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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　靴上部分（２）と、前記靴上部分（２）に連結している靴底（３）と、を有する靴（１
）、特に運動靴であって、
　前記靴上部分（２）は、引張領域（４）において隣接して配置され、かつ、間隙（５）
により分離されている２つの引張セクション（６、７）を有し、隣接して配置された前記
引張セクション（６、７）が互いに引き寄せられることで、靴紐（９）で、前記靴（１）
を、前記靴（１）の着用者の足に締め付けることができる締め付けシステム（８）が配置
される構成において、
　前記締め付けシステム（８）が、前記靴紐（９）に加えて、少なくとも２つの端部（１
０、１１）を有する少なくとも１つのつなぎ要素（１２）を含み、前記つなぎ要素（１２
）の一方の端部（１０）が前記２つの引張セクション（６、７）のうちの一方（６）の端
部に固定されると共に、その固定部の近傍にループ（１４）を形成し、前記つなぎ要素（
１２）は前記靴底（３）の領域内へと伸長し、前記つなぎ要素（１２）の他方の端部（１
１）が前記靴底（３）の領域内に固定され、前記つなぎ要素（１２）は、少なくとも１つ
のガイド（１３）内の少なくともいくつかのセクションにおいて、前記引張セクション（
６）から前記靴底（３）までわたっていて、前記ガイド（１３）内では、前記つなぎ要素
（１２）は、前記つなぎ要素（１２）の縦軸の方向に少なくとも部分的に変位可能に配置
され、前記引張セクション（６）においては、前記ループ（１４）のみに前記靴紐（９）
が通される
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　ことを特徴とする靴。
【請求項２】
　前記つなぎ要素（１２）の他の端部（１１）は、前記靴上部分（２）における前記靴底
（３）の領域内に、および／または前記靴底（３）において留められる
　請求項１に記載の靴。
【請求項３】
　前記ガイド（１３）は、前記引張セクション（６）から前記靴底（３）まで連続してわ
たる
　請求項１または２に記載の靴。
【請求項４】
　前記ガイド（１３）は、弓形で、前記引張セクション（６）から前記靴底（３）までわ
たる
　請求項１ないし３のいずれかに記載の靴。
【請求項５】
　少なくとも１つのガイド（１３）は、前記靴（１）の縦軸（Ｌ）の方向の少なくともい
くつかのセクションにわたる
　請求項１ないし４のいずれかに記載の靴。
【請求項６】
　複数のガイド（１３）の間で、各つなぎ要素（１２）がわたるように配置される
　請求項１ないし５のいずれかに記載の靴。
【請求項７】
　さらなるガイド（１３’）内にわたるさらなるつなぎ要素（１２’）が配置され、前記
靴底（３）の領域から生じる前記さらなるつなぎ要素（１２’）は、前記靴（１）の着用
者の足のかかと領域周りの円形ガイド（１５）内に案内される
　請求項１ないし６のいずれかに記載の靴。
【請求項８】
　前記円形ガイド（１５）は、前記靴上部分（２）の上縁端領域に配置される
　請求項７に記載の靴。
【請求項９】
　前記円形ガイド（１５）から生じる前記さらなるつなぎ要素（１２’）は、他の引張セ
クション（７）に沿ってわたり、前記他の引張セクション（７）と、少なくともいくつか
のセクションにおいて連結される
　請求項７または８に記載の靴。
【請求項１０】
　前記さらなるつなぎ要素（１２’）の縦軸の方向に、前記さらなるつなぎ要素（１２’
）と前記引張セクション（７）との間で関連する変位が可能であるように、前記さらなる
つなぎ要素（１２’）は、前記他の引張セクション（７）の領域内で前記他の引張セクシ
ョン（７）に連結され、特に前記さらなるつなぎ要素（１２’）が、各セクションで中断
するが前記他の引張セクション（７）で取り付けられるホース状または管状のガイド内に
配置される
　請求項９に記載の靴。
【請求項１１】
　前記さらなるつなぎ要素（１２’）が、前記他の引張セクション（７）の領域内で、前
記靴紐（９）で縛られる
　請求項９または１０に記載の靴。
