
JP 6086621 B2 2017.3.1

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シューズのソール構造体であって、
　ミッドソールと、
　前記ミッドソールの下面に接合されたミッドソールよりも硬い硬質樹脂製のプレート部
材とを備え、
　前記プレート部材は、使用者の拇指球または拇指球後に対応する位置から内甲側アーチ
に沿って後方に延び、足幅方向の断面視で下方向に凸の形状を有する第１補強部と、使用
者の拇指球または拇指球後に対応する位置から第５中足骨の中心よりも前方部分に対応す
る位置を避けるように外甲側後方に延び、足幅方向の断面視で下方向に凸の形状を有する
第２補強部と、前記第１補強部と前記第２補強部との間に設けられ、前記第１補強部の外
甲側端部の上端と前記第２補強部の内甲側端部の上端との間を接続する第３補強部とを含
み、さらに、第５中足骨の中心よりも前方部分と対向する領域には一切設けられておらず
、
　前記第３補強部は、後端部分につま先側に向かってＵの字状に切り欠かれた切欠部を有
する、シューズのソール構造体。
【請求項２】
　前記第１補強部および前記第２補強部は、それぞれ、足幅方向の断面視で、下方向に凸
状の略Ｕ字または略Ｖ字形状を有している、請求項１に記載のシューズのソール構造体。
【請求項３】
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　前記第１補強部の足幅方向の所定の断面視における最高点と最下点との高低差は、２ｍ
ｍ以上であり、
　前記第２補強部の足幅方向の所定の断面視における最高点と最下点との高低差は、２ｍ
ｍ以上である、請求項１または２に記載のシューズのソール構造体。
【請求項４】
　前記第３補強部は、略平坦面状に形成されているとともに、上面が前記ミッドソールの
下面に接着されている、請求項１～３のいずれか１項に記載のシューズのソール構造体。
【請求項５】
　前記プレート部材の前後端部は、それぞれ、路面と接地するアウトソールに接合されて
いる、請求項１～４のいずれか１項に記載のシューズのソール構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シューズのソール構造体に関し、特に、ミッドソールと、硬質樹脂製のプレ
ート部材とを備えるシューズのソール構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ミッドソールと、ミッドソールよりも硬質の素材からなるプレート（硬質樹脂製
のプレート部材）とを備えるシューズのソール構造体が知られている（特許文献１）。こ
の特許文献１のシューズのソール構造体のプレートは、踵の下方に設けられている波形形
状の踵部分と、プレートの踵部分の内甲側前端から内甲側に沿って前方向に延びる内甲部
分と、プレートの踵部分の外甲側前端から外甲側に沿って前方向に延びる外甲部分とによ
り構成されている。このようなプレートにより、使用者の足のアーチを保持している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３４０３９５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、スポーツを行うシューズの使用者は、たとえばランニングの際には、踵の外
甲側で着地をし、踵から前足部に向かって重心を移動させた後に前足部で蹴り出す動作を
行う。その一方で、他のシューズの使用者は、たとえばランニングの際に中足部の外甲側
で着地をし、中足部から前足部に向かって重心を移動させた後に前足部で蹴り出す動作を
行う。特に、スピードを出して走る使用者になるほど中足部の外甲側で着地を行う割合が
高いといわれている。
【０００５】
　ここで、中足部の外甲側で着地を行う使用者が、上記特許文献１に記載されたソール構
造体を備えるシューズを履いて走った場合には、プレートの外甲部分に対応する位置で着
地が行われるため、プレートの存在に起因する違和感を生じる場合があるという問題点が
ある。
