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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　滑り止め付き靴（１）のソール（９）のためのスパイク装置（８，１８）であって、
スパイク（２２，３２）及び弾性手段を備え、
　前記弾性手段は、応力が加えられた状態である場合に、前記スパイク（２２，３２）が
、滑り止め特性を提供するために、前記滑り止め付き靴（１）の前記ソール（９）から突
出することを可能にするように配置され、
　応力が加えられていない状態に回復する場合に、前記ソール（９）内に少なくとも部分
的に前記スパイク（２２，３２）を後退するように配置される、スパイク装置（８，１８
）において、
　前記弾性手段は、内側部分（２５ｂ，３５ｂ）及び前記内側部分（２５ｂ，３５ｂ）を
囲んでいる外側部分（２５ｅ，３５ｅ）を備えている弾性隔膜手段（２５ａ，３５ａ）を
備え、前記内側部分（２５ｂ，３５ｂ）及び前記外側部分（２５ｅ，３５ｅ）は、互いに
対して弾性的に移動可能であり、
　前記スパイク（２２，３２）を備えているスパイクユニット（２１，３１，２２，３２
）は、前記スパイク（２２，３２）が軸方向において前記弾性隔膜手段（２５ａ，３５ａ
）から突出する方法で、前記弾性隔膜手段（２５ａ，３５ａ）の前記内側部分（２５ｂ、
３５ｂ）における開口部（２５ｄ、３５ｄ）内に配置され、
　前記スパイクユニット（２１，３１，２２，３２）は、軸方向に移動可能であるように
配置され、前記開口部（２５ｄ、３５ｄ）に対して固定されるように配置され、それによ
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って、前記スパイクユニット（２１，３１，２２，３２）が前記弾性隔膜手段（２５ａ，
３５ａ）の前記内側部分（２５ｂ、３５ｂ）とともに移動することを可能にし、
　前記スパイク装置（８，１８）は、前記内側部分（２５ｂ、３５ｂ）が前記外側部分（
２５ｅ、３５ｅ）に対して移動する場合に、前記スパイクユニット（２１，３１，２２，
３２）の軸方向の移動を案内するための案内支持手段（２３，３３）をさらに備えること
を特徴とするスパイク装置（８，１８）。
【請求項２】
　前記弾性隔膜手段（２５ａ，３５ａ）は、カップ状部分を有し、軸方向の降下力にさら
される場合に、ばね力を発生させるように適合され、降下力が取り除かれる場合に、ばね
力が、前記カップ状部分を回復することを可能にすることを特徴とする請求項１に記載の
スパイク装置（８、１８）。
【請求項３】
　前記内側部分（２５ｂ、３５ｂ）は、前記カップ状部分（２５ａ，３５ａ）の底部分を
形成し、それによって、前記スパイク（２２，３２）は、前記カップ状部分（２５ａ，３
５ａ）の内側で、軸方向において前記底部分（２５ｂ，３５ｂ）から突出することを特徴
とする請求項２に記載のスパイク（８、１８）。
【請求項４】
　前記スパイク装置（８，１８）は、前記ソール（９）の開口部（１０）内に配置される
ように適合されることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載のスパイク装置（
８，１８）。
【請求項５】
　前記スパイクユニット（２１，３１，２２，３２）は、前記弾性隔膜手段（２５ａ，３
５ａ）の上側と相互作用するように配置されるスパイク保持部材（２１，３１）を備え、
　それによって、前記弾性隔膜手段（２５ａ，３５ａ）の下側に向けた方向において、さ
らに移動することを防ぐことを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載のスパイク
装置（８，１８）。
【請求項６】
　前記案内支持手段は、前記スパイクユニット（２１，３１，２２，３２）の移動方向を
案内するために適合された貫通開口（２３ｃ、３３ｃ）を有しているスパイク案内部材（
２３，３３）を備えることを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載のスパイク装
置（８，１８）。
【請求項７】
　前記スパイク案内部材（２３，３３）は、前記弾性隔膜手段（２５ａ．３５ａ）の外側
部分（２５ｅ，３５ｅ）に堅固に接続されることを特徴とする請求項６に記載のスパイク
装置（８，１８）。 
【請求項８】
　前記スパイク案内部材（２３，３３）は、前記滑り止め付き靴（１）の内側に前記スパ
イク装置（８，１８）を固定するためのウィング状の停止手段（２３ｂ、３３ｂ）を備え
ることを特徴とする請求項６又は７に記載のスパイク装置（８，１８）。
【請求項９】
　前記スパイク保持部材（２１，３１）は、前記貫通開口（２３ｃ、３３ｃ）を通じて延
在し、前記貫通開口（２３ｃ、３３ｃ）の上端部で突出していることを特徴とする請求項
５又は６に記載のスパイク装置（８，１８）。
【請求項１０】
　前記隔膜手段（２５ａ，３５ａ）は、前記ソールにおける前記開口部（１０）をシール
するために適合されたフレキシブル部材（２５，３５）の一部を形成することを特徴とす
る請求項４に記載のスパイク装置（８，１８）。
【請求項１１】
　前記スパイク装置（８，１８）は、前記スパイク装置（８，１８）が前記滑り止め付き
