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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
履物フィッティングシステムであって、
複数の所定の履物内部のサイズおよび／または形状に対応する、互いに異なるサイズおよ
び／または形状を有する複数のサンプル履物と、
前記サンプル履物の中の選択された一つとは異なるサイズおよび／または形状を有する在
庫履物と、
前記在庫履物を、前記サンプル履物の中から選択された前記一つの形状およびサイズに基
づいてこれと実質的に同じ形状およびサイズを有するように作り変えるためのリフォーム
手段と、
を備え、
前記サンプル履物および前記在庫履物のそれぞれが、フットエンクロージャーを形成して
おり、前記リフォーム手段が、前記在庫履物のフットエンクロージャーを、前記サンプル
履物の中から選択された前記一つのフットエンクロージャーの内部の形状およびサイズと
実質的に同一の形状およびサイズを有する内部を備えるものとなるよう、作り変えるごと
く作用可能であり、
前記在庫履物のフットエンクロージャーが、モールディング成形可能な適合要素を含んで
おり、前記リフォーム手段が、前記在庫履物のフットエンクロージャー内に挿入し得る靴
型にして、前記適合要素を該靴型の形状およびサイズに対応する形状およびサイズに作り
変えるよう加熱可能な靴型を含んでおり、
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前記リフォーム手段が、前記サンプル履物のフットエンクロージャーの形状およびサイズ
に対応する複数の前記靴型を含んでいる、履物フィッティングシステム。
【請求項２】
請求項１に記載の履物フィッティングシステムであって、
前記在庫履物のフットエンクロージャーが、作り変えられる前に、前記サンプル履物の中
から選択された前記一つのフットエンクロージャーと比べてそれを下回る大きさの内部を
有するよう形状づけられている、履物フィッティングシステム。
【請求項３】
請求項１または２に記載の履物フィッティングシステムであって、
前記モールディング成形可能な適合要素が、前記フットエンクロージャーの底部の周囲の
回りの少なくとも一部に延在している、モールディング成形可能な材料からなるストリッ
プを含んでいる、履物フィッティングシステム。
【請求項４】
請求項３に記載の履物フィッティングシステムであって、
前記モールディング成形可能な材料が、熱可塑性材料を含んでいる、履物フィッティング
システム。
【請求項５】
請求項4に記載の履物フィッティングシステムであって、
前記熱可塑性材料が、発泡された熱可塑性材料である、履物フィッティングシステム。
【請求項６】
請求項5に記載の履物フィッティングシステムであって、
前記発泡された熱可塑性材料が、発泡されたエチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）を含む
、履物フィッティングシステム。
【請求項７】
履物フィッティングシステムであって、
複数の所定の履物内部のサイズおよび／または形状に対応する、互いに異なるサイズおよ
び／または形状を有する複数のサンプル履物と、
前記サンプル履物の中の選択された一つとは異なるサイズおよび／または形状を有する在
庫履物と、
前記在庫履物を、前記サンプル履物の中から選択された前記一つの形状およびサイズに基
づいてこれと実質的に同じ形状およびサイズを有するように作り変えるためのリフォーム
手段と、
を備え、
前記サンプル履物および前記在庫履物のそれぞれが、履物のインサートを含んでおり、前
記リフォーム手段が、前記在庫履物のインサートを、前記サンプル履物のインサートの中
から選択された前記一つのインサートの形状およびサイズと実質的に同一の形状およびサ
イズを備えるものとなるよう、作り変えるごとく作用可能であり、
前記在庫履物のインサートが、モールディング成形可能な適合要素を含んでおり、前記リ
フォーム手段が、前記適合要素を挿入し得るところのキャビティを有するモールドを含ん
でおり、該モールドが、前記適合要素を、該モールドの前記キャビティの形状およびサイ
ズに対応する形状およびサイズとなるよう作り変えるごとく作用可能であり、
前記モールドが、加熱可能なモールドであり、
前記リフォーム手段が、前記サンプル履物のインサートの形状およびサイズと対応する形
状およびサイズの、複数の前記モールドを含んでいる、履物フィッティングシステム。
【請求項８】
請求項７に記載の履物フィッティングシステムであって、
前記モールディング成形可能な適合要素が、熱可塑性材料のピースを含んでいる、履物フ
ィッティングシステム。
【請求項９】
請求項７に記載の履物フィッティングシステムであって、