【請求項１２】
　前記他の引張セクション（７）から生じる前記さらなるつなぎ要素（１２’）は、前記
靴底（３）の領域まで補助ガイド（１３’’）内で案内される
　請求項７ないし１１のいずれかに記載の靴。
【請求項１３】
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　前記ガイド（１３）、前記さらなるガイド（１３’）、前記円形ガイド（１５）、およ
び／または、前記補助ガイド（１３’’）を、ホース状または管状デザインとする
　請求項１ないし１２のいずれかに記載の靴。
【請求項１４】
　前記つなぎ要素（１２）および／または前記さらなるつなぎ要素（１２’）は、高抗張
力材料、特にアラミドでできたワイヤで構成される
　請求項１ないし１３のいずれかに記載の靴。
【請求項１５】
　サッカー靴である
　請求項１ないし１４のいずれかに記載の靴。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、靴上部分と、当該靴上部分に連結している靴底を有する靴、特に運動靴に関
する。ここで、靴上部分は、引張領域において隣接して配置され、かつ、間隙により分離
されている２つの引張セクションを有し、隣接して配置された引張セクションが互いに引
き寄せられることで、靴紐で、靴を、靴の着用者の足に締め付けることができる締め付け
システムが配置される。
【背景技術】
【０００２】
　このような靴は既知であり、例えば、特許文献１に開示されており、ここではスキーブ
ーツについて記載されている。着用者の足における靴の引張は、紐の引張によって行われ
、この紐によって、２つの細片状の引張セクションはきつく締められるため、靴は着用者
の足に固定される。
【０００３】
　そのために、特に運動での応用、例えばサッカーでは、本発明は、張力をかけられた紐
によって引き起こされる張力を、できるだけ均等に着用者の足に伝えることを目的とする
。以前から知られている運動靴は、張力が靴上部分の範囲の一部のみに分散されることに
よって、全体で不均等な引張力の分散が生じるため、その限りにおいて弊害をもたらすこ
とが時々ある。
【０００４】
　そのために、既知の締め付けシステムにおいて、きちんと方向付けされた足の特定の領
域に張力をかけることは、さらに不可能である。具体的には、サッカーでは、さらにまた
、前足にきちんと方向付けして張力をかけることができないといった弊害がもたらされる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】欧州登録特許第０９３７４１８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、一般的な種類の靴をさらに展開することで、着用者の足に対して、当
該靴による向上させた引張が得られるようにすることである。特に、張力が着用者の足上
にさらに均等に分散されるものとし、この張力は、紐を締め付ける間にもたらされる。こ
うすることで、使用者の足における靴の保持も向上させるものとする。また、このため、
前足にもきちんと方向付けして張力をかけることができることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明によるこの目的の解決法は、締め付けシステムが、靴紐に加えて、少なくとも２
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つの端部を有する少なくとも１つのつなぎ要素を含むことを特徴とする。この締め付けシ
ステムでは、つなぎ要素の１端部が２つの引張セクションのうちの１つの領域内で留めら
れ、つなぎ要素は靴底の領域内へと伸長し、つなぎ要素は、少なくとも１つのガイド内の
少なくともいくつかのセクションにおいて、引張セクションから靴底までにわたっている
。このガイド内では、つなぎ要素は、つなぎ要素の縦軸の方向に少なくとも部分的に変位
可能に配置される。引張セクションの領域内に形成されたつなぎ要素のループは靴紐で縛
られる。
【０００８】
　つなぎ要素の他の端部は、靴底の領域内に、すなわち、特に、靴上部分および／または