靴（１）に配置される場合に、前記弾性隔膜手段（２５ａ，３５ａ）の前記外側部材（２
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５ｅ，３５ｅ）が前記ソール（９）に対して実質的に静止した状態になるように配置され
ることを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載のスパイク装置（８，１８）。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載のスパイク装置（８，１８）を備えることを特徴
とする靴（１）。
【請求項１３】
　前記靴（１）は、下部ソール部材（９）と、上部ソール部材（５）と、を備え、前記ス
パイク装置（８，１８）は、前記下部ソール部材（９）に配置され、前記下部ソール部材
（９）は、前記上部ソール部材（５）に対して垂直方向に移動可能であり、それによって
、前記上部ソール部材（５）は、前記スパイク（２２，３２）が前記下部ソール部材（９
）から突出させるために前記スパイク装置（８，１８）上に圧力を提供することを可能に
されることを特徴とする請求項１２に記載の靴（１）。
【請求項１４】
　前記靴（１）は、調整可能な固定プレート（７）と、前記下部ソール部材（９）と前記
上部ソール部材（５）との間の相対的な移動の防止を可能にするように適合された間隔手
段（４，６）と、を備えることを特徴とする請求項１３に記載の靴（１）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は、滑り止め付き靴のソールのためのスパイク装置に関する。この発明はまた
、そのようなスパイク装置を備えている靴に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スパイクを備えた靴は、滑りやすい表面上の良好なグリップを得るために使用される。
従来、スパイク付きの靴は、雪及び氷で覆われた道路又は車道上を歩く人々及びゴルファ
ーにとって有益である。従来のスパイク付き靴は、舗装などの、スパイクが必要とされて
いない状況で、又は多くの室内の床などの、スパイクが不適切である状況で、着用中に、
スパイクが地面と絶えず接触する欠点に悩まされる。これは、スパイクと特定の表面とに
極端な磨耗を引き起こす、又は、靴の頻繁な切替を引き起こす。
【０００３】
　それらの欠点を克服するために、格納式のスパイクを有する靴の様々な例は、長年に亘
って提案されている。特許文献１は、液圧がソールの底部から延在するようにクリート（
cleat）を押し出すように使用される一例を開示している。他の例は、特許文献２に開示
されており、空圧で作動される回転可能な複数のスパイクが使用される。さらなる他の例
は、特許文献３に開示されており、複数のスパイクが引き込まれた位置と延在した位置と
の間でスライド可能である。さらなる他の例は、特許文献４に開示されており、高圧液体
がスパイクを延在するために使用される。
【０００４】
　特許文献５は、液圧で作動し、且つ制御される持ち上げパッドが、外側ソールの下に配
置され、外側ソールに設けられた複数のスパイクが該地面と緩く接触するように伸張する
ために配置されるシステムを開示する。
【０００５】
　特許文献６は、ソールの柔軟な凹所又はくぼみに取り付けられた複数のスパイクを有す
る履き物であって、スライドカム部材が後退された位置から延在された位置に複数のスパ
イクを付勢するように使用される履き物を開示する。
【０００６】
　特許文献７には、上部ソール及び下部ソールが互いに対して移動可能であり、スライド
可能な固定プレートが、互いに対して上部ソール及び下部ソールを固定するように使用さ
れる構造が開示されている。スプリングは、スパイクを後退させるように、ソールを強制
的に離れさせるために使用される。特許文献８には、類似の構造が開示されているが、固
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定機能なしで、部分的に後退されたスプリングによって浮遊させたソール爪（sole nails
）が上部ソールに圧力を作用することによって突出させる構造が開示されている。
【０００７】
　格納式のスパイクを有する周知な靴に関連した一般的な問題は、複雑な構造であり、低
い構造強度及び／又は土に露出された場合の機能問題である。それ故に、この改良は、こ
の分野において依然として必要とされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許第４８７３７７４号明細書
【特許文献２】米国特許第５２９９３６９号明細書
【特許文献３】米国特許第６０５８６２７号明細書
【特許文献４】米国特許第６１２５５５６号明細書
【特許文献５】瑞典国特許第５２４６９２号明細書
【特許文献６】米国特許第４３７５７２９号明細書
【特許文献７】国際特許公開２００７／０３７７３１号明細書
【特許文献８】英国特許第２４２０４８５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本願発明の目的は、格納式の複数のスパイクを有する滑り止め付き靴を提供することで
あり、以前に知られている滑り止め靴より単純な構造で、且つ信頼できる滑り止め付き靴
を提供することである。