【０００６】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、使用者のアーチを十分に保持
しながら、使用者がランニングの際に中足部の外甲側で着地を行っても違和感を生じ難く
することが可能なシューズのソール構造体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明のうち一の発明によるシューズのソール構造体は、
ミッドソールと、ミッドソールの下面に接合されたミッドソールよりも硬い硬質樹脂製の
プレート部材とを備え、プレート部材は、使用者の拇指球または拇指球後に対応する位置
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から内甲側アーチに沿って後方に延び、足幅方向の断面視で下方向に凸の形状を有する第
１補強部と、使用者の拇指球または拇指球後に対応する位置から第５中足骨の中心よりも
前方部分に対応する位置を避けるように外甲側後方に延び、足幅方向の断面視で下方向に
凸の形状を有する第２補強部と、第１補強部と第２補強部との間に設けられ、第１補強部
の外甲側端部の上端と第２補強部の内甲側端部の上端との間を接続する第３補強部とを含
み、さらに、第５中足骨の中心よりも前方部分と対向する領域には一切設けられておらず
、第３補強部は、後端部分につま先側に向かってＵの字状に切り欠かれた切欠部を有する
。ここで、使用者の拇指球後に対応する位置とは、使用者の拇指球直後から使用者のアー
チ前側近傍の範囲のいずれかに対応する位置である。

【０００８】
　この一の発明によるシューズのソール構造体では、上記のように、プレート部材に、使
用者の拇指球または拇指球後に対応する位置から内甲側アーチに沿って後方に延びる第１
補強部を設けることによって、使用者のアーチの内甲側を保持することができる。また、
プレート部材に、使用者の拇指球または拇指球後に対応する位置から外甲側後方に延びる
第２補強部を、第１補強部と合わせて設けることによって、互いに交差する方向に延びる
第１補強部および第２補強部により捩れ剛性を向上することができるので、捩れ方向のソ
ールの変形を適度に抑制することができる。さらには、第２補強部を第５中足骨の中心よ
りも前方部分に対応する位置を避けるように設けることによって、中足部の外甲部分に対
応する位置で着地を行う使用者であっても、足裏の表面に突出するように位置する第５中
足骨の中心よりも前方部分に対応する位置に第２補強部が存在しないので、プレート部材
の存在に起因する違和感を生じることがない。これにより、使用者のアーチを十分に保持
しながら、使用者がランニングの際に中足部の外甲側で着地を行っても違和感を生じ難く
することができる。また、プレート部材は、第１補強部と第２補強部との間に設けられ、
第１補強部の外甲側端部と第２補強部の内甲側端部とを接続する第３補強部をさらに含む
。このように構成すれば、捩れ方向の剛性をより向上させることができる。
【０００９】
　また、本発明のうち別の発明によるシューズのソール構造体は、ミッドソールと、ミッ
ドソールの下面に接合されたミッドソールよりも硬い硬質樹脂製のプレート部材とを備え
、プレート部材は、使用者の第１中足骨骨頭または第１中足骨骨頭後に対応する位置から
内甲側アーチに沿って少なくとも舟状骨に対応する位置に延びる第１補強部と、使用者の
第１中足骨骨頭または第１中足骨骨頭後に対応する位置から第５中足骨の中心よりも前方
部分に対応する位置を避けるように少なくとも立方骨に対応する位置に延びる第２補強部
とを含む。ここで、使用者の第１中足骨骨頭後に対応する位置とは、使用者の第１中足骨
骨頭直後から使用者のアーチ前側近傍の範囲のいずれかに対応する位置である。
【００１０】
　この別の発明によるシューズのソール構造体では、上記のように、プレート部材に、使
用者の第１中足骨骨頭または第１中足骨骨頭後に対応する位置から内甲側アーチに沿って
少なくとも舟状骨に対応する位置に延びる第１補強部を設けることによって、使用者のア
ーチの内甲側を保持することができる。また、プレート部材に、使用者の第１中足骨骨頭
または第１中足骨骨頭後に対応する位置から少なくとも立方骨に対応する位置に延びる第