靴底における、靴上部分と靴底との間の移行帯において留められるのが好ましい。
【０００９】
　ガイドは、引張セクションから靴底まで連続してわたるのが好ましい。ガイドは、弓形
で、引張セクションから靴底までわたることができる。さらに、少なくとも１つのガイド
は、靴の縦軸の方向の少なくともいくつかのセクションにわたることができる。
【００１０】
　好ましくは、２つのガイドと８つのガイドとの間で、各つなぎ要素がわたるように配置
される。
【００１１】
　提案した靴の好ましい実施形態では、さらなるガイド内にわたるさらなるつなぎ要素が
設けられている。ここで、靴底の領域から生じるさらなるつなぎ要素は、靴の着用者の足
の後側それぞれのかかと領域周りの円形ガイド内に案内される。そのために、円形ガイド
は、靴上部分の上縁端領域に配置可能である。円形ガイドから生じるさらなるつなぎ要素
は、他の引張セクションに沿ってわたり、当該他の引張セクションと、少なくともいくつ
かのセクションにおいて連結可能である。それによって、さらなるつなぎ要素の縦軸の方
向に、さらなるつなぎ要素と引張セクションとの間で関連する変位が可能であるように、
さらなるつなぎ要素は、他の引張セクションの領域内で他の引張セクションに連結可能で
ある。そのために、好ましくは、さらなるつなぎ要素が、各セクションで中断するが他の
引張セクションで取り付けられる、ホース状または管状のガイド内に配置されるように施
される。さらなるつなぎ要素は、他の引張セクションの領域内で、靴紐で縛ることが可能
である。他の引張セクションから生じるさらなるつなぎ要素を、さらに、靴底の領域まで
補助ガイド内で案内することができる。
【００１２】
　上記ガイド、さらなるガイド、円形ガイド、および／または、補助ガイドを、ホース状
または管状デザインとすることができる。
【００１３】
　つなぎ要素、別の場合、さらなるつなぎ要素は、高抗張力材料、特にアラミド（とりわ
け、ＫＥＶＬＡＲ（商標））でできたワイヤで構成されるのが好ましい。
【００１４】
　提案された靴は、サッカー靴であるのが好ましい。
【００１５】
　異なる引張要素は、それぞれのガイド内で、前足および中足領域における靴上部分の表
面の目立つ部分に沿って分散することで、特に弓形に案内されるのが好ましい。それによ
って、着用者の足における靴の保持を最適化することができる。同時に、張力の集中、す
なわち、いわゆる刺激箇所を低減することができる。
【００１６】
　つなぎ要素が中足骨の中足骨頭部を介してわたらないようにして、着用者の足における
靴の自然かつ適当な張力を保証できるように、つなぎ要素を案内することができる。
【００１７】
　本発明の好ましくない実施形態における、可能ではあるがより複雑なデザインによって
、少なくともいくつかのつなぎ要素は、それぞれの端部によって、靴底の領域内に固定さ
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れず、靴底の真下の靴周りにわたるようにされる。
【００１８】
　従って、本発明は、靴、特に、サッカー靴用の締め付けシステムと引張システムとを提
供する。本発明では、引張糸、別の場合、引張ワイヤは、好ましくはアラミドでできてお
り、管状ガイド内に配置される。引張糸、別の場合、引張ワイヤは、好ましくは靴底領域
内に固定され、引張セクション内で上方に管状ガイドに沿って案内される。ここで、引張
糸、別の場合、引張ワイヤのうちの少なくとも１つの一端は、引張領域の上部分、特に、
（好ましくは縫い合わされた）靴の引張セクションのうちの１つにおいて、固定される。
紐は、上領域において形成された引張糸、別の場合、引張ワイヤの耳とかみ合って、紐で
締める間のこのような耳のうちの、好ましくはいくつかを引っ張り合う。この耳は、それ
ぞれの引張糸、別の場合、引張ワイヤから生じる。
【００１９】
　提案された紐締めシステムを、サッカー以外の他の運動においても、有益に利用するこ
とができる。そのために、一連の単一のホース状ガイド、別の場合、管状ガイドは、それ
ぞれの具体的かつ特定の目的に合わせて調節される。例えば、ランニング靴の場合、前足
