２１２，７９７号には取り外し式のスパッツを備えた履物が示される。
スパッツは、それを組み込む履物のカラーコーディネーションを提供するべく、色や意匠
を変えることができる。
　履物の外観を変えるためのこのタイプの従来例には、米国特許第６，１１５，９４８号
に記載されるものがある。この例では、布製物品や履物のための装飾アタッチメントは単
なるパウチまたはスリーブであり、パッチまたはエンブレムをその中に差し込むことで、
靴の、アタッチメント位置部分の装飾を変化させる。
　米国特許出願公開第２００２/００４６４７６号には、靴用の色変更自在のインサート
が示される。このインサートはベロ部の上側、または靴あるいはサンダルの上側に沿った
部分が色々に変化され、またそうした変化は、様々のロゴ、色その他を提示する交換自在
のインサートを介して可能であることが明らかである。
【０００４】
【特許文献１】米国特許第３３２５９１８号明細書
【特許文献２】米国特許第４５１６３３７号明細書
【特許文献３】米国特許第４８０５３２１号明細書
【特許文献４】米国特許第５４５９９４７号明細書
【特許文献５】米国特許第６２１２７９７号明細書
【特許文献６】米国特許第６１１５９４８号明細書
【特許文献７】米国特許出願公開第２００２/００４６４７６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　靴の、腰革、踵革、つま革、の何れであるかを問わず、その表面上の種々の位置に設け
られ、然るべく移動させることにより靴の色または意匠を変化させる様々な変化自在の変
わりストライプを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ランニングシューズ、ウォーキングシューズのような様々の履物セグメント
、あるいは一般的な履物でさえ、またはサンダル、あるいは、例えば運動靴、ブーツ、ス
ケート靴及びその他の如き関連する靴、を改造して、靴構造に一体化するか、あるいは単
にその表面に取り付けるかして変わりストライプを変化させるための機構部分を設け、そ
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うした履物に関連して提供される色合いまたは意匠を変化させることを意図している。例
えば、そうした変わりストライプは靴の腰革、踵革、つま革、あるいはベロ部分でさえ、
またはその他のどこかの部分に設け得、一組以上の変わりストライプを、そうした部分の
少なくとも一カ所に位置付け得、変わりストライプを移動操作することで、靴の色合いを
劇的に変化させることが可能である。変わりストライプは、一般に、布地、織り地、ビニ
ール、その他のポリマー、ナイロン、皮革であり得る、通常は連続構造を有する直線的な
長い材料を含み、所望に応じて、一方向あるいは他方に折り返すことで異なる色特徴ある
いは審美的特徴を表示させることができる。各変わりストライプにはタブを作動上関連さ
せ得、このタブが、変わりストライプを何れかの方向に移動させるべく操作するための変
わりストライプの把持を容易化する。一実施例では、変わりストライプは色の異なる多数
のセグメントから作製され、着用者のスクールカラーを含ませた場合は学校の２つの色が
提供されるように操作し、あるいは単色のみが、あるいはその他の色のみが表示されるよ
うに更に移動させたりすることができる。所望であれば、その他のストライプ操作により
、スクールマスコットあるいはその他意匠、あるいは学校のニックネームまたは学校自体
の名称を表示させることもできる。以上の変わりストライプ操作は全て、本発明の実施例
における靴を審美的に変化させるための変わりストライプの印付けや操作の仕方を例示し
するものである。または、変わりストライプを靴の外側にぶら下げ、Ｄ形リングのような
一対の離間するリング手段によって然るべく保持させ、その状態で変わりストライプを移
動させることにより様々の色が表示されるようにすることもできる。
【０００７】
　更には、変わりストライプを、サンダル、木靴、及びその他の関連するビーチ用履物、
のストラップを横断して配置してこれを移動させることにより、付与されたそれらのスト
ラップの色を変化あるいは変更させることができる。
　変わりストライプは、各端部がバックル手段で保持され、表側と裏側とで色の異なるベ
ルト状構造のものも含まれ得、この変わりストライプを移動させる、あるいはピボット廻
動させる、あるいは捻る、または裏返すことで靴の配色を変化させ得る。他の実施例では
、変わりストライプは様々のセグメント位置で単にピボット廻動されることで履物の配色
を変化させ得る。
【０００８】
　更に、靴の腰革部分には、ポリマーあるいはその他の材料製で且つ移動自在のセグメン
トを含み得る一連の変わりストライプが含まれ得る。これらのセグメントはそこを通して
変わりストライプを見せるための窓になるが、靴に関して上方あるいは可能に移動させる
ことで靴の色や外観に変化を与えることができる。上述した各例は、個別化した変わりス
トライプ、セグメント状変わりストライプ、移動自在のセグメントの何れであれ、本発明
の全ての変わりストライプが靴構造に具体化あるいは一体化され得、靴の配色あるいは意
匠上の変化を展示するというコンセプトを示すものである。
【０００９】
　本発明によれば、履物の構造中に一体化した変わりストライプを移動させることにより
、履物の配色や意匠を変化させるための手段が提供される。
　また、本発明によれば、履物の表面を審美的に変化させるための、移動、回転、ピボッ
ト廻動あるいはその他動作が可能な変わりストライプの使用法が提供される。
　本発明によれば、ランニングシューズ、ジョギングシューズ、ウォーキングシューズ、
ドレスシューズ、サンダル、スリッパ、木靴、ビーチ靴その他の配色を変化させ、これら
の履物の審美上の配色や意匠を変化させるための手段が提供される。
　本発明によれば、本発明のための様々の組み立て構造状態において、運動靴、あるいは
恐らくはつま革、腰革、踵革、の様々な位置に単独で設け得、あるいはハイトップ型のバ
スケットシューズの上方腰革部分の高さまでさえ、一つあるいは角度の異なる一連のもの
を位置付け得る、履物用の単数あるいは複数の変わりストライプが提供される。
　本発明によれば、作業靴あるいはブーツに設け得る、履物用の変わりストライプが提供
される。
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　本発明によれば、把持可能であり且つ履物に具体化された変わりストライプあるいは移