２補強部を、第１補強部と合わせて設けることによって、互いに交差する方向に延びる第
１補強部および第２補強部により捩れ剛性を向上することができるので、捩れ方向のソー
ルの変形を適度に抑制することができる。さらには、第２補強部を第５中足骨の中心より
も前方部分に対応する位置を避けるように設けることによって、中足部の外甲部分に対応
する位置で着地を行う使用者であっても、足裏の表面に突出するように位置する第５中足
骨の中心よりも前方部分に対応する位置に第２補強部が存在しないので、プレート部材の
存在に起因する違和感を生じることがない。これにより、使用者のアーチを十分に保持し
ながら、使用者がランニングの際に中足部の外甲側で着地を行っても違和感を生じ難くす
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ることができる。
【００１１】
　また、上記一および別の発明によるシューズのソール構造体において、好ましくは、第
１補強部および第２補強部は、それぞれ、足幅方向の断面視で、下方向に凸状の略Ｕ字ま
たはＶ字形状を有している。このように構成すれば、第１および第２補強部の重量が大き
くなるのを抑制しながら剛性を向上させることができるので、ソールを軽量化しつつ使用
者のアーチを十分に保持することができる。
【００１２】
　また、上記一および別の発明によるシューズのソール構造体において、好ましくは、第
１補強部の足幅方向の所定の断面視における最高点と最下点との高低差は、２ｍｍ以上で
あり、第２補強部の足幅方向の所定の断面視における最高点と最下点との高低差は、２ｍ
ｍ以上でもよい。
【００１４】
　また、この場合において、好ましくは、第３補強部は、略平坦面状に形成されていると
ともに、上面がミッドソールの下面に接着されている。このように構成すれば、接着面積
を増加することができるので、第３補強部をミッドソールに接着しない場合と比べて、プ
レート部材がミッドソールから剥離するのを抑制することができる。
【００１５】
　また、上記一および別の発明によるシューズのソール構造体において、好ましくは、プ
レート部材の前後端部は、それぞれ、路面と接地するアウトソールに接合されてもよい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明に係るシューズのソール構造体によれば、使用者のアーチを十分に保持しながら
、使用者がランニングの際に中足部の外甲側で着地を行っても違和感を生じ難くすること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態によるシューズのソール構造体の全体斜視図である。
【図２】図１のシューズのソール構造体の底面図である。
【図３】図１のシューズのソール構造体の内甲側を示した側面図である。
【図４】図２の底面図に骨格を重ね合わせた図である。
【図５】図１のシューズのソール構造体のプレート部材を示した斜視図である。
【図６】図２のＡ－Ａ断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１～図６を参照して、本発明の一実施形態によるシューズのソール構造体１について
説明する。
【００１９】
　図１および図２に示すように、シューズのソール構造体１は、ミッドソール２と、ミッ
ドソール２の下面に接合されたミッドソール２よりも硬い硬質樹脂性のプレート部材３と
、ミッドソール２の下面に接合された複数のプレート部材３アウトソール４ａ～４ｅとを
備えている。
【００２０】
　ミッドソール２は、軟質弾性部材から構成されている。たとえば、ミッドソール２は、
エチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）等の熱可塑性樹脂やその発泡体、ポリウレタン
（ＰＵ）等の熱硬化性樹脂やその発泡体、または、ブタジエンラバーやクロロプレンラバ
ー等のラバー素材やその発泡体により構成されている。また、ミッドソール２は、図１お
よび図３に示すように、前足部から踵部分にかけて延びるミッドソール本体部２ａと、踵