(3) JP 4309472 B2 2009.8.5

10

20

30

40

50

前記履物のインサートが、靴のインソールである、履物フィッティングシステム。
【請求項１０】
複数の所定の履物の内部のサイズおよび／または形状に対応する、互いに異なるサイズお
よび／または形状を有する複数のサンプル履物を用意する段階と、
前記サンプル履物の中から選択された一つを着用者の足に適合させる段階と、
前記サンプル履物の中から選択された前記一つとは異なる形状および／またはサイズを有
する在庫履物を選択する段階と、
着用者の足を型として使用することなく、前記在庫履物を、前記サンプル履物の中から選
択された前記一つの形状およびサイズに基づいてこれと実質的に同じ形状およびサイズを
有するように作り変える段階と、
を備え、
前記サンプル履物および前記在庫履物のそれぞれが、フットエンクロージャーを形成して
おり、前記在庫履物を作り変える前記段階において、前記在庫履物のフットエンクロージ
ャーが、前記サンプル履物の中から選択された前記一つのフットエンクロージャーの内部
の形状およびサイズと実質的に同一の形状およびサイズを有する内部を備えるものとなる
よう作り変えられ、
前記在庫履物のフットエンクロージャーが、モールディング成形可能な適合要素を含んで
おり、前記在庫履物を作り変える前記段階が、靴型を加熱し該靴型を前記在庫履物のフッ
トエンクロージャー内に挿入して、前記適合要素を前記靴型の形状およびサイズに対応す
る形状およびサイズに作り変えることを含んでおり、
前記靴型を、前記サンプル履物のフットエンクロージャーに対応する形状およびサイズを
有する複数の靴型の中から選択する段階をさらに含む、履物フィッティング方法。
【請求項１１】
請求項１０に記載の履物フィッティング方法であって、
前記在庫履物のフットエンクロージャーが、作り変えられる前に、前記サンプル履物の中
から選択された前記一つのフットエンクロージャーと比べてそれを下回る大きさの内部を
有するよう形状づけられている、履物フィッティング方法。
【請求項１２】
請求項１０または１１に記載の履物フィッティング方法であって、
前記適合要素が、前記在庫履物のフットエンクロージャーの底部の周囲の回りの少なくと
も一部に延在している、熱可塑性材料からなるストリップを含んでいる、履物フィッティ
ング方法。
【請求項１３】
請求項１２に記載の履物フィッティング方法であって、
前記熱可塑性材料が、発泡された熱可塑性材料である、履物フィッティング方法。
【請求項１４】
請求項１３に記載の履物フィッティング方法であって、
前記発泡された熱可塑性材料が、発泡されたエチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）である
、履物フィッティング方法。
【請求項１５】
請求項１２に記載の履物フィッティング方法であって、
前記熱可塑性材料の前記ストリップは、最初の厚さが1/4インチないし1/3インチであり、
作り変えられた後は厚さが1/12インチないし3/12インチだけ減じられている、フィッティ
ング方法。
【請求項１６】
請求項１３に記載の履物フィッティング方法であって、
前記発泡された熱可塑性材料が、作り変えられる前は約０．２の密度を有しており、作り
変えられた後には０．３ないし０．８の密度を有する、履物フィッティング方法。
【請求項１７】
複数の所定の履物の内部のサイズおよび／または形状に対応する、互いに異なるサイズお
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よび／または形状を有する複数のサンプル履物を用意する段階と、
前記サンプル履物の中から選択された一つを着用者の足に適合させる段階と、
前記サンプル履物の中から選択された前記一つとは異なる形状および／またはサイズを有
する在庫履物を選択する段階と、
着用者の足を型として使用することなく、前記在庫履物を、前記サンプル履物の中から選
択された前記一つの形状およびサイズに基づいてこれと実質的に同じ形状およびサイズを
有するように作り変える段階と、
を備え、
前記サンプル履物および前記在庫履物のそれぞれが、履物のインサートを含んでおり、前
記在庫履物を作り変える段階において、前記在庫履物のインサートが、前記サンプル履物
のインサートの中から選択された前記一つのインサートの形状およびサイズと実質的に同
一の形状およびサイズを備えるものとなるよう作り変えられ、
前記在庫履物のインサートが、モールディング成形可能な適合要素を含んでおり、前記在
庫履物を作り変える段階が、前記適合要素をモールドのキャビティ内に位置付け、前記適
合要素を、該モールドのキャビティの形状およびサイズに対応する形状およびサイズとな
るよう作り変えることを含み、
前記在庫履物を作り変える段階が、前記モールドを加熱することをさらに含み、
前記モールドを、前記サンプル履物のインサートに対応する形状およびサイズを有する複
数のモールドの中から選択する段階をさらに含む、履物フィッティング方法。
【請求項１８】
請求項１７に記載の履物フィッティング方法であって、
前記モールディング成形可能な適合要素が、熱可塑性材料のピースを含んでいる、履物フ
ィッティング方法。
【請求項１９】
請求項１７に記載の履物フィッティング方法であって、
前記履物のインサートが、靴のインソールである、履物フィッティング方法。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
本発明は履物に関する。本発明は特に、例えば靴のような履物を着用者にフィットさせる
（合わせる）のに用いられるシステムおよび方法に関する。
あの産業革命以前、そして大量生産時代が到来する前は、靴作りというものは必然的に、
熟練した靴製造者すなわち靴作り職人を必要とした厳しい労働による手作業の工程であっ
た。靴作り職人が靴を合わせるための基本的な工程では、まず着用者の足の測定を行い、
その測定値に対応するように標準的なサイズの靴型の形や大きさを補正し（例えば靴型の
上で皮革のような材料を仮縫いしたりパテを用いたりするなどして）、それから靴のアッ
