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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　足裏を覆うミッドソールと、前記ミッドソールの下面に取り付けられ接地するアウター
ソールとを備えた靴底であって、
　前記ミッドソールは樹脂の発泡体からなるミッドソール本体と、ミッドソールの側面ま
たは背面において露出するゴム様または鞘様の圧縮変形部材とを包含し、
　前記圧縮変形部材を前記ミッドソール本体もしくはアウターソールと協働して所定の部
位に保持するための保持部材が設けられ、
　前記保持部材は、前記圧縮変形部材の上面または下面に固着された接合部と、ミッドソ
ールの側面または背面において前記接合部から上方または下方に延びる第１係合部と、を
包含し、
　前記第１係合部は前記圧縮変形部材に係合して、前記圧縮変形部材が飛び出すのを防止
する靴底。
【請求項２】
　請求項１において、前記ミッドソール本体には、前記ミッドソールの前足部における前
後方向および内外方向の中心または後足部における前後方向および内外方向の中心から前
記側面または背面に行くに従い上下方向の高さが大きくなる凹所が形成され、
　前記凹所に前記圧縮変形部材が配置され、
　前記保持部材の接合部は前記ミッドソール本体の前記凹所の下面に固着され、前記第１
係合部は前記接合部から下方に向かって延びて前記圧縮変形部材の端部の上部に係合して
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いる靴底。
【請求項３】
　請求項２において、前記ミッドソール本体は前記凹所が形成された上ミッドソール本体
と、前記上ミッドソール本体の下方に配置される下ミッドソール本体とを包含し、
　前記圧縮変形部材は前記保持部材と前記下ミッドソール本体との間に挟まれており、
　前記下ミッドソール本体は、前記凹所における前記側面または背面の端部において、上
方に向かって巻き上がった第２係合部を有し、
　前記第２係合部が前記圧縮変形部材に係合して、前記圧縮変形部材が飛び出すのを防止
する靴底。
【請求項４】
　請求項２において、前記アウターソールは、前記凹所における側面または背面の端部に
おいて、上方に向かって巻き上がった第３係合部を有し、
　前記第３係合部が前記圧縮変形部材に直接または間接的に係合して、前記圧縮変形部材
が飛び出すのを防止する靴底。
【請求項５】
　請求項２において、前記第１係合部の前記側面または背面から見た形状が上方に向かっ
て凸のアーチ形状である靴底。
【請求項６】
　請求項１において、前記保持部材を構成する素材のヤング率が前記ミッドソール本体を
構成する素材のヤング率よりも大きく、
　前記側面または背面に沿った断面線における前記保持部材の接合部の断面形状が上方に
凸のアーチ形状である靴底。
【請求項７】
　足裏を覆うミッドソールと、前記ミッドソールの下面に取り付けられ接地するアウター
ソールとを備えた靴底であって、
　前記ミッドソールは樹脂の発泡体からなるミッドソール本体と、ミッドソールの側面ま
たは背面において露出するゴム様または鞘様の圧縮変形部材とを包含し、
　前記圧縮変形部材を前記ミッドソール本体もしくはアウターソールと協働して所定の部
位に保持するための保持部材が設けられ、
　前記保持部材は、前記圧縮変形部材の上面に固着された接合部を包含し、
　前記ミッドソール本体には、前記ミッドソールの前足部における前後方向および内外方
向の中心または後足部における前後方向および内外方向の中心から前記側面または背面に
行くに従い上下方向の高さが大きくなる凹所が形成され、
　前記凹所に前記圧縮変形部材が配置され、
　前記保持部材の接合部は前記ミッドソール本体の前記凹所の下面に固着され、
　前記ミッドソール本体は前記凹所が形成された上ミッドソール本体と、前記上ミッドソ
ール本体の下方に配置される下ミッドソール本体とを包含し、
　前記圧縮変形部材は前記保持部材と前記下ミッドソール本体との間に挟まれている靴底
。
【請求項８】
　請求項７において、前記下ミッドソール本体は、前記凹所における前記側面または背面
の端部において、上方に向かって巻き上がった係合部を有し、
　前記係合部が前記圧縮変形部材に係合して、前記圧縮変形部材が飛び出すのを防止する
靴底。
【請求項９】
　請求項７において、前記アウターソールは、前記凹所における側面または背面の端部に
おいて、上方に向かって巻き上がった係合部を有し、
　前記係合部が前記圧縮変形部材に直接または間接的に係合して、前記圧縮変形部材が飛
び出すのを防止する靴底。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、靴底、特に、中足部の強化構造や後足部の緩衝構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　靴底のアーチ部においてミッドソールのアーチの形状に合わせた強化部材を有する靴底
、たとえば、アウターソールの着地時に、アウターソールに付着されていないミッドソー
ルの部分が接地しない靴底、は公知である。そのような強化部材はミッドソールの変形を
抑制することでミッドソールの踏まず部の剛性を補強する。下記の特許文献１～４には、
強化部材等を有する公知の靴底構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０００－２８７７０９号公報（要約）
【特許文献２】特開昭６３－１９４６０２号公報（ＦＩＧ．１，ＦＩＧ．２）
【特許文献３】特開２００１－２９９４０４号公報（要約）
【特許文献４】特開２００２－０３４６０５号公報（要約）
【発明の概要】
【０００４】
　特開２０００－２８７７０９号の靴底において、強化部材は前足部から後足部にわたっ
て設けられている。強化部材は、前足部から後足部にわたって前後に長い棒状部と、棒状
部の軸線を中心に回転可能で、かつ、踏まず部よりも後方に設けられた羽根とを備えてい
る。
　しかし、この靴底において、強化部材はソールの上面の凹所に配置されている。このよ
うな強化部材は足のアーチの低下を抑制できないだろう。
【０００５】
　特開昭６３－１９４６０２号の靴底において、強化部材は、長手方向に沿って延びる強
化エレメントを有し、該強化エレメントの前端と後端に羽根が設けられている。
　しかし、この強化部材は摩耗底と中間底（ミッドソールに相当）との境界に配置されて
おり、後端の部分が中間底内に埋設されていない。
【０００６】
　特開２００１－２９９４０４号の靴底において、強化部材は、外底の長手方向における
中心軸に沿った帯状の縦アーチサポート片と、この縦アーチサポート片と交差して足の第
１楔状骨から立方骨の先端部を結ぶ部分に対応する部分にわたって形成された帯状の第１
の横アーチサポート片と、足のボールガースに対応する部分に（母指球から小指球にわた
って）形成された第２の横アーチサポート片とからなる。
　この強化部材は後足部の羽根を備えていない。
【０００７】
　特開２００２－０３４６０５号の靴底において、強化部材は、前記特開２００１－２９
９４０４号の前記構造に加え、後足部においてループ状に形成されている。
　しかし、帯状のアーチサポート片は踵部の前端より後方においてループ状となっている
。
　また、ループ状のアーチサポート片は後足部において中間底（ミッドソールに相当）と
接地底との境界に配置されており、中間底内に埋設されていない。
【０００８】
　これらの靴は、後足部が過度にねじれたり、アーチが低下するかもしれない。そのため
、以下に説明するように、不整地や斜面の走行ないし歩行に適さないだろう。
【０００９】
　不整地を走るトレイルランニングにおいて斜面を横切る方向に走行する場合、通常のラ
ンニングシューズの高いねじれ剛性では図１４のように足首が屈曲する。そのため、足首
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に負担がかかると考えられる。
