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(57)【要約】
　【解決手段】　利用者の過回内、それに伴う膝蓋骨（
膝頭）のミスアライメント、および膝関節ストレスを緩
和するため、靴の中に配置して使用するインソール。当
該インソールは、頂部シートおよび支持基部クッション
を有する。前記支持基部クッションは、当該インソール
の前記足指端部から中足骨領域まで延在する前足部中間
クッション領域と、当該インソールの中足骨領域から踵
端部まで延在するアーチから踵部までの領域とを有する
。当該インソールは、前記前足部中間クッション領域に
固定された前足部クッションを有する。また、当該イン
ソールは、過回内および膝ストレスを緩和する内側支持
クレードルと、側部支持を提供して膝にかかるストレス
を軽減する上で役立つ外側支持クレードルと、前記内側
支持クレードルと協動して過度の回内に抗するよう作用
する踵部クッションとを有し、これらはすべて前記アー
チから踵部までの領域において前記支持基部クッション
の底部に固定される。
　【選択図】　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　靴の中に配置するインソールであって、
　実質的に当該インソールの全長にわたり延在する頂部シートであって、足指端部および
踵端部を有する、頂部シートと、
　実質的に当該インソールの全長にわたり延在する支持基部クッションであって、足指端
部および踵端部を有し、前記頂部シートに固定された表面および底面を有し、当該インソ
ールの前記足指端部から中足骨領域まで延在して前足部クッションを受容するようなって
いる前足部中間クッション領域を有し、前記中足骨領域から前記踵端部まで延在する後方
領域を有して内側支持クレードルと、外側支持クレードルと、踵部クッションとを受容す
るようなっている、支持基部クッションと
　を有し、
　前記前足部クッションは、頂面および底面を有し、前記頂面は、前記支持基部クッショ
ンおよび底面の前記前足部中間クッション領域に固定され、
　前記内側支持クレードルは、頂面および底面を有し、前記頂面は前記支持基部クッショ
ンに固定され、前記内側支持クレードルは、足のアーチ領域の下に配置され、前記踵端部
へ向かって後方へ延在し、前記支持基部クッションの踵端部の側部を一部取り囲み、
　前記外側支持クレードルは、頂面および底面を有し、前記頂面は前記支持基部クッショ
ンに固定され、前記外側支持クレードルは、足の中足骨領域の下に配置され、前記支持基
部クッションの側部へ向かって外方へ横方向に延在し、前記踵部クッションに隣接するよ
う後方へ延在し、
　前記踵部クッションは、頂面および底面を有し、前記頂面は前記支持基部クッションに
固定され、前記踵部クッションは、全体として前記踵端部付近に配置され、前記支持基部
クッションの前記踵端部の側部の周囲で上方へ横方向に延在する側面を有する
　インソール。
【請求項２】
　請求項１のインソールにおいて、このインソールは、さらに、
　前足部中間クッションであって、前記支持基部クッションと、前記前足部中間クッショ
ン領域の前記前足部クッションとの間に固定された前足部中間クッションを有するもので
あるインソール。
【請求項３】
　請求項１記載のインソールにおいて、前記頂部シートは、ポリエステル布帛であるイン
ソール。
【請求項４】
　請求項１記載のインソールにおいて、前記支持基部クッションは、ポリウレタン（ｐｏ
ｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ：ＰＵ）材料であるインソール。
【請求項５】
　請求項４記載のインソールにおいて、前記ポリウレタン（ＰＵ）材料は、アスカーＣで
約４０±３の硬度値を有するものであるインソール。
【請求項６】
　請求項１記載のインソールにおいて、前記内側支持クレードルおよび外側支持クレード
ルは、熱可塑性ポリウレタン（ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ　ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ
：ＴＰＵ）材料であるインソール。
【請求項７】
　請求項６記載のインソールにおいて、前記熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）材料は、タ
イプＤで約６４±３の硬度値を有するものであるインソール。
【請求項８】
　請求項１記載のインソールにおいて、前記踵部クッションは、熱可塑性ゴムゲル（ｔｈ
ｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ　ｒｕｂｂｅｒ　ｇｅｌ：ＴＰＲ）材料であるインソール。
【請求項９】
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　請求項８記載のインソールにおいて、前記熱可塑性ゴムゲル（ＴＰＲ）材料は、アスカ
ーＣで約３０±３の硬度値を有するものであるインソール。
【請求項１０】
　請求項１記載のインソールにおいて、前記前足部クッションは、エチレン酢酸ビニル（
ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｖｉｎｙｌ　ａｃｅｔａｔｅ：ＥＶＡ）材料であるインソール。
【請求項１１】
　請求項１０記載のインソールにおいて、前記エチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ）材料は、ア
スカーＣで約２１±３の硬度値を有するものであるインソール。
【請求項１２】
　靴に使用するインソールを作製する方法であって、
　実質的に当該インソールの全長にわたり延在する頂部シートを提供する工程であって、
前記頂部シートは足指端部および踵端部を有する、工程と、
　支持基部クッションを提供する工程であって、前記支持基部クッションは頂面および底
面を有し、前記インソールの全長にわたり延在する、工程と、
　前記支持基部クッションの前記頂面に沿って前記支持基部クッションを前記頂部シート
に合着させる工程であって、前記支持基部クッションは、足指端部および踵端部を有し、
前記支持基部クッションの前記底面は、前記インソールの前記足指端部から中足骨領域ま
で延在する前足部中間クッション領域を有して、当該前足部中間クッション領域内に前足
部クッションを受容するようなっており、前記支持基部クッションは、前記中足骨領域か
ら前記踵端部まで延在する後方領域を有し、前記支持基部クッションの前記底面は、前記
後方領域において、内側支持クレードルと、外側支持クレードルと、踵部クッションとを
受容するようなっている、工程と、
　頂面および底面を有する前記前足部クッションを、当該前足部クッションの前記頂面を
前記支持基部クッションに固定することにより、前記前足部中間クッション領域で前記支
持基部クッションに合着させる工程と、
　頂面および底面を有する前記内側支持クレードルを、当該内側支持クレードルの前記頂
面を前記支持基部クッションの前記底面に固定することにより、前記支持基部クッション
に合着させる工程であって、前記内側支持クレードルは、足のアーチ領域の下に配置され
、前記支持基部クッションの前記踵部領域へ向かって後方へ延在し、前記支持基部クッシ
ョンの前記側部の前記踵端部の周囲に部分的に延在する、工程と、
　頂面および底面を有する前記外側支持クレードルを、当該外側支持クレードルの前記頂
面を前記支持基部クッションの前記底面に固定することにより、前記支持基部クッション
に合着させる工程であって、前記外側支持クレードルは、前記インソールの中足骨領域の
下に配置され、前記支持基部クッションの前記側部へ向かって外方へ延在し、次いで前記
踵部クッションに隣接するよう後方へ延在する、工程と、
　頂面および底面を有する前記踵部クッションを、当該踵部クッションの前記頂面を前記
支持基部クッションの前記底面に固定することにより、前記支持基部クッションに合着さ
せる工程であって、前記踵部クッションは、全体として足の踵部領域の下に配置され、前
記支持基部クッションの前記踵端部の側部の周囲に横方向へ延在する側面を有する、工程
と
　を有する方法。
【請求項１３】
　請求項１２記載の方法において、さらに、
　前記支持基部クッションと、前記前足部中間クッション領域の前記前足部クッションと
の間に、前足部中間クッションを固定する工程を有するものである方法。
【請求項１４】
　請求項１２記載の方法において、前記頂部シートは、ポリエステル布帛である方法。
【請求項１５】
　請求項１２記載の方法において、前記支持基部クッションは、ポリウレタン（ＰＵ）材
料である方法。
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【請求項１６】
　請求項１５記載の方法において、前記ポリウレタン（ＰＵ）材料は、アスカーＣで約４