パー（足の甲を覆う部分）およびソール（底）を、補正された靴型の回りに形成する。伝
統的な手作業の靴作り技術は、ぴったりと合った注文製品を提供することができる。しか
しながら、手作業の靴作りは、良い製品を作るための高度の技術を必要とし、それは厳し
い労働とコストが求められることになる。
今日はもちろん、靴は工場で大量に生産されて店に送られ、そこで標準的なサイズのそれ
ぞれの靴が在庫される。店では、着用者の足の長さと幅とが測定されて足の呼び寸法（ｎ
ｏｍｉｎａｌ　ｆｏｏｔ　ｓｉｚｅ）が決められる。足の測定は、典型的には、通常のＢ
ｒａｎｎｏｃｋ　ｓｈｏｅ　ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　ｔｒａｙを用いて行われる。この
装置は、足の長さを1/2サイズの増分で、例えばサイズ１からサイズ１５ 1/2まで測定す
る。1/2サイズの増分は1/6インチに相当する。幅の呼びは、1/6インチごとの増分で示さ
れる文字の等級、例えばＡＡＡ、ＡＡ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、ＥＥ、ＥＥＥで与えられる
。いったん着用者の足が測定されて呼び寸法が決められたら、着用者は、測定された長さ
および幅のもので気に入ったスタイルの靴を試してみる。もし、それが具合よく適合する
ように思えたなら、そのサイズが選ばれることになろう。もし、それがあまり適合しない
ようだったなら、測定された長さおよび幅に近いもので、それとは異なる長さおよび幅の
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ものが試され、より良い適合性ないしフィット感が得られるかどうか検討されよう。
問題は、長さおよび幅における標準的な1/6インチの増分が、すべての着用者に良い履き
心地を与えるほど十分細かいものではない、という事実である。さらに、靴店は、すべて
の標準的なサイズの靴、すなわち標準的な靴の長さと幅との組み合わせのすべてを在庫品
として抱えていようとは思わないことがしばしばである。特に、靴店に共通していること
は、それぞれの長さの靴に対して２、３種類の幅の靴しか持たなかったり、例えば長さが
サイズ１４以上というような大きなサイズの靴の在庫については増分を１サイズごとにし
たりして、在庫（ｉｎｖｅｎｔｏｒｙ）を減らしていることである。このような場合、着
用者は自分のサイズに最も近い在庫品の靴、すなわち選択できる中で最も良くフィットす
る靴を選ぶことができるだけである。さらに、通常、靴は同じサイズどうしの対で売られ
るが、実際には多くの人において左右の足のサイズが、長さおよび／または幅に関して1/
2サイズあるいはそれ以上違う。その結果、通常のフィッティング技術というものは近似
的な適合性ないしフィット感を与えるものとなり、それは概して理想に及ばない。次のよ
うなことが満たされることによって、着用者はより良い適合性ないしフィット感を得るこ
とができるだろう。すなわち、履物の長さが現在の1/6インチ刻みよりも細かい増分で提
供されること、異なる標準長さおよび標準幅のすべての靴が靴店に置いてあることが期待
できること、そして靴が左右揃いでなくとも買えること、である。しかしながら、このよ
うな範囲でサイズを提供するということは、非常に多くの靴を製造者が作り且つ小売店が
在庫しなければならないことを意味する。となると、売れ残り品のために在庫コストおよ
び損失がかなり増え、また、靴店が提供できる靴のタイプやスタイルが制限されるかも知
れない。
靴店の在庫を増やさずして、上述した標準的なフィッティング技術により与えられる場合
よりも優れた適合性ないしフィット感を与えることはできないものかということで、注文
に適合した履物（ｃｕｓｔｏｍ　ｆｉｔｔｅｄ　ｆｏｏｔｗｅａｒ）と呼ばれるものを提
供するための多くの試みがなされてきた。一つの試みは、在庫の靴の内部を着用者の足の
形状に合わせてその場でモールディングする（ｉｎ－ｓｉｔｕ　ｍｏｌｄｉｎｇ）ことを
含む。例えば、Ｄｕｂｎｅｒの米国特許第２,７９４,２７０号、Ｒｏｂｉｎｓｏｎの米国
特許第３,３２５,９１９号、ｖｏｎ　ｄｅｎ　Ｂｅｎｋｅｎの米国特許第３,６４１,６８
８号、Ｄａｗｂｅｒの米国特許第４,４２８,０８９号、Ｐｏｌｓその他の米国特許第４,
４６３,７６１号を参照されたい。かかる方法は概して高価な装置と靴のデザインとを必
要とする。さらに、かかるシステムでの、その場でのモールディングは、着用者の足をモ
ールディングの型として使用することを要する。これはあまり気持ちの良いものではなく
、時間のかかることでもある。例えば、多くのモールディング法においては、モールディ
ング成形可能な（ときには化学反応により）材料を足の回りに射出し、および／または、
足を囲む材料に熱を加える工程を含む。
その場で靴をモールディングする技術のさらなる問題点は、足の形状に直接対応した形を
有する靴内部を形成することにこの技術が限定されるという点である。このように緊密に
対応した形状というものは、すべての着用者に最良のフィット感を与えるとは限らない。
例えば、ある着用者は、ぴったりしたものよりも比較的ゆるめのフィット感を好むかも知
れない。あるいはまた、靴の内部の形状を着用者の足とが異なることは、例えば扁平足な
どの足にまつわる問題点を補うのに望ましいことかも知れない。もし注文した履物の製造
工程が完了したのちに（着用者の足からの直接型に基づいての製造工程、または単に足を
測定した値に基づいての製造工程の完了後）、その履物が使用者にとって履き心地が良く
なかった場合、注文通りの製造作業をするための多くの時間、努力および費用が無駄にな
ってしまう。
注文通りに適合する履物を得るための公知のもう一つの試みは、適当に選ばれた靴のイン
サートを選択された位置に設けることを含む。このようなインサートは、例えばＯｔｓｕ
ｋａの米国特許第４,８９７,９３８号に開示されているような、種々異なる足周囲寸法に
も良く適合できるようになされた、在庫品にできるインサートでもよい。在庫品のインサ
ートの中から適当なものを選択する作業を含むフィッティング方法は、小売店が在庫しな