の特別な締め紐は所望されない。
【００２０】
　本発明の特別な実施形態では、右足および左足用の２つの靴が鏡面対称ではなく非対称
にデザインされることが提案されている。そうすることで、いくつかの運動の特別な要求
を考慮することができる。ゴルフ用に提案された靴を使用するために、ゴルフのスウィン
グ時の足の回転中に生じる力に対して作用する、つなぎ要素による横方向支持機能が望ま
しい。この場合、上記の効果を得るために、一連のつなぎ要素、すなわち、ホース状ガイ
ド、別の場合、管状ガイドについて、左右の靴を異なるようにデザインすることができる
。
【００２１】
　紐を使用する典型的な締め付けシステムは、靴上部分の範囲が一点に集中して（要する
に、１つの定着点に）固定され、この範囲を紐で引っ張り合うことに基づいている。本発
明の場合、つなぎ要素を、靴底の近くにまたは靴底に対して靴上部分の２箇所で固定する
のが好ましく、それによって、所望の張力の平衡効果が得られる。その限りにおいて、つ
なぎ要素に対して、２つの定着点、すなわち、引張セクションの靴上部分の上部分におけ
る１点と、靴底近くの領域の１点とが与えられる。この２つの定着点の間に、つなぎ要素
をそのガイド内に自由にわたらせることができる。
【００２２】
　従って、足における靴の向上した引張が得られる。典型的な紐締めは、靴上部分の上セ
クション、すなわち、足背セクションにおいて固定される引張糸、別の場合、引張ワイヤ
によって生じる。靴上部分に沿って弓形ガイド内にわたるのが好ましい引張糸、別の場合
、引張ワイヤは、靴上部分から靴底領域への伸長部分に沿って平坦に広がり、これによっ
て、張力はより均等に分散されることになる。
【００２３】
　その限りにおいて、類似の動的締め付けシステムが提案される。このシステムによって
、引張糸、別の場合、引張ワイヤのために設けられたガイドによる、足の表面上への引張
力の平衡がもたらされる。それによって得られた、着用者の足における靴の向上した保持
は、特にサッカーには有用である。
【００２４】
　単一の引張糸、別の場合、引張ワイヤを、互いに独立して引張りかつ張力をかけること
ができ、これによって、力の均等な分散がもたらされ、靴底から上方へ確実に紐が締めら
れることになる。
【００２５】
　上述のつなぎ要素は、説明したように、靴上部分と靴底との間の領域内に固定される。
しかし、このことはまた、固定点（定着点）は配置されるが、必ずしも靴上部分と靴底と
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の間の移行部分ではないと理解すべきである。つまり、定着点を、靴上部分の靴底より少
し上に配置することも可能であり、他方では、定着点を、靴上部分から靴底までの移行点
より下に配置することもできる。
【００２６】
　図面において、下記のような本発明の実施形態が示される。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明による、締め付けシステムを備えた運動靴の透視図である。
【図２】一連のつなぎ要素がより良く見られるように、つなぎ要素用ガイドを小さく示し
た、図１による運動靴の上面図である。
【図３】靴上部分の一部による、図２による断面Ａ－Ｂの略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図１および２において、既知の方法で、靴上部分２と、靴上部分２の底部に固定された
靴底３とを含む運動靴１が示されている。着用者の足において靴１に張力をかけるために
、２つの薄層と、該当する場合、強化引張セクション６、７とで形成された引張領域４が
配置され、この引張領域４はそれ自体既知であり、間隙５（図２を参照）によって分離さ
れているこれら引張セクションは、互いに平行にわたっている。靴紐９を含む締め付けシ
ステム８は、靴１を紐で締める間、引張セクション６、７を共に引張り、そうすることで
、靴は着用者の足で固定される。
【００２９】
　本発明の靴の締め付けシステム８は、複数のつなぎ要素１２、１２’を含む。これらつ