部分に設けられ、ミッドソール本体部２ａの下方に設けられた踵ミッドソール部２ｂとを
有している。
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【００２１】
　ミッドソール本体部２ａと踵ミッドソール部２ｂとは、図３に示すように、前後方向に
延びる波形状の境界２０を有した状態で分離されており、境界２０の一部には、クッショ
ン性を向上するための開口部２ｃが形成されている。また、境界２０には、図示しない波
形状の樹脂製のプレートが挟み込まれている。この図示しない波形状の樹脂製のプレート
は、プレート部材３とは別体である。なお、波形状の樹脂製のプレートは、プレート部材
３と一体的に形成されていても良い。なお、プレート部材３および波形状の樹脂製のプレ
ートは、例えば、ソリッド状のエチレン－酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）、ポリアミドエ
ラストマー（ＰＡＥ）、ポリウレタン（ＴＰＵ）等の熱可塑性樹脂、ポリウレタン等の熱
硬化性樹脂や、ソリッドラバー等のラバー素材により構成されている。
【００２２】
　ここで、本実施形態では、プレート部材３は、図４に示すように、使用者のアーチ前側
近傍である拇指球ＭＲ後（矢印Ｂ方向側）に対応する位置から内甲側アーチ領域Ｘに沿っ
て後方（矢印Ｂ方向）に延びる第１補強部３１と、使用者の拇指球ＭＲ後に対応する位置
から外甲側（矢印Ｌ方向側）後方に延びる第２補強部３２とを含んでいる。言い換えると
、プレート部材３は、使用者のアーチ前側近傍である第１中足骨骨頭ＴＥ後に対応する位
置から内甲側アーチ領域Ｘに沿って舟状骨ＮＡに対応する位置に延びる第１補強部３１と
、使用者の第１中足骨骨頭ＴＥ後に対応する位置から立方骨ＣＵに対応する位置に延びる
第２補強部３２とを含んでいる。
【００２３】
　また、本実施形態では、第２補強部３２は、使用者の第５中足骨ＭＢ５の中心よりも前
方（矢印Ｆ方向）部分に対応する位置を避けるように構成されている。すなわち、使用者
は、中足部の外甲側（領域ＴＲ）で着地をした場合に、使用者の第５中足骨骨頭ＴＥ５と
その近傍でプレート部材３の硬さを感じ難く、本実施形態の場合には、ミッドソール２に
よるクッションを十分に得ることが可能である。
【００２４】
　また、プレート部材３は、図２に示すように、第１補強部３１と第２補強部３２との間
に設けられた第３補強部３３と、第１補強部３１および第２補強部３２の前方に設けられ
た前端部３４と、第１補強部３１の後端に設けられた第１後端部３５と、第２補強部３２
の後端に設けられた第２後端部３６とをさらに含んでいる。
【００２５】
　第１補強部３１および第２補強部３２は、拇指球ＭＲ後の部分（図４参照）で互いに接
続されている。また、第１補強部３１および第２補強部３２は、それぞれ、図６に示すよ
うに、足幅方向（矢印ＭＬ方向）の断面視で、下方向（矢印Ｄ方向）に凸状の略Ｕ字形状
を有している。具体的には、図５および図６に示すように、第１補強部３１は、Ｕ字の底
面を構成する底面部３１ａと、Ｕ字の内甲側（矢印Ｍ方向側）側面を構成する内甲側面部
３１ｂと、Ｕ字の外甲側（矢印Ｌ方向側）側面を構成する外甲側面部３１ｃとを含んでい
る。また、第２補強部３２は、Ｕ字の底面を構成する底面部３２ａと、Ｕ字の内甲側側面
を構成する内甲側面部３２ｂと、Ｕ字の外甲側側面を構成する外甲側面部３２ｃとを含ん
でいる。
【００２６】
　底面部３１ａは、図６に示すように、内甲側面部３１ｂおよび外甲側面部３１ｃよりも
厚みが大きくなるように形成されている。具体的には、底面部３１ａの厚みｔ１は、約３
ｍｍであり、内甲側面部３１ｂおよび外甲側面部３１ｃの厚みｔ２およびｔ３は、それぞ
れ、約１．２ｍｍである。また、底面部３１ａは、その上面が実質的に平坦面により構成
されている。これにより、底面部３１ａは、底面部３１ａの上面に配置されるミッドソー
ル本体部２ａとの接着性が向上する。また、内甲側面部３１ｂは、底面部３１ａから内甲
側（矢印Ｍ方向側）に傾斜するように上方（矢印Ｕ方向）に向かって突出している。この