【００１０】
　この目的は、独立請求項１及び独立請求項１２に含まれた技術的特徴によって画定され
たスパイク装置及び靴によって達成される。従属請求項は、本願発明の有利な実施形態、
さらなる発展及び変更を含む。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本願発明は、滑り止め付き靴のソールのためのスパイク装置であって、スパイク及び弾
性手段を備えており、該弾性手段は、応力が加えられた状態である場合に、スパイクが、
滑り止め性質を提供するために靴のソールから突出することを可能にするように配置され
、応力が加えられていない状態に回復する場合に、ソール内に少なくとも部分的にスパイ
クを後退するように配置される、スパイク装置に関する。
【００１２】
　本願発明のスパイク装置は、弾性手段が内側部分及び該内側部分を囲んでいる外側部分
を有する弾性隔膜手段を備え、内側部分及び外側部分は、互いに対して弾性的に移動可能
であることを特徴とする。さらに、スパイクを備えているスパイクユニットは、軸方向に
おいて、スパイクが前記弾性隔膜手段から突出する方法で、前記弾性隔膜手段の内側部分
における開口部に配置され、該スパイクユニットは、軸方向において移動可能であるよう
に配置され、スパイクユニットが弾性隔膜手段の内側部分と一緒に移動することを可能に
するように、開口部に対して固定されるように配置される。スパイク装置は、内側部分が
外側部分に対して移動する場合に、スパイクユニットの軸方向の移動を案内するための案
内支持手段をさらに備える。
【００１３】
　そのような設計の利点は、複数のスパイクの自動的な後退のための従来のコイルバネの
使用が避けられることができることである。そのようなコイルバネを靴に組み込むことは
、製品を複雑にさせる。さらに、コイルバネの機能は、埃、土、及び腐食により抑制され
る場合がある。
【００１４】
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　他の利点は、スパイクが開口部に固定され、且つそれ故に弾性隔膜手段の移動している
内側部分とともに移動するので、複数のスパイクの周りの適切なシールが非常に容易に達
成されることである。従来のスパイク装置において、スパイクは、円形溝から外側に延在
し、かつ円形溝内に後退する。そのような設計において、土、塩などが円形溝内に入るこ
とを防ぐことは、事実上不可能である。
【００１５】
　さらなる利点は、ソールから突出する場合に、スパイクが安定的に保持されることであ
り、例えば、靴の使用中に、スパイクが屈曲される、且つ／又は緩む状態になる危険性が
低い。
【００１６】
　本願発明の有利な実施形態において、弾性隔膜手段は、カップ状部分を有し、該カップ
状部分は、軸方向の降下力にさらされる場合に、ばね力を発生させるように適合され、該
降下力が取り除かれる場合に、ばね力は、カップ状部分を回復することができる。そのよ
うなドーム状の隔膜手段を使用する利点は、その後退された位置とその延在された位置と
の間で切り替える場合に、スパイクが移動する距離、すなわちスパイクストロークの長さ
が、隔膜手段を著しい応力にさらされることなく、より長くさせることができる。増加さ
れたスパイクストロークの長さは、スパイクの十分な後退及び十分な延在の両方を容易に
達成させる。さらに、応力を低減することは、より丈夫な製品に導く。ドーム状の隔膜手
段は、スパイクの周りに蓄積する場合がある土を効果的に取り除くとの追加の利点を有す
る。好ましくは、内側部分は、スパイクがカップ状部分の内側で、軸方向において底部分
から突出するように、カップ状部分の底部分を形成する。
【００１７】
　本願発明の有利な実施形態において、スパイク装置は、ソールの開口部内に配置される
ように適合される。
【００１８】
　本願発明の有利な実施形態において、スパイクユニットは、前記隔膜手段の下側に向け
た方向において、前記スパイクユニットがさらに移動することを妨げるように、弾性隔膜
手段の上側で相互作用するように配置されるスパイク保持部材を備える。
【００１９】
　本願発明の有利な実施形態において、案内支持手段は、前記スパイクユニットの軸方向
の移動を案内するために適合された貫通開口を有するスパイク案内部材を備える。
【００２０】
　本願発明の有利な実施形態において、スパイク案内部材は、弾性隔膜手段の外側部分に
堅固に接続される。
【００２１】
　本願発明の有利な実施形態において、スパイク案内部材は、靴の内側にスパイク装置を
固定するためのウィング状の停止手段を備える。
【００２２】
　本願発明の有利な実施形態において、スパイク保持部材は、貫通開口を通じて延在し、
貫通開口の上端で突出する。
【００２３】
　本願発明の有利な実施形態において、弾性隔膜手段は、ソールにおける開口部をシール
するために適合されたフレキシブル部材の一部を形成する。
【００２４】
　本願発明の有利な実施形態において、スパイク装置は、前記スパイク装置が靴に配置さ
れる場合に、弾性隔膜手段の外側部分がソールに対して実質的に静止した状態になるよう
に配置される。
【００２５】
　本願発明はまた、上述したような種類のスパイク装置を有している靴に関する。
【００２６】