０±３の硬度値を有するものである方法。
【請求項１７】
　請求項１２記載の方法において、前記内側支持クレードルおよび外側支持クレードルは
、熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）材料である方法。
【請求項１８】
　請求項１７記載の方法において、前記熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）材料は、タイプ
Ｄで約６４±３の硬度値を有するものである方法。
【請求項１９】
　請求項１２記載の方法において、前記踵部クッションは、熱可塑性ゴムゲル（ＴＰＲ）
材料である方法。
【請求項２０】
　請求項１９記載の方法において、前記熱可塑性ゴムゲル（ＴＰＲ）材料は、アスカーＣ
で約３０±３の硬度値を有するものである方法。
【請求項２１】
　請求項１２記載の方法において、前記前足部クッションは、エチレン酢酸ビニル（ＥＶ
Ａ）材料である方法。
【請求項２２】
　請求項２１記載の方法において、前記エチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ）材料は、アスカー
Ｃで約２１±３の硬度値を有するものである方法。
【請求項２３】
　靴の中に配置するインソールであって、
　実質的に当該インソールの全長にわたり延在する頂部シートであって、足指端部および
踵端部を有する、頂部シートと、
　実質的に当該インソールの全長にわたり延在する支持基部クッションであって、足指端
部および踵端部を有し、前記頂部シートに固定された頂面および底面を有し、当該インソ
ールの前記足指端部から中足骨領域まで延在して前足部クッションを受容するようなって
いる前足部中間クッション領域を有し、前記中足骨領域から前記踵端部まで延在する後方
領域を有して踵部クッションを受容するようなっている、支持基部クッションと
　を有し、
　前記前足部クッションは、前記支持基部クッションの前記前足部中間クッション領域に
固定される頂面と底面とを有し、
　前記踵部クッションは、前記支持基部クッションの前記底面に固定された頂面と底面と
を有し、前記踵部クッションは、全体として足の踵端部の下に配置され、前記インソール
の前記踵端部の周囲で上方へ延在する側面から内側面を有する
　インソール。
【請求項２４】
　請求項２３のインソールにおいて、このインソールは、さらに、
　頂面および底面を有し、前記支持基部クッションの前記底面に固定された内側支持クレ
ードルであって、足のアーチ領域の下に配置され、前記支持基部クッションの前記踵端部
へ向かって後方へ延在する、内側支持クレードルを有するものであるインソール。
【請求項２５】
　請求項２３のインソールにおいて、このインソールは、さらに、
　底面と、前記支持基部クッションの前記底面に固定された頂面とを有する外側支持クレ
ードルであって、足の中足骨領域の下に配置され、前記インソールの前記側部へ向かって
外方へ延在し、次いで前記踵部クッションに隣接するまで前記側部に沿って後方および上
方へ延在する、外側支持クレードルを有するものであるインソール。
【請求項２６】
　請求項２３のインソールにおいて、このインソールは、さらに、
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　前足部中間クッションであって、前記支持基部クッションと、前記前足部中間クッショ
ン領域の前記前足部クッションとの間に固定された前足部中間クッションを有するもので
あるインソール。
【請求項２７】
　請求項２３記載のインソールにおいて、前記頂部シートは、ポリエステル布帛であるイ
ンソール。
【請求項２８】
　請求項２３記載のインソールにおいて、前記支持基部クッションは、ポリウレタン（Ｐ
Ｕ）材料であるインソール。
【請求項２９】
　請求項２８記載のインソールにおいて、前記ポリウレタン（ＰＵ）材料は、アスカーＣ
で約４０±３の硬度値を有するものであるインソール。
【請求項３０】
　請求項２３記載のインソールにおいて、前記内側支持クレードルおよび外側支持クレー
ドルは、熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）材料であるインソール。
【請求項３１】
　請求項３０記載のインソールにおいて、前記熱可塑性ポリウレタン（ＴＰＵ）材料は、
タイプＤで約６４±３の硬度値を有するものであるインソール。
【請求項３２】
　請求項２３記載のインソールにおいて、前記踵部クッションは、熱可塑性ゴムゲル（Ｔ
ＰＲ）材料であるインソール。
【請求項３３】
　請求項３２記載のインソールにおいて、前記熱可塑性ゴムゲル（ＴＰＲ）材料は、アス
カーＣで約３０±３の硬度値を有するものであるインソール。
【請求項３４】
　請求項２５記載のインソールにおいて、前記前足部クッションは、エチレン酢酸ビニル
（ＥＶＡ）材料であるインソール。
【請求項３５】
　請求項３４記載のインソールにおいて、前記エチレン酢酸ビニル（ＥＶＡ）材料は、ア
スカーＣで約２１±３の硬度値を有するものであるインソール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は２０１２年３月１日付で出願された米国仮特許出願第６１／６０５，６６４号に
基づく利益を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、靴の交換用インソール（中敷き）の分野に関する。
【０００３】
　連邦政府の資金援助を受けた研究開発に関する記載　
　該当せず。
【背景技術】
【０００４】
　靴、特に運動靴は一般に、販売時、足を受容する区画（ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔ）内に
配置されたインソール（中敷き）を有する。このインソールは、利用者が靴を着用してい
る間、当該インソール上に利用者の足が載るよう配置される。一般に、そのようなインソ
ールは取り出し可能で、利用者に利点のある、または利用者の足の特定ニーズに対応した
種々の特徴を採用した交換用インソールと交換することができる。
【０００５】
　通常の回内（歩行または走行中における足の内側への回転）において、中程度である。
ただし、一定の人々は、過回内および脚の過度の内旋を生じるおそれのある生体力学的特
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徴を有する。また、過回内を生じると、膝蓋骨（膝頭）のミスアライメントを呈する傾向
があることが報告されている。
【０００６】
　これまで、大腿四頭筋角度すなわちＱ角が自然な状態で比較的高いことを含め、生体力
学的な考慮から、女性は、男性より膝蓋骨のミスアライメント、特に過度の足回内を呈し
やすいことが報告されている。膝蓋骨のミスアライメントは、特に女性において膝の痛み
の最も一般的な原因の１つとなっている膝蓋大腿関節症（Ｐａｔｅｌｌｏ－Ｆｅｍｏｒａ
ｌ　Ｐａｉｎ　Ｓｙｎｄｒｏｍｅ：ＰＦＰＳ）の発症に関連付けられている。
【０００７】
　上記の問題に対処することを目的とした装置の１つは、Ｓｐｅｎｃｏ　Ｍｅｄｉｃａｌ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎに譲渡された米国特許第７，７２１，４６７号に記述され、請
求されている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、利用者の過回内に伴う膝蓋骨（膝頭）のミスアライメントを軽減し、膝関節
ストレスを緩和するため、靴の中に配置して使用するインソールである。当該インソール
は、頂部シートおよび支持基部クッションを有する。前記支持基部クッションは、当該イ
ンソールの前記足指端部から中足骨領域まで延在する前足部中間クッション領域と、当該
インソールの中足骨領域から踵端部まで延在するアーチから踵部までの領域または後方領
域とを有する。当該インソールは、前記前足部中間クッション領域に固定された前足部ク
ッションを有する。また、当該インソールは、内側支持クレードルと、外側支持クレード
ルと、踵部クッションとを有し、これらはすべて前記アーチから踵部までの領域において
前記支持基部クッションの底部に固定される。
【０００９】
　前記内側支持クレードルは、足のアーチ領域の下に位置して前記インソールに隆起した
アーチをもたらすとともに、利用者の足のアーチに支持部を提供する。また、前記内側支
持クレードルは、前記踵部の側部の周囲で後方へ延在して、前記インソールの踵部カップ
に半硬質の支持部および構造を提供する。前記内側支持クレードルは、過回内および膝ス
トレスを緩和する。
【００１０】
　前記外側支持クレードルは、前記インソールの前記支持基部クッションの側部に沿って
位置する別個のクレードルであり、前記インソールの側部および中足骨領域の下に半硬質