内甲側面部３１ｂは、少なくとも一部がミッドソール本体部２ａの側表面を覆うように配
置されている。また、外甲側面部３１ｃは、底面部３１ａから外甲側（矢印Ｌ方向側）に
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傾斜するように上方に向かって突出している。
【００２７】
　また、第１補強部３１の足幅方向の断面視における上面の最高点と最低点の高低差、す
なわち、内甲側面部３１ｂの上端点と、底面部３１ａの上面との高低差Ｈ１は、約４ｍｍ
である。なお、高低差Ｈ１は、１ｍｍ～１０ｍｍの間であれば、プレート部材３の捩れ剛
性が適切である。また、底面部３１ａの上面と外甲側面部３１ｃの上端点との高低差Ｈ２
は、約２ｍｍである。
【００２８】
　底面部３２ａは、内甲側面部３２ｂおよび外甲側面部３２ｃよりも厚みが大きくなるよ
うに形成されている。具体的には、底面部３２ａの厚みｔ４は、約３ｍｍであり、内甲側
面部３２ｂおよび外甲側面部３２ｃの厚みｔ５およびｔ６は、それぞれ、約１．２ｍｍで
ある。また、底面部３２ａは、その上面が実質的に平坦面により構成されている。これに
より、底面部３２ａは、底面部３２ａの上面に配置されるミッドソール本体部２ａおよび
踵ミッドソール部２ｂとの接着性が向上する。また、内甲側面部３２ｂは、底面部３２ａ
から内甲側に傾斜するように上方に向かって突出している。また、外甲側面部３２ｃは、
底面部３２ａから外甲側に傾斜するように上方に向かって突出している。
【００２９】
　また、第２補強部３２の足幅方向（矢印ＬＭ方向）の断面視における上面の最高点と最
低点の高低差、すなわち、底面部３２ａの上面と、内甲側面部３２ｂの上端点または外甲
側面部３２ｃの上端点との高低差Ｈ３は、約２ｍｍである。
【００３０】
　また、第３補強部３３は、図５および図６に示すように、第１補強部３１の外甲側面部
３１ｃの上端と、第２補強部３２の内甲側面部３２ｂの上端との間を接続するように構成
されている。この第３補強部３３は、略平坦面状に形成されている。また、第３補強部３
３は、後端部分に切欠部３３ａを有している。この切欠部３３ａは、プレート部材３が捩
り方向の負荷を受けた際のプレート部材３のトルクを調整する機能を有する。また、第３
補強部３３は、上面がミッドソール２の下面に接着剤により接着されている。
【００３１】
　図２に示すように、第１補強部３１および第２補強部３２の前方に設けられた前端部３
４は、路面と接地するアウトソール４ｂに接合されている。具体的には、前端部３４は、
図２および図５に示すように、略平坦面状に形成されており、ミッドソール本体部２ａの
下面とアウトソール４ｂの上面との間に挟みこまれるように配置されている。そして、前
端部３４と、ミッドソール本体部２ａおよびアウトソール４ｂとは、それぞれ、互いに接
着剤により接着されている。
【００３２】
　第１補強部３１の後端に設けられた第１後端部３５は、路面と接地するアウトソール４
ｄに接合されている。具体的には、第１後端部３５は、略平坦面状に形成されており、踵
ミッドソール部２ｂの下面とアウトソール４ｄの上面との間に挟みこまれるように配置さ
れている。そして、第１後端部３５と、踵ミッドソール部２ｂおよびアウトソール４ｄと
は、それぞれ、互いに接着剤により接着されている。
【００３３】
　第２補強部３２の後端に設けられた第２後端部３６は、路面と接地するアウトソール４
ｅに接合されている。具体的には、第２後端部３６は、略平坦面状に形成されており、踵
ミッドソール部２ｂの下面とアウトソール４ｅの上面との間に挟みこまれるように配置さ
れている。そして、第２後端部３６と、踵ミッドソール部２ｂおよびアウトソール４ｅと
は、それぞれ、互いに接着剤により接着されている。
【００３４】
　上記のように、本実施形態では、プレート部材３に、使用者の拇指球ＭＲ後に対応する
位置から内甲側アーチ領域Ｘに沿って後方に延びる第１補強部３１を設けることによって
、使用者のアーチの内甲側を保持することができる。また、プレート部材３に、使用者の