　一方、ミッドソールを捩れ易くすることで足首の屈曲は抑制できる。しかし、この場合
、ミッドソールが大きく捩れて型崩れするので、足の安定した支持ができないだろう。
【００１０】
　かかる問題はトレイルランニングだけでなく、排水のために斜めに舗装された歩道など
においても生じるかもしれない。
【００１１】
　したがって、本発明の第１の目的は、アーチの低下や屈曲を抑制し得る強化部材を備え
た靴底において、ミッドソールの捩れを中足部だけでなく後足部においても許容し、かつ
、ミッドソールやアッパーが足にフィットした状態で足を安定して支えることである。
【００１２】
　靴底は、軽量であることや、足を安定した状態に保持する保持機能、着地の衝撃を吸収
して緩和する緩衝機能等が要求される。
　足は、走行時には踵の外側から着地した後、内側に倒れ込むような挙動をする。このた
め、足の踵の外側が着地時の大きな衝撃を受ける。したがって、靴底の後足部の外側は大
きく変形することで、高い緩衝性を発揮することができる。一方、前記内側への足の倒れ
込みを抑制するには、靴底の後足部の内側は変形され難くして、高い保持機能を発揮する
ことができる。すなわち、足の内外で衝撃による変形の度合を異なるようにする方が好ま
しい場合がある。
　下記の特許文献５～８には、後足部において分離された部分を有する靴底が開示されて
いる。
【００１３】
【特許文献５】ＷＯ２００４／０６６７７１Ａ１（要約）
【特許文献６】ＵＳ２００３／００６１７３１Ａ１（要約）
【特許文献７】特開２００２－３２０５０２号公報（要約）
【特許文献８】ＵＳＰ６，４３８，８７０Ｂ２（図５）
【００１４】
　ＷＯ２００４／０６６７７１Ａ１およびＵＳＰ６，４３８，８７０Ｂ２の靴底は後足に
おいて内外方向に分離されている。
　ＵＳ２００３／００６１７３１Ａ１および特開２００２－３２０５０２号の靴底は、緩
衝部材が後足において分離されている。
【００１５】
　しかし、これらの文献５～８には、後足部を捩れ易くして、変形要素が個別に変形し易
くするという思想は開示されていない。
【００１６】
　したがって、本発明の第２の目的は、変形要素およびアウターソールの各々が後足部に
おいて分離された靴底において、後足部において捩れ易くして変形要素が個別に変形し易
くすることである。
【００１７】
　本発明の第３の目的は、捩れを許容し、かつ、アーチの低下を抑制し得るソールの強化
構造において、前記中足部の捩れを損なわずに靴底の屈曲を防止することである。
【００１８】
　本発明の第４の目的は、ミッドソールの後足部に配置された強化部材により、緩衝機能
や反発機能を高める新規な構造を提供することである。
【００１９】
　本発明の第５の目的は、ゴム様または鞘様の圧縮変形部材をソールに装着するための新
規な構造を提供することである。
【００２０】
　前記各目的を達成するために、新規な強化構造または緩衝構造を備えた靴底が提供され
る。
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【００２１】
　本発明のある態様は、強化構造を備えた靴底であって、前記靴底は、前足部、中足部お
よび後足部を有するミッドソールと、前記ミッドソールの下面に取り付けられたアウター
ソールと、前記ミッドソールの一部を強化する強化部材とを備え、前記強化部材は、少な
くとも、前記ミッドソールの中足部の概ね前端から前記後足部の前後方向の概ね中央に至
る範囲に連なって設けられ、前記強化部材は：足の内外方向の概ね中央のラインに沿って
、少なくとも、前記中足部の前後方向の概ね中央から前記後足部の前後方向の概ね中央に
至る範囲に設けられた棒状ないし帯状のメインバーと；前記中足部において前記メインバ
ーから足の内側に向かって延びる中足内羽根と；前記中足部において前記メインバーから
足の外側に向かって延びる中足外羽根と；前記後足部において前記メインバーから足の内
側または外側の少なくとも一方に向かって延びる複数枚の後足羽根と；を有し、前記各羽
根は前記メインバーと一体に形成されており、ここにおいて、前記中足内羽根および中足
外羽根が前記ミッドソールの下面に付着され、かつ、前記各後足羽根の少なくとも一部が
前記ミッドソールの後足部内に埋設されている。
【００２２】
　本態様によれば、棒状ないし帯状のメインバーが、中足部における足の屈曲もしくはア
ーチの低下を抑制する。さらに、複数の羽根とメインバーとが肋骨と脊柱との関係のよう
に構成されており、羽根がメインバーに対して回転するように変位するのを許容する。し
たがって、中足部および後足部において靴底がメインバーを中心にねじれるのが許容され
る。そのため、斜面を横切るように歩行した場合、足の前足部が斜めに接地していても、
靴底がねじれるから、足の後足部が水平に近い状態になり得る。その結果、脚が足首にお
いて左右に屈曲するのを抑制し得る。
【００２３】
　しかも、足の内側および外側に向って延びる中足内羽根および中足外羽根は、中足部に
おいてミッドソールが大きく捩れて型崩れするのを抑制し、これにより中足部においてミ
ッドソールが足にフィットした状態で足を支えるのに役立つ。
【００２４】
　一方、後足羽根は後足部においてミッドソールが足の踵にフィットした状態で足を支え
るのに役立つ。
　特に、ミッドソール内に埋設された後足羽根は、ミッドソールの下面に付着する中足羽
根に比べ捩り剛性の増大に寄与しにくいから捩じれ易く、かつ、足を支え易い。
【００２５】
　本発明において、ミッドソールは、靴底の一部であって、緩衝機能を有し、本質的に接
地しない部分である。ミッドソールの材質は特に限定されるものではなく、ミッドソール
は、ＥＶＡ（エチレン－酢酸ビニル共重合体）やＰＵ（ポリウレタン）などの発泡体の他
、ポリウレタンゲルなどのゲル状物質や、エアやゲル状物質又は軟質のゴム様弾性体など
が充填された鞘（pod ）状ないし袋状の部材や、これらを組み合わせて形成した複合体で
あってもよい。
　本発明において、アウターソールとは接地底をいう。
【００２６】
　本態様において、各羽根は帯状ないし薄板状であってもよく、好ましくは、中足内羽根
および中足外羽根がメインバーよりも薄い。
　本態様において、中足部における強化部材の平面視形状は特に限定されないが、たとえ
ば、“Ｈ”型の他に星型、“Ｙ”型などであってもよい。
　また、本発明において、メインバーは２本の棒状部を包含していてもよい。
【００２７】
　本発明において、中足内羽根が「メインバーから足の内側に向かって」延びるとは、中
足内羽根がメインバーから真横方向（足長方向に直交する幅方向）に内側に向かって延び
る場合を含む他、メインバーから斜め前方または後方の内側に向かって延びる場合も含む
。
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　本発明において、中足外羽根が「メインバーから足の外側に向かって」延びるとは、中
足外羽根がメインバーから真横方向（足長方向に直交する幅方向）に外側に向かって延び
る場合を含む他、メインバーから斜め前方または後方の外側に向かって延びる場合も含む
。
【００２８】
　本発明において、「足の内外方向の概ね中央のライン」とはミッドソールの底面を内外
に概ね均等に分割するライン、ならびに、後足部の前後方向および内外方向の中心と第２
指または第３指の中足骨とを結ぶラインを含み、更にこれら２つのラインの近傍の直線お
よび曲線を含む。
【００２９】
　本態様において、前記ミッドソールは、中足部および後足部が互いに一体に形成された
上ミッドソールと、前記上ミッドソールとの間で前記後足羽根の少なくとも１つを前記後
足部において挟む下ミッドソールとを備えているのが好ましい。
【００３０】
　この場合、後足羽根をミッドソール内に製造上容易に埋設することができる。下ミッド
ソールは、ＥＶＡの発泡体や、前記ゲル状物質や、前記鞘状ないし袋状の部材や、これら
の複合体等で形成することができる。下ミッドソールはＥＶＡの発泡体のみ、あるいは、
ゲル状物質のみで形成されてもよい。
【００３１】
　上下のミッドソールの一部もしくは全部を発泡樹脂で形成する場合、好ましくは、前記