の支持部および構造を提供する。前記外側支持クレードルは、足に側部の支持部を提供し
て膝にかかるストレスを軽減する。
【００１１】
　前記踵部クッションは、使用時、利用者の靴内の底部に接触する、足の踵部領域下の部
分と、前記支持基部クッションの前記踵端部の外側部に沿って前記インソールの底部から
上方へ延在する部分とを有する。この踵部クッションの構造が、踵部の後側面である利用
者の足の踵部が打ち付けられる重要な衝撃ゾーンに「ソフトスポット」をもたらすだけで
なく、外側踵端部の支持部も提供する。前記踵部クッションは、より固い前記内側支持ク
レードルと協動して過度の回内に抗するよう作用する。前記インソールは、特に女性に見
られる過回内の傾向および膝ストレスの問題に対処する上で適している。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、着用者の右足用に設計された本発明の一実施形態の底面斜視図である。
【図２】図２は、本発明の前記実施形態の上面図である。
【図３】図３は、本発明の前記実施形態の底面図である。
【図４】図４は、着用者の右足用に設計されたインソールの内側の側面図である。
【図５】図５は、着用者の右足用に設計されたインソールの外側の側面図である。
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【図６】図６は、前記インソールの前部の側面図であり、足指端部を例示している。
【図７】図７は、前記インソールの後部の側面図であり、踵端部を例示している。
【図８】図８は、前記インソールの分解斜視図である。
【図９】図９は、図２の線９－９に沿った断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　人間、特に女性が歩行または走行過程で直面する過回内および膝蓋骨ミスアライメント
の問題に対処するため、インソールが開示される。
【００１４】
　開示されるこのインソールは、利用者の靴内の底部に挿入するためのものである。通常
、人間の各足は損傷、経時的な損耗、および遺伝による何らかの差違を有しうるが、人間
は、一般に互いの鏡像である右足および左足を有することを理解すべきである。その結果
、一足の靴は、一般に互いの鏡像である２つの靴であり、一方が着用者の右足を受容し、
他方が着用者の左足を受容する。靴内の底部上に配置されるインソールも、一般に、対で
提供される。一対のインソールのうち一方は、左足用の靴の内部に適合するようなってお
り、他方は、右足用の靴の内部に適合するようなっている。例示のため、本発明の右側イ
ンソールのみ図示示しており、左側のインソールは、右側インソールの鏡像であることを
理解すべきである。
【００１５】
　一般に、本発明のインソールは、利用者の靴内の底部上に位置するようなっている第１
の頂面および第２の底面と、足指端部および踵端部を有し、（ａ）相補的な利用者の靴内
底部の実質全長にわたり延在する頂部シートであって、足指端部および踵端部と、足を受
容する頂面およびその反対側にある底面とを有する、頂部シートと、（ｂ）前記靴内底部
の実質全長にわたり延在する支持基部クッションであって、支持基部頂面および支持基部
底面を有し、前記頂面の反対側にある前記底面に固定され、当該インソールの足指端部か
ら中足骨領域に延在する第１の前足部中間クッション領域と、当該インソールの中足骨領
域から踵端部まで延在するアーチから踵部までの領域すなわち後方領域とを有する、支持
基部クッションと、（ｃ）前足部クッションであって、前記支持基部クッション底面の前
記前足部中間クッション領域に固定された第１の前足部クッション頂面と、第２の前足部
クッション底面とを有する、前足部クッションと、（ｃ）前記支持基部クッションの前記
基部クッション底面に固定された内側支持クレードルと、（ｄ）前記支持基部クッション
の前記基部クッション底面に固定された外側支持クレードルと、（ｅ）前記支持基部クッ
ションの前記基部クッション底面に固定された踵部クッションとを有する。
【００１６】
　より具体的にいうと、当該インソールは、前足部領域と、アーチから踵部までの領域と
を有する。前記アーチから踵部までの領域は、後方領域と呼ぶこともできる。当該インソ
ールの前記第２の底面上において、このアーチから踵部までの領域は、さらに内側支持ク
レードル合着領域と、外側支持クレードル合着領域と、踵部クッション合着領域とを画成
する。
【００１７】
　当該インソールの前記前足部中間クッション領域は、当該インソールの前記足を受容す
る頂面から当該インソールの前記第２の底面までにわたり、前記頂部シートの一部と、前
記支持基部クッションの一部と、前足部中間クッション層と、前記前足部クッションとを
有する。前記前足部中間クッション領域は、前記足指端部から中足骨領域まで延在し、前
足部領域の縁部で最高点に達する。
【００１８】
　前記アーチから踵部までの領域すなわち後方領域は、前記頂部シートの一部と、前記支
持基部クッションの一部と、外側支持クレードルと、内側支持クレードルと、踵部クッシ
ョンとを有する。このアーチから踵部までの領域は、中足骨領域または隣接する前記前足
部領域の縁部から、前記踵端部まで延在する。
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【００１９】
　内側支持クレードルは、前記支持基部クッションの前記アーチから踵部までの領域の前
記内側支持クレードル合着領域に固定される。前記内側支持クレードルは、利用者の足用
のアーチ支持部と、内側踵部支持カップ部とを形成する曲率を有する。この内側支持クレ
ードルは、支持面（使用時の靴接触領域）から前記内側アーチの最高点まで測定して、最
高点が約２．２～２．９ｃｍ±０．２ｃｍである隆起部を有する。この隆起部は、インソ
ール使用時、利用者のアーチに隣接するようなっている。前記内側踵部支持カップ部は、
前記隆起部から後方へ延在して前記インソールの踵部を部分的に包み込むことにより、当
該インソールの内側に踵部支持カップを形成している。
【００２０】
　前記外側支持クレードルは、前記外側支持合着領域で前記支持基部クッションに固定さ
れる。
【００２１】
　前記外側支持クレードルは、第１の靴内底部接触部と、第２の側部とを有し、前記第２
の側部は、前記第１の靴内底部接触部から上方へ延在することにより、利用者の足側部用
に支持部を生じる。前記内側支持クレードルは、前記第１の靴内底部接触部から上方へ約
２．１５～２．２ｃｍの高さまで延在する。前記外側支持クレードルは、実質的に隣接す
る前記前足部領域縁部から、前記踵端部へ向かって延在するが、それには到達しない。前
記外側支持クレードルは、前記支持基部クッションの前記踵部クッション合着領域に隣接
した後端を有する。
【００２２】
　前記外側クレードルの前記第１の靴内底部接触部は、前記前足部クッションの形状に沿
った頂縁部を有することにより、使用時、利用者の足の中足骨部の下に位置する丸みを帯
びた領域（一実施形態では実質的に半円形）をもたらす。この丸みを帯びた領域は、前記
支持基部クッションと一体的であることが好ましい中足骨クッションに隣接して位置する
ことが好ましい。そのような中足骨クッションは、前記支持基部クッションの成形に使用
される鋳型に凹部を提供することにより、前記支持基部クッションと一体的に作製できる
。これを当該インソールの頂部から見ると、隆起した領域（または凸状の突起部）として
見える。
【００２３】
　前記凹部には、製造工程でポリマーが充填され、これにより前記支持基部クッションの
上方へ延在する部分が形成される。あるいは、これより好ましくないが、別個の中足骨ク
ッションを前記基部クッション頂面の一部に固定したのち、これら２つの構造を前記最上
層に固定することもできる。
【００２４】
　前記外側支持クレードルの前記第１の靴内底部接触部は、前記丸みを帯びた領域から前
記踵部クッション合着領域へ向かって延在するに伴い、徐々に幅が狭まる。これにより、
前記内側および外側支持クレードル間の領域で、前記支持基部クッションを露出させて露
出した領域に弾性をもたらすことが可能になる。この露出した領域は、使用時、利用者の
靴内の底部に直接接触する。
【００２５】
　踵部クッションは、前記踵部クッション合着領域で前記支持基部クッションに固定され
る。前記踵部クッションは、第１の靴内接触部および第２の上方延在側部を有する。この
踵部クッションの構造が、踵部の後側面である利用者の足の踵部が打ち付けられる重要な
衝撃ゾーンに「ソフトスポット」をもたらす。この柔らかい側縁部（すなわち、上方延在
側部）は接触時に圧縮されて、踵部が当たる際の衝撃を和らげ、地面反力を調節する。こ
れにより、より固い前記内側支持クレードルと協動して過度の回内に抗するよう作用する
。前記踵部クッションの柔らかい底縁部は、前記踵部中央の領域で衝撃を和らげるよう作
用する。前記踵部クッションの第１の靴内接触部は、図３に例示した形状と同様に成形さ