動セグメントを物理的に動作させ得る一体化したタブを提供することにより、靴の配色や
意匠の変更を容易化する手段が提供される。
　本発明によれば、タブ形式の部分は含まないが、一部分を把持することができる様式下
に履物に物理的に配置され得、その前方部分を履物の取付け部分に関して上下させるのみ
で強制的に移動され得る変わりストライプが提供される。
　本発明によれば、繊維、皮革、キャンバス地、ナイロン、布地、任意のポリマー、から
作製し得、使用時における履物の外観を変化させるための、装飾的意匠、配色その他を変
化させることのできる履物用の変わりストライプが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　特に図１を参照するに、本発明の実施例が示され、変わりストライプ１が靴の設計上の
腰革部分に沿って付与されている。バンドとして形成されるそうした変わりストライプは
、靴の各側の腰革部分、踵革部分、つま革部分、のどこかに、垂直方向や水平方向の何れ
かまたはその他の角度で、あるいは以下に説明するように、一連のあるいは複数の変わり
ストライプ群であるようにして位置付け得ることが明らかである。何れにせよ、図示され
る靴は標準タイプのものであって、この特定実施例ではランニングシューズあるいはジョ
ギングシューズタイプのものであり、腰革部分Ｑと、踵革部分Ｃと、つま革部分Ｖと、底
部あるいは靴底部分Ｂと、シューズを履いた足にシューズを保持させるために必要な靴紐
Ｌとを有する。変わりストライプ１は以下に説明するようにシューズ構造に一体化したタ
イプのものであり、本実施例では連続的なものであって、変わりストライプの上下の各端
部に設けた紐通し用の長孔２に挿通されるとともに、変わりストライプの特定位置に固着
したタブ３を更に有している。ユーザーはこのタブ３を把持して変わりストライプの少な
くとも半分の長さ部分を上下に移動させることで、変わりストライプ１の別のセグメント
を提示させることが可能であり、例えば、タブ及び変わりストライプを上方に移動させて
、図１の、番号４で示す第１の色を有する表面部分の位置に図２に番号５で示す別の色あ
るいは意匠を有する表面部分を出現させることができる。変わりストライプ及びタブを図
１に示すような位置に配置すると、変わりストライプの第１の色を有する表面部分が現れ
ることは明らかである。タブ及び変わりストライプを上方に移動させると靴の内側部分の
変わりストライプ部分が靴の外側表面に向けて引き出され、図２に示すような表面部分５
が現れる。本実施例は、異なる配色、意匠を展示させるための、本発明の変わりストライ
プの靴への付与方法、及び、そのタブ３を靴の上縁部から下縁部に引き下ろすことで変わ
りストライプの全体あるいは半分が移動され得ること、あるいは、タブを靴の上縁部から
下縁部までの間の途中に摺動させつつ引き下ろすことで、靴の外側表面に変わりストライ
プの各セグメントを半分づつ提示させ得ること、を示すものである。
【００１１】
　図３には類似形式の本発明の変わりストライプの実施例が示される。本実施例では、図
１及び図２に例示する靴に付与されるそれと極めて類似の様式下に作製された変わりスト
ライプ１に加え、靴の全体に後方の、踵部分に近い位置に変わりストライプ６が、そして
腰革部分の前方位置あるいはつま革部分の低い側の位置に変わりストライプ７及び８が設
けられている。
　図４には、変わりストライプ９を靴の踵部分Ｃの後端部位置に直接付与する状態が示さ
れる。変わりストライプ９は、先に説明した変わりストライプ１と同様に靴の構造部分に
一体化されるのに加え、所望に応じて垂直方向、水平方向あるいはある角度において配置
することができる。また、この位置に設けることで、変わりストライプの意味が容易に判
断され得るようになる。例えば、タブ２０を下げておくと変わりストライプは靴の全体的
な配列模様と類似の配色を有し得るが、タブ１０を引き上げると変わりストライプの別の
色、例えば、特にジョギング用の衣類にしばしば付与される注意を喚起するような明るい
オレンジ色の部分が現れ、特に夕方、あるいは夜中にジョギングする場合に、自動車のヘ
ッドライト光あるいはその他をそうした色部分に反射させることで、ジョギングする人が
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いることをドライバーに警告することができる。
【００１２】
　図５では一連の変わりストライプ１１～１３が靴のつま革部分Ｖの前方上部に付与され
ている。
　図６及び７には、靴の構造部分に変わりストライプを一体化させるための別の方法が示
される。例えば、図６に示すように、靴の構造全体における何れかのセグメントに長孔１
４及び１５を設け、これらの長孔に変わりストライプ１６が付与され得る。変わりストラ
イプは、図示されるように構造上連続する長い材料から成り、各端部１７がタブ１８によ
り保持される。タブ１８は、靴を履いた人がこれを把持して引き上げあるいは引き下げる
ことで、変わりストライプを、利用中及び使用中の靴において移動させることができる。
図７には、靴の外側層あるいは外側表面２２を貫いて全体を形成した長孔２０及び２１に
通して変わりストライプ１９を位置付けした状態が示される。この場合も、本発明のアセ
ンブリの使用を介して、タブ２３を引き上げあるいは引き下げて変わりストライプを移動
させ、その配色あるいは意匠を変化させることで履物のを審美的に変化させることが可能
である。靴の色々な層を介して様々の長孔１４、１５、２０、２１を付与する場合、各長
孔を貫いて金属製あるいはポリマー製の任意のハトメを設けて変わりストライプの移動を
容易化したり、また、靴の各層の各長孔位置に近接する部分の、特に靴を長時間使用及び
装着した後の破れを防止することができる。
【００１３】
　図８には靴の腰革部分に沿って変わりストライプ２４～２８を放射状に配列した状態が
示される。
　図９には本発明の変わりストライプの他の実施例が示される。図示されるように、変わ
りストライプ２９は靴底あるいは底構造部Ｓに付与され得る。これらの構造部は、変わり
ストライプ２９あるいは変わりストライプの裏側セグメントがその内部に位置付けられ、
他方、変わりストライプ２９の表側セグメント３０及び３１がその外側に配置される長孔
が設けられるようにして、成型される靴に一体化され得る。あるいは、そうした変わりス
トライプを図１０～図１３に関連して説明されるように表面貼付式のものとして付与する
こともできる。表面貼付式の変わりストライプの場合でも、タブ３２及び３３を引っ張る