上ミッドソールを構成する発泡樹脂の硬度は、前記下ミッドソールを構成する発泡樹脂の
硬度よりも大きくする。
　この場合、硬い上ミッドソールは、足を支える安定性を高め、一方、着地の衝撃が柔ら
かい下ミッドソールで緩衝される。
【００３２】
　本態様において、複数枚の前記中足内羽根が前記中足部において足の前後方向に互いに
離間して設けられ、かつ、複数枚の前記中足外羽根が前記中足部において足の前後方向に
互いに離間して設けられているのが好ましい。
【００３３】
　この場合、複数枚の中足内（外）羽根が前後に分離されているので、複数枚の中足羽根
がメインバーのまわりに個別に回転可能となる。そのため、脊柱のように、メインバーが
足の前後方向に沿って徐々に滑らかに捩れるのを許容する。したがって、靴底の過度の捩
れを防止し得ると共に適度な捩れが可能となる。
【００３４】
　本態様の好適な実施例においては、前記後足羽根は、前記メインバーから足の内側に向
って延びる後足内羽根と、足の外側に向って延びる後足外羽根とを包含する。
　この実施例によれば、内外の後足羽根で足を支えることで、足首における脚の横方向へ
の屈曲や、足の内外への横ぶれを抑制することができる。
【００３５】
　本発明において、後足内羽根が「メインバーから足の内側に向かって」延びるとは、後
足内羽根がメインバーから真横方向（足長方向に直交する幅方向）に内側に向かって延び
る場合を含む他、メインバーから斜め前方または後方の内側に向かって延びる場合も含む
。
　本発明において、後足外羽根が「メインバーから足の外側に向かって」延びるとは、後
足外羽根がメインバーから真横方向（足長方向に直交する幅方向）に外側に向かって延び
る場合を含む他、メインバーから斜め前方または後方の外側に向かって延びる場合も含む
。
【００３６】
　本実施例においては、前記後足内羽根は前記足の内側の端において足の内側面に沿って
湾曲した内巻上部を有しており、前記後足外羽根は前記足の外側の端において足の外側面
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に沿って湾曲した外巻上部を有しているのが好ましい。
　これらの２つの巻上部はミッドソールを介して足の後足を内外から支えるので、更に安
定性が向上する。
【００３７】
　この場合、更に好ましくは、前記ミッドソールは、発泡樹脂からなり前記後足羽根の上
面が接合されるミッドソール本体と、前記後足羽根の下方に配置されるゴム様または鞘様
の圧縮変形部材とを包含し、前記圧縮変形部材は足の内側および外側の少なくとも一方に
おいて前記各巻上部と前記アウターソールとの間に配置されている。
【００３８】
　このゴム様ないし鞘様の圧縮変形部材により、後足の緩衝性が向上する。
　「ゴム様または鞘様の圧縮変形部材」は、圧縮されたときに変形しながら反発する力を
蓄える部材であって、熱可塑性エラストマーや加硫ゴムなどのゴム弾性を発揮する部材の
他に、エアやゲル状物質又は軟質のゴム様弾性体などが充填された鞘（pod ）状ないし袋
状の部材を含む。なお、熱可塑性エラストマーとは、常温において加硫ゴムの性質を呈す
るが、高温において可塑化されてプラスチック加工機で成型可能な高分子材料をいう。
【００３９】
　また、本実施例においては、前記後足内羽根と前記後足外羽根とは、前記メインバーの
一部を介して互いに連なっており、前記メインバーおよび前記両後足羽根が前記部位およ
びその近傍において上方に向って凸となる曲線に概ね沿うように形成されているのが好ま
しい。
【００４０】
　この場合、上方に向って凸となる曲線に沿って配置された後足羽根は、上方からの荷重
が負荷された際に、曲り梁りとして作用するから、所定の剛性を維持しつつ、しなやかに
撓むので、羽根の軽量化に役立つ。
　しかも、上方に向って凸の曲り梁りは、着地の衝撃を緩衝するのに役立つ上、捩じれの
防止にも役立つ。
【００４１】
　「メインバーおよび両後足羽根が前記部位およびその近傍において上方に向って凸とな
る曲線に概ね沿って」とは、前記部位およびその近傍において後足羽根がメインバーに向
って徐々に上方に向かうような形状を意味し、後足羽根の延びる方向に沿った断面線の断
面においてアーチ状に湾曲した形状であってもよい。
【００４２】
　本態様において、前記ミッドソールの前足部および後足部には前記アウターソールが取
り付けられ、前記ミッドソールの中足部の大半にはアウターソールが取り付けられないで
アーチが形成され、前記ミッドソールの中足部のアーチの下面に前記中足内羽根および前
記中足部外羽根が付着されているのが好ましい。
　この場合、中足部の大半に硬いアウターソールがないので、中足部のねじれ易さを向上
させることができる。
【００４３】
　本態様において、前記メインバーは足の内外の概ね中央のラインに沿って前記中足部の
概ね前端から前記後足部の前後方向の概ね中央まで設けられているのが好ましい。　この
場合、メインバーによる中足部のアーチの低下や屈曲の抑制を向上させることがのできる
。
【００４４】
　本発明の別のある態様は、後足部に緩衝構造を備えた靴底であって：少なくとも足の中
足部から後足部の全体を支持すると共に着地の際の衝撃で圧縮変形して前記衝撃を吸収す
る機能を持つ支持要素と；前記足の後足部において前記支持要素の下方に配置され着地の
際に上下方向に縮んだ状態に変形する変形要素と；前記後足部において、前記支持要素と
変形要素との間に介挿されて、前記支持要素と変形要素とを互いに連結する連結部材と；
前記変形要素の下面に接合され路面に接地するアウターソールと；を備え、前記変形要素
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およびアウターソールは、それぞれ、前記足の後足部において少なくとも内外および／ま
たは前後に本質的に分離されて、前記足の後足部の少なくとも２つの島状の領域に配置さ
れ、前記連結部材は、少なくとも、前記支持要素の中足部の概ね前端から後足部の前後方
向の概ね中央に至る範囲に設けられ、前記連結部材は：少なくとも前記支持要素の後足部
の概ね前端から前記後足部の前後方向の概ね中央に至る範囲に、足の内外の概ね中央のラ
インに沿って設けられた棒状ないし帯状のメインバーと；該メインバーと一体に形成され
た複数の後足羽根と；を備え、前記複数の後足羽根は、互いに分離され、かつ、後足部に
おいて前記メインバーから前記島状の領域に向かって延びており、前記本質的に分離され
た変形要素は前記後足羽根ごとに設けられている。
【００４５】
　後足部において変形要素が本質的に分離されているので、後足部の各領域について変形
の連続性が断ち切られる。変形の連続性を断ち切ることで、たとえば、領域ごとに変形し
易さの異なる靴底の設計を容易に行うことができる。
【００４６】
　また、メインバーが足の内外の概ね中央のラインに沿って配置され、このメインバーか
ら互いに異なる方向に向かって羽根が延びているので、分離された羽根は後足部の捩れを
許容する。したがって、各変形要素同士の間の変形の連続性が小さくなるので、各変形要
素が個別に変形し易い。
【００４７】
　「変形要素およびアウターソールが足の後足部において本質的に分離される」とは、足
の後足部の各島状の領域の間で変形要素の変形の連続性が実質的に断ち切られているか、
あるいは、極めて小さいことをいい、複数個の変形要素が別個に形成されて互いに離間し
て配置されている場合や、複数個の変形要素が薄いまたは細い連結部を介して一体に形成
されている場合を含む。
【００４８】
　前記変形要素は、たとえば、ＥＶＡやＰＵなどの発泡体や、前記ゲル状物質や、前記鞘
状ないし袋状の部材や、これらの複合体等で形成することができる。変形要素は支持要素
よりも硬度の小さいまたは大きいＥＶＡなどの発泡体のみで形成されてもよい。
【００４９】
　連結部材は必ずしも１つの部材で構成される必要はなく、２以上の部材で構成されても
よい。
　なお、本発明において、接合とは直接的に接合することおよび間接的に接合することの
いずれをも含む概念である。