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　本願発明における靴の有利な利点において、靴は、下部ソール部材と、上部ソール部材
と、を備え、スパイク装置は、下部ソール部材内に配置され、下部ソール部材は、上部ソ
ール部材に対して垂直方向に移動可能であり、それによって、上部ソール部材は、スパイ
クが下部ソール部材から突出させるためのスパイク装置上に圧力を提供することを可能に
される。
【００２７】
　本願発明における靴の有利な利点において、靴は、調整可能な固定プレートと、前記下
部ソール部材と前記上部ソール部材との間の相対的な移動の防止を可能にするように適合
された間隔手段（４，６）と、を備える。
【００２８】
　以下に記載された本願発明の説明において、以下の図面を参照される。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本願発明による靴の好ましい実施形態を示す分解図である。
【図２】図１による組み立てられた靴の前方部分を示す部分断面図である。
【図３】図１による靴の後方スパイク装置を示す図である。
【図４】図３による後方スパイク装置を示す部分断面図である。
【図５】図３による後方スパイク装置を示す分解図である。
【図６】図１による靴の前方スパイク装置を示す図である。
【図７】図６による前方スパイク装置を示す断面図である。
【図８】図６による前方スパイク装置を示す分解図である。
【図９】図１による靴における後方、固定された位置に位置付けられた固定プレートを示
す図である。
【図１０】図１による靴における前方、固定されていない位置に位置付けられた固定プレ
ートを示す図である。
【図１１】後退させた位置における前方スパイク装置を示す図である。
【図１２】延在させた位置における前方スパイク装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１は、拡大図において、本願発明による滑り止め付き靴１の好ましい実施形態を示す
。滑り止め付き靴１は、上部分３、上部ソール部材５、固定プレート７、下部ソール部材
９、及び複数の前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８を備える。下部ソール部材
９には、前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８を受容するための対応する複数の
開口部１０が設けられる。前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８は、対応する複
数の開口部１０内に位置付けられる場合に、下部ソール部材９に固定される。
【００３１】
　滑り止め付き靴１は、（この変化がスパイクの機能のために重要ではない靴の極めて前
部分及びアーチ部分におけるいくつかの領域を除いて）上部ソール部材５と下部ソール部
材９との間の距離の変化を可能にするように配置される。可撓性を有するソール接続部材
１２は、上部ソール部材５及び下部ソール部材９を接続する。上部ソール部材５の下側に
は、固定プレート７に向けて延在している第１の間隔手段４が設けられる。固定プレート
７の上側には、上部ソール部材５に向けて延在している対応する第２の間隔手段６が設け
られ、それによって第１の間隔手段４と第２の間隔手段６との間の相互作用を可能にする
。固定プレート７は、滑り止め付き靴１の長手方向にスライド可能に調整可能であり、そ
れによって、第１の間隔手段４及び第２の間隔手段６は、互いに対して相対的に移動可能
である。第１の間隔手段４及び第２の間隔手段６は、一体型の突出部の形態であり、多く
の場合において、矩形状を有する一体型の突出部の形態である。第１の間隔手段４の複数
の突出部の間の空隙は、第２の間隔手段６の複数の突出部を受容するための複数の開口部
として見なされる場合があり、逆もまた同様である。
【００３２】
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　固定プレート７が後方の固定された位置に位置付けられる場合に、滑り止め付き靴１は
、上部ソール部材５と下部ソール部材９との間のある程度の第１の一定の距離とともに、
固定された、スパイクが後退された位置に設定される。固定プレート７が前方の固定され
ていない位置に位置付けられる場合に、滑り止め付き靴１は、上部ソール部材５と下部ソ
ール部材９との間の距離が複数のスパイクを延在するように変化させることができる固定
されていない、滑り止め位置に設定される。これは、以下にさらに記載される。
【００３３】
　その２つの位置の間で固定プレート７を移動するための、ハンドル１４及び湾曲したロ
ッド１５（図１０及び図１１に示す）を備えているアクチュエータは、下部ソール部分９
の踵部分に設けられる。
【００３４】
　図２は、部分断面図において、組み立てられた状態における図１による滑り止め付き靴
１の前方部分を示す。ここでは、固定プレート７は、その後方の固定された位置に設定さ
れ、それによって、第１の間隔手段４は、第２の間隔手段６の上方に位置合わせされる。
この方法において、上部ソール部材５及び下部ソール部材９は、第１の間隔手段４及び第
２の間隔手段６の高さの和によって画定された距離より互いに近付く状態になることを妨
げる。