ことで、変わりストライプ表面に表示される配色あるいは意匠を変化させるための変わり
ストライプの半回転分の変化が許容される。
【００１４】
　図１０～図１３には本発明の変更例が示される。図１０に示すように、変わりストライ
プは番号３４で示す如く一つのユニットとして作製され得、変わりストライプ３５と、こ
の変わりストライプを引っ張るタブ３６とを含み、靴の使用中にこのタブをその上部位置
から底部位置に向けて、またはその逆に移動させて変わりストライプを半回転分変化させ
ることができる。変わりストライプ用のアダプターあるいはベース部３７は半閉鎖型ユニ
ットであり、長孔４０及び４１を貫通させた前壁３８と、後壁３９とを有し、長孔４０及
び４１に変わりストライプを位置付けることで、その半回転分の表面を、図に番号３５で
示すように外側に表示させる一方、他の半回転分をベース部３７の内側に配置させ得、靴
の使用中にタブ３６を引き下げると変わりストライプのベース部３７の内側に配置されて
いた半回転分が外側に表示される。更に、ベース部３７の番号４２で示すような位置に感
圧性の両面接着材を貼り付け、ユニットを靴の表面の任意の位置に直接貼付得るようにし
ても良いし、またはアダプターを然るべく縫着することもできる。また、ベース部と、ユ
ニット全体とは、その使用中における湾曲及び順応動作が許容されるに十分な可撓性を有
することが好ましい。かくして、ベース部はその製造時において、所望通りに形状付けさ
れ得るよう比較的薄肉のプラスチック部品から形成され得る。また、ベース部３７から短
いリム部分を伸延させ、このリム部分を靴に縫着し得、あるいはその他の方法によって、
変わりストライプを付与する靴の表面部材の表面に直接設け得る。図に番号３４で示すこ
のタイプの変わりストライプユニットは、図７に示すようにインナーライナーとアウター
ライナーとの間に然るべく逢着し、変わりストライプ自体を見ながら操作できるようにす
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る開口を設ける等して靴の構造内に一体化することも可能である。
【００１５】
　図１１には、変わりストライプ３５と同様の構成の、番号４３及び４４で示す一対の変
わりストライプを単一のベース部４５内に組み込んだ実施例が示される。この場合でも、
ベース部は、靴の任意の表面に変わりストライプ群を、たとえ、腰革部分に沿う湾曲部、
つま革上部の湾曲部、踵位置の湾曲部の如き部分に沿って、あるいは説明したように靴底
の側部に沿って恐らくは水平方向にさえも付与し得るに十分な可撓性を有することが望ま
しい。
　図１２には、ベース部或はアダプター４９に３つの変わりストライプ４６～４８を付与
した実施例が示される。履物用途のための、図示したようなベース部内には、無理のない
範囲で任意数の変わりストライプを組み込み得ることが明らかである。この形式の変わり
ストライプは、特に、図１０～図１２に示すようなユニット形態のものである場合は、シ
ャツ、帽子、コートのようなその他形式の布地、または財布あるいはバックパックの側面
でさえ、ユーザーあるいはオーナーが所望及び希望する位置に付与することができる。
【００１６】
　図１３には本発明の変わりストライプの別の組み付け方法が示される。この場合、変わ
りストライプの両端部は、図示されるようにタブ５１によって保持され、一対のＤ形リン
グ５２及び５３によって移動されるように然るべく保持される。Ｄ形リングは履物、衣類
、ハンドバッグあるいはその他の、番号５４で示す位置に締着され得る。Ｄ形リングある
いは、その他形状のリングまたはバックルのようなその他の形式の保持装置５２、５３は
、これを取り付ける物品の表面の番号５５で示すような位置に縫着、クリップ止め、ある
いはその他の締着手段によって固着させることができる。タブ５１を単に引っ張ると変わ
りストライプ５０が半回転分移動し、その反対側あるいは裏側の面が布地物品の表側に露
呈される。
　先に説明した変わりストライプは、図１０等に番号３４で示すようなユニット型のもの
、あるいは、Ｄ形リングあるいはその他のホルダーによって保持したような変わりストラ
イプ５０でさえあり得るが、靴底、例えば、靴底中央の周囲横方向部分のどこかに、ある
いはヒール部分の周囲にさえ、あるいは前方のつま先位置に配置することもできる。
【００１７】
　図１４には本発明の変わりストライプをサンダル、ビーチシューズ、木靴その他に付与
した実施例が示される。更に、ビーチシューズ５６の場合、通常は、図示されるような一
体型のストラップ５７が側方部分間に伸延されるが、変わりストライプ５８はこのストラ
ップ５７の各側に各一つを設けた長孔６０にその引っ張り用のタブ５９を差し込み、スト
ラップ５７の内側に伸延させるか、あるいは、ストラップが積層材料から形成されている
場合はその積層構造を貫かせることができる。この場合でも、タブ５９を一方向あるいは
他方向に向けて引っ張ることにより変わりストライプ５８の提示面のセグメントを変化さ
せ、かくして使用中の履物に別の配色、意匠その他を表示させることができる。例えば、
変わりストライプの裏側をストラップ５７あるいはつま革の積層構造部分あるいはストラ
ップ全体を貫かせ、任意のタイプのスリーブ、ループ、あるいは、そのように貫かせた変
わりストライプの内側部分を然るべく保持するその他類似形式の構造部分を用いて、スト
ラップの内面に対して連続的に保持することができる。更には、ビーチシューズその他の
ストラップ５７あるいはつま革はその多くが、構造上、前後方向に相当の幅を有すること
から、本明細書で開示されるような様式で長手方向あるいは平行方向に複数の変わりスト
ライプをこうしたストラップ部分に位置付けることで、それらビーチシューズその他の意
匠あるいは配色を多重に変化させることが可能である。靴を貫いて伸延する連続的な変わ
りストライプに代えて、図１３に示すようなＤ形リングあるいはその他形式のリングを、
図示される一体型のストラップ５７の下方縁部に設け、連続的な変わりストライプをスト
ラップの外側表面に被せるように伸延させて取り付けても良い。
【００１８】
　図１５には、本発明の変わりストライプの、関連する形式の靴構造に使用する別の使用
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例が示される。図示される靴６１はサンダルその他を含むものであって、図示されるサン
ダルのつま革部分６４の各側に各一つを設けた長孔６３を通して変わりストライプ６２が
伸延される。変わりストライプは、番号６５で示すバックルあるいは留め金等の手段によ