【００５０】
　本態様において、前記メインバーは、前記ラインに沿って、中足部の概ね前端まで棒状
ないし帯状に延びており、これにより、前記支持要素の中足部におけるアーチの低下を抑
制する強化部材を構成しているのが好ましい。
　この場合、中足部の過度な捩れを制御できる。そのため、後足部の離散化した変形要素
同士の間においても捩れ易くなる。したがって、各変形要素同士の間の変形の連続性が小
さくなるから、各変形要素が個別に変形し易くなる。
【００５１】
　本態様において、前記連結部材を構成する素材のヤング率が前記支持要素を構成する素
材のヤング率よりも大きいのが好ましい。
【００５２】
　更に、前記変形要素はゴム様または鞘様の圧縮変形部材を包含し、該圧縮変形部材のヤ
ング率は前記支持要素を構成する素材のヤング率よりも小さい場合に特に好ましい。
【００５３】
　本態様の好ましい実施例においては各変形要素は小さい塊であり、一方、支持要素は薄
い板状であるので、板状の支持要素に塊状の変形要素を直接接合すると応力集中等により
支持要素と変形要素との接合部分が弱くなったり、足裏に対する突き上げ感が生じたりす
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る。そこで、硬い連結部材を介して変形要素と支持要素とを接合することにより、前記接
合部分の強度向上を図ることができる。しかも、変形要素に加わった衝撃を硬い連結部材
で支持要素に分散して伝達することもできる。
【００５４】
　本態様において、前記連結部材は後足部の概ね中心に配置された基部を有し、前記後足
羽根が前記基部から延びるようにしてもよい。３以上の後足羽根が設けられてもよく、こ
の場合、後足羽根が基部から放射状に設けられていてもよい。基部から放射状に延びた後
足羽根は変形要素同士の変形の連続性を発生させないから、各変形要素か互いに異なる変
形をするのに適している。
【００５５】
　本発明の別のある態様は、強化構造を備えた靴底であって、ミッドソールの中足部を強
化する強化部材を備え、前記強化部材は：少なくとも、前記中足部の概ね前端から前記中
足部の概ね後端に至る範囲に、足の内外の概ね中央のラインに沿って設けられた棒状ない
し帯状のメインバーと；前記中足部において前記メインバーから足の内側に向かって延び
る複数枚の中足内羽根と；前記中足部において前記メインバーから足の外側に向かって延
びる複数枚の中足外羽根と；を備え、前記各羽根は前記メインバーと一体に形成されてお
り、前記各中足内羽根は互いに前後方向に離間しており、かつ、前記各中足外羽根は互い
に前後方向に離間しており、前記メインバーの厚さが前記中足内羽根および中足外羽根の
それよりも大きい。
【００５６】
　本態様によれば、棒状ないし帯状のメインバーが、中足部における足の屈曲もしくはア
ーチの低下を抑制する。さらに、複数の羽根とメインバーとが肋骨と脊柱との関係のよう
に構成されており、羽根がメインバーに対して回転するように変位するのを許容するから
、中足部において靴底がメインバーを中心にねじれるのを許容する。
【００５７】
　特に、複数枚の中足内（外）羽根が前後に分離されているので、複数枚の中足羽根がメ
インバーのまわりに個別に回転可能となる。そのため、脊柱のように、メインバーが足の
前後方向に沿って徐々に滑らかに捩れるのを許容する。したがって、靴底の過度の捩れを
防止し得ると共に適度な捩れが可能となる。
【００５８】
　なお、メインバーの厚さとはメインバーのうちの最も厚い部分の厚さをいい、羽根の厚
さとは羽根のうちの最も厚い部分の厚さをいう。
　本態様において、中足部における強化部材の平面視形状は、特に限定されないが、たと
えば、“Ｈ”型の他に星型、“Ｙ”型などであってもよい。
【００５９】
　本態様において、前記メインバーは前記中足内羽根および中足外羽根よりも厚さの大き
い棒状部を有し、前記棒状部が中足部の前後方向の前端から中足部の前後方向の後端まで
足の前後方向に沿って延びていてもよい。
【００６０】
　この場合、棒状部は捩れ易さを損なわず、かつ、屈曲しにくいので、靴底のねじれを許
容しつつ、アーチの低下抑制の機能をさらに向上させ得る。。
　なお、棒状部の厚さとは、棒状部のうちの尾根の部分（稜線を含む断面において最も厚
い部分）の厚さをいう。
【００６１】
　本態様において、前記メインバーは棒状の棒状部と、前記棒状部の足の内側に連なる帯
状の内側帯状部と、前記棒状部の足の外側に連なる帯状の外側帯状部とを有し、前記各帯
状部は前記棒状部と一体に形成されており、前記内側帯状部から前記各中足内羽根が足の
内側に延びており、前記外側帯状部から前記各中足外羽根が足の外側に延びていてもよい
。
【００６２】
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　この場合、太い棒状部の内外に帯状部を設けることで羽根が変形する際の応力の集中を
抑制し得る。
　しかも、棒状部だけではアーチの低下に対する抗力が局所的になるのに対し、内外に帯
状部を設けることで、アーチの低下やソールの平面曲げに対する抗力も安定する。
　更に、棒状部よりも広い接着面を持つ帯状部はメインバーとミッドソールとの接着の確
実性を向上させる。
【００６３】
　本発明の別のある態様は、後足部に緩衝装置を備えた靴底であって、後足部を有するミ
ッドソールと前記ミッドソールの後足部を強化する強化部材とを備え、前記強化部材は、
後足部の概ね中心に配置された基部と、前記基部から互いに異なる方向に向かって延びる
少なくとも３枚の羽根とを備え、前記各羽根は前記基部と一体に形成されており、前記各
羽根および基部の真上には前記ミッドソールが配置され、前記各羽根の真下には互いに分
離されたアウターソールが配置され、かつ、前記基部の真下にはアウターソールが配置さ
れておらず、前記基部の近傍において前記各羽根が前記基部に近づくに従い上方に向かっ
て膨出している。
【００６４】
　本態様によれば、前記各羽根の膨出によりアーチが形成されて、アーチの撓みにより後
足部の緩衝機能や反発機能が向上する。
　特に、互いに分離された羽根は、一枚の板と異なり、アーチの撓みが大きくなる。した
がって、緩衝機能や反発機能が高まる。
【００６５】
　「基部の近傍において各羽根が基部に近づくに従い上方に向かって膨出している」とは
、２つの羽根に連なる断面線における断面で基部および基部近傍において、２つの羽根お
よび基部が、上方に凸の凸部を構成していることをいい、略アーチ状の形状を含む。
【００６６】
　本態様において、前記ミッドソールは、少なくとも足の中足部から後足部の全体を支持
すると共に着地の際の衝撃で圧縮変形して前記衝撃を吸収する機能を持つ支持要素と、前
記足の後足部において前記支持要素の下方に配置され着地の際に上下方向に縮んだ状態に
変形する変形要素とを備え、前記強化部材は、前記後足部において、前記支持要素と変形
要素との間に介挿されて、前記支持要素と変形要素とを互いに連結する連結部材を構成し
ていてもよい。
【００６７】
　この場合、前記強化部材を構成する素材のヤング率が前記支持要素を構成する素材のヤ
ング率よりも大きいのが好ましい。
　こうすれば、硬い素材でアーチを形成して緩衝機能および反発機能をより発揮できる。
また、硬い連結部材を介して変形要素と支持要素とを接合することにより、接合部分の強
度向上を図ることができる。しかも、変形要素に加わった衝撃を硬い連結部材で支持要素
に分散して伝達することもできる。
【００６８】
　前記変形要素はゴム様または鞘様の圧縮変形部材を包含し、該圧縮変形部材のヤング率
は前記支持要素を構成する素材のヤング率よりも小さくてもよい。
【００６９】
　本態様において、前記各羽根は後足部のミッドソールの側面および／または背面まで延
びた端部を有し、前記端部が上方に向かって巻き上がる巻上部を形成しているのが好まし
い。
　これらの２つの巻上部はミッドソールを介して足の後足を内外から支えるので、安定性
が向上する。
【００７０】
　この場合、前記巻上部の真上の部分には発泡樹脂からなるミッドソール本体が配置され