なぎ要素１２、１２’は、それぞれのガイド１３、１３’、１３’’内で案内され、それ
らガイド内のつなぎ要素の縦軸に沿って変位可能に配置される。ここでは、アラミドから
できたワイヤ、別の場合、糸を、つなぎ要素として使用するが、この材料はとりわけ、Ｋ
ＥＶＬＡＲ（商標）で既知である。
【００３０】
　図１および２の概要から理解できるように、ここでは、４つのつなぎ要素１２が配置さ
れており、それらのそれぞれは、２つの端部１０および１１を有する。つなぎ要素１２は
、上端部１０によって、引張セクション６において固定、例えば、縫い合わされる。他方
において、つなぎ要素１２は、靴底３の領域内、すなわち、靴上部分２と靴底３との間の
移行範囲において、下端部１１によって固定される（例えば、縫い合わされる）。つなぎ
要素１２は、必須の一連のつなぎ要素１２に沿ってそのように形成された２つの定着点１
０、１１間のガイド１３内に配置される。
【００３１】
　図１には、ガイド１３が示され、図２には、補助ガイド１３’’以外、ガイド１３は示
されていないため、一連のつなぎ要素１２をより良く見ることができる。つなぎ要素１２
は、ガイド１３内に配置されていて可視ではないため、図１では破線で示されている。
【００３２】
　引張セクション６の領域では、ループ１４が４つのつなぎ要素１２のために形成され、
これらつなぎ要素１２は靴紐９によって縛られる。靴紐９が引っ張られると、それに応じ
て、４つのループ１４が引張セクション７に引っ張られる。それによって、張力は、つな
ぎ要素１２上にもたらされ、ガイド１３内の一連のつなぎ要素１２を介して、着用者の足
の表面上に均等に分散される。
【００３３】
　また、さらなるつなぎ要素１２’が配置されるが、異なる方法で案内される。このつな
ぎ要素１２’はさらにまた、その端部１１’のうちの１つによって靴底の領域内に固定さ
れ、引張セクション６の領域内で、この場所から上方へさらなるガイド１３’内にわたる
。また、ここでさらなるつなぎ要素１２’はループ１４’において靴紐９で縛られる。
【００３４】
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　しかしながら、さらなるつなぎ要素１２’は、ここから管状円形ガイド１５内へと案内
される。この管状円形ガイド１５は、着用者の足の後側に対してかかと周りにわたる。円
形ガイド１５を通過後、さらなるつなぎ要素１２’は、靴の縦方向Ｌに、引張セクション
７に沿って前方へ案内される。ここで、さらなるつなぎ要素１２’は、各セクションにお
いて引張セクション７に連結されている。図２において、４つの案内部分１３’’’が示
されており、これら案内部分１３’’’は引張セクション７に連結され、さらなるつなぎ
要素１２’用の保持部を形成する。
【００３５】
　ガイド部分１３’’’間で、さらなるつなぎ要素１２’は自由に靴紐９で縛られること
が可能とされている。
【００３６】
　さらなる一連のさらなるつなぎ要素１２’において、さらなるつなぎ要素１２’は、補
助ガイド１３’’内に案内される（図２を参照）。端部１１’’において、さらなるつな
ぎ要素１２’はさらにまた、靴１の靴底３の領域内に固定される。
【００３７】
　ガイド１３のためにここで示されるガイドの可能な実施形態が図３に示される。本図で
は、図２による断面Ａ－Ｂが示されている。（半）管状のガイド、別の場合、（半）ホー
ス状のガイド１３が靴上部分２において固定されるとじ目１６によって形成される。
【符号の説明】
【００３８】
　１　靴
　２　靴上部分
　３　靴底
　４　引張領域
　５　間隙
　６　引張セクション
　７　引張セクション
　８　締め付けシステム
　９　靴紐
　１０　つなぎ要素の端部
　１１　つなぎ要素の端部
　１１’、１１’’　さらなるつなぎ要素の端部
　１２　つなぎ要素
　１２’　さらなるつなぎ要素
　１３　ガイド
　１３’　さらなるガイド
　１３’’　補助ガイド
　１３’’’　ガイド部分
　１４　ループ
　１４’　ループ
　１５　円形ガイド
　１６　とじ目
　Ｌ　靴の縦軸／靴の縦方向
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