れることが好ましい。この形状により、前記重要な衝撃ゾーンに最適なソフトスポットが
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もたらされる。
【００２６】
　前記第１の靴内接触部の幅は、最小～最大サイズのインソールで約３７ｍｍ～約４８ｍ
ｍ±０．５０ｍｍである。前記第１の靴内接触面の最前縁部から最後縁部までの長さは、
約３８ｍｍ～約４９ｍｍ±０．５０ｍｍである。例示的な女性用サイズ１１～１２の場合
、好適な長さは４９ｍｍで、幅は４７．７０ｍｍである。前記踵部クッションの前記第１
の靴内接触領域から足接触面へ向かって上方へ延在する深さは、約３．０～約３．５ｍｍ
±０．５０ｍｍの範囲である。例示的な米規格女性用サイズ１１～１２の場合、好適な深
さは３．５ｍｍである。
【００２７】
　前記踵部クッションの第２の上方延在側部は、踵部支持カップの外側部分を形成する一
方、前記上述の内側支持クレードルは、踵部支持カップの内側部分を提供し、利用者の踵
部の外側部分への衝撃を和らげ同部分に弾性をもたらす。前記踵部クッションの第２の上
向延在側部は、前記外側支持クレードルの前記第２の側部にほぼ隣接した領域まで、当該
インソールの側部を包み込む。
【００２８】
　前記支持基部クッションは、緩衝材で作製することが好ましい。これは、ポリウレタン
（ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅ：ＰＵ）で作製し、アスカーＣ硬度が約４０±３であること
が最も好ましい。
【００２９】
　前記内側支持クレードルは、かなり硬質の材料、例えば熱可塑性ポリウレタン（ｔｈｅ
ｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ　ｐｏｌｙｕｒｅｔｈａｎｅｓ：ＴＰＵ）で作製される。望ましい
硬度は、タイプＤで６４±３である。他の材料も、特性が類似している限り使用できる。
前記外側支持クレードルは、前記内側支持クレードルに使用されるものと同じか同様な材
料で作製される。
【００３０】
　前記内側および外側支持クレードルは、０．５ｍｍ～１．５ｍｍの範囲の厚さを有する
ことが好ましい。好適な厚さは１ｍｍで、これにより十分な安定性と支持が得られるが、
当該クレードルが当該インソールとともに曲がることもできる。
【００３１】
　前記前足部クッションは、緩衝材で作製することが好ましい。これは、エチレン酢酸ビ
ニル（ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｖｉｎｙｌ　ａｃｅｔａｔｅ：ＥＶＡ）で作製し、アスカーＣ
硬度が約２１±３であることが最も好ましい。
【００３２】
　前記踵部クッションは、熱可塑性ゴムゲル（ｔｈｅｒｍｏｐｌａｓｔｉｃ　ｒｕｂｂｅ
ｒ　ｇｅｌ：ＴＰＲ）から成ることが好ましい。
【００３３】
　他のゲルも使用できるが、使用されるゲルは以降の段落で説明する特性を有することが
好ましい。
【００３４】
　ショアまたはアスカー硬度試験では、硬度測定値が得られる。最も好適な一実施形態で
の前記踵部クッション指標は、アスカーＣで３０±３である。
【００３５】
　ショアまたはアスカー硬度は、市販のデュロメータで測定される。被験材料は、硬質平
面上に配置される。アスカー試験装置は、「Ｃ」型の計量器を備え、適正な凹陥タイプ（
通常、半球状タイプ）である。アスカー試験装置は、付加的な圧力がかけられない状態で
被験材料上に配置される。針のたわみで測定値が得られる。
【００３６】
　前記頂部シートは、インソールまたは足輪郭の形状をした布帛シート材料で作製される
。この布帛は、使用時、足に隣接して位置し、前記支持基部クッション層と積層可能な任
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意の布帛から選択できる。好適なシート材料は、ポリエステル布帛であるが、他の布帛、
例えば起毛ナイロンなどを使用できる。任意選択的に、前記材料と利用者の足との摩擦を
低減する布帛も使用できる。前記布帛は、任意の望ましい色であってよい。
【００３７】
　抗菌布帛、例えば抗菌ポリエステルが使用されることが最も好ましい。この抗菌布帛は
、悪臭を生じる細菌の発生を妨げることが好ましい。これらの特性を有する布帛としては
、市販のものが利用できる。適切な布帛の１つは、抗菌目的で銀技術を利用するもので、
Ｔｈｏｍｐｓｏｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ（カナダ、Ｔｒｏｎｔｏ）
から、ＳＩＬＰＵＲＥ（商標）技術を採用した布帛が入手可能である。好適な一実施形態
では、販売名Ｕｌｔｒａ－Ｆｒｅｓｈ　Ｓｉｌｐｕｒｅ　ＦＢＲ－５で販売されている布
帛が利用され、何度洗濯した後でも細菌成長を制御できるようにしている。他の布帛とし
ては、好ましくは作用が長期持続する他種の抗菌技術を使用したものを使用できる。
【００３８】
　前記支持基部クッション、前記踵部クッション、および前記内側および外側クレードル
は、射出成形工程により形成され、互いに固定されることが好ましい。当該インソールを
作製するため使用される鋳型は、両面に曲線を有することが好ましい。これによって組み
立てがより迅速になり、射出成形工程中に鋳型を交換しなくてもすむようになる。前記支
持基部クッションは、鋳型の片側に成形され、前記クレードルおよび踵部クッションは前
記鋳型の反対側に成形される。標準的な射出成形組み立てライン工程が利用されることが
好ましいが、本明細書に開示した特性を伴う構造が得られる任意の成形工程が使用でき、
当該技術分野で知られている。
【００３９】
　当該インソールの全体的な厚さおよびサイズは、靴のサイズ、用途、および当該インソ
ールが取り出し可能なインソールか永続的なインソールかに応じて異なる。女性用インソ
ールの長さは約２３１ｍｍ～２９９ｍｍの範囲、足指領域付近の幅は約７６～９９ｍｍ、
最大厚さは約２４～３０ｃｍ、踵部の高さは約１６～約２１．５ｃｍである。例示的な女
性用サイズ１１～１２の場合、長さは約２９８ｍｍで、幅は踵部付近で約６９ｍｍ、中足
骨領域付近で９８．４ｍｍである。前記サイズ１１～１２のインソールの高さは、足指付
近の約４ｍｍから、踵部付近の２１．５ｍｍの範囲である。当該インソールの長さおよび
幅は、当該インソールを使用する靴のサイズに応じて異なるが、同じ相対領域の厚さは例
示的なインソールと同様になる。
【００４０】
　図１～９では、着用者の右足用に設計されたインソールを示して本発明を例示している
。当業者であれば、この左側インソールの鏡像として右足に適したインソールを構築でき
るであろう。
【００４１】
　図１は、着用者の右足用に設計された本発明の一実施形態の底面斜視図である。インソ
ール１は、利用者の靴内の底部上に位置するようなっている第１の頂面および第２の底面
を有する。このインソール１は、さらに、足指端部２と、踵端部３と、内側部４と、外側
部５とを有する。頂部シート６（図１には示さず）は、これと相補的な利用者の靴内底部
の実質全長にわたって延在し、足を受容する頂面およびその反対側にある底面とを有し、
支持基部クッション９に固定される。
【００４２】
　支持基部クッション９は、実質的に前記靴内底部の全長にわたり延在し、基部クッショ
ン頂面および基部クッション底面を有する。前記基部クッション頂面は、それに対向する
前記頂部シート６の底面に固定される。前記支持基部クッション９は、さらに、第１の前
足部中間クッション領域２０およびアーチから踵部までの領域２１を画成する。これらの
領域は、前足部縁部２２により分けられる。
【００４３】
　前記前足部中間クッション領域２０は、その全体に延在する前足部凹部を有する。前記
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アーチから踵部までの領域２１は、前記外側部５と、内側部４と、踵端部３との近くに凹
部を有する。前記内側部４に近い凹部は、前記前足部中間クッション領域２０の縁部付近
から前記踵端部３へ向かって後方へ延在し、当該踵端部３の側部を一部取り囲む。また、
この内側部凹部は、当該インソールの側部に沿って上方へ延在する。前記外側部５に近い
凹部は、前記前足部中間クッション領域２０の縁部付近または中足骨領域から前記踵端部
３へ向かって後方へ延在し、当該踵端部３に到達する前に終わる。また、この外側部凹部
は、前記支持基部クッションの側部へ向かって外方へ横方向に延在し、踵端部凹部または
踵部クッション１３に隣接するよう後方へ延在する。前記踵端部３に近い凹部は、当該イ
ンソールの前記踵部領域の下に位置し、当該インソールの後方側部へ向かって延在し、当
該インソールの後側部に沿って上方へ延在する。
【００４４】
　前足部クッション１０は、第１の前足部クッション頂面および第２の前足部クッション
底面を有する。前記前足部クッションは、前記前足部中間クッション領域２０の前記支持
