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(57)【要約】
履物物品が本明細書中に提供される。この履物物品は、
コード構造体に連結されたソールを含み得る。このコー
ド構造は、爪革コードおよびランドコードにおける相互
接続された湾曲部を含み得、それは、履物物品の少なく
とも一部に沿って延びるループラインを形成する。コー
ドから構築された履物物品が本明細書中に記載されてい
る。この履物物品は、三次元形態の適合構造体を提供す
るコード構造体中の相互連結された湾曲部を含み得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
履物物品であって、前記履物物品は、
　上部を備え、該上部の少なくとも一部は、スリップ可能に係合されて絡み合わされた１
つ以上のコードによって形成され、該コードは、足を少なくとも部分的に囲むように構成
され、該コードのうちの少なくとも1つは、ソールと係合させられる、履物物品。
【請求項２】
前記上部は、１つ以上の中断されないコードであって、該中断されないコードは、それ自
体と係合する、中断されないコード、および／または、１つ以上の追加のコードであって
、該追加のコードは、複数、選択された場所において、絡み合わされるが、なおも少なく
とも部分的にスリップ可能に係合された状態にある、追加のコードを備える、請求項１に
記載の履物物品。
【請求項３】
前記スリップ可能に係合される位置は、前記上部の一部の周りを横切る１つ以上のループ
ラインに沿って位置決めされる、請求項２に記載の履物物品。
【請求項４】
前記コードのうちの１つ以上は、複数の位置において部分的にロックする係合で該ソール
と境界で接し、該複数の位置は、該ソールの少なくとも一部の周りの全てまたはその一部
にある、請求項３に記載の履物物品。
【請求項５】
支持構造体は、前記コードのうちの１つ以上と絡み合わされる、請求項１に記載の履物物
品。
【請求項６】
前記支持構造体は、コード構造体よりも少ない可撓性を有する、請求項１に記載の履物物
品。
【請求項７】
前記支持構造体は、前記ソールの踵側に隣接するヒールカウンタである、請求項５に記載
の履物物品。
【請求項８】
前記１つ以上の絡み合わされたコードは、任意の方向に曲がるように可撓であり、自由状
態で少なくとも部分的にその形状をなおも保持する、請求項１に記載の履物物品。
【請求項９】
履物物品であって、該履物物品は、足を囲むように構成された構造体を形成する繊維また
はコードを伴うループ状の上部を備え、該上部における該コードは、互いに対してスリッ
プ可能な係合にあるが、ソールとの境界では、限定されたスリップを伴って取り付けられ
ている、履物物品。
【請求項１０】
前記スリップ可能な係合は、コード境界において形成され、該コード境界は、ループライ
ンに沿って位置決めされ、該ループラインは、前記上部の側方側および中央側を横切り、
前足領域および／またはつま先領域をさらに横切る、請求項９に記載の履物物品。
【請求項１１】
前記ループ状の上部は、絡み合わされたパターンに形成されるが、前記ソールから離れて
位置決めされたスリップ可能な複数の境界では、結び目が実質的にない、請求項１０に記
載の履物物品。
【請求項１２】
前記構造体におけるコードは、前記ソールにおける取り付け開口部によって前記ソールに
連結される、請求項９に記載の履物物品。
【請求項１３】
履物物品であって、前記履物物品は、
　コード構造体取り付け開口部を有するソールと
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　ランドサブ構造体を含むコード構造体であって、該ランドサブ構造体は、該コード構造
体取り付け開口部内に延びることにより該ソールを該ランドサブ構造体に連結するソール
取り付け湾曲部と、該コード構造体の爪革サブ構造体に含まれるランド取り付け湾曲部と
相互接続された爪革サブ湾曲部とを有する、コード構造体
を備える、履物物品。
【請求項１４】
前記爪革サブ構造体は、前記ソールから離れて位置決めされる、請求項１３に記載の履物
物品。
【請求項１５】
前記ランドサブ構造体は、１つ以上のランドコードを備える、請求項１３に記載の履物物
品。
【請求項１６】
前記爪革サブ構造体は、１つ以上の爪革コードを備える、請求項１３に記載の履物物品。
【請求項１７】
前記コード構造体は、前記ソール取り付け湾曲部を通って延びるソールコードをさらに備
える、請求項１３に記載の履物物品。
【請求項１８】
前記コード構造体における複数のコードは、インターロックすることにより、スリップ可
能な係合を提供する、請求項１３に記載の履物物品。
【請求項１９】
前記コード構造体に連結されたヒールカウンタをさらに備え、該コード構造体におけるコ
ードのうちの1つ以上は、該ヒールカウンタを通って延びる、請求項１３に記載の履物物
品。
【請求項２０】
前記コード構造体は、異なる程度のスリップ可能係合を有する第１のセクションおよび第
２のセクションを含む、請求項１３に記載の履物物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（背景／要旨）
　履物構築物は、代表的には、履物物品を形成するために、三次元形状への平坦な材料の
操作に依存している。布地、皮革またはその他の材料が切断され得、そして履物上部のよ
うな物品のための所望の形状を生じさせるために足型の周りで縫われるか、別様に、取り
付けられ、そしてまとわされる。
【背景技術】
【０００２】
　本発明者らは、この伝統的なアプローチで、いくつかの欠点を認識した。例えば、上記
上部を構築するために用いられる材料は、可撓性について制限された自由度のみを有し得
、それによって、上記上部が着用者の足に順応する方法を制限し、そして、快適さを低減