【００３５】
　上部ソール部材５は、下部ソール部材９内に配置されたフレキシブルフランジ９ｂ（図
１に示す）上に載置する。滑り止め付き靴１のアーチ部分と同様に、滑り止め付き靴１の
極めて前方部で、このフランジは、下に載置している材料によって支持される。この支持
材料に近接する領域において、上部ソール部材５と下部ソール部材９との間の距離は、（
支持材料の圧縮を除いて）変化させることができない。残りの領域において、特に、前方
スパイク装置１８及び後方スパイク装置８が配置される領域において、フレキシブルフラ
ンジ９ｂと上部ソール部材５との両方が可撓性とされるので、その距離は、変化させるこ
とができる。いくつかの位置でのフランジ９ｂを支持することの利点は、固定プレート７
がその固定されていない位置に設定される場合に、滑り止め付き靴１がより安定した状態
になることである。
【００３６】
　図２はまた、複数の開口部１０内において、下部ソール部材９に取り付けられる２つの
前方スパイク装置１８を示す。前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８は、水平方
向に位置付けられた滑り止め付き靴１に関して垂直方向に、細長い開口部１６を通じて、
上部ソール部材５の上側まで延在する。
【００３７】
　図３～５及び図６～８は、図１による滑り止め付き靴１の、それぞれ前方スパイク装置
１８及び後方スパイク装置８を示す。原理上は、前方スパイク装置１８及び後方スパイク
装置８は、同一の構造を有しているが、後方スパイク装置８は、例えば、下部ソール部材
９のより厚い踵部分に装着するように、より長い。
【００３８】
　図５及び図８に明白に表示されるように、後方スパイク装置８及び前方スパイク装置１
８のそれぞれは、スパイク保持装置２１及び３１と、スパイク２２及び３２と、スパイク
案内部材２３及び３３と、プレスワッシャー２４及び３４と、フレキシブル部材２５及び
３５と、を備える。
【００３９】
　スパイク２２及び３２は、好ましくは、磨耗に耐えるために硬質金属またはステンレス
鋼から形成される。この例において、スパイク２２及び３２は、２ｍｍの直径及び１５ｍ
ｍの長さを有する。他の材料及び寸法は、当然ながら使用することが可能である。
【００４０】
　スパイク保持部材２１及び３１は、プラスチックから形成され、一体型のスパイクユニ
ットを形成するようにスパイク２２及び３２上に成型される。スパイク保持部材２１及び



(8) JP 5340319 B2 2013.11.13

10

20

30

40

50

３１の主な機能は、以下にさらに記載されるように、スパイク２２及び３２の移動の制御
を可能にするための手段を提供することである。円周方向に延在している突出部の形態で
ある停止手段２１ａ、３１ａは、スパイク保持部材２１、３１の下端部分から所定の距離
で配置される。スパイク２２及び３２とスパイク保持部材２１及び３１とは、代替的には
、１つの一体部品として製造されることができるが、そのような構成要素は、少なくとも
硬質金属から形成される場合に、製造するのが非常に高価とされる場合がある。
【００４１】
　スパイク案内装置２３、３３は、プラスチックから形成され、半径方向においてスパイ
クユニット２１、３１、２２、３２を固定するための、スパイク保持部材２１、３１を受
容するように適合される長手方向貫通開口２３ｃ、３３ｃを有する。スパイク案内部材２
３、３３の主な機能は、ｉ）特に、滑り止め付き靴１の使用中に、スパイク保持部材２１
、３１がスパイク案内部材２３、３３の内側で軸方向に移動する場合に、スパイク保持部
材２１、３１を支持し、安定化させ、且つ案内すること、ｉｉ）フレキシブル部材２５、
３５を安定化させること、及びｉｉｉ）スパイク２２、３２及びスパイク保持部材２１、
３１が、フレキシブル部材２５、３５に向けて極端に下方へ移動することを防ぐことであ
る。後者は、スパイク保持部材２１、３１上の停止手段２１ａ、３１ａとともに相互作用
するように適合された内部停止クリート３３ａ（図８に示す）を有するスパイク案内部材
２３、３３のそれぞれを提供することによって、スパイク案内部材２３、３３の上部に配
置されたウィング状の停止手段２３ｂ、３３ｂを有するスパイク案内部材２３、３３を提
供することによって、及び、前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８の設置中に、
固定プレート７における細長い開口部１６（図１に見られる）を通じてねじ込まれるよう
に適合されることによって、達成され、それによって、設置される場合に、固定プレート
７の上側と相互作用することを可能にする。
【００４２】
　スパイク保持部材２１、３１及びスパイク案内部材２３、３３は、例えば、アセタール
樹脂又はポリアミド樹脂から形成される場合があり、グラスファイバーとともに強化され
ることができる。
【００４３】
　フレキシブル部材２５、３５は、この例において、熱可塑性ポリウレタンから形成され
、底部分２５ｂ、３５ｂと、該カップ状部分のメイン開口部２５ｃ、３５ｃを囲んでいる
外側リム２５ｅ、３５ｅと、を有するカップ状部分２５ａ、３５ａの形態であるフレキシ
ブル隔膜手段を備える。外側リム２５ｅ、３５ｅは、上向きに且ついくらか内側に延在し