基部クッション底面の前記前足部凹部に固定される。前記第２の前足部クッション底面は
、使用時、前記靴内底部に隣接して位置する。
【００４５】
　前足部中間クッション９Ａは、前記前足部クッション１０の形状に対し相補的な形状を
有していることがわかる。この形状は、前記支持基部に組み込まれた第１中足骨頭切欠部
を有する。前記前足部クッション１０は、より軟質で好ましくはエチレン酢酸ビニル材料
（ＥＶＡ）を有し、この空間を埋めて、当該インソールの使用時、利用者の足の第１中足
骨頭の下にソフトスポットがあるようにして、歩行の推進期中に母趾背屈の改善（すなわ
ち、押し出しの強化）を可能にする。
【００４６】
　内側支持クレードル１１は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前
記支持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記内側部４に近い凹部内に固定さ
れる。内側支持クレードル１１は、前記内側部凹部の形状に対し相補的である。内側支持
クレードル１１は、さらに、内側踵部支持カップ部１１Ａおよびアーチ支持部１１Ｂを画
成する。内側踵部支持カップ部１１Ａは、当該インソールの前記内側部に沿って前記踵部
周辺の支持をもたらす。アーチ支持部１１Ｂは、当該インソールおよび足のアーチ領域の
外形に沿うよう成形される。
【００４７】
　外側支持クレードル１２は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前
記支持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記外側部５に近い凹部内に固定さ
れる。外側支持クレードル１２は、前記外側部凹部の形状に対し相補的である。外側支持
クレードル１２は、さらに、第１の靴内接触部１２Ａおよび第２の側部１２Ｂを画成する
。第１の靴内接触部１２Ａは、当該インソール１の底部に沿って位置し、靴内底部に接触
する。第２の側部１２Ｂは、当該インソール１の前記外側部５に沿って位置し、前記外側
支持クレードル１２の後縁部から当該外側支持クレードル１２の前縁部へとテーパーがか
かっている。
【００４８】
　踵部クッション１３は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前記支
持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記踵端部３に近い凹部内に固定される
。踵部クッション１３は、前記踵端部凹部の形状に対し相補的である。踵部クッションは
、さらに、側部１３Ｂを画成する。側部１３Ｂは、当該インソールの後方側部に沿って、
実質的に内側支持クレードル１１の内側踵部支持カップ部１１Ａと、外側支持クレードル
１２の第２の側部１２Ｂとの間に位置する。
【００４９】
　当該インソールには、任意選択的な通気穴８を画成できる。通気穴８は、当該インソー
ル１の全厚みにわたり、前記頂部シート６から前記前足部クッション１０を通じて延在す
る。
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【００５０】
　図２は、着用者の右足用に設計された本発明の一実施形態の上面図である。インソール
１は、利用者の靴内の底部上に位置するようなっている第１の頂面および第２の底面を有
する。このインソール１は、さらに、足指端部２と、踵端部３と、内側部４と、外側部５
とを有する。頂部シート６（図１には示さず）は、これと相補的な利用者の靴内底部の実
質全長にわたって延在し、足を受容する頂面およびその反対側にある底面とを有し、支持
基部クッション９（図２には示さず）に固定される。
【００５１】
　頂部シート６は、利用者の足と接触する表面をもたらす（前記足は、靴下（ｈｏｓｉｅ
ｒｙまたはｓｏｃｋｓ）を着用してもしていなくともよい）。支持基部クッション９は、
さらに、足の中足骨領域の下において頂部シート６下で支持基部クッション９から上方へ
延出させることのできる中足骨クッション７を有する。任意選択的な通気穴８は、当該イ
ンソールにより画成でき、前記頂部シートから当該インソールの底部まで下方へ貫通して
延在させることができる。
【００５２】
　図３は、着用者の右足用に設計された本発明の一実施形態のインソールの底部（靴側）
を示した図である。インソール１は、利用者の靴内の底部上に位置するようなっている第
１の頂面および第２の底面を有する。このインソール１は、さらに、足指端部２と、踵端
部３と、内側部４と、外側部５とを有する。頂部シート６（図３には示さず）は、これと
相補的な利用者の靴内底部の実質全長にわたって延在し、足を受容する頂面およびその反
対側にある底面とを有し、支持基部クッション９に固定される。
【００５３】
　支持基部クッション９は、実質的に前記靴内底部の全長にわたり延在し、基部クッショ
ン頂面および基部クッション底面を有する。前記基部クッション頂面は、それに対向する
前記頂部シート６の底面に固定される。前記支持基部クッション９は、さらに、第１の前
足部中間クッション領域２０およびアーチから踵部までの領域２１を画成する。これらの
領域は、前足部縁部２２により分けられる。
【００５４】
　前記前足部中間クッション領域２０は、その全体に延在する前足部凹部を有する。前記
アーチから踵部までの領域２１は、前記外側部５と、内側部４と、踵端部３との近くに凹
部を有する。前記内側部４に近い凹部は、前記前足部中間クッション領域２０の縁部付近
から前記踵端部３へ向かって後方へ延在し、当該踵端部３の側部を一部取り囲む。また、
この内側部凹部は、当該インソールの側部に沿って上方へ延在する。前記外側部５に近い
凹部は、前記前足部中間クッション領域２０の縁部付近または中足骨領域から前記踵端部
３へ向かって後方へ延在し、当該踵端部３に到達する前に終わる。また、この外側部凹部
は、前記支持基部クッションの側部へ向かって外方へ横方向に延在し、踵端部凹部または
踵部クッション１３に隣接するよう後方へ延在する。前記踵端部３に近い凹部は、当該イ
ンソールの前記踵部領域の下に位置し、当該インソールの後側部へ向かって延在し、当該
インソールの後側部に沿って上方へ延在する。
【００５５】
　前足部クッション１０は、第１の前足部クッション頂面および第２の前足部クッション
底面を有する。前記前足部クッションは、前記前足部中間クッション領域２０の前記支持
基部クッション底面の前記前足部凹部に固定される。前記第２の前足部クッション底面は
、使用時、前記靴内底部に隣接して位置する。
【００５６】
　内側支持クレードル１１は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前
記支持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記内側部４に近い凹部内に固定さ
れる。内側支持クレードル１１は、前記内側部凹部の形状に対し相補的である。内側支持
クレードル１１は、さらに、内側踵部支持カップ部１１Ａおよびアーチ支持部１１Ｂを画
成する。内側踵部支持カップ部１１Ａは、当該インソールの前記内側部に沿って前記踵部
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周辺の支持をもたらす。アーチ支持部１１Ｂは、当該インソールおよび足のアーチ領域の
外形に沿うよう成形される。
【００５７】
　外側支持クレードル１２は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前
記支持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記外側部５に近い凹部内に固定さ
れる。外側支持クレードル１２は、前記外側部凹部の形状に対し相補的である。外側支持
クレードル１２は、さらに、第１の靴内接触部１２Ａおよび第２の側部１２Ｂを画成する
。第１の靴内接触部１２Ａは、当該インソール１の底部に沿って位置し、靴内底部に接触
する。第２の側部１２Ｂは、当該インソール１の前記外側部５に沿って位置し、前記外側
支持クレードル１２の後縁部から当該外側支持クレードル１２の前縁部へとテーパーがか
かっている。
【００５８】
　踵部クッション１３は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前記支
持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記踵端部３に近い凹部内に固定される
。踵部クッション１３は、前記踵端部凹部の形状に対し相補的である。踵部クッションは
、さらに、側部１３Ｂを画成する。側部１３Ｂは、当該インソールの後方側部に沿って、
実質的に内側支持クレードル１１の内側踵部支持カップ部１１Ａと、外側支持クレードル
１２の第２の側部１２Ｂとの間に位置する。
【００５９】