、前記巻上部の真下の部分にはゴム様または鞘様の圧縮変形部材が配置されており、前記
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圧縮変形部材のヤング率は前記ミッドソール本体を構成する素材のヤング率よりも小さく
てもよい。
　巻上部の下方の空間は、巻上部を設けない場合に比べ大きくなるので、前記圧縮変形部
材を前記端部に配置し易い。これにより、前記緩衝機能や反発機能が更に高まる。
【００７１】
　本発明の別のある態様は、足裏を覆うミッドソールと、前記ミッドソールの下面に取り
付けられ接地するアウターソールとを備えた靴底であって、前記ミッドソールは樹脂の発
泡体からなるミッドソール本体と、ミッドソールの側面または背面において外部に露出す
るゴム様または鞘様の圧縮変形部材とを包含し、前記圧縮変形部材を前記ミッドソール本
体もしくはアウターソールと協働して所定の部位に保持するための保持部材が設けられ、
前記保持部材は、前記圧縮変形部材の上面または下面に固着された接合部と、ミッドソー
ルの側面または背面において前記接合部から上方または下方に延びる第１係合部と、を包
含し、前記第１係合部は前記圧縮変形部材に係合して、前記圧縮変形部材が飛び出すのを
防止する。
【００７２】
　本態様によれば、ファーストストライク時の衝撃を小さくするために、あるいは、反発
機能を高めるために、あるいは、ビジュアル的な観点から、圧縮変形部材をソールの側面
や背面に露出させて配置した場合に、該部材の固定が安定する。また、着用者等が興味本
位に圧縮変形部材を取り出そうとしても、容易に取り出すことができない。
【００７３】
　本態様の好適な実施例においては、前記ミッドソール本体には、前記ミッドソールの前
足部の中心または後足部の中心から前記側面または背面に行くに従い上下方向の高さが大
きくなる凹所が形成され、前記凹所に前記圧縮変形部材が配置され、前記保持部材の接合
部は前記ミッドソール本体の前記凹所の下面に固着され、前記第１係合部は前記接合部か
ら下方に向かって延びて前記圧縮変形部材の端部の上部に係合してもよい。
【００７４】
　このようにすれば、圧縮変形部材を嵌める凹所を設けることで外に向かって大きな露出
面を持つ圧縮変形部材を安定して保持できる。この凹所は前記保持部材の接合部と概ね同
じ範囲に設けられてもよい。
【００７５】
　本実施例においては、前記ミッドソール本体は前記凹所が形成された上ミッドソール本
体と、前記上ミッドソール本体の下方に配置される下ミッドソール本体とを包含し、前記
圧縮変形部材は前記保持部材と前記下ミッドソール本体との間に挟まれており、前記下ミ
ッドソール本体は、前記凹所における前記側面または背面の端部において、上方に向かっ
て巻き上がった第２係合部を有し、前記第２係合部が前記圧縮変形部材に係合して、前記
圧縮変形部材が飛び出すのを防止するようにしてもよい。
【００７６】
　前記アウターソールは、前記凹所における側面または背面の端部において、上方に向か
って巻き上がった第３係合部を有し、前記第３係合部が前記圧縮変形部材に直接または間
接的に係合して、前記圧縮変形部材が飛び出すのを防止するようにしてもよい。
【００７７】
　このように第２または第３係合部を設けることにより、圧縮変形部材の上部に加え下部
もミッドソール本体やアウターソールに係合するので、圧縮変形部材を安定して保持する
ことができる。
【００７８】
　かかる圧縮変形部材の安定保持の観点から、本実施例においては、前記第１係合部の前
記側面または背面から見た形状が上方に向かって凸のアーチ形状であってもよい。
　この場合、第１係合部の剛性が大きくなるので、圧縮変形部材を安定して保持すること
ができる。
【００７９】
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　本態様においては、前記保持部材を構成する素材のヤング率が前記ミッドソール本体を
構成する素材のヤング率よりも大きく、前記側面または背面に沿った断面線における前記
保持部材の接合部の断面形状が上方に凸のアーチ形状であるのが好ましい。
【００８０】
　このように構成すれば、保持部材の接合部がアーチ状に形成されていることで、ヤング
率の大きい保持部材の撓み剛性が高くなる。そのため、前記側面または背面の端部におい
て緩衝機能や反発機能を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】図１Ａは実施例１を示す靴底の上面側から見た斜視図、図１Ｂは同靴底の底面側
から見た斜視図である。
【図２】図２Ａは同靴底の外側面図、図２Ｂは同靴底の内側面図である。
【図３】同靴底の底面側から見た靴底パーツの分解斜視図である。
【図４】同靴底の上面側から見た靴底パーツの分解斜視図である。
【図５】同靴底と足の骨との関係を示す靴底の底面図である。
【図６】図６Ａは図５のVIA-VIA 線断面図、図６Ｂは図５のVIB-VIB 線断面図、図６Ｃは
図５のVIC-VIC 線断面図である。
【図７】図７Ａは図５のVIIA-VIIA 線断面図、図７Ｂは図５のVIIB-VIIB 線断面図、図７
Ｃは図５のVIIC-VIIC 線断面図、図７Ｄは図５のVIID-VIID 線断面図である。
【図８】図８Ａは実施例１の強化部材を示す底面図、図８Ｂ，図８Ｃおよび図８Ｄは変形
例の強化部材を示す底面図である。
【図９】図９Ａ，図９Ｂ，図９Ｃおよび図９Ｄは変形例の強化部材を示す底面図である。
【図１０】図１０Ａは変形例の強化部材を示す底面図、図１０Ｂは図１０ＡのXB-XB 線断
面図、図１０ＣはXC-XC 線断面図である。
【図１１】図１１Ａおよび図１１Ｂは実施例２を示し、図１１Ａは図１３のXIA-XIA 線断
面図、図１１Ｂは図１３のXIB-XIB 線断面図である。
【図１２】同上面側から見た強化部材および圧縮変形部材の分解斜視図である。
【図１３】図１３Ａは同靴底の外側面図、図１３Ｂは同靴底の内側面図である。
【図１４】従来例の靴底の後足部の斜面への接地状態を示す概略断面図である。
【図１５】図１５Ａおよび図１５Ｂは実施例３を示し、図１５Ａは図１５ＢのXVA-XVA 線
断面図であり、図１５Ｂは強化部材を示す底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００８２】
　本発明は、添付の図面を参考にした以下の好適な実施例の説明からより明瞭に理解され
るであろう。
【００８３】
　しかしながら、実施例および図面は単なる図示および説明のためのものであり、本発明
の範囲は請求の範囲によって定まる。添付図面において、複数の図面における同一の部品
番号は、同一または相当部分を示す。
【００８４】
〔実施例１〕
　図１Ａ～図７は実施例１を示す。なお、以下の図面において、ＩＮは足の内側、ＯＵＴ
は足の外側を示す。また、以下の図面において、意匠の凹凸は省略して図示されている。
かかる意匠の凹凸は、必要に応じて、適宜付すことができる。
　以下の説明では、左足の靴底を例示して説明する。
【００８５】
　全体構成：
　図１Ａおよび図１Ｂに示すように、本実施例１の靴底は、上ミッドソール１、強化部材
２、下ミッドソール３およびアウターソール４を備えている。同図において二点鎖線はア
ッパーを示している。上ミッドソール１および下ミッドソール３がミッドソールを構成し
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ている。前記下ミッドソール３は、後足部１３において、４つに分割されて配置されてい
る。
【００８６】
　図２Ａおよび図２Ｂに示すように、前記ミッドソールは、前足部１１、中足部１２およ
び後足部１３を有している。
　前記アウターソール４は前アウターソール４１と後アウターソール４２とに分割されて
いる。前アウターソール４１は、前足部１１において上ミッドソール１の下面に取り付け
られている。後アウターソール４２は後足部１３において前記４つの下ミッドソール３ご
とに４つに分割されており、それぞれ、下ミッドソール３の下面に取り付けられている。