、それによって、カップ状部分２５ａ、３５ａを囲むフレキシブル部材２５、３５の外側
部分を形成する。この外側部分は、スパイク案内部材２３、３３に堅固に接続される。
【００４４】
　フレキシブル部材２５、３５の外側部分の外側の周りに延在している円状縁部又はフラ
ンジ２５ｆ、３５ｆは、下部ソール部材９の開口部１０において、対応する凹所に装着す
るために設けられる。これは、前方スパイク装置１８及び下部スパイク装置８が下部ソー
ル部材９において開口部１０に取り付けられる場合に、適切なシールを提供する。それは
また、適所に、フレキシブル部材２５、３５を保持することに貢献する。垂直方向のリッ
ジ２５ｇ、３５ｇはまた、開口部１０における対応する凹所との協働のための、フレキシ
ブル部材２５、３５の外側部分の外側に設けられる。この方法において、前方スパイク装
置１８及び後方スパイク装置８の偶発的な回転が妨げられる。
【００４５】
　開口部２５ｂ、３５ｂは、プレスワッシャー２４、３４及びスパイク２２、３２を受容
するための底部分２５ｂ、３５ｂの中央位置に配置される。
【００４６】
　プレスワッシャー２４、３４は、好ましくは、アルミニウム又は真鍮から形成される。
それは、前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８を組み立てる場合に、第１のステ
ップとして、底部分２５ｂ、３５ｂにおいてメイン開口部２５ｃ、３５ｃを通じて押し込
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まれる円錐状の底部分を有する。フレキシブル部材２５、３５に固定される場合に、プレ
スワッシャー２４、３４の上部分は、僅かに円錐状であり、この例において、底部分２５
ｂ、３５ｂに堅固に押しつけられる／リベット留めされる。プレスワッシャー２４、３４
は、スパイク２２、３２の周りにシールを提供し、スパイク保持部材２１、３１のための
支持を提供する。
【００４７】
　プレスワッシャー２４、３４を固定した後で、スパイク案内部材２３、３３は、カップ
状部分２５ａ、３５ａの外側に且つカップの外側リム２５ｅ，３５ｅから延在している外
側部分の内側に、フレキシブル部材２５、３５上に適所で押し付けられる／ねじ込まれる
。フレキシブル部材２５、３５とスパイク案内部材２３、３３との間の相対的な回転を防
止するための手段は、２つの構成要素上に設けられた停止クリート及び対応する凹所の形
態で設けられる。
【００４８】
　次の組み立てる段階において、スパイク２２、３２及びスパイク保持部材２１、３１を
備えている、一体とされるスパイクユニットは、スパイク案内部材２３、３３内に挿入さ
れる。
【００４９】
　滑り止め付き靴１に前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８を設置するために、
前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８は、下部ソール部材９における開口部１０
を通じて挿入され、固定プレート７における細長い開口部１６を通じて部分的に挿入され
、その後、９０°回転され、それによって、ウィング状の停止手段２３ｂ、３３ｂは、固
定プレート７の上方に配置される状態になり、全ての他の協働している装着は、適切に取
り付けられる状態になる。前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８のそれぞれは、
滑り止め付き靴１から取り外し可能であり、これは、着用された又は誤動作している前方
スパイク装置１８及び後方スパイク装置８が取り替えることができるとの利点である。
【００５０】
　前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８が滑り止め付き靴１に取り付けられる場
合に、フレキシブル部材２５、３５のカップ状部分２５ａ、３５ａと同様に、スパイク２
２、３２及びそのスパイク保持部材２１、３１は、下部ソール部材９に対して移動可能で
ある。前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８の他の部品、例えば、フレキシブル
部材２５、３５の外側リム２５ｅ、３５ｅは、下部ソール部材９に対して静止される。
【００５１】
　フレキシブル部材２５、３５は、２つの主な機能を有する。第１の機能は、応力が加え
られた状態、すなわちこの例において、圧縮されると、スパイク２２、３２が下部ソール
部材９から突出することを可能にし、応力が加えられていない状態に回復する場合に、す
なわち、この例において、伸張すると、下部ソール部材内にスパイク２２、３２を後退さ
せる、スプリングとして作用することである。第２の機能は、土、塩などが開口部１０を
介して靴に入ることを防止するシールを提供することである。
【００５２】
　原理上、それらの機能の両方は、フレキシブル部材２５、３５のカップ状部分２５ａ、
３５ａによって達成される。それがカップ形状であるので、且つそれが弾性材料から形成
されるので、軸方向の降下にさられる場合に、すなわち、一方向に押し下げられる場合に
、それは、ばね力を展開する機能を有し、それによって、底部分２５ｂ、３５ｂがカップ
のメイン開口部２５ｃ、３５ｃに向けて移動し、それによって、カップの外側リム２５ｅ