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拇指球ＭＲ後に対応する位置から外甲側（矢印Ｌ方向側）後方に延びる第２補強部３２を
設けることによって、第１補強部３１と合わせて設けることにより、互いに交差する方向
に延びる第１補強部３１および第２補強部３２により捩れ剛性を向上することができるの
で、捩れ方向のソールの変形を適度に抑制することができる。さらには、第２補強部３２
を第５中足骨ＭＢ５の中心よりも前方（矢印Ｆ方向）部分に対応する位置を避けるように
設けることによって、中足部の外甲部分に対応する位置で着地を行う使用者であっても、
足裏の表面に突出するように位置する第５中足骨ＭＢ５の中心よりも前方（矢印Ｆ方向）
部分に対応する位置に第２補強部３２が存在しないので、プレート部材３の存在に起因す
る違和感を生じることがない。これにより、使用者のアーチを十分に保持しながら、使用
者がランニングの際に中足部の外甲側（領域ＴＲ）で着地を行っても違和感を生じ難くす
ることができる。
【００３５】
　また、本実施形態では、上記のように、プレート部材３に、使用者の第１中足骨骨頭Ｔ
Ｅ１後に対応する位置から内甲側アーチ領域Ｘに沿って少なくとも舟状骨ＮＡに対応する
位置に延びる第１補強部３１を設けることによって、使用者のアーチの内甲側を保持する
ことができる。また、プレート部材３に、使用者の第１中足骨骨頭ＴＥ１後に対応する位
置から少なくとも立方骨ＣＵに対応する位置に延びる第２補強部３２を設けることによっ
て、第１補強部３１と合わせて設けることにより、互いに交差する方向に延びる第１補強
部３１および第２補強部３２により捩れ剛性を向上することができるので、捩れ方向のソ
ールの変形を適度に抑制することができる。さらには、第２補強部３２を第５中足骨ＭＢ
５の中心よりも前方（矢印Ｆ方向）部分に対応する位置を避けるように設けることによっ
て、中足部の外甲部分に対応する位置で着地を行う使用者であっても、足裏の表面に突出
するように位置する第５中足骨ＭＢ５の中心よりも前方（矢印Ｆ方向）部分に対応する位
置に第２補強部３２が存在しないので、プレート部材３の存在に起因する違和感を生じる
ことがない。これにより、使用者のアーチを十分に保持しながら、使用者がランニングの
際に中足部の外甲側（領域ＴＲ）で着地を行っても違和感を生じ難くすることができる。
【００３６】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【００３７】
　たとえば、上記実施形態では、プレート部材に、使用者の拇指球ＭＲ後に対応する位置
から内甲側アーチ領域Ｘに沿って後方に延びる第１補強部を設けた例について示したが、
本発明はこれに限られない。本発明では、使用者の拇指球ＭＲに対応する位置から内甲側
アーチ領域Ｘに沿って後方に延びる第１補強部を設けてもよい。
【００３８】
　また、上記実施形態では、プレート部材に、使用者の第１中足骨骨頭ＴＥ１後に対応す
る位置から内甲側アーチ領域Ｘに沿って舟状骨ＮＡに対応する位置に延びる第１補強部を
設けた例について示したが、本発明はこれに限られない。本発明では、使用者の第１中足
骨骨頭ＴＥ１に対応する位置から内甲側アーチ領域Ｘに沿って舟状骨ＮＡに対応する位置
に延びる第１補強部を設けてもよい。また、第１補強部は、舟状骨ＮＡを越えた位置まで
延びていてもよい。
【００３９】
　また、上記実施形態では、第１補強部および第２補強部は足幅方向の断面視で、下方向
に凸状の略Ｕ字形状を有している例について示したが、本発明はこれに限られない。本発
明では、下方向に凸状の略Ｖ字形状、コの字形状または逆台形形状を有していても良い。
【符号の説明】
【００４０】
１　シューズのソール構造体
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２　ミッドソール
３　プレート部材
３１　第１補強部
３２　第２補強部
３３　第３補強部
ＭＲ　拇指球
ＭＢ５　第５中足骨
ＴＥ　第１中足骨骨頭
ＮＡ　舟状骨
ＣＵ　立方骨

【図１】 【図２】
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