　当該インソールには、任意選択的な通気穴８を画成できる。通気穴８は、当該インソー
ル１の全厚みにわたり、前記頂部シート６から前記前足部クッション１０を通じて延在す
る。
【００６０】
　図４は、着用者の右足用に設計されたインソールの（内側）側面図である。インソール
１は、利用者の靴内の底部上に位置するようなっている第１の頂面および第２の底面を有
する。このインソール１は、さらに、足指端部２と、踵端部３と、内側部４と、外側部５
とを有する（図４では示さず）。頂部シート６は、これと相補的な利用者の靴内底部の実
質全長にわたって延在し、足を受容する頂面およびその反対側にある底面とを有し、支持
基部クッション９に固定される。
【００６１】
　図４では、特に前記前足部領域の層を見ることができる。これらの層は、頂部から底部
にかけて、頂部シート６と、前足部中間クッション９Ａ（前記支持基部クッション９と一
体的であってもなくてもよい）と、前足部クッション１０とを含む。
【００６２】
　支持基部クッション９は、実質的に前記靴内底部の全長にわたり延在し、基部クッショ
ン頂面および基部クッション底面を有する。前記基部クッション頂面は、それに対向する
前記頂部シート６の底面に固定される。前記支持基部クッション９は、さらに、第１の前
足部中間クッション領域２０およびアーチから踵部までの領域２１を画成する。
【００６３】
　支持基部クッション９は、さらに、足の中足骨領域の下において頂部シート６下で支持
基部クッション９から上方へ延出させることのできる中足骨クッション７を有する。前記
中足骨クッション７の厚さ（支持基部クッション９の頂面より上に延出する高さ）は、１
．５ｍｍ～３．５ｍｍであることが好ましい。好適な厚さは２．００ｍｍである。
【００６４】
　前記前足部中間クッション領域２０は、その全体に延在する前足部凹部を有する。前記
アーチから踵部までの領域２１は、前記外側部５と、内側部４と、踵端部３との近くに凹
部を有する。前記内側部４に近い凹部は、前記前足部中間クッション領域２０の縁部付近
から前記踵端部３へ向かって後方へ延在し、当該踵端部３の側部を一部取り囲む。また、
この内側部凹部は、当該インソールの側部に沿って上方へ延在する。
【００６５】
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　前足部クッション１０は、第１の前足部クッション頂面および第２の前足部クッション
底面を有する。前記前足部クッションは、前記前足部中間クッション領域２０の前記支持
基部クッション底面の前記前足部凹部に固定される。前記第２の前足部クッション底面は
、使用時、前記靴内底部に隣接して位置する。
【００６６】
　前記前足部中間クッション９Ａは、前記前足部クッション１０の形状に対し相補的な形
状を有していることがわかる。この形状は、前記支持基部に組み込まれた第１中足骨頭切
欠部を有する。前記前足部クッション１０は、より軟質で好ましくはエチレン酢酸ビニル
材料（ＥＶＡ）を有し、この空間を埋めて、当該インソールの使用時、利用者の足の第１
中足骨頭の下にソフトスポットがあるようにして、歩行の推進期中に母趾背屈の改善（す
なわち、押し出しの強化）を可能にする。
【００６７】
　内側支持クレードル１１は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前
記支持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記内側部４に近い凹部内に固定さ
れる。内側支持クレードル１１は、前記内側部凹部の形状に対し相補的である。内側支持
クレードル１１は、さらに、内側踵部支持カップ部１１Ａおよびアーチ支持部１１Ｂを画
成する。内側踵部支持カップ部１１Ａは、当該インソールの前記内側部に沿って前記踵部
周辺の支持をもたらす。アーチ支持部１１Ｂは、当該インソールおよび足のアーチ領域の
外形に沿うよう成形される。内側支持クレードル１１は、支持面または接触領域から測定
して約２．２～２．９ｃｍ±０．２ｃｍの隆起部を有する。この隆起部は、使用時、利用
者の足のアーチ領域と一致し、そのアーチ領域を支持する。
【００６８】
　図５は、着用者の右足用に設計されたインソールの（外側）側面図である。インソール
１は、利用者の靴内の底部上に位置するようなっている第１の頂面および第２の底面を有
する。このインソール１は、さらに、足指端部２と、踵端部３と、内側部４（図５では示
さず）と、外側部５とを有する。頂部シート６は、これと相補的な利用者の靴内底部の実
質全長にわたって延在し、足を受容する頂面およびその反対側にある底面とを有し、支持
基部クッション９に固定される。
【００６９】
　図５では、特に前記前足部領域の層を見ることができる。これらの層は、頂部から底部
にかけて、頂部シート６と、前足部中間クッション９Ａ（前記支持基部クッション９と一
体的であってもなくてもよい）と、前足部クッション１０とを含む。
【００７０】
　支持基部クッション９は、実質的に前記靴内底部の全長にわたり延在し、基部クッショ
ン頂面および基部クッション底面を有する。前記基部クッション頂面は、それに対向する
前記頂部シート６の底面に固定される。前記支持基部クッション９は、さらに、第１の前
足部中間クッション領域２０およびアーチから踵部までの領域２１を画成する。
【００７１】
　支持基部クッション９は、さらに、足の中足骨領域の下において頂部シート６下で支持
基部クッション９から上方へ延出させることのできる中足骨クッション７を有する。前記
中足骨クッション７の厚さ（支持基部クッション９の頂面より上に延出する高さ）は、１
．５ｍｍ～３．５ｍｍであることが好ましい。好適な厚さは２．００ｍｍである。
【００７２】
　前記前足部中間クッション領域２０は、その全体に延在する前足部凹部を有する。前記
アーチから踵部までの領域２１は、前記外側部５と、内側部４と、踵端部３との近くに凹
部を有する。前記外側部５に近い凹部は、前記前足部中間クッション領域２０の縁部付近
または中足骨領域から前記踵端部３へ向かって後方へ延在し、当該踵端部３に到達する前
に終わる。また、この外側部凹部は、前記支持基部クッションの側部へ向かって外方へ横
方向に延在し、踵端部凹部または踵部クッション１３に隣接するよう後方へ延在する。前
記踵端部３に近い凹部は、当該インソールの前記踵部領域の下に位置し、当該インソール
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の後側部へ向かって延在し、当該インソールの後側部に沿って上方へ延在する。
【００７３】
　前足部クッション１０は、第１の前足部クッション頂面および第２の前足部クッション
底面を有する。前記前足部クッションは、前記前足部中間クッション領域２０の前記支持
基部クッション底面の前記前足部凹部に固定される。前記第２の前足部クッション底面は
、使用時、前記靴内底部に隣接して位置する。
【００７４】
　前記前足部中間クッション９Ａは、前記前足部クッション１０の形状に対し相補的な形
状を有していることがわかる。この形状は、前記支持基部に組み込まれた第１中足骨頭切
欠部を有する。前記前足部クッション１０は、より軟質で好ましくはエチレン酢酸ビニル
材料（ＥＶＡ）を有し、この空間を埋めて、当該インソールの使用時、利用者の足の第１
中足骨頭の下にソフトスポットがあるようにして、歩行の推進期中に母趾背屈の改善（す
なわち、押し出しの強化）を可能にする。
【００７５】
　外側支持クレードル１２は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前
記支持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記外側部５に近い凹部内に固定さ
れる。外側支持クレードル１２は、前記外側部凹部の形状に対し相補的である。外側支持
クレードル１２は、さらに、第１の靴内接触部１２Ａおよび第２の側部１２Ｂを画成する
。第１の靴内接触部１２Ａは、当該インソール１の底部に沿って位置し、靴内底部に接触
する。第２の側部１２Ｂは、当該インソール１の前記外側部５に沿って位置し、前記外側
支持クレードル１２の後縁部から当該外側支持クレードル１２の前縁部へとテーパーがか
かっている。
【００７６】
　踵部クッション１３は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前記支
持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記踵端部３に近い凹部内に固定される
。踵部クッション１３は、前記踵端部凹部の形状に対し相補的である。踵部クッションは
、さらに、側部１３Ｂを画成する。側部１３Ｂは、当該インソールの後方側部に沿って、
実質的に内側支持クレードル１１の内側踵部支持カップ部１１Ａと、外側支持クレードル
１２の第２の側部１２Ｂとの間に位置する。
【００７７】