(6) JP 4309472 B2 2009.8.5

10

20

30

40

50

ければならない靴サイズの数を増やすことなく、ある程度注文通りのものを与えることが
できる。しかしながら、小売店は、通常の靴の在庫のほかに、種々異なるタイプおよびサ
イズのインサートの在庫を持たなければならない。
靴のインサートはまた、モールディング成形可能な材料を要し、着用者の足の押し型（ｉ
ｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）から設計されるかも知れない。例えばＰｈｉｌｌｉｐｓの米国特許
第４,５１０,６３６号、Ｉｒｗｉｎその他の米国特許第４,５２０,５８１号、ＤｅＢｅｔ
ｔｉｇｎｉｅｓの米国特許第４,８６８,９４５号、Ｌｙｄｅｎの米国特許第５,２０３,７
９３号および同第４,６７４,２０６号を参照されたい。このタイプのシステムは、着用者
の足を型として使用して材料がモールディングされる必要があり、したがって、前述した
「その場で靴をモールディングする技術」に伴う欠点を有している。
発明の概要
上述したことを踏まえ、本発明の主な目的は、前に述べた従来技術の試みにおける欠点を
回避した、履物をフィットさせるためのシステムおよび方法を提供することにある。
本発明の具体的な目的は、着用者の足を型として使用する必要なく、履物の内部を注文通
りにその場でモールディングすることのできる、履物をフィットさせるためのシステムお
よび方法を提供することにある。
本発明のさらに別の目的は、種々異なる内部の形状および／またはサイズを有する所定の
選択されたサンプル履物の中から着用者が履物を選ぶことに基づいて、優れたフィット感
ないし適合性を与えることができる、システムおよび方法を提供することにある。
本発明のさらに別の目的は、モールディング成形可能な履物形状の在庫を提供すること、
および、上述したシステムおよび方法を使用するのに好適なモールディング装置を提供す
ることにある。
これらの目的および他の目的は、本発明の履物フィッティングシステムにより達成される
。このシステムは、所定の靴内部のサイズおよび／または形状に対応する種々の異なるサ
イズおよび／または形状を有する複数のサンプル履物品目と、該サンプル履物品目の中か
ら選ばれた一つとは異なるサイズおよび／または形状を有する在庫履物品目と、該在庫履
物品目を、サンプル履物品目の中から選ばれた上記一つの形状およびサイズと実質的に同
じ形状およびサイズとなるように作り変える形成手段と、を含む。
本発明はまた、履物フィッティング方法も提供する。この方法は、所定の靴内部のサイズ
および／または形状に対応する種々の異なるサイズおよび／または形状を有する複数のサ
ンプル履物品目を提供する段階と、該サンプル履物品目の中から選ばれた一つに着用者を
フィット（適合）させる段階と、該サンプル履物品目の中から選ばれた上記一つとは異な
る形状および／またはサイズを有する在庫履物品目を提供する段階と、該在庫履物品目を
、サンプル履物品目の中から選ばれた上記一つの形状およびサイズと実質的に同じ形状お
よびサイズとなるように作り変える段階と、を含む。
さらに本発明によれば、フィッティングシステムにおいて使用するためのモールディング
成形可能な履物も提供される。この履物は、足周囲部と、該足周囲部内に取り付けられる
、モールディング成形可能なフィット要素であって、モールディングによりその厚さを減
じることによって上記足周囲部の内面のサイズおよび／または形状を変更可能となされた
フィット要素と、を含む。
さらに本発明によれば、履物フィッティングシステムにおいて使用するためのモールディ
ング装置も提供される。該モールディング装置は、履物の型と、該型の作用面を加熱する
ための加熱手段と、上記型を取り外し可能に支持するためのスタンドであって、該型の上
に履物が位置づけられて該型の形状およびサイズに従ってモールディングすることにより
該履物が作り変えられることを可能にするように上記型を支持するスタンドと、を備える
。
本発明の上述した目的および他の目的、特徴および効果は、添付の図面を参照して以下に
述べられる好ましい実施例の詳細な説明から容易に明らかになり、また十分に理解される
であろう。
【図面の簡単な説明】
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図１は本発明によるフィッティングシステムを実施するための店舗のレイアウトを示す模
式的な平面図。
図２は図１に示した在庫靴の保管場所（スタイル別）の模式的な側面図。
図３は図１に示したサイズ別サンプル靴の置き場の模式的な側面図。
図４は図１に示したモールドコア（型）の置き場の模式的な側面図。
図５はアッパー部分の全体ベースを巡るモールディング成形可能なフィットストリップを
含む、本発明による靴の斜示図。
図６は図５における線Ａ－Ａに沿った長手方向断面図。
図７は図５における線Ｂ－Ｂに沿った横方向断面図。
図８は、図５と類似の図であるが、本発明による第２の実施例の靴を示し、フィットスト
リップがアッパー部分の全体ベースを巡る程度が、図５の場合よりも少ない。
図９は、本発明により在庫靴に対して注文通りのモールディング作業を行うための装置を
示す模式的な側面図。
図１０は図９における線Ｃ－Ｃに沿った横断面図。
図１１は、本発明によるフィッティング方法のための工程を示すフローチャート。
図１２は、本発明により在庫靴インサートに対して注文通りのモールディング作業を行う
ための装置を示す斜示図。
望ましい実施例の詳細な説明
本発明によるフィッティングシステムの全体が図１の靴店のレイアウトに示されている。
このレイアウトは、販売エリア１、製品（靴）陳列場所３、フィッティングエリア５およ
び待機エリア７を含む。在庫室には、スタイル別に配置された在庫靴の保管場所９が設け
られている。従来の在庫靴とは異なり、本発明における在庫靴は、モールディング成形可
能な適合（フィット）要素を合体して有している。適合要素は、靴を、元の在庫靴の長さ
および幅とは異なる長さおよび幅であって、フィッティングエリア５に隣接して設けられ
た置き場１１に収容されたサイズ別サンプル靴のコレクションの中にある大きさにそのま
ま対応する長さおよび幅となるようにモールディング成形することを可能とする。サンプ
ル靴は、単にサイズ合わせだけの目的に使用される。（これとは対照的に、従来の典型的
なフィッティングシステムにおいては、顧客は、一般に販売されるのと同じ靴を試着する