中足部１２にはアウターソール４は設けられていない。
【００８７】
　図１Ｂに示すように、中足部１２および後足部１３において、上ミッドソール１の下面
には、強化部材２が配置されている。図３および図４に示すように強化部材２の後足部１
３の下面には４つの下ミッドソール３が取り付けられ、該各下ミッドソール３の下面には
後アウターソール４２（図１Ｂ）がそれぞれ配置されている。
【００８８】
　　強化部材２；
　図５に示すように、前記強化部材２は、上ミッドソール１の中足部１２の前後方向Ｌの
概ね前端から前記後足部１３まで設けられている。前記強化部材２は、メインバー２１、
中足内羽根２２，２３、中足外羽根２４，２５および後足内羽根２６ａ，後足外羽根２６
ｂが一体に形成されてなる。強化部材２は、ミッドソールの一部を強化するものであり、
そのため強化部材２のヤング率は、ミッドソールのそれよりも大きい値に設定されている
。強化部材２を構成する材料としては、たとえば、ナイロン、ポリウレタン、ＦＲＰなど
の非発泡の樹脂を用いることができる。
【００８９】
　なお、図面を分かり易くするために、図５においては、強化部材２のうちメインバー２
１の棒状部２１ｄ以外の部分に荒い網点を施し、後述する圧縮変形部材３０には細かな網
点を施してある。
【００９０】
　前記メインバー２１は、足の内外の概ね中央のラインに沿って前記中足部１２の前後方
向Ｌの概ね前端から前記後足部１３の前後方向Ｌの概ね中央まで帯状に設けられている。
メインバー２１の前端の位置は、二点鎖線で示す第３指Ｆ３の中足骨Ｃ３の概ね中央（第
３中足骨骨体）に設定されている。
【００９１】
　前記中足内羽根２２，２３は前記中足部１２において前記メインバー２１から足の内側
に向かって延びており、前記中足外羽根２４，２５は前記中足部１２において前記メイン
バー２１から足の外側に向かって延びている。前側の中足羽根２２，２４は、メインバー
２１のうちの第３指Ｆ３のリスフラン関節Ｊ３ないしその近傍に相当する部位から延びて
いる。後側の中足羽根２３，２５は、メインバー２１のうちの立方骨Ｃ６ないしその近傍
に相当する部位から延びている。
【００９２】
　図１Ｂに示すように、前記中足内羽根２２，２３および中足外羽根２４，２５は上ミッ
ドソール１の下面に貼着されている。前記各後足羽根２６ａ，２６ｂの一部は、上下のミ
ッドソール１，３に挟み込まれている。
【００９３】
　図５に示すように、前記４つの後足羽根２６ａ，２６ｂは、前記後足部１３において前
記メインバー２１の後端の基部２１ｃから足の内側または外側に向かって延びている。す
なわち、後足羽根２６ａ，２６ｂは基部２１ｃから放射状に設けられている。
　基部２１ｃは、踵骨Ｃ７ないし距骨Ｃ８に相当する部位に位置する。
【００９４】
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　　ミッドソール；
　図３に示す上ミッドソール１は、たとえば発泡樹脂からなり、前足部１１、中足部１２
および後足部１３の部位が一体に形成されたミッドソール本体を構成している。
【００９５】
　一方、４つの下ミッドソール３は、後足部１３において、内外方向Ｗおよび前後方向Ｌ
に分離されて設けられている。各下ミッドソール３は、前記上ミッドソール１との間で前
記強化部材２の後足羽根２６ａ，２６ｂを挟むように、各後足羽根２６ａ，２６ｂごとに
設けられている。各下ミッドソール３は、ゴム様の圧縮変形部材３０と、発泡樹脂製の緩
衝部材３１とにより構成されている。
【００９６】
　上ミッドソール（上ミッドソール本体）１および緩衝部材（下ミッドソール本体）３１
は、前記強化部材２の設けられていない部位において互いに接合されており、両者はミッ
ドソール本体を構成している。、
【００９７】
　図４に示すように、圧縮変形部材３０は前記各後足羽根２６ａ，２６ｂの下面にそれぞ
れ接合されている。圧縮変形部材３０ごとに緩衝部材３１が設けられて、圧縮変形部材３
０の下面に接合されている。上ミッドソール１を構成する発泡樹脂の硬度は、下ミッドソ
ール３の緩衝部材３１を構成する発泡樹脂の硬度よりも大きい値に設定されている。圧縮
変形部材３０のヤング率は、上ミッドソール１を構成する素材のヤング率および緩衝部材
３１を構成する素材のヤング率よりも小さい値に設定されている。
【００９８】
　　アウターソール４；
　図１Ｂに示すように、前記前足部１１において上ミッドソール１の下面には前アウター
ソール４１が取り付けられている。図６Ｂおよび図６Ｃに示すように、前記各緩衝部材３
１の下面には、後アウターソール４２がそれぞれ貼着されている。後アウターソール４２
は前記下ミッドソール３と同様に内外方向Ｗおよび前後方向Ｌ（図１Ｂ）に分離されて互
いに離間している。図２Ａおよび図２Ｂに示すように、中足部１２において、上ミッドソ
ール１の下面には、下ミッドソール３およびアウターソール４が取り付けられていないア
ーチ１４が形成されている。
【００９９】
　図５に示すように、前記４つの下ミッドソール３およびアウターソール４は、それぞれ
、前記後足部１３において少なくとも内外方向Ｗおよび前後方向Ｌに分離された４つの島
状の領域Ｒ１～Ｒ４に配置されている。前記後足羽根２６ａ，２６ｂは前記基部２１ｃか
ら前記各領域Ｒ１～Ｒ４に向かって放射状に延びている。領域Ｒ１，Ｒ２の間、領域Ｒ２
，Ｒ３の間、領域Ｒ３，Ｒ４の間には強化部材２、下ミッドソール３およびアウターソー
ル４が配置されていない。このため、これらの位置には、図１Ｂに示すように、各下ミッ
ドソール３間に各領域Ｒ１～Ｒ４を隔てる溝Ｇが基部２１ｃから放射状に形成されている
。
【０１００】
　つぎに、本実施例１の靴底の各部分の構造について詳しく説明する。
　中足部１２の構造：
　図５に示すように、前記ミッドソールのアーチ１４の下面および側面には、前記強化部
材２のメインバー２１、中足内羽根２２，２３および中足外羽根２４，２５が貼着されて
いる。
【０１０１】
　　メインバー２１；
　図３に示す前記メインバー２１は棒状部２１ｄと、前記棒状部２１ｄの足の内側に連な
る帯状の内側帯状部２１ａと、前記棒状部２１ｄの足の外側に連なる帯状の外側帯状部２
１ｂとが一体に形成されてなる。
　図５に示すように前記メインバー２１の棒状部２１ｄは中足部１２の前端から後足部１
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３の概ね中心まで足の前後方向Ｌに沿って延びている。図６Ａおよび図６Ｂに示すように
、棒状部２１ｄは内側帯状部２１ａ，外側帯状部２１ｂよりも下方に向かって突出して設
けられている。そのため、図７Ａおよび図７Ｂに示すように、メインバー２１において、
前記棒状部２１ｄの厚さは、前記中足内羽根２２，２３および中足外羽根２４，２５の厚
さ、ならびに、これら中足羽根２２～２５が連なった内側帯状部２１ａ，外側帯状部２１
ｂの厚さよりも大きく設定されている。なお、図７Ａは、前側の中足羽根２２，２４を概
ねフラットになるように若干曲げた状態における断面図であり、後述する端部の巻上げは
明瞭に表れていない。
【０１０２】
　　中足羽根２２～２５；
　図１Ｂ、図２Ａおよび図２Ｂに示すように、前記各中足羽根２２～２５は上ミッドソー
ル１の中足部１２の底面から側面に向って設けられている。各中足羽根２２～２５は、上
ミッドソール１の底面および側面の一部を覆う。また、各中足羽根２２～２５の端部は足
の内側面または外側面に沿って巻き上がって、巻上部２２ｃ～２５ｃを形成している。
【０１０３】
　図５に示すように、前記中足内羽根２２，２３は前記内側帯状部２１ａから足の内側に
向って延びており、中足外羽根２４，２５は前記外側帯状部２１ｂから足の外側に向って
延びている。２枚の中足内羽根２２，２３は、前記中足部１２において足の前後方向Ｌに
互いに離間して設けられている。２枚の中足外羽根２４，２５は、前記中足部１２におい
て足の前後方向Ｌに互いに離間して設けられている。
【０１０４】
　図２Ａおよび図２Ｂに示すように、前側の中足内羽根２２および中足外羽根２４は、上