　図６は、着用者の右足用に設計された本発明の一実施形態のインソールの前部からの側
面図であり、前記足指端部を例示している。インソール１は、利用者の靴内の底部上に位
置するようなっている第１の頂面および第２の底面を有する。このインソール１は、さら
に、足指端部２と、踵端部３と、内側部４と、外側部５とを有する。頂部シート６は、こ
れと相補的な利用者の靴内底部の実質全長にわたって延在し、足を受容する頂面およびそ
の反対側にある底面とを有し、支持基部クッション９に固定される。
【００７８】
　図６では、特に前記前足部領域の層を見ることができる。これらの層は、頂部から底部
にかけて、頂部シート６と、前足部中間クッション９Ａ（前記支持基部クッション９と一
体的な）と、前足部クッション１０とを含む。
【００７９】
　支持基部クッション９は、実質的に前記靴内底部の全長にわたり延在し、基部クッショ
ン頂面および基部クッション底面を有する。前記基部クッション頂面は、それに対向する
前記頂部シート６の底面に固定される。
【００８０】
　支持基部クッション９は、さらに、足の中足骨領域の下において頂部シート６下で支持
基部クッション９から上方へ延出させることのできる中足骨クッション７を有する。前記
中足骨クッション７の厚さ（支持基部クッション９の頂面より上に延出する高さ）は、１
．５ｍｍ～３．５ｍｍであることが好ましい。好適な厚さは２．００ｍｍである。
【００８１】
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　前足部クッション１０は、第１の前足部クッション頂面および第２の前足部クッション
底面を有する。前記前足部クッションは、前記前足部中間クッション領域２０の前記支持
基部クッション底面の前記前足部凹部に固定される。前記第２の前足部クッション底面は
、使用時、前記靴内底部に隣接して位置する。
【００８２】
　前記前足部中間クッション９Ａは、前記前足部クッション１０の形状に対し相補的な形
状を有していることがわかる。この形状は、前記支持基部に組み込まれた第１中足骨頭切
欠部を有する。前記前足部クッション１０は、より軟質で好ましくはエチレン酢酸ビニル
材料（ＥＶＡ）を有し、この空間を埋めて、当該インソールの使用時、利用者の足の第１
中足骨頭の下にソフトスポットがあるようにして、歩行の推進期中に母趾背屈の改善（す
なわち、押し出しの強化）を可能にする。
【００８３】
　図７は、着用者の右足用に設計された本発明の一実施形態のインソールの後部からの側
面図であり、前記足指端部を例示している。インソール１は、利用者の靴内の底部上に位
置するようなっている第１の頂面および第２の底面を有する。このインソール１は、さら
に、足指端部２と、踵端部３と、内側部４と、外側部５とを有する。頂部シート６は、こ
れと相補的な利用者の靴内底部の実質全長にわたって延在し、足を受容する頂面およびそ
の反対側にある底面とを有し、支持基部クッション９に固定される。
【００８４】
　支持基部クッション９は、実質的に前記靴内底部の全長にわたり延在し、基部クッショ
ン頂面および基部クッション底面を有する。前記基部クッション頂面は、それに対向する
前記頂部シート６の底面に固定される。
【００８５】
　前記支持基部クッション９は、前記外側部５と、内側部４と、踵端部３との近くに凹部
を有する。前記内側部４に近い凹部は、前記前足部中間クッション領域２０の縁部付近か
ら前記踵端部３へ向かって後方へ延在し、当該踵端部３の側部を一部取り囲む。また、こ
の内側部凹部は、当該インソールの側部に沿って上方へ延在する。前記外側部５に近い凹
部は、前記前足部中間クッション領域２０の縁部付近または中足骨領域から前記踵端部３
へ向かって後方へ延在し、当該踵端部３に到達する前に終わる。また、この外側部凹部は
、前記支持基部クッションの側部へ向かって外方へ横方向に延在し、踵端部凹部または踵
部クッション１３に隣接するよう後方へ延在する。前記踵端部３に近い凹部は、当該イン
ソールの前記踵部領域の下に位置し、当該インソールの後方側部へ向かって延在し、当該
インソールの後側部に沿って上方へ延在する。
【００８６】
　内側支持クレードル１１は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前
記支持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記内側部４に近い凹部内に固定さ
れる。内側支持クレードル１１は、前記内側部凹部の形状に対し相補的である。内側支持
クレードル１１は、さらに、内側踵部支持カップ部１１Ａおよびアーチ支持部１１Ｂを画
成する。内側踵部支持カップ部１１Ａは、当該インソールの前記内側部に沿って前記踵部
周辺の支持をもたらす。アーチ支持部１１Ｂは、当該インソールおよび足のアーチ領域の
外形に沿うよう成形される。
【００８７】
　外側支持クレードル１２は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前
記支持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記外側部５に近い凹部内に固定さ
れる。外側支持クレードル１２は、前記外側部凹部の形状に対し相補的である。外側支持
クレードル１２は、さらに、第１の靴内接触部１２Ａおよび第２の側部１２Ｂを画成する
。第１の靴内接触部１２Ａは、当該インソール１の底部に沿って位置し、靴内底部に接触
する。第２の側部１２Ｂは、当該インソール１の前記外側部５に沿って位置し、前記外側
支持クレードル１２の後縁部から当該外側支持クレードル１２の前縁部へとテーパーがか
かっている。
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【００８８】
　踵部クッション１３は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前記支
持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記踵端部３に近い凹部内に固定される
。踵部クッション１３は、前記踵端部凹部の形状に対し相補的である。踵部クッションは
、さらに、側部１３Ｂを画成する。側部１３Ｂは、当該インソールの後方側部に沿って、
実質的に内側支持クレードル１１の内側踵部支持カップ部１１Ａと、外側支持クレードル
１２の第２の側部１２Ｂとの間に位置する。
【００８９】
　図８は、着用者の右足用に設計された本発明の一実施形態の個々の構成要素の構造を例
示したインソールの分解斜視図である。インソール１は、利用者の靴内の底部上に位置す
るようなっている第１の頂面および第２の底面を有する。このインソール１は、さらに、
足指端部２と、踵端部３と、内側部４と、外側部５とを有する。頂部シート６は、これと
相補的な利用者の靴内底部の実質全長にわたって延在し、足を受容する頂面およびその反
対側にある底面とを有し、支持基部クッション９に固定される。
【００９０】
　支持基部クッション９は、実質的に前記靴内底部の全長にわたり延在し、基部クッショ
ン頂面および基部クッション底面を有する。前記基部クッション頂面は、それに対向する
前記頂部シート６の底面に固定される。前記支持基部クッション９は、さらに、第１の前
足部中間クッション領域２０およびアーチから踵部までの領域２１を画成する。これらの
領域は、前足部縁部２２により分けられる。
【００９１】
　支持基部クッション９は、さらに、足の中足骨領域の下において頂部シート６下で支持
基部クッション９から上方へ延出させることのできる中足骨クッション７を有する。前記
中足骨クッション７の厚さ（支持基部クッション９の頂面より上に延出する高さ）は、１
．５ｍｍ～３．５ｍｍであることが好ましい。好適な厚さは２．００ｍｍである。
【００９２】
　前記前足部中間クッション領域２０は、その全体に延在する前足部凹部を有する。前記
アーチから踵部までの領域２１は、前記外側部５と、内側部４と、踵端部３との近くに凹
部を有する。前記内側部４に近い凹部は、前記前足部中間クッション領域２０の縁部付近
から前記踵端部３へ向かって後方へ延在し、当該踵端部３の側部を一部取り囲む。また、
この内側部凹部は、当該インソールの側部に沿って上方へ延在する。前記外側部５に近い
凹部は、前記前足部中間クッション領域２０の縁部付近または中足骨領域から前記踵端部
３へ向かって後方へ延在し、当該踵端部３に到達する前に終わる。また、この外側部凹部
は、前記支持基部クッションの側部へ向かって外方へ横方向に延在し、踵端部凹部または
踵部クッション１３に隣接するよう後方へ延在する。前記踵端部３に近い凹部は、当該イ
ンソールの前記踵部領域の下に位置し、当該インソールの後方側部へ向かって延在し、当
該インソールの後側部に沿って上方へ延在する。
【００９３】
　前足部クッション１０は、第１の前足部クッション頂面および第２の前足部クッション