、３５ｅに近接した状態に導かれる。発生したばね力は、次に、押し下げる力が取り除か
れる場合に、カップ形状に回復する機能を有する。この性質は、吸着カップ又はカップス
プリング（cup spring）の性質と類似である。
【００５３】
　「カップ状」との用語は、略ドーム状又は部分的にドーム状とされる場合があり、略漏
斗状又は部分的に漏斗状とされる場合があり、又は、それら２つのある程度の混合とされ
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る場合があることを意味する。
【００５４】
　スパイク２２、３２は、少なくとも前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８が使
用中である場合に、カップ状部分２５ａ、３５ａの底部分２５ｂ、３５ｂに対して静止す
るように配置される。この効果は、カップ状部分２５ａ、３５ａに向けてスパイク保持部
材２１、３１及びそれ故にスパイク２２、３２を押し付けることが、上述されるように、
変形し、ばね力を発生させるカップ状部分２５ａ、３５ａの軸方向の降下を生じることで
ある。圧力が開放される場合に、ばね力は、カップの形状を回復させ、その後退された位
置にスパイク２２、３２を戻すように付勢する。
【００５５】
　ここに示された実施形態において、滑り止め付き靴１は、固定プレート７がその固定さ
れていない位置に設定される場合に、上部ソール部材５がスパイク保持部材２１、３１の
上側に圧力を作用することを可能にし、それによって、スパイク２２、３２を下部ソール
部材９から下向きに押し付ける一方、カップ状部分２５ａ、３５ａを軸方向に押し下げる
。これは、図１２に示される。圧力がスパイク保持部材２１、３１の上側に作用されない
場合に、カップ形状が回復され、スパイク２２、３２が後退される。これは、図１１に示
される。
【００５６】
　プレスワッシャー２４、３４の下部分及びフレキシブル部材のカップ状部分２５ａ、３
５ａの内側は、小石及び類似の物体が取れなくなることを防止し、前方スパイク装置１８
及び後方スパイク装置８の機能を損なうことを防止するように適合される。
【００５７】
　図９は、固定プレート７が後方の固定された位置に位置付けられる、組み立てられた滑
り止め付き靴１の下部分を示す。この位置において、上部の間隔手段４及び下部の間隔手
段６は、互いの上部で位置合わせされ、それによって、上部ソール部材５と下部ソール部
材９との間の相対的な垂直方向の移動を防ぐ。ここでは、前方スパイク装置１８及び後方
スパイク装置８は、細長い開口部１６の前方部分に位置付けられる。図９は、図２に示さ
れたものと類似である。
【００５８】
　ハンドル１４を延在し、矢印Ａによって示されるように、その反時計回りにハンドル１
４を回転させることによって、湾曲したロッド１５はまた、固定プレート７上に作用し、
矢印Ｂによって示されるように前方方向にそれをスライドさせる反時計回りに回転し、そ
れによって、前方の固定されていない位置に位置付けられる。この固定されていない位置
は、図１０に示される。
【００５９】
　図１０は、この位置において、前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８が細長い
開口部１６の後方部分に位置付けられることを示す。ハンドル１４が下部ソール部材９内
に戻るように折り畳まれることはまた、示される。
【００６０】
　図１０に示された位置において、上部の間隔手段４及び下部の間隔手段６は、互いに対
して移動され、それによって、上部の間隔手段４が下部の間隔手段６の間又は下部の間隔
手段６の側部で位置付けられることを可能にし、その逆も同様に可能である。それ故に、
この位置において、上部ソール部材５と下部ソール部材９との間の相対的な垂直方向の移
動は、可能にされる。上部ソール部材５及び下部ソール部材９をともに押し付けることに
よって、例えば、滑り止め付き靴１とともに一歩進み、滑り止め付き靴１に体重をかける
ことによって、上部ソール部材５の下側は、スパイク保持部材２１、３１の上側に圧力を
かけ、それによって、スパイク２２、３２を下部ソール部材９の下に突出させる。例えば
、次の一歩を踏み出すことによって、且つ地面から足を持ち上げることによって、上部ソ
ール部材５上の圧力が開放される場合に、フレキシブル部材２５のカップ状部分２５ａ、
３５ａの弾性性質は、スパイク２２、３２が下部ソール部材９内に強制的に後退させる。
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【００６１】
　この機能はさらに、図１１及び図１２に表示され、図１１は、後退された位置で前方ス
パイク装置１８の拡大図を示し、図１２は、延在された位置で前方スパイク装置１８の拡
大図を示す。
【００６２】
　図１１において、滑り止め付き靴１は、下部ソール部材９内に後退されたスパイクとと
もにその固定された位置であり、すなわち、スライド可能な固定プレート７は、その後方
の固定された位置に設定される。後退された位置において、スパイク３２は、この特定の
例において、下部ソール部材９の下部表面の２ｍｍ上に位置付けられる。フレキシブル部