ミッドソール１の側面に沿って前方に向って湾曲している。一方、後側の中足内羽根２３
および中足外羽根２５は、ミッドソールの側面に沿って後方に向って湾曲している。すな
わち、前記巻上部２３ｃ～２５ｃは、足の側面に沿って巻き上がると共に、前方または後
方に向かって湾曲している。
【０１０５】
　後足部１３の構造：
　図５に示す前記メインバー２１の後端には基部２１ｃが形成されている。前記基部２１
ｃは後足部１３の概ね中心に配置されている。後足内羽根２６ａおよび後足外羽根２６ｂ
は基部２１ｃを中心に放射状に延びている。すなわち、４つの後足羽根２６ａ，２６ｂお
よひ基部２１ｃは、該基部２１ｃを中心とした平面視略Ｘ字状に形成されている。
【０１０６】
　図４に示すように、前記各後足羽根２６ａ，２６ｂおよび基部２１ｃの真上には上ミッ
ドソール１が配置される。前記強化部材２の複数の後足羽根２６ａ，２６ｂごとに下ミッ
ドソール３（３０，３１）が分離して設けられる。
【０１０７】
　したがって、図１Ｂおよび図３に示すように、前記各後足羽根２６ａ，２６ｂの真下に
は互いに分離された下ミッドソール３およびアウターソール４がそれぞれ配置される。
　図１Ｂに示すように、前記下ミッドソール３およびアウターソール４は、後足部１３に
おいて内外方向Ｗおよび前後方向Ｌに本質的に分離されて、前記足の後足部１３の４つの
島状の領域Ｒ１～Ｒ４（図５）に配置されている。したがって、下ミッドソール３および
アウターソール４は、各領域Ｒ１～Ｒ４において、４つの島状のユニットを構成している
。一方、基部２１ｃの真下には、下ミッドソール３およびアウターソール４が設けられて
いない。
【０１０８】
　　後足羽根２６ａ，２６ｂ；
　図５に示すように、前記後足羽根は、前記基部２１ｃから足の内側に向って延びる２枚
の後足内羽根２６ａと、足の外側に向って延びる２枚の後足外羽根２６ｂとにより構成さ
れている。
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　図７Ｃおよび図７Ｄに示すように、前記各後足羽根２６ａ，２６ｂは後足部１３の上ミ
ッドソール１の側面または背面（外周面）まで延びている。各後足羽根２６ａ，２６ｂは
、前記側面または背面において上方に向かって巻き上がって、巻上部２８を形成している
。
【０１０９】
　図７Ｃおよび図７Ｄに示すように、前記後足内羽根２６ａは、足の内側の端において上
ミッドソール１の内側面Ｓｉに沿って湾曲した内巻上部２８ａを有する。前記後足外羽根
２６ｂは、足の外側の端において上ミッドソール１の外側面Ｓｏに沿って湾曲した外巻上
部２８ｂを有する。
　図４に示すように、前記巻上部２８の真上の部分には、上ミッドソール１が配置されて
いる。前記巻上部２８の真下の部分にはゴム様の圧縮変形部材３０が配置されている。
【０１１０】
　図７Ｃおよび図７Ｄに示すように、前記後足内羽根２６ａと前記後足外羽根２６ｂとは
、メインバー２１（図５）の前記基部２１ｃを介して互いに連なっており、前記基部２１
ｃにおいて上方に向って凸となる曲線に沿って配置されている。そのため、前記各後足羽
根２６ａ，２６ｂは、基部２１ｃの近傍において前記基部２１ｃに近づくに従い上方に向
かって膨出している。
【０１１１】
　支持要素，変形要素，連結部材：
　図１Ａ、図１Ｂに示すように、前記上ミッドソール１の中足部１２および後足部１３は
、足の中足部１２から後足部１３を支持すると共に着地の際の衝撃で圧縮変形して前記衝
撃を吸収する機能を持つ支持要素を構成している。
　前記下ミッドソール３は、足の後足部１３において前記上ミッドソール１の下方に配置
され、着地の際に上下方向に縮んだ状態に変形する変形要素を構成している。
　前記強化部材２は後足部１３において、上ミッドソール１と下ミッドソール３との間に
介挿されて、上下のミッドソール１，３を互いに連結する連結部材を構成している。
【０１１２】
　圧縮変形部材３０の保持構造：
　図２Ａおよび図２Ｂに示すように、圧縮変形部材３０は、観者が視認できるように、そ
の側面が大きく露出されている。
　図３に示すように、前記ミッドソール本体を構成する上ミッドソール１の後足部１３に
は、強化部材２の後足羽根２６ａ，２６ｂおよび圧縮変形部材３０が配置される凹所１５
が形成されている。前記凹所１５は、後足部１３の中心から上ミッドソール１の側面また
は背面（外周面）に行くに従い上下に拡がるように形成されている。
【０１１３】
　前記強化部材２の各後足羽根２６ａ，２６ｂには、圧縮変形部材３０の上面が固着され
る接合部２７が設けられている。図６Ｂに示すように、ミッドソールの外周面に対応する
位置において、前記接合部２７から下方に向かって延びる第１係合部２８ｃが前記接合部
２７と一体に形成されている。第１係合部２８ｃは圧縮変形部材３０の上部側面に係合す
る。図２Ａおよび図２Ｂに示すように、第１係合部２８ｃは、その側面から見た形状が三
日月状に形成されて、上方に向って凸の略アーチ形状を構成している。また、前記接合部
２７は、前記側面または背面に沿った断面線における前記保持部材の接合部の断面形状が
上方に凸のアーチ形状である。
【０１１４】
　前記第１係合部２８ｃに圧縮変形部材３０の側面上部が係合することにより、圧縮変形
部材３０が外側に向って飛び出すのが防止される。したがって、強化部材２は圧縮変形部
材３０を保持する保持部材を構成している。
【０１１５】
　この第１係合部２８ｃは、圧縮変形部材の上端部のみを覆うように形成されており、ル
ープ状には形成されていない。第１係合部２８ｃは、少なくとも圧縮変形部材３０の下部
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の変形を拘束しないように圧縮変形部材３０の上半分より小さい範囲のみを覆うのが好ま
しい。
【０１１６】
　一方、図４に示すように、各下ミッドソール３の緩衝部材（下ミッドソール本体）３１
には、前記上ミッドソール１の凹所１５に対応する位置に、上方に向って巻き上がる第２
係合部３２が形成されている。図６Ｂに示すように、第２係合部３２は圧縮変形部材３０
の下部側面に係合して、圧縮変形部材３０が外側に向って飛び出すのを防止している。
　このように、圧縮変形部材３０の側面の上部および下部は、強化部材２の第１係合部２
８ｃと、下ミッドソール本体３１の第２係合部３２によって、それぞれ、係合保持されて
いる。
【０１１７】
　また、図６Ｂに示すように、アウターソール４には、前記第２係合部３２の下方におい
て下ミッドソール本体３１の側面に沿って巻き上がる第３係合部３３が設けられている。
該第３係合部３３は下ミッドソール本体３１の第２係合部３２を補強する。下ミッドソー
ル本体３１を設けずに、あるいは、第２係合部３２を設けずに、第３係合部３３が直接圧
縮変形部材３０に係合していてもよい。
【０１１８】
〔変形例〕
　強化部材２の形状は前記実施例１に示すものに限られず、種々の形状を採用を採用し得
る。以下に、図８Ｂ～図１０Ｃにしたがって強化部材２の変形例を説明する。なお、図８
Ａには以下に述べる変形例と対比するために、前述の実施例１で示した強化部材２を示し
てある。
【０１１９】
　図８Ｂの変形例では、２つの中足内羽根２２，２３の内側の端部が互いに接続されてい
る。すなわち、中足内羽根２２，２３がループを形成している。
　図８Ｃの変形例では、前側の中足羽根２２，２４およびメインバー２１の交差位置と、
後側の中足羽根２３，２５およびメインバー２１の交差位置との距離を前記実施例１のそ
れよりも小さく設定している。
　図８Ｄの変形例では、前記距離を図８Ｃよりも更に小さく設定して、中足羽根２２～２
５が概ねＸ字状に形成されている。また、同変形例では、後足羽根２６ａ，２６ｂが放射
状に設けられておらず、平面視概ねＨ字状に形成されている。すなわち、前側の後足羽根
２６ａ，２６ｂが基部２１ｃよりも前方のメインバー２１の部位から延びている。
【０１２０】
　なお、前述の実施例１では、中足羽根を内外２枚ずつ設けて合計４枚としたが、５枚以