底面を有する。前記前足部クッションは、前記前足部中間クッション領域２０の前記支持
基部クッション底面の前記前足部凹部に固定される。前記第２の前足部クッション底面は
、使用時、前記靴内底部に隣接して位置する。
【００９４】
　前記前足部中間クッション９Ａは、前記前足部クッション１０の形状に対し相補的な形
状を有していることがわかる。この形状は、前記支持基部に組み込まれた第１中足骨頭切
欠部を有する。前記前足部クッション１０は、より軟質で好ましくはエチレン酢酸ビニル
材料（ＥＶＡ）を有し、この空間を埋めて、当該インソールの使用時、利用者の足の第１
中足骨頭の下にソフトスポットがあるようにして、歩行の推進期中に母趾背屈の改善（す
なわち、押し出しの強化）を可能にする。
【００９５】
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　内側支持クレードル１１は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前
記支持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記内側部４に近い凹部内に固定さ
れる。内側支持クレードル１１は、前記内側部凹部の形状に対し相補的である。内側支持
クレードル１１は、さらに、内側踵部支持カップ部１１Ａおよびアーチ支持部１１Ｂを画
成する。内側踵部支持カップ部１１Ａは、当該インソールの前記内側部に沿って前記踵部
周辺の支持をもたらす。アーチ支持部１１Ｂは、当該インソールおよび足のアーチ領域の
外形に沿うよう成形される。
【００９６】
　外側支持クレードル１２は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前
記支持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記外側部５に近い凹部内に固定さ
れる。外側支持クレードル１２は、前記外側部凹部の形状に対し相補的である。外側支持
クレードル１２は、さらに、第１の靴内接触部１２Ａおよび第２の側部１２Ｂを画成する
。第１の靴内接触部１２Ａは、当該インソール１の底部に沿って位置し、靴内底部に接触
する。第２の側部１２Ｂは、当該インソール１の前記外側部５に沿って位置し、前記外側
支持クレードル１２の後縁部から当該外側支持クレードル１２の前縁部へとテーパーがか
かっている。
【００９７】
　踵部クッション１３は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前記支
持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記踵端部３に近い凹部内に固定される
。踵部クッション１３は、前記踵端部凹部の形状に対し相補的である。踵部クッションは
、さらに、側部１３Ｂを画成する。側部１３Ｂは、当該インソールの後方側部に沿って、
実質的に内側支持クレードル１１の内側踵部支持カップ部１１Ａと、外側支持クレードル
１２の第２の側部１２Ｂとの間に位置する。
【００９８】
　当該インソールには、任意選択的な通気穴８を画成できる。通気穴８は、当該インソー
ル１の全厚みにわたり、前記頂部シート６から前記前足部クッション１０を通じて延在す
る。
【００９９】
　図９は、図２のインソールの線９－９に沿った断面図である。インソール１は、利用者
の靴内の底部上に位置するようなっている第１の頂面および第２の底面を有する。このイ
ンソール１は、さらに、足指端部２と、踵端部３と、内側部４（図９では示さず）と、外
側部５（図９では示さず）とを有する。頂部シート６は、これと相補的な利用者の靴内底
部の実質全長にわたって延在し、足を受容する頂面およびその反対側にある底面とを有し
、支持基部クッション９に固定される。
【０１００】
　支持基部クッション９は、実質的に前記靴内底部の全長にわたり延在し、基部クッショ
ン頂面および基部クッション底面を有する。前記基部クッション頂面は、それに対向する
前記頂部シート６の底面に固定される。前記支持基部クッション９は、さらに、第１の前
足部中間クッション領域２０およびアーチから踵部までの領域２１を画成する。これらの
領域は、前足部縁部２２により分けられる。
【０１０１】
　支持基部クッション９は、さらに、足の中足骨領域の下において頂部シート６下で支持
基部クッション９から上方へ延出させることのできる中足骨クッション７を有する。中足
骨クッション７は、支持基部クッション９の外方へ延出した部分として見ることができる
。前記中足骨クッション７の厚さ（支持基部クッション９の頂面より上に延出する高さ）
は、１．５ｍｍ～３．５ｍｍであることが好ましい。好適な厚さは２．００ｍｍである。
【０１０２】
　前記前足部中間クッション領域２０は、その全体に延在する前足部凹部を有する。前記
アーチから踵部までの領域２１は、前記外側部５と、内側部４と、踵端部３との近くに凹
部を有する。図９は、外側部凹部および踵端部凹部の断面を例示している。前記外側部５
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に近い凹部は、前記前足部中間クッション領域２０の縁部付近または中足骨領域から前記
踵端部３へ向かって後方へ延在し、当該踵端部３に到達する前に終わる。また、この外側
部凹部は、前記支持基部クッションの側部へ向かって外方へ横方向に延在し、踵端部凹部
または踵部クッション１３に隣接するよう後方へ延在する。前記踵端部３に近い凹部は、
当該インソールの前記踵部領域の下に位置し、当該インソールの後方側部へ向かって延在
し、当該インソールの後側部に沿って上方へ延在する。
【０１０３】
　前足部クッション１０は、第１の前足部クッション頂面および第２の前足部クッション
底面を有する。前記前足部クッションは、前記前足部中間クッション領域２０の前記支持
基部クッション底面の前記前足部凹部に固定される。前記第２の前足部クッション底面は
、使用時、前記靴内底部に隣接して位置する。
【０１０４】
　前記前足部中間クッション９Ａは、前記前足部クッション１０の形状に対し相補的な形
状を有していることがわかる。この形状は、前記支持基部に組み込まれた第１中足骨頭切
欠部を有する。前記前足部クッション１０は、より軟質で好ましくはエチレン酢酸ビニル
材料（ＥＶＡ）を有し、この空間を埋めて、当該インソールの使用時、利用者の足の第１
中足骨頭の下にソフトスポットがあるようにして、歩行の推進期中に母趾背屈の改善（す
なわち、押し出しの強化）を可能にする。
【０１０５】
　外側支持クレードル１２は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前
記支持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記外側部５に近い凹部内に固定さ
れる。外側支持クレードル１２は、前記外側部凹部の形状に対し相補的である。外側支持
クレードル１２は、さらに、第１の靴内接触部１２Ａおよび第２の側部１２Ｂ（図９では
見えない）を画成する。第１の靴内接触部１２Ａは、当該インソール１の底部に沿って位
置し、靴内底部に接触する。第２の側部１２Ｂは、当該インソール１の前記外側部５に沿
って位置し、前記外側支持クレードル１２の後縁部から当該外側支持クレードル１２の前
縁部へとテーパーがかかっている。
【０１０６】
　踵部クッション１３は、頂面および底面を有し、前記頂面は、当該インソールの前記支
持基部クッション９の前記基部クッション底面の前記踵端部３に近い凹部内に固定される
。踵部クッション１３は、前記踵端部凹部の形状に対し相補的である。
【０１０７】
　当該インソールには、任意選択的な通気穴８を画成できる。通気穴８は、当該インソー
ル１の全厚みにわたり、前記頂部シート６から前記前足部クッション１０を通じて延在す
る。
【０１０８】
　当該インソールの周辺で、またその側部上へと弯曲する前記内側および外側支持クレー
ドル、ならびに踵部パッド１３Ｂの上方への延長部分は、ともに当該インソールの前記踵
端部の隆起した踵部縁部用に支持部を形成する。前記隆起した踵部縁部は、踵部カップを
形成する。
【０１０９】
　この踵部カップは、当該インソールの足接触面から９０度未満の角度で上方へ延長する
。内側踵部カップの高さは十分でなければならず、回内管理を改善するには前記足接触面
から少なくとも２１．５ｍｍであることが好ましい。
【０１１０】
　前足部の下のＥＶＡは、中足骨頭の下で圧力を十分に軽減する。ＰＵ基部は、より多く
の「アーチ支持」を加え前記第１中足骨頭切欠部の作用を高める上で十分な硬度がある。
前記第１中足骨頭切欠部の周囲の材料が、それよりわずかに硬質である場合、前足部への
支持は高まり、第１中足骨頭が前記第１中足骨頭ソフトスポットへと「より深く」沈むこ
とが可能になる。
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