材３５のカップ状部分３５ｂは、今、静止した状態であり、すなわち、軸方向の（垂直方
向の）降下にさらされていない。
【００６３】
　図１１は、他の構成要素の間の、下部ソール部材９の開口部１０における凹所内に装着
されるフランジ又はリッジ３５ｆを示し、フランジ３５ｆは、フレキシブル部材３５を保
持し、特に外側リム３５ｅを適所で保持する。
【００６４】
　図１２において、滑り止め付き靴１は、その固定されていない位置にあり、すなわち、
スライド可能な固定プレート７がその前方の固定されていない位置に設定される。矢印に
よって示される下向きに方向付けられた力は、前方スパイク装置１８の上方の領域で、上
部ソール部材５に作用される。これは、上部ソール部材５が下部ソール部材９に向けて移
動する一方、スパイク案内部材３３を通じて下向きにスパイク保持部材３１を押し付ける
効果を有する。この方法において、カップ状の部分３５ａは、軸方向（垂直方向）におい
て圧力を減らされた状態になり、同様に、スパイク３２が下部ソール部材９の下に、この
場合において３ｍｍ下に延在する効果を有する。図１２に良く見られるように、それは、
カップ状部分３５ａの主に介在部分であり、すなわち、底部分３５ｂ及び外側リム３５ｅ
を接続する部分であり、変形し、圧力が開放される場合に、スパイク３２がその後退され
た位置に自動的に強制的に戻るばね力を生成する。
【００６５】
　前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８は、下部ソール部材９に配置されるよう
に意図され、それによって、隔膜手段２５ａ、３５ａの周囲部分２５ｅ、３５ｅは、下部
ソール部材９に対して静止させる。
【００６６】
　前方スパイク装置１８及び後方スパイク装置８は、滑り止め付き靴１に取り付けられる
ように適合される別個のユニットを形成する。
【００６７】
　カップ状の弾性隔膜手段２５ａ、３５ａは、前方スパイク装置１８及び後方スパイク装
置８が滑り止め付き靴１に配置される場合に、滑り止め付き靴１から離隔して下向きに面
しているように意図された下側、及び、滑り止め付き靴１に向けて上向きに面しているよ
うに意図された上側、を有する。スパイクユニット２１、３１、２２、３２の軸方向の移
動を案内するための案内支持手段２３、３３は、隔膜手段２５ａ、３５ａの上側に配置さ
れる。
【００６８】
　本願発明は、上述される実施形態によって制限されないが、特許請求の範囲の技術的範
囲内で様々な方法で改良されることができる。
【００６９】
　例えば、隔膜手段２５ａ、３５ａは、カップ形状とされる必要がないが、例えば、スパ
イク２２、３２が外側リムに対して移動することを可能にし、圧力がスパイク２２、３２
に作用されない場合に、平坦な形態にリベット留めする弾性材料の平坦な部品とされる場
合がある。しかしながら、ドーム状の隔膜手段２５ａ、３５ａを使用する利点は、その後
退された位置と延在された位置との間で切り替える場合に、スパイクが移動する距離、す
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ことなく、長くさせることができる。増加したスパイクストローク長さは、スパイクの十
分な後退及び十分な延在の両方を達成することを容易にさせる。さらに、応力を低減する
ことは、より長い耐久性の製品に導く。
【００７０】
　隔膜手段２５ａ、３５ａを通じたスパイクユニット２１、３１、２２、３２の導出は、
異なる方法で配置されることができる。例えば、プレスワッシャー２４、３４は、凹所と
ともにスパイクを提供することによって、及び、適所で押し付けられ、且つ締め付けられ
る対応するフランジ／突出部とともにワッシャーを提供することによって、隔膜手段２５
ａ、３５ａの下側から適所に押し付けられることができる。さらに、隔膜手段２５ａ、３
５ａには、開口部２５ｄ、３５ｄを囲んでいるフランジが設けられることができる。好ま
しくは、ワッシャー及びスパイク保持部材２１、３１の両方がこのフランジを囲むように
配置される。これは、スパイクユニット２１、３１、２２、３２に対する良好な支持及び
スパイクユニット２１、３１、２２、３２の良好な案内を付与する。
【００７１】
　さらに、スパイク２２、３２には、スパイク２２、３２がスパイク保持部材２１、３１
から緩む状態になることを防ぐヘッドが設けられることができる。
【符号の説明】
【００７２】
１　滑り止め付き靴
３　上部分
４　第１の間隔手段
５　上部ソール部材
６　第２の間隔手段
７　固定プレート
８　後方スパイク装置
９　下部ソール部材
９ｂ　フレキシブルフランジ
１０　複数の開口部
１４　ハンドル
１５　湾曲したロッド
１６　細長い開口部
１８　前方スパイク装置
２１、３１　スパイク保持装置
２１ａ、３１ａ　停止手段
２２、３２　スパイク
２３、３３　スパイク案内部材
３３ａ　内部停止クリート
２３ｃ、３３ｃ　長手方向貫通開口
２４、３４　プレスワッシャー
２５、３５　フレキシブル部材
２５ａ、３５ａ　カップ状部分、隔膜手段
２５ｂ、３５ｂ　底部分
２５ｃ、３５ｃ　メイン開口部
２５ｄ、３５ｄ　開口部
２５ｅ、３５ｅ　外側リム
２５ｆ、３５ｆ　円状縁部又はフランジ
２５ｇ、３５ｇ　リッジ
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