ことになる。）これらサンプル靴は、実際に販売される在庫靴と同じように種々のスタイ
ルおよびデザイン要素をもったものとしてもよい（ただし、そうしなくとも良い）。
どのサンプル靴が着用者に最良の適合性、すなわち最も望ましい履き心地を与えるかが、
いったん決められたなら、選択されたサンプル靴のサイズの在庫靴が在庫靴保管場所９に
あるか否かが判断される。もし、あるのなら、モールディングの必要はない。所望の在庫
靴がなかったら、選択されたサンプル靴のサイズに対してそれを下回るサイズの在庫靴を
在庫靴保管場所９から選び、モールディング装置１３（二つが図示されている）でモール
ディングすることにより、作り直される。顧客がモールディング工程を安全に見られるよ
う、モールディング装置１３を、顧客のぞき窓１４の裏側の、小売店舗の在庫室に配置す
るようにしてもよい。あるいはまた、規模を考慮した経済性から、複数の小売店舗からの
モールディングの要請に対処するために地域全体の倉庫にモールディング装置を設けるよ
うにしてもよい。
各装置１３は、サンプル靴の内部のサイズおよび形状に対応した、交換可能なモールドコ
ア（加熱可能な靴型）を使用する。この目的のため、本発明のシステムは、モールドコア
（靴型）置き場１５を備えることができる。該置き場１５には、対応する在庫靴が保管場
所９にはない各サイズ別のサンプル靴に対応する個別の靴型が置かれている。図示実施例
において、保管場所９には図２に示すようなサイズの在庫靴が揃っている。図４の欄にＸ
印をつけて示したように、保管場所９にあるサイズの靴型はモールドコア（靴型）置き場
に置く必要はない。個別の靴型を揃えておく代わりに、サイズおよび／または形状が調節
可能な一つの靴型を利用してもよい。例えば、ＭｃＭｏｎａｇｌｅの米国特許第１,５１
０,２８６号、Ｓｔａｃｅｙの米国特許第２,５９７,１９７号およびＦｒａｎｋの米国特
許第３,０３２,７９２号を参照されたい。これらの米国特許の内容は本願明細書に組み入
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れられるものとする。
具体的に要求のあるサイズや在庫靴のモールディング成形できる範囲にもよるが、在庫靴
の保管場所では、サイズ調節が行われるであろう履物サイズが１種類または２、３種類と
なるような在庫の仕方をすれば十分かも知れない。図示実施例においては、人口の大部分
の人の靴のサイズに対して容易に適応できるよう、図２に示すように、広い範囲にわたっ
て（例えば、長さでサイズ６からサイズ１４まで）比較的細かく（例えば標準の1/2サイ
ズの増分で）品揃えをし、長さでサイズ１４からサイズ２０までの間では１サイズごとの
増分で品揃えがされている。在庫靴はすべて同じ幅（例えば図示するように「Ｃ」）とす
るか、あるいはまた、各長さごとに別の幅を１種類かそれ以上揃えておいてもよい。
本発明のシステムは、着用者をサイズ別のサンプル靴に適合させ、それに基づいて在庫靴
を作り変え、着用者の足のサイズおよび履き心地の好みに、より近く仕立てられた長さお
よび幅とすることができる。このことに関して言えば、サンプル靴の置き場１１における
サンプル靴（およびこれに対応する、モールドコア置き場１５における靴型）は、例えば
、長さの範囲でサイズ６からサイズ１３ 1/2までは1/4サイズ（1/12インチに相当）の増
分で揃え、長さの範囲でサイズ１３ 1/2からサイズ２０までは1/2サイズ（1/6インチに相
当）の増分で揃え、幅の範囲については各長さに対して例えばＣからＥＥまでの範囲を揃
えておいてもよい（図３および図４を参照されたい）。特定の取り合わせにおいては（例
示にすぎないが）、図２に示す標準的な幅Ｃを有する在庫靴は、作り変えることによって
別の幅Ｃ、ＥまたはＥＥを有する靴とすることができる。したがって、小売店舗としては
、在庫靴の保管場所にこれら別の幅の在庫靴を置いておく必要がない。長さのサイズで６
ないし１３ 1/2のものに対しては、標準の1/2サイズの増分ごとに揃えられた在庫靴の中
から最も近いものを、1/4サイズ刻みの最も適合するものに作り変えることができる。長
さのサイズで１４ないし２０のものに対しては、１サイズの増分ごとに揃えられた在庫靴
の中から最も近いものを、1/2サイズ刻みの最も適合するものに作り変えることができる
。このようにして、製造者が通常の２倍の生産を行うことなく、また、小売店が通常の２
倍の在庫を持つことなく、着用者の足の長さに、より適合した靴が得られる（この場合、
許容誤差は従来のフィッティングシステムの半分になる）。さらに、注文通りの適合性を
与えるために、左右の足に対してそれぞれ異なる長さおよび幅の靴を提供することができ
る。従来のように揃いの一対の靴をばらばらにする必要はない。
明らかなように、図示した長さおよび幅の範囲ならびに増分は、本発明の効果を奏するた
めの一つの可能な取り合わせに過ぎない。普遍的な見方をすれば、本発明は、標準的なら
びに非標準的な長さおよび幅のもの何れをも含み、より広範囲な長さおよび幅の如何なる
靴でも得られるよう在庫靴を作り変えることも考慮に入れている。さらに、本発明のシス
テムは、特に取り上げて説明した全体の長さおよび幅以外の履物内部形状のバリエーショ
ン、例えばアーチ（土踏まずの当たる盛り上がった所）の長さおよび高さなどに適用して
これを導入するのに使用してもよい。
図５ないし図７には、本発明による、モールディング成形可能な適合要素を備えた運動靴
（アスレチックシューズ）１７が図示されている。もちろん、本発明は運動靴に限定され
るものではなく、すべてのタイプの靴や、理想的な適合性が重要視される他の種類の履物
（例えば、ドレスブーツ、ハイキングブーツ、雪用スキーブーツ、水上用スキーブーツな
どのブーツ類、氷上スケート靴、ローラースケート靴など）にも広く適用される。
図示実施例において、靴１７は、ソール（底）に取り付けられたアッパー（足の甲を覆う
部分）１９を含み、ソールは、耐摩耗アウトソール（表底）２１およびクッションミッド
ソール（靴底のクッション部分となり、通常はつま先よりかかとの部分が厚くなってクサ
ビ形をしている）２３を有している。アッパーは、足を囲み且つ一体化された舌革部分２
７を有している内側ライナー２５から形成されている。外側シェル２９が、内側ライナー
２５を囲んでおり、且つ、中心のずれた、ひも結びタイプのエンクロージャー（ｅｎｌｏ
ｓｕｒｅ）３１を形成している。
内側ライナー２５は、背中合わせに互いにラミネート（積層）された二つの同一の布層２