りその各端部位置で保持され得る。かくして、バックル６５をつま革部分６４を横断する
方向で上方に引き上げると変わりストライプ６２の別のセグメントが外側に現れ、使用中
の靴に関する変わりストライプの審美性（ａｅｔｈｅｔｉｃｓ）を変化させることができ
る。図１６には、半分形態の一対の変わりストライプをその色々な端部位置の連結部６６
及び６７の位置で連結した変わりストライプ６２が示される。この場合、連結部６６及び
６７は、靴の使用中に変わりストライプの各セグメントを回転させて内側表面を露呈させ
得るよう、相対的にピボット廻動し得るようにする。例えば、変わりストライプ６２は、
これを番号６８及び６９で示すように２つ以上のセグメント構成とし、セグメント６８を
連結部６６及び６７に関してピボット廻動させることで、セグメントの内側表面７０を外
側に露呈させ得る。かくして、サンダル使用例の場合、変わりストライプ６２をつま革部
分６４の表面上で移動させることによってサンダル表面上に変わりストライプ６２の配色
あるいは意匠の変化が得られるのは勿論、説明したように変わりストライプ６２を折り返
し、裏返すことで、使用中のサンダルの外側に変わりストライプの別の部分を見せるよう
にすることも可能である。変わりストライプ６２のセグメント数を、そうした２つのセグ
メント６８及び６９から、例えば３つあるいはそれ以上の数に増やし、番号６６及び６７
で示すようなそれらと類似形式の連結部をその長さ部分に沿って設け、変わりストライプ
の各セグメント部分を、履物の使用中及び履物への付与中にピボット廻動させるようにも
できる。
【００１９】
　図１７には、番号７１及び７２で示すような、一対のバックルその他を靴の表面に付与
し、変わりストライプ７３を図示の如く各バックルの近位側の各リングに取付け、変わり
ストライプをその使用中にバックルに関して引っ張ることで移動させるようにした実施例
が示される。こうした形式のバックルの使用態様は、図１３に示す変わりストライプに関
して先に説明した番号５２及び５３で示すＤ形リングあるいはその他形式のリングの使用
態様と大きな相違は無い。
　図１８には、本発明の変わりストライプの配列状態に関する更に別の改変及び変更例が
示される。本実施例では、靴の表面に番号７４～７７で示すような４つのスリーブの如き
スリーブが設けられる。各スリーブはその上縁部あるいは恐らくは下縁部の番号７８で示
すような蓋部分を有する。各スリーブのあるセグメントは番号７９で示すような開口ある
いは透明部分を有し得、その場合、番号８０で示すような、移動自在のカード、ポリマー
材その他の部品セグメントを各スリーブ内に位置付け、この部品セグメントを上方あるい
は下方に移動させることで、開口７９を通して異なる配色あるいは意匠が見えるようにす
ることができる。以上の説明は、異なるタイプの配色あるいは意匠を靴の、本実施例では
特に靴の腰革部分に沿った表面に追加して、使用中の履物を審美的に変化させる方法を示
すものである。
【００２０】
　靴に設けたスリーブは、その構造上、番号７８で示すような蓋を有しあるいは有さない
形式のものであり得るが、単に、説明した各スリーブ７４～７７の内部の変わりストライ
プをスリーブ内で移動させることにより、それら変わりストライプの異なる色あるいは意
匠が見えるようにするように具体化したものである。
　図１９には本発明の変わりストライプの別の使用態様が示される。靴８１は、番号８２
～８５で示す一連のスリーブを含み得、各スリーブは開放された前部８６を有し、この前
部内には色あるいは意匠を施した変わりストライプ８７～９０が位置付けられ、各変わり
ストライプは番号９１及び９２に示す位置で縁取り手段により然るべく保持され得る。か
くして、スリーブの、番号９３で示すような上方部分、あるいはスリーブ部分の底部、あ
るいはスリーブの中心部分が開放状態に維持される。この状態で一方のタブ９４を引っ張
ると、変わりストライプがスリーブの番号８３で示すような開放部分内を上方に引き上げ
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られて出現し、配色が変化される。あるいは、スリーブ８２に窓９３を設け、窓の裏側に
様々の色あるいは意匠の変わりストライプ８７をこの窓内に出現させて靴の配色を追加す
るあるいは変化させ得るようにもできる。配色の追加あるいは変化は、各スリーブ８２～
８５内に配置した各変わりストライプ８７～９０によって個別に実施され得る。更に、例
えばスリーブ８５内の変わりストライプ９０に関して、タブ９４を図１９に示すような靴
の腰革部分に沿って引き下ろすと、番号９５で示すような靴の色表面が出現してその色が
見えるようになるが、タブ９４を靴の靴紐領域に向けて部分的あるいは完全に引き上げる
と、変わりストライプ９０が上方に移動して靴の色表面９５を覆うことで別の色あるいは
意匠が提供され、かくして靴は審美的に変化される。
【００２１】
　図２０には本発明のストライプ変化のコンセプトを具体化した別の実施例が示される。
図示されるように、靴１００は、側部或は腰革部分１０１を有し、腰革部分には本発明の
ストライプ変化のコンセプトが組み込まれている。腰革部分には一連の３つの変わりスト
ライプ１０２が配置され、その少なくとも一つの表面を表示させるべく靴の腰革部分の表
面に近接して固定されている。しかし、本実施例では変わりストライプは異なる印、色、
あるいは商標、あるいは名前を、靴の使用中に変わりストライプ表面上に表示させるため
に裏返すあるいは変化させることができる。例えば、各変わりストライプは、その使用に
際し、靴の表面内に形成した溝セグメント１０３の上に、あるいは溝セグメント１０３に
隣り合って位置付けられ、あるいは靴の腰革部分の表面に単に隣り合って接触する状態で
載置させ得るが、その場合でも、各変わりストライプ１０２はその一端部が変わりストラ
イプを裏返すための手段を提供し、本実施例では、各変わりストライプの底部位置に見ら
れるような、返し装置１０４が設けられる。返し装置は、前記特許番号第６，５７４，８
８７号で説明されるような形式の自在軸受を有するか、あるいは変わりストライプを裏返
すための、例えば、コード、弾性部材その他のような任意のその他形式の手段を提供し得
る。そうした自在軸受あるいは弾性部材は、その一端部が靴の構造内に固着されあるいは
そうでなければ縫着され、他端が、番号１０５で示されるように変わりストライプの底部
に取り付けられる。各変わりストライプの上端部には、スナップボタンかあるいは留め金
であり得る弾発式留め具１０６が組み込まれる。あるいは弾発式留め具は、そのベース部