上が設けられていてもよい。また、中足内羽根が２枚以上である場合には、いずれか２以
上中足内羽根の内側の端部が互いに接続されていてもよい。
【０１２１】
　また、前述の実施例１では、前方の中足羽根２２，２４を前方に向って湾曲させると共
に、後方の中足羽根２３，２５を後方に向って湾曲させることとしたが、前後の中足羽根
をそれぞれ概ね同一方向に湾曲させることで、前方の中足羽根と後方の中足羽根とが互い
に概ね平行になるようにしてもよい。また、４つの中足羽根が概ね渦巻状に形成されても
よい。
【０１２２】
　さらに、中足内羽根２２，２３の長さが中足外羽根２４，２５の長さよりも小さく、あ
るいは、大きく設定されてもよい。
【０１２３】
　図９Ａの変形例では、３つの後足羽根が設けられている。この場合、各１つの後足内羽
根２６ａ，後足外羽根２６ｂに加えて、後方（背面）に向って延びる１つの後足羽根２６
ｃが設けられている。
　図９Ｂの変形例では、前側の後足内羽根か設けられておらす、後側の１つの後足内羽根
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２６ａのみが設けられている。
　図９Ｃの変形例では、２つの後足内羽根２６ａ，２６ａの内側の端部が互いに接続され
ている。すなわち、後足内羽根２６ａ，２６ａがループを形成している。
　図９Ｄの変形例では、内側の後足羽根２６ａ，２６ａが外側の後足羽根２６ｂ，２６ｂ
よりも短く設定されている。
【０１２４】
　なお、後足内羽根２６ａ，後足外羽根２６ｂがそれぞれ１つずつであってもよい。また
、前述の実施例１で示した４枚の後足羽根２６ａ，２６ｂに加え、後方（背面）に向かう
別の後足羽根が設けられていてもよい。
　また、６つ以上の後足羽根が基部２１ｃを中心に放射状に設けられていてもよい。
　また、後足内羽根と後足外羽根とは、必ずしも基部２１ｃで滑らかに一直線上に連なっ
ていなくてもよい。
　また、各後足羽根を基部２１ｃを中心に渦巻き状に形成してもよい。
【０１２５】
　図１０Ａ～図１０Ｃに示す変形例では、中足部において強化部材２に２本の棒状部２１
ｄが設けられている。この場合、棒状部が１つの場合に比べて屈曲し難くなるので、アー
チの低下抑制の機能が向上する。
【０１２６】
〔実施例２〕
　次に、実施例２を図１１～図１３にしたがって説明する。なお、以下の実施例において
、実施例１と同一部分または相当部分には同一符号を付して、その詳しい説明を省略する
。
【０１２７】
　図１１Ａおよび図１１Ｂに示すように、本実施例では、後足部において圧縮変形部材３
０が上ミッドソール１と強化部材２との間で保持されている。強化部材（保持部材）２の
上面には圧縮変形部材３０の下面が固着される接合部２７が形成されている。
【０１２８】
　図１２に示すように、本実施例では、一対の圧縮変形部材３０が設けられており、各圧
縮変形部材３０は略Ｖ字型に形成されている。一対の圧縮変形部材３０は、概ね左右対称
に配置されている。前記接合部２７も圧縮変形部材３０の形状に従って略Ｖ字状に形成さ
れている。
【０１２９】
　強化部材２の各後足羽根２６ａ，２６ｂには、前記接合部２７から上方に延びる巻上部
２８が形成されている。巻上部２８は圧縮変形部材３０の端部３０ａに係合して圧縮変形
部材３０が外に飛び出すのを防止する。巻上部２８には、圧縮変形部材３０の端部３０ａ
が係合する係合孔２８ｄが形成されている。かかる係合孔２８ｄにより、圧縮変形部材３
０の変形を許容すると共に、図１３Ａおよび図１３Ｂに示すように、圧縮変形部材３０の
端部３０ａが外部に向って露出し、観者が該端部３０ａを視認することができる。
【０１３０】
〔実施例３〕
　次に、実施例３を図１５Ａおよび図１５Ｂにしたがって説明する。
　図１５Ａおよび図１５Ｂに示すように、本実施例では、前記実施例１とは異なり、後足
羽根２６ａ，２６ｂはミッドソールの側面まで延びておらず、したがって、後足羽根２６
ａ，２６ｂの端部はミッドソールの側面において露出しておらず、第１係合部が設けられ
ていない。
【０１３１】
　圧縮変形部材３０が露出しているミッドソールの側面およびその近傍においては、圧縮
変形部材３０は上下のミッドソール本体１，３１の間で挟まれている。一方、後足羽根２
６ａ，２６ｂが延びている領域においては、圧縮変形部材３０は、保持部材（強化部材）
２と下ミッドソール本体３１との間に挟まれて保持されている。
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【０１３２】
　また、本実施例では、図１５Ａに示すように、アウターソール４の下ミッドソール本体
３１の第２係合部３２の側面に沿って巻き上がって、第３係合部３３が形成されている。
すなわち、第３係合部３３が下ミッドソール本体３１の第２係合部３２を介して間接的に
圧縮変形部材３０の下部側面に係合して、第２係合部３２と共に圧縮変形部材３０が外側
に向って飛び出すのを防止している。
【０１３３】
　なお、本実施例の変形例として、ＥＶＡやＰＵなどの発泡体からなる下ミッドソール本
体３１を設けずに、アウターソール４を圧縮変形部材３０に直接に接合させてもよい。こ
の場合、圧縮変形部材３０は、アウターソール４と上ミッドソール本体１または保持部材
２との間で挟まれて保持され、第３係合部３３は圧縮変形部材３０に直接に係合する。か
かる構成は、前記実施例１にも適用できる。
【０１３４】
　しかし、この変形例の場合、ＥＶＡやＰＵなどの発泡体からなる下ミッドソール本体３
１よりも硬い保持部材２の一部がアウターソール４上に直接に接着される。そのため、路
面に接地したアウターソール４の変形が小さくなり、下ミッドソール本体３１を設けた場
合と比べて、アウターソール４と保持部材２との接触により接地時の音が大きくなったり
、アウターソール４の接地面積が小さくなったりする。また、一般のアスレチックシュー
ズと異なる着用感が生じ、着用者によっては違和感を覚える。
【０１３５】
　これに対し、本実施例や前記実施例１では、比較的柔らかい下ミッドソール本体３１を
保持部材２とアウターソール４との間に設けることで、保持部材２とアウターソール４と
が直接接触しない。したがって、接地時の音は大きくなったり、アウターソールの接地面
積は小さくなったり、着用者が違和感を覚えたりするといった問題が生じ難くなる。
【０１３６】
　以上のとおり、図面を参照しながら好適な実施例を説明したが、当業者であれば、本明
細書を見て自明な範囲内で種々の変更および修正を容易に推定するであろう。
　たとえば、上ミッドソールが２つ以上に分割されていてもよい。
　また、メインバーが棒状部を含んでいなくてもよい。
　したがって、そのような変更および修正は、本発明の範囲のものと解釈される。
【産業上の利用可能性】
【０１３７】
　本発明は、種々の靴に利用することができる。
【符号の説明】
【０１３８】
１１：前足部、１２：中足部、１３：後足部
１：上ミッドソール
　１４：アーチ，１５：凹所
２：強化部材（連結部材、保持部材）
　２１：メインバー、２１ａ：内側帯状部、２１ｂ：外側帯状部材、２１ｃ：基部、２１
ｄ：棒状部２１ｄ
　２２，２３：中足内羽根、２４，２５：中足外羽根
　２６ａ：後足内羽根、２６ｂ：後足外羽根
　２７：接合部
　２８：巻上部、２８ａ：内巻上部、２８ｂ：外巻上部、２８ｃ：第１係合部、２８ｄ：
係合孔
３：下ミッドソール
　３０：圧縮変形部材、３０ａ：端部、３１：緩衝部材、３２：第２係合部、３３：第３
係合部
４：アウターソール
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　４１：前アウターソール、４２：後アウターソール
Ｆ３：第３指、Ｃ３：中足骨、Ｃ６：立方骨、Ｃ７：踵骨、Ｃ８：距骨、Ｊ３：リスフラ
ン関節
Ｌ：前後方向、Ｗ：内外方向
Ｒ１～Ｒ４：島状の領域、Ｇ：溝

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】
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