５ａ、２５ｂを有するものとしてもよい。適当な布をポリエステルとＬｙｃｒａの下張層
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とで作り、あるいはＧｕｉｌｆｏｒｄ　Ｓｐａｃｅｒ　ｆａｂｒｉｃ　Ｎｏ．５６６７７
（ニューヨーク州ニューヨーク市のＧｕｉｌｆｏｒｄ　Ｍｉｌｌｓから入手可能）を用い
てもよい。内側ライナー２５のエッジは、例えばＬｙｃｒａ（登録商標）のような二方向
に延びるスパンデックス材料のナイロンニットでできたストリップ２６に結合されている
。
図示したように、外側シェル２９は、内側層２９ａと外側層２９ｂとを有している。内側
層２９ａは、例えばＬｙｃｒａ（登録商標）のような二方向に延びるスパンデックス材料
に薄い（０．５ｍｍ）ポリウレタン（ＰＵ）のコーティングをラミネートしたものを含ん
でいてもよい。外側層２９ｂは、例えば台湾のＴｕｓｕｅｎ　Ｌｉｎ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉ
ｅｓから入手できるＰｒｏｄｕｃｔ　Ｎｏ．３０５－２Ａのようなテンソルポリエステル
メッシュ（ｔｅｎｓｉｌｅ　ｐｏｌｙｅｓｔｅｒ　ｍｅｓｈ）を含んでいてもよい。
靴１７のつま先では、外側シェル２９は合成スエードの層３０で覆われている。この層３
０は、例えば、ポリウレタン製スエードのつま先材料をポリエステル布／ポリウレタン樹
脂のニットにラミネートしたものを含んでいてもよい。靴１７の下側のヒール（かかと）
端では、半剛性プラスチック材料の外側ヒールカウンター３２がソールから立ち上がって
延び、外側シェル２９と部分的に重なり合っている。適当なヒールカウンター材料は、Ｄ
ｕｐｏｎｔ　Ｃｏｒｐ．からＨｙｔｒｅｌの商品名で販売されているポリエステルエラス
トマーである。靴１７の上側ヒール端では、外側シェル２９の内側層２９ａが、例えばポ
リウレタンフォームでできたクッションバックフォームピース（ｃｕｓｈｉｏｎｉｎｇ　
ｂａｃｋ－ｆｏａｍ　ｐｉｅｃｅ）３４の回りを囲んでこれを内包している。
モールディング成形可能な材料でできた適合ストリップ３３が、外側シェル２９の内側層
２９ａおよび外側２９ｂ間にて、アッパー１９の底部の周囲全体の回りに延びている。靴
１７を製造する際に、内側層２９ａおよび外側層２９ｂを適当なサイズおよび形状に切断
した後、適合ストリップ３３を内側層２９ａおよび外側層２９ｂの一方に沿って適所に接
着剤で仮付けし、それから適合ストリップ３３の上方および下方にて内側層２９ａおよび
外側層２９ｂを互いに縫い付けてスリーブ状にし、該スリーブによって適合ストリップ３
３を適所に永久的に保持するようにできる。外側シェル２９の内側層２９ａおよび外側層
２９ｂ間に適合ストリップ３３を位置付ける代わりに、外側シェル２９と内側ライナー２
５との間に適合ストリップ３３を設けるようにしてもよい。この場合、例えば別個のスリ
ーブのような適当な手段を外側シェル２９の内側層に取り付け、それによって適合ストリ
ップ３３が適所に維持されるようにしてもよい。
明らかなように、多くの他のアッパー用の材料や構成を利用することができる。この点に
関して言えば、靴の構成要素を選択する際には、モールディング工程（後述する）のとき
にそれらの構成要素が不用意にも作り変えられたり損傷を受けたりしないように留意する
。例えば、バックフォームピース３４を熱硬化性材料とすることにより、モールディング
工程の際に熱可塑性により作り変えられてしまうことを避けることができる。
望ましくは、ストリップ３３の材料は、例えば低密度の発泡ＥＶＡのような、柔らかくな
るときの温度が比較的低い発泡熱可塑性材料とされる。ストリップ３３は、靴１７がモー
ルディング装置（後述する）上に位置付けられて、より長く幅広く作り変えられるように
するための、モールディング成形可能な適合要素を構成する。ストリップ３３の最初の厚
さ、および、ストリップ３３の材料のモールディング特性は、モールディングによって得
られるサイズの範囲を決定することになろう。モールディング工程において、ストリップ
材料は、それが柔らかくなる温度にまで加熱され、圧縮されて厚さを減じられる。ストリ
ップの厚さが減じられると、それに比例して靴の内部のサイズは大きくなる。靴のつま先
とヒール端とでストリップの厚さを減じることにより、靴の長さは元の在庫靴のときの長
さから変化する。同様にして、靴の側方サイドおよび中間サイドに沿ってストリップの厚
さ減じることにより、靴の幅は元の在庫靴のときの幅から変化する。
例えば、ストリップ３３として、最初の均一厚さが4/12インチであり比重が約０．２であ
る発泡ＥＶＡのストリップを使用することができる。靴の両側のサイドおよび前後の端で
ストリップの厚さを1/12インチだけ減じることにより、長さまたは幅はその２倍の量（1/
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6インチ）だけ増すことになる。この増し分は、長さにおいて1/2サイズの増分に相当し、
幅においては１サイズの増分に相当する。このようにストリップの厚さを減じることによ
り、（厚さを減じられた場所において）ストリップの比重は約０．３まで増す。同様にし
て、靴の両側のサイドおよび前後の端でストリップの厚さを2/12インチだけ減じることに
より、靴の長さまたは幅は4/12インチだけ増すことになる（長さにおいては１サイズ分、
幅においては２サイズ分、一気に大きくなる）。このようにストリップの厚さを減じるこ
とにより、（厚さを減じられた場所において）ストリップの比重は約０．４まで増す。ス
トリップはさらに、靴の幅にして３サイズ分および／または長さにして１ 1/2サイズ分を
一気に大きくするために、靴のそれぞれのサイドあるいは前または後の端で、厚さを3/12
インチだけ減じることができる。この場合には、ＥＶＡの比重は０．８まで大きくなり、
ＥＶＡのストリップの厚さは1/12インチとなる。
発泡ＥＶＡは、上述した範囲での減縮を受けても、依然としてかなりの弾性を有する材料
であることができるので、靴のアッパー部分の弾性ないし可撓性および適合性に対してス
トリップが大きな障害となるようなことはない。さらに、モールディング工程の際に発泡
ＥＶＡのセルがつぶれることができるので、ストリップの厚さが縮減されても、ストリッ
プが横に広がることはない、すなわち、ストリップの長さおよび／または幅の寸法に実質
的な変化はない。
種々の適当なＥＶＡを市場で入手することができる。３つの望ましいものを下記に挙げる