分に挿通すると固定されて変わりストライプ１０２を保持するスライド式の錠止機構の一
つとすることもできる。またはそうしたスライド式の錠止機構を取り外し、変わりストラ
イプをその長さ方向に沿って完全にか、あるいは部分的に裏返すことで、先に説明したよ
うな幾つかの追加的なあるいはその他の印、意匠、文章、その他を表示させるようにして
も良い。
【００２２】
　図２１の実施例では、変わりストライプ１０７はその底部位置で構造部分に番号１０８
で示すように固着され、上端には、幾つかの形態の自在軸受あるいは先に説明したような
錠止機構１０６を含み、あるいは弾性その他形式のコード１０９が単に組み込まれ、変わ
りストライプを靴の構造内に配置した状態で、使用中の靴において番号１１０で示すよう
に部分的に裏返すことで変わりストライプの裏側の色が部分的に表示される。図示される
ように、変わりストライプの一つあるいは全部はその上端部に自在軸受手段１１１を含み
得、この自在軸受手段１１１は、一体化した紐通し孔１１２を含み得る。この紐通し孔に
靴紐の一方Ｖ1を通し、変わりストライプを番号１１３で示すような直線状にし、あるい
は番号１１４で示すように捻らせた後、然るべく保持するようにし得る。
　図２０及び図２１の実施例では、弾性手段、弾発式留め具、固定締め付け、を使用して
変わりストライプを靴の底縁部に固定するのに代えて、その他形式の締着手段、例えば、
Ｄ形あるいはその他形式のリングを使用して、捻らせた変わりストライプの少なくとも一
方の端部を然るべく保持させることができる。あるいは、弾発式留め具１０６に代えてＤ
形あるいはその他形式のリングを変わりストライプの保持位置に用いることさえ可能であ
る。
【００２３】
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　図２２には履物用の本発明の変わりストライプの更に他の実施例が示される。図示され
るように、靴１１５はその上方腰革部分に一連の変わりストライプ１１６を含んでいる。
図示されるように、変わりストライプ１１７は、靴にその意匠、装飾、あるいは商標の一
部として靴に固定するか、あるいは図１に関して先に説明したように、スライド式の形態
として靴に設けることができる。その他の変わりストライプ１１８は、使用に際してこれ
を裏返し得るよう、各端部位置に設けた自在軸受１１９を有し得る。この実施例の場合、
変わりストライプには、これを自在軸受を用いて靴の表面を充分に越えて引っ張り、次い
で裏返すことができるよう、幾分かの弾性を持たせることができる。
【００２４】
　図２３には別の靴実施例が番号１２０で示され、一連の変わりストライプ１２１が、番
号１２２で示すようなコード、弾性部材その他により保持されている。図示の如く靴に固
定した変わりストライプ１２１の意匠を変更したい場合は、変わりストライプの反対側の
表面を裏返す。図示される色々の変わりストライプ１２１は幾つであっても良く、また、
周囲フレーム１２３内に組み込むあるいは相互固定させ得、また、夫々ユニットとして製
造し、番号１２４で示すように靴の腰革部分に縫着させることで付与し得る。キット形式
での単数あるいは複数の変わりストライプから構成されるアセンブリは、ストライプをそ
の意図目的上適用するところの、靴の任意の表面に対して使用することができる。
【００２５】
　図２４には履物の表面に付与し得る変わりストライプの更に他の実施例が示される。た
とえば、図２３に示すようなキット形態とするためには、一対のロッド１２５をフレーム
１２３の上下の各縁部位置に設け、これらの上下の各縁部位置の両方にあるスピンドル１
２７及び１２８に連続的な一連の変わりストライプ１２６を掛け渡す。各変わりストライ
プに表示される印を裏側位置１２９に変化させたい場合は、変わりストライプを単に引き
下げあるいは引き上げてその裏側面が表側に配置されるようにし、変わりストライプ１２
６の表側面を裏側に隠せばよい。何れにせよ、本実施例は、本発明のコンセプトに従うス
トライプ変化手段を提供する。
　図２５には本発明のコンセプトに従う更に他の実施例が示される。図示されるように、
靴３０は靴の腰革部分の表面に隣り合って設けた一連の変わりストライプ１３１を有する
。本実施例では、一連のスピンドル１３２が、靴の構造内に固着した上下の各縁部位置で
固定される。各変わりストライプは図２６で番号１３３で示すようなフラップと、スピン
ドル１３２をそこに通して位置付ける、番号１３４で示すような中心長孔とを有する。変
わりストライプ１３１は、先に説明したように、また先に説明した目的上、その反対側の
表面を展示させるために必要に応じて、スピンドル１３２を中心として自由にピボット廻
動される。あるいは、変わりストライプの様々の表面を展示させ得る様式の変更例として
、図２７に示すように、スピンドル１３２に一対あるいはそれ以上のフラップ１３５及び
１３６をピボット廻動自在に取り付けることも可能である。
【００２６】
　図２８には履物に適用する更に別の変わりストライプの変更例が示される。図示される
ように、靴１３７は、番号１３８の位置に示すような一連の変わりストライプを有し、各
変わりストライプは紐通し孔ステー部の紐通し孔と協動し、あるいは紐通し孔に単に固定
されるが、自在軸受連結部を介して、あるいは変わりストライプの何れかの端部位置のコ
ードあるいは弾性体の使用を介して、あるいはクリップを介して旋回可能であり、かくし
て取り付けた靴の外観を変化させ得る。図示されるように、番号１３９の位置に示すよう
な自在軸受、あるいは恐らくは、番号１４０（図２９）位置に示すような弾性体その他形
式のコードを用いて変わりストライプを然るべく保持し得るが、その場合でも変わりスト
ライプは、所望に応じて異なる色あるいは記号を展示させるべく、既知の如く逆転させる
ことができる。また、靴１４１の側面には、番号１４２で示すような位置に複合変わりス
トライプが設けられる。複合変わりストライプは、自在軸受あるいはコードあるいは弾性
体の何れかによって番号１４４で示すような各端部位置で固着した主変わりストライプ１
４３と、番号１４５に示すような、靴の構造に一体化した底部変わりストライプ部分とを
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有する。
【００２７】
　図３０には履物に変わりストライプを適用する方法の更に他の実施例が示される。図示
されるように、靴１４６はその腰革部分の、番号１４７で示すような上方位置に組み込む
形で形成した、番号１４８で示すような一連の凹所部分を含み、これらの凹所部分では、