。
１．Ｄｕｏｎｔ　Ｅｌｖａｘ　４６０、Ｍｅｌｔ　Ｉｎｄｅｘ（ＡＳＴＭ　Ｄ１２３８）
２.５ｄｇ／ｍｉｎ、Ｖｉｃａｔ　Ｓｏｆｔｅｎｉｎｇ　Ｔｅｍｐ（ＡＳＴＭ　Ｄ１５２
５０）６４℃（１４７°Ｆ）、１８％ ビニルアセテート（ｖｉｎｙｌ　ａｃｅｔａｔｅ
）；
２．ＵＳＩ　Ｅｖｔｈｅｎｅ ６３０、Ｍｅｌｔ　Ｉｎｄｅｘ １．５、１６％ＶＡ；
３．Ｅｘｘｏｎ　Ｅｘｃｏｒｅｎｅ ３２８、Ｍｅｌｔ　Ｉｎｄｅｘ ３．０、２８％ Ｖ
Ａ
他に使用できる熱可塑性発泡材料（フォーム）としてはポリウレタンやポリエチレンエチ
レンビニルアセテート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｖｉｎｙｌ　ａ
ｃｅｔａｔｅ、Ｐ．Ｅ．Ｅ．Ｖ．Ａ．）がある。
前述したようにストリップ３３の厚さを縮減することにより幅を３サイズ分大きくするこ
とにより、置き場１１（図３参照）にある幅Ｃ、Ｄ、ＥおよびＥＥのサンプル靴と同じ靴
は、在庫靴保管場所にある幅Ｃの靴だけから作ることができることが理解できよう。明ら
かなように、在庫靴として最初から異なる幅の靴を揃えておく、例えば４サイズの増分で
揃えておくことにより、適応できる幅の範囲をさらに大きくすることができる。同様にし
て、ストリップ３の厚さを減じることにより靴の長さを１ 1/2サイズ分だけ一気に大きく
することができるので、在庫靴を長さに関して２サイズ（４×1/2サイズ）の増分で揃え
ておくだけにすることにより、在庫を減らすことができる。これに代えて、または、これ
に加えて、ストリップ３３の厚さを減じることにより、長さおよび幅に関して、より細か
いサイズ分けをして、標準の増分のサイズの中間の長さおよび幅が得られるようにするこ
ともできる。
最初から厚さのより厚いストリップ３３を使用することにより、モールディング成形によ
り調節できるサイズの範囲は、より広くすることができる。しかしながら、あまり厚くす
ると、靴のアッパー部分の嵩が目立つくらいに大きくなってしまうかも知れない。最小の
嵩で実質的に十分な範囲のサイズ調節ができるようにするためには、ストリップを3/12イ
ンチないし4/12インチの範囲の厚さにすることが望ましい。
図８に示すように、適合ストリップはアッパー部分の底部の周囲全体の回りに延びていな
くともよい。この実施例においては、靴１７’はストリップセグメント３５ａ、３５ｂ、
３５ｃおよび３５ｄを含み、これらのストリップセグメントは、所望のサイズ調節をする
のに重要な箇所に選択的に配置されている。この場合、ストリップセグメントは、アッパ
ー部分の底部の前後両端および左右サイドに設けられて、靴の長さおよび幅の調節を行え
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るようにしている。モールディング成形可能な適合要素を設ける場所は、アッパー部分の
底部に限定されない。むしろ、靴のサイズ調節および／または足の問題（トラブル）の解
決ないし補償が望まれる箇所ならどこでも靴の中に設置してもよいと言える。
モールディング装置１３を図９および図１０を参照しながら説明する。装置１３は、スタ
ンド３７を備えている。スタンド３７は、加熱可能な靴型３９（モールドコア（靴型）置
き場１５に置かれている、それぞれサイズの異なる交換可能な靴型の中の一つである）を
上下逆にひっくりかえした状態で取り外し可能に受け且つ支持することができる。図示実
施例では、靴型３９は、金属のような熱伝導性および熱抵抗性を有する材料で作られ、中
に延びている抵抗加熱要素４１を有している。抵抗加熱要素４１は、プラグ形式の接点装
置４３を介して電源に接続されている。電力は電気コード４５を介して供給される。
靴型３９は、内部冷却流体用管路４７を有していることが望ましい。該管路４７は、冷却
用流体源およびドレンライン４９、５１と連通している。ドレンライン４９、５１は、ス
タンド３７まで延びている。冷却用流体は、例えば、一度管路４７を循環してから排出さ
れる冷水のような（オープンシステム）、または、冷却回路を通るフレオンのごとき再循
環する冷却剤のような（クローズドシステム）、冷却のために用いられる普通の流体であ
ればどのうようなものでもよい。
使用において、靴１７が靴型３９の図示するような適所にすっぽりとはめられ、通常のボ
タン付きひも５３で靴型３９上に締め付けられる。ボタン付ひも５３は、ひもと、該ひも
の一端に結び目などで取り付けられた大きなボタンとを備えている。ひもは、靴の上の方
の二つのはと目を通されて、ぴんと引っ張られ、大きなボタンが一方の側のはと目に当接
するようにする。ひもはループとなるように折り返してぴんと引っ張られ、それからボタ
ンに結び付けられる。明らかなように、靴１７を靴型３９に固定するための他の手段を手
段を使用することもできる。
コード４５を介して電気が加熱要素４１に供給され、それによって、靴型の外側作用面が
加熱され、適合ストリップ３３の材料である発泡ＥＶＡが柔らかくなるのに十分な温度す
なわち軟化温度（１４７°Ｆ（６４℃）ないし３０２°Ｆ（１５６℃）の範囲）とされる
。Ｄｕｐｏｎｔ Ｅｌｖａｘ ４６０の場合、現在望ましいと思われる温度は２１２°Ｆ（
１００℃）である。加熱された靴型の温度は、発泡ＥＶＡ材料の溶融（液化）温度（Ｄｕ
ｐｏｎｔ Ｅｌｖａｘ ４６０の場合、４００°Ｆ（２０４℃））を十分に下回るように維
持されなければならない。材料が流動しすぎてセル状フォーム構造がつぶれすぎるのを避
けるためである。
靴型の熱はアッパー部分の内側層を介して適合ストリップ３３に伝達され、それによって
、適合ストリップ３３は、靴型の外側表面のサイズおよび形状に従って作り変えられる。
もちろん、これにより、靴の内部の形状およびサイズが対応して変化する。小さめの靴の
内部に靴型３９を配置することにより生じる、また、前述したボタン付きひもを取り付け
ることにより生じる、張力および適合ストリップ３３の弾性変形は、モールディング工程
の際に、適合ストリップ３３の作り変え、すなわちリフォームを自然にもたらし、靴内部
の形状およびサイズを、靴型３９の形状およびサイズに実質的に対応するものにする。靴
のタイプおよび利用されるモールディング成形可能な適合要素のタイプによっては、モー
ルディング作用を助けるための付加的な要素を用いることが望ましい。例えば、靴のアッ
パー部分を囲んでこれに内向きの圧力を加え、アッパー部分を靴型に押し付けるようにす
るパッドなどである。
加熱サイクルの後は、前述したように冷却用管路４７を通る冷却流体を使用した冷却サイ