各変わりストライプ１４９を然るべく保持するために、その各縁部を楔形とするか、ある
いはそれら変わりストライプを締着させるベルクロ（商標名）その他の手段が利用され得
る。本実施例によれば、履物の表面上に変わりストライプを位置付け可能としつつ、靴の
意匠や外観を変化させるために各変わりストライプを然るべく反転させて反対側の表面を
展示させることができる。
　図３１には本発明の更に他の実施例が示される。本実施例でも、靴１５０はその腰革部
分の番号１５１で示す上方部分に、変わりストライプ１５３を位置付け得る一連の凹所部
分１５２を含んでいる。変わりストライプは、長孔形態の凹所部分１５２の上下の各端部
位置に配置した長孔１５５内に位置付けられる、番号１５４で示すような弾性コードか、
あるいは実際にはピボットピンの如く作製し得るようなコードを含み得る。変わりストラ
イプ１５３の上記構成は各変わりストライプにおいても採用され得、かくして変わりスト
ライプは、各々容易に取り外して自由化し、反転させ、次いで元の凹所部分１５２に納め
ることで靴の外観を変化させることができる。
【００２８】
　図３２には履物への変わりストライプの適用方法の他の実施例が示される。図示される
ように、靴１５６はその腰革部分に番号１５７で示すような一連の長手方向ポケットある
いは長手方向スリーブを有し、各長手方向ポケットは、長手方向ポケットの裏側部分がそ
こを通して色あるいは意匠を提供する、番号１５８で示すような孔あるいは覗き窓を含ん
でいる。番号１５９で示すようなスライド式の変わりストライプは、そのタブ１６１を押
し上げることによって上方にスライドさせ得、かくして、番号１６２で示すような位置か
ら、番号１６０で示す上方に引き上げた位置とすることで靴に異なる外観を提示させるこ
とができる。実施例の変わりストライプはその構成上、図１８及び１９を参照して先に説
明したスライド式変わりストライプのそれと大きな相違は無い。
　図３３に示す靴１６３は長孔形アイレット１６５を通した一連の連続形変わりストライ
プ１６４を有している。従って、このタイプの連続形変わりストライプは、靴用の靴紐と
交換し得るが、しかも尚、靴の使用時に足を出し入れ可能とするための充分な弾性を有し
得、また、連続形の変わりストライプを一方向あるいは他方に引っ張ることでこの連続形
の変わりストライプの裏側を靴の上面に露呈させて、使用中の履物の外観を異ならせるた
めの異なる配色あるいは意匠を有し得る。本実施例は、図示され且つ説明される靴の構造
内に様々のストライプを使用するコンセプトを実現するために靴の構造内に具体化し得る
変わりストライプの別の変化方法例である。
【００２９】
　図３４及び図３５に示す実施例では靴１６６は、その踵革あるいはヒール部分の後方の
、番号１６７で示すような凹所内に位置付けた変わりストライプを有し得、変わりストラ
イプはその使用中に更に下方に伸延され得る。かくして、変わりストライプ１６８は凹所
１６７内に位置付けあるいはそこから取り外し得、反転させ、凹所内に再位置付けするこ
とで靴の外観を異ならせ得る。こうした変わりストライプは、図３５に示されるように、
夕刻あるいは夜間使用に際して光るような、履物に安全性を付与する発光材から作製し得
る。図３６には、ウォーキングあるいはランニングシューズ用の靴底１６９が示される。
靴底１６９には、後方ヒール部分の周囲部分に沿った番号１７１で示すような凹所に変わ
りストライプ１７０が設けられる。変わりストライプ１７０は靴底１６９を適用する靴の
魅力を高めるための色あるいは意匠を、または安全性を高めるための発光材あるいは燐光
材を展示させるべく反転自在であり得る。
【００３０】
　図３７及び図３８には履物の内部で使用する、靴の外観を変化させるために操作し得る
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変わりストライプの更に他の実施例が示される。図３７に示すように、サンダル１７２は
前方底材に付設したつま革ストラップ１７３を有し、このつま革ストラップ１７３が、そ
の一つを番号１７４で示すような一連の長孔を有している。つま革ストラップを覆い、前
記長孔を通して連続する形式の材料あるいは一連の変わりストライプ１７５が設けられ、
つま革ストラップ１７３の内側に隣り合って連続的に伸延される。かくして、つま革スト
ラップ内で変わりストライプ１７５を持ち上げ、つま革ストラップの上部を横断方向にず
らすことでサンダルの外観や配色を変化させるための異なる配色あるいは意匠が展示され
得る。図３８にはストライプ変化のコンセプトに関連する形式の変わりストライプが示さ
れる。サンダル１７６は通常の革ひもストラップ１７７を有し、この革ひもストラップ１
７７が、底部材１７９の側部に固着した横方向ストラップ１７８を締結している。番号１
８１で示すような一連の長孔を通して連続的な変わりストライプ１８１が、横方向ストラ
ップ１７８を貫いて裏側に、あるいは横方向ストラップ１７８の内面側に連続的に伸延さ
れる。変わりストライプ１８０を持ち上げて裏返すと変わりストライプの反対側の面が提
示され、かくしてサンダルのための異なる外観が提示される。
　図３９にはサンダル１８２のための更に他の構造上の変更例が示される。図示されるよ
うに、一連の変わりストライプ１８３が一連のリングあるいはＤ形リング１８４によって
然るべき位置に保持される。各変わりストライプ１８３を持ち上げ、提示される表面を反
転させることで使用中のサンダルの外観を変化させることが可能である。
【００３１】
　図４０には履物用の変わりストライプの更に他の実施例が示される。靴１８５は一連の
変わりストライプ１８６を有し、各変わりストライプは靴の腰革部分１８７か、あるいは
腰革部分内に伸延され得、そのタブ１８８を上方あるいは下方に引っ張ると靴の配色、意
匠、あるいは記号を変化させるための、変わりストライプの異なるセグメントが露呈され
る。
　図４１に示すように、靴１８８はその腰革部分の側部に沿って半径方向に配置した様々
の変わりストライプ１８９を有している。変わりストライプは連続形のものであり得、も
しタブ１９０を有する場合はタブを一方向あるいは他方に引っ張ることで異なるセグメン
トが露呈され得る。連続形の変わりストライプは腰革部分の内部あるいは内側に伸延され
得、かくして、タブ１９０に力を加えて連続する変わりストライプを一方向あるいは他方
向に引っ張ることにより、変わりストライプの目に見える外観部分の配色、意匠、記号あ
るいは商標若しくは商標名を変化させ得る。
　図４２には連続形の変わりストライプ１９２を有する他の実施例が番号１９１で示され
る。変わりストライプはそのタブ１９３を一方向あるいは他方に移動させることで、外側
に露呈されるストライプ部分を変化させ、かくして靴の外観を変化させることができる。
同様に、図４３には他の実施例が番号１９４で示され、靴底に接着させた番号１９５で示
す補助バンドを有している。補助バンド１９５は靴の腰革部分の表面を覆って上方に伸延
され、図示されるような種々の長孔１９７を通して伸延され、靴の外観を変化させるべく
移動可能とされている。連続形の変わりストライプである変わりストライプ１９６の内側
部分は補助バンド１９５の内側に接触して配置される。
【００３２】
　図４４には、本発明の変わりストライプの配置に関する更に他の実施例が示される。靴
１９８の腰革部分及び靴のその他部分を通して設けた長孔２００及び２０１を通して連続
形の変わりストライプ１９９が設けられる。連続的な構造を有する変わりストライプは、
これを一方向あるいは他方向に引くと隠れていたストライプ部分が提示され、かくして使
用中の靴の外観を変化させ得る。
　図４５には靴２０４に長孔２０３を通して著しく幅広の変わりストライプあるいはバン
ド２０２を設けた実施例が示される。変わりストライプ２０２を一方向あるいは他方向に
引っ張ると変わりストライプの他方の表面が露呈され、かくして靴の外観が変化され得る
。本実施例は、変わりストライプが単一の狭幅のものである必要はなく、かなり幅広のも
のでもあり得、従って、変わりストライプを使用及び利用するに際しての靴の意匠のバリ
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エーションを大幅に増大させ得ることを示すものである。本実施例では図２４に示すよう
なピボット廻動自在のロッドを使用することも可能である。
【００３３】
　図４６には靴２０５に番号２０６で示すようなユニット形態の変わりストライプを設け
た実施例を示すものである。変わりストライプ２０６は番号２０７で示す如く、本実施例
の変わりストライプを配置する靴の腰革部分２０８の上方に縫着あるいはそうでなければ
固定され得る。一連の変わりストライプ２０９は夫々タブを有し、靴の配色あるいは外観
を変化させるべくその位置を変化させ得る。図４７には変わりストライプ２１２を、靴２
１１の腰革部分の底部の長孔２１３に通して挿通した実施例が示される。変わりストライ
プ２１２は次いで上昇され、靴の紐通し孔ステー部の上縁部に載置するように形成した、
番号２１４で示す紐通し孔ステー部溝内に入る。各変わりストライプを、変わりストライ
プの構造上の異なる表面を露呈させるべく移動されることで靴の外観が変化され得る。履
物の、変わりストライプを配置する腰革部分あるいはその他部分の内外両側面部分で、各
変わりストライプの底端部位置にスリットあるいは孔を配置し得、これらのスリットある
いは孔を通して、例えば、コード、ピン、弾性部材その他を挿通させ、各変わりストライ
プの両底端部に取付け得る。紐通し孔ステー部溝の周囲位置の範囲で各変わりストライプ
を裏返して変わりストライプの一方の側面を反転させることで、靴の外観が変化され得る
。
　図４８には番号２１６で示す変わりストライプを設けた靴２１５の実施例が示される。
各変わりストライプは、その位置をずらして、隠れていたストライプ部分を露呈させるこ
とで、靴の外観を変化させるべく変化され得る。靴の腰革部分２１７の内部には、内側部
分に隠れていたストライプ部分を外側にずらして靴の配色、意匠その他を変化させるため
に変わりストライプをずっと容易にずらせるようにするための様々な補強体を設け得る。
【００３４】
　図４９には、更に他の実施例が示され、本実施例では靴２１８はその下方部分に、更に
恒久的な一連の変わりストライプ２２０を有し得る。先に説明したような形式の各変わり
ストライプが靴の腰革部分２２１内の長孔を通して配置され、靴の配色や記号を変化させ
るために変化させ得るが、同時に、靴の番号２１９で示す部分に関し、靴の下方部分に先
に説明した如く設けた変わりストライプの配列模様と整列する状態を維持し得る。本実施
例は、靴の魅力、意匠あるいは外観を高めるための、変わりストライプの構造上の変更例
及び、靴における配置上の調和の変更例を示すものであるが、本明細書に示されるような
履物のための様々の意匠のための、先に説明した様式での変化特性が組み込まれている。
　以上、本発明を実施例を参照して説明したが、本発明の内で種々の変更をなし得ること
を理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】単一の変わりストライプを腰革部分に設けた靴の側面図である。
【図２】図１の単一の変わりストライプをそのタブ部分を介して上方に移動させて意匠的
に変化させた状態を示す側面図である。
【図３】一連の変わりストライプを設けた履物の側面図である。
【図４】踵革部分に変わりストライプを有する履物の後面図である。
【図５】つま革上部に一連の変わりストライプを有する履物の部分平面図である。
【図６】図１を線６－６に沿って切断した、靴構造に一体化した変わりストライプを示す
履物の断面側面図である。
【図７】図１の靴の腰革部分の少なくとも外側表面層を貫いて一体化し得る変わりストラ
イプを示す断面側面図である。
【図８】一連の変わりストライプを履物の側面に半径方向に設け、各変わりストライプを
移動させることで靴の配色を多重変化させるようにした靴の側面図である。
【図９】靴底部分に変わりストライプを一体化させた靴の側面図である。
【図１０】スティッチ止め、あるいは接着止め、あるいはその他によって靴の表面に固定
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しあるいは靴の構造部分に一体化させ得る、単一の変わりストライプ及びその保持用アダ
プターの斜視図である。
【図１１】ダブルタイプの変わりストライプの正面図である。
【図１２】トリプルタイプの変わりストライプの正面図である。
【図１３】Ｄ形リングにより靴の外側表面に保持した単一の変わりストライプの斜視図で
ある。
【図１４】サンダルその他の一体ストラップに取り付けた変わりストライプの斜視図であ
る。
【図１５】異なる色や意匠を展示するために移動、回転、ピボット廻動、あるいは単にそ
のバックルを開いて折り返すことのできる変わりストライプの他の実施例を示す斜視図で
ある。
【図１６】靴に組み込んだ状態でピボット点位置でピボット廻動し得る図１５の変わりス
トライプを示す斜視図である。