クルが行われる。冷却流体を利用した冷却サイクルは、迅速な冷却をもたらし、それによ
って、全体の工程を短時間で完成させることができる点で有利である。あるいはまた、時
間がそれほど重要でないなら、靴型を周囲の空気で自然冷却するようにしてもよい。
ストリップ材料の軟化温度を下回るまで靴型３９が冷却されたなら、ストリップ材料は作
り変えられた状態で迅速に固まって、しっかりとする。この時点で、靴は靴型から取り外
すことができる。明らかなように、タイムスイッチや信号手段を用いて、加熱サイクルお
よび冷却サイクルの開始および終了を制御したり、これらのことが行われていることを知
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らせたりするようにすることもできる。
本発明は、抵抗加熱タイプの靴型を利用した熱可塑性モールディングに限定されるもので
はない。例えば、靴内部の作り変えは、例えばマイクロ波エネルギや、蒸気のような加熱
された流体などの他の加熱手段によって加熱される要素を有する靴型を利用しても、行う
ことができる。熱、水、触媒、マイクロ波エネルギまたは光によって硬化する熱硬化性材
料を含む、作り変えることのできる適合要素も、熱可塑性と熱硬化性とを組み合わせたも
のとして考えられる。
本発明は、靴のアッパー部分の比較的小さな部分を形成する適合要素（ストリップ３３や
ストリップセグメント３５ａないし３５ｄのようなもの）の作り変えに限定されるもので
はない。むしろ本発明によれば、靴のアッパー部分のすべての部分または実質的な部分が
、モールディング成形可能な適合要素を含んでいてもよい。具体的には、Ｆｏａｍｐｏｓ
ｉｔｅ（登録商標）式靴モールディング技術（この技術は、本願と一緒に譲渡された出願
に説明されている。この出願の名称は「履物製品の製造方法」、発明者としてＪｏｈｎ 
Ｃ．ＴａｗｎｅｙおよびＴｏｒｅｎ Ｐ.Ｂ．Ｏｒｚｅｃｋの名前がある。本題と同時に出
願され、出願番号はまだついていない。代理人の書類番号は５１２７.４６５３９）を用
いて形成された靴が、本願で説明したモールディング技術を用いた注文通りの適合性を得
るのに、よく適している。この適用例は、全体として本願の内容に含まれるものとする。
図１１を参照しながら、本発明による基本的な工程の流れを説明しよう。最初に、顧客の
足が測定され、長さおよび幅に関する呼び寸法が決定される（ステップ５５）。このステ
ップを行うにあたっては、Ｂｒａｎｎｏｃｋ ｓｈｏｅ ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｔｒａ
ｙのような従来の手段を用いることができる。次に、ステップ５５で決定された呼び寸法
に近い長さおよび幅のサンプル靴を置き場１１から持ってきて、顧客の試着させる（ステ
ップ５７）。顧客は、好ましい適合性が得られるサンプル靴を選び（ステップ５９）、例
えば色および／または装飾的デザインといった望ましいスタイルを選択する（ステップ６
１）。望ましいスタイルを有する在庫靴であって、選択されたサンプル靴に最も近いサイ
ズの在庫靴が保管場所９から選ばれ（ステップ６３）、選択されたサンプル靴のサイズお
よび形状に対応するサイズおよび形状を有するモールドコア（加熱可能な靴型）が置き場
１５から選ばれ、モールディング装置１３のスタンド３７上に装架される（ステップ６５
）。ステップ６７において、加熱可能な靴型上に在庫靴が固定され、それから靴型が加熱
されて、適合ストリップの軟化温度まで温度を上げられる（ステップ６９）。それから靴
型は冷却される（ステップ７１）。最後に、注文通りにモールドされて完成した靴を靴型
から取り外し（ステップ７３）、その靴を顧客に試し履きさせて適当な履き心地を確認さ
せる（ステップ７５）。
さらに別の実施例においては、本発明は、履物と一体のものというより、むしろ別体のも
のである、履物用インサート（中敷き）の形成にも向けられている。図１２は、取り外し
可能な靴のインソール（中底）を作り変える、すなわちリフォームするための圧縮モール
ディング装置７７を示す。この発明のバリエーションにおいては、靴店は、互いに異なる
形状および／またはサイズを有する一組のサンプルインソールを在庫することになる。例
えば、アーチ支持部が「非常に低い」、「低い」、「中ぐらい」、「高い」および「非常
に高い」という分け方をされたインソールを揃えるようにしてもよい。靴店はさらに、サ
ンプルインソールのそれぞれにサイズおよび形状が対応しているモールドと、在庫サイズ
のインソールも在庫する。靴底のサンプルインサートおよび在庫インサートは、種々のモ
ールディング成形可能な材料で作ることができる。望ましくは、前述した適合ストリップ
を備えた靴の実施例で述べたような、低密度の発泡ＥＶＡのごとき、比較的低い軟化温度
を有し、弾力性がある、発泡された熱可塑性材料をインサートの材料として用いることが
望ましい。着用者は、サンプルインソールを備えた靴を試着し、望ましいフィット特性を
与えるインソールを選ぶ。それから、選ばれたインソールに対応する、対になったモール
ド半径７９ａ、７９ｂおよび８０ａ、８０ｂモールディング装置７７内に設置される。在
庫インソール８１（ひとつのみを図示する）がそれぞれのモールドキャビティに位置付け
られ、装置７７が閉じられる。そして、加熱および圧縮サイクルが行われ、在庫インソー
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ルが、選択されたサンプルインソールの形状およびサイズに作り変えられる。具体的には
図示していないが、インサート材料を軟化させるべくモールド半型を加熱するため、装置
７７に従来の手段を設けるようにしてもよい。また、冷却流体用導管８３のような、モー
ルド半型を迅速に冷却するための手段を設けることが望ましい。
本発明は、望ましい実施例に基づいて説明されてきた。他の実施例、変形例およびさまざ
まに仕様を変化させたものが、添付の請求の範囲に入るであろうことが、当業者にとって
理解されよう。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図８】

【図６】 【図７】
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【図９】 【図１０】

【図１２】 【図１１】
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