【図１７】変わりストライプを然るべく保持するためのバックルを有する変わりストライ
プを示す側面図である。
【図１８】図示される靴の側部の腰革部分に設けられ、移動することで靴の配色を変化さ
せ得るスライド形式のセグメントを含み得る、一つ以上の一連のスリーブを示す側面図で
ある。
【図１９】履物の、例えば腰革部分に沿った表面上に設けたスリーブ内に位置付け得る一
つ以上の変わりストライプあるいはスライドの適用例を示す斜視図である。
【図２０】リバーシブルタイプの変わりストライプを設けた履物の側面図である。
【図２１】形態を自在に捻らせ得る変わりストライプを履物の腰革部分に設けた状態を示
す斜視図である。
【図２２】靴用の変わりストライプの更に別の配列パターンを示す斜視図である。
【図２３】靴の腰革部分にスティッチ止めあるいはその他方法により設けたパッケージタ
イプの変わりストライプを示す斜視図である。
【図２４】履物の腰革部分に設ける場合の連続タイプの変わりストライプをピボットロッ
ドでピボット廻動自在に支持する状況を示す斜視図である。
【図２５】靴の外観を変化させるための、リバーシブルタイプのフラップとして形成し、
反転して靴の外観を変化させるべくスピンドルに取り付けた変わりストライプを示す斜視
図である。
【図２６】図２５の変わりストライプの１つのフラップ及びスピンドルを示す斜視図であ
る。
【図２７】図２５の変わりストライプの２つのフラップ及びスピンドルを示す斜視図であ
る。
【図２８】靴の紐通し孔に設けたリバーシブルタイプの変わりストライプを示す平面図で
ある。
【図２９】図２８の靴に腰革部分を横断して更に設けた変わりストライプを示す側面図で
ある。
【図３０】変わりストライプを受けるための凹所を腰革部分に有する靴の側面図である。
【図３１】ピボット廻動自在の変わりストライプを受けるための凹所を腰革部分に有する
靴の側面図である。
【図３２】靴の腰革部分に沿って形成した長手方向ポケット内に設けたスライド自在タイ
プの変わりストライプを示す側面図である。
【図３３】靴のベロ部開口の各側に設けた紐通し孔に挿通した連続タイプの変わりストラ
イプを示す側面図である。
【図３４】靴の踵部分あるいはヒール部分に設け得る変わりストライプを示す斜視図であ
る。
【図３５】図３４の靴の後面図である。
【図３６】靴のヒール部分周囲に設けた他の実施例の変わりストライプを示す斜視図であ
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る。
【図３７】サンダルのバンプストラップに設けた変わりストライプを示す斜視図である。
【図３８】サンダルのバンプストラップ用の別の意匠の変わりストライプを示す斜視図で
ある。
【図３９】サンダルの側部に設けられ、Ｄ形あるいはその他形状のリングでサンダルの上
方バックル部とソール側部とに保持させた変わりストライプを示す斜視図である。
【図４０】靴の腰革部分に放射状にパターン配列した変わりストライプを示す斜視図であ
る。
【図４１】靴の腰革部分に放射状にパターン配列した別の実施例における変わりストライ
プを示す斜視図である。
【図４２】靴の外観を変更させるために変化させ得る一連の変わりストライプを示す側面
図である。
【図４３】靴の腰革部分に設け得る連続した変わりストライプを示す斜視図である。
【図４４】靴の腰革部分やその他の部分上の傾斜面上に設けたバンド状の変わりストライ
プを示す斜視図である。
【図４５】靴の腰革部分上で移動させるように設け得る幅広バンド状の変わりストライプ
を示す斜視図である。
【図４６】靴の腰革部分に直接スティッチ止めされ得る、変わりストライプ用のポケット
あるいはアダプターを示す斜視図である。
【図４７】靴の紐通し孔ステーの上縁部に沿って形成した溝内で協動し得る一連の変わり
ストライプを示す斜視図である。
【図４８】靴の腰革の厚肉部分あるいは紐付き部分内に設けた変わりストライプを示す側
面図である。
【図４９】靴の片側あるいは両側に長手方向あるいは横方向に設けた特徴部分と整列され
得る一連の変わりストライプを示す斜視図である。
【符号の説明】
【００３６】
　１、９、１３、１６、２９、３５、４６、４７、４８、５０、５７、５８、６２、８７
、８８、８９、９０、１０２、１０７、１１６、１１７、１１８、１２６、１３１、１４
９、１５３、１５９、１７０、１７５、１８０、１８１、１８３、１８６、１８９、１９
２、１９９、２０２、２０６、２１６　変わりストライプ
　２　長孔
　３、１０、１８、２０、２３、３２、３３、３６、５１、５９、９４、１６１、１８８
、１９０、１９３　タブ
　５　表面部分
　１４、１５、２０、２１、４０、４１、６３、６９、２０３　長孔
　１７　端部
　３７　ベース部
　３８　前壁
　３９　後壁
　４９　アダプター
　５２、５３、１８４　Ｄ形リング
　５６　ビーチシューズ
　６１、１４１、１５０、１９８、２０４、２０５、２１５　靴
　６４　つま革部分
　６５、７１、７２　バックル
　６８　セグメント
　６６、６７　連結部
　７０　内側表面
　７４、７５、７６、７７、８２、８３、８４、８５　スリーブ
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　７８　蓋部分
　７９　開口
　８６　前部
　９３　上方部分
　９５　靴の色表面
　１０１　腰革部分
　１０３　溝セグメント
　１０４　返し装置
　１０６　弾発式留め具
　１０９　コード
　１１１　自在軸受手段
　１１２　アイレット
　１２３　周囲フレーム
　１２５　ロッド
　１２７、１２８、１３２　スピンドル
　１２９　裏側位置
　１３５、１３６　フラップ
　１４０　弾性体
　１４３　主変わりストライプ
　１４５　底部変わりストライプ部分
　１４７　上方位置
　１４８、１５２　凹所部分
　１５４　弾性コード
　１５７　長手方向ポケット
　１５８　覗き窓
　１６５　長孔形アイレット
　１６４　連続形の変わりストライプ
　１６９　靴底
　１７１　凹所
　１７２、１７６、１８２　サンダル
　１７３　つま革ストラップ
　１７７　革ひもストラップ
　１７８　横方向ストラップ
　１９５　補助バンド
　２１４　紐通し孔ステー部溝
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【要約の続き】
イプは、履物の表面上でスリーブ内に位置付け、これを移動させることによっても靴の色合いあるいは意匠を変化さ
せ得る。
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