する。結果として、履物が相当の時間の間着用された後でさえ、なお、着用者の足の実際
の輪郭に完全に順応しないかもしれない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　この問題を少なくとも部分的に取り扱うために、本発明者らは、本明細書で履物構築物
に対する代替のアプローチをとった。１つのアプローチでは、上記上部の少なくとも一部
分は、複数の絡み合うコードによって形成される。例えば、上記上部は、それ自体と係合
する１つ以上の中断されないコード、および／または、複数の、絡み合わされているが、
なお少なくとも部分的にスリップする位置における１つよりも多くのさらなるコードから
形成され得る。コードセクション間のスリップ可能な絡み合わされた接続に起因して、上
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記上部部分の全体の形状または輪郭は、変化し得るが、同時に可撓なままである。このよ
うにして、上記上部部分は、高度に可撓なままでなお支持を提供しながら、容易に着用者
の足に順応し得る。
【０００４】
　別の例では、履物物品は、構造体に形成されたファイバまたはコードを備えたループ状
の上部を含み得る。１つの例では、上記上部中のコードは、互いに対してスリップ可能な
係合であり得、そしてソールとの境界で係合され得る。上記上部部分中のコードはまた、
互いにインターロックされ得る。スリップ可能な係合は、コード境界で形成され得、これ
らの境界は、上記上部の側方側および中間側を横切るループラインに沿って、そしてさら
に前足および／またはつま先領域を横切って位置決めされる。ループ状の上部は、種々の
格子様パターンで形成され得る。ファイバまたはコードは、草、亜麻、およびその他の繊
維状植物材料を含み得る。さらに、それは、ナイロンのような人工ポリアミドを含み得る
が、有機ポリアミドもまた用いられ得る。なお、さらに、上記コードはポリマー材料を含
み得る。
【０００５】
　上部で互いに対してスリップ可能であり、ソールで低減されたスリップをなお有するコ
ードを備えたループ状の上部を提供することにより、上記上部が着用者の足への適合を形
成することを可能にしながら、着用者の足に保持される機能的履物物品を保持することが
可能である。例えば、種々のコード境界間のスリップは、境界間の各コードセクションが
可変長を有することを可能にし、上部の全体は、着用者の足の実際の形状に順応する。
【０００６】
　スリップ可能な境界に関して記載されているけれども、スリップが制限（制御）され、
そして／または防がれるいくつかの実施形態および／または上記上部の一部分があっても
よく、なぜなら、いくつかの実施形態では、それが必要、または必須でなくても良いから
ことが認識されるべきである。例えば、そして制限としてではなく、制御されたスリップ
は、動きに対する所望の制限に対応して提供され得る。例えば、制御されたスリップが、
あるスリップが提供されるが距離および／または時間が制限される、迅速な側方の動きを
取り扱うために提供され得る。さらに、その他の実施形態では、上記上部の１つ以上の領
域が、スリップ可能でなく、より剛な非スリップまたは制限されたスリップ境界を生じさ
せるために構成され得る。例として、スリップの範囲は、１つ以上のスリップ可能境界、
コードセクションの長さ、などによって制御され得る。さらに、コードセクションおよび
境界のタイプおよび位置が制御されたスリップを提供するためにさらに用いられ得る。
【０００７】
　別の例では、履物物品は、コード構造体に連結されたソールを備え得る。このコード構
造体は、爪革コード中の相互接続された湾曲部、および履物物品の少なくとも一部分に沿
って延びるループラインを形成するランドコードを含み得る。この爪革コードおよびラン
ド紐の各々は、１つ以上の中断されないコードによって形成され得る。
【０００８】
　コード構造体中で相互接続する湾曲部は、上記履物物品中に提供されるべき三次元形態
の適合構造体を可能にする。これら湾曲部の間の接続は、足形態の周りでまとわされてい
る縫われた材料を用いるその他の履物物品と比較したとき、コード構造体の動きの範囲お
よび移動の自由度を増大することができる。結果として、コード構造体の形状は、最小の
摩耗で足に適応および順応する。結果として、履物物品の心地よさは増大される。
【０００９】
　この要旨は、詳細な説明で以下にさらに記載されている単純化形態で、概念の選択を導
入するために提供される。この要旨は、請求項に記載の主題事項の重要な特徴または必須
の特徴を識別することは意図されず、請求項に記載の主題の範囲を制限するために用いら
れることも意図されない。さらに、請求項に記載の主題は、本開示の任意の部分に記載さ
れる任意のまたはすべての不利益を解決する実装に制限されるものではない。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】図１は、履物物品の第１の例を示す。
【００１１】
【図２】図２は、図１に示される履物物品におけるソールの分解組立図を示す。
【００１２】
【図３】図３は、図１および図２に示される履物物品中のコードの絡み合ったパターンの
例を示す。
【００１３】
【図４】図４～９は、第２の例の履物物品の異なる図を示す。
【図５】図４～９は、第２の例の履物物品の異なる図を示す。
【図６】図４～９は、第２の例の履物物品の異なる図を示す。
【図７】図４～９は、第２の例の履物物品の異なる図を示す。
【図８】図４～９は、第２の例の履物物品の異なる図を示す。
【図９】図４～９は、第２の例の履物物品の異なる図を示す。
【００１４】
【図１０】図１０～１５は、第３の例の履物物品の異なる図を示す。
【図１１】図１０～１５は、第３の例の履物物品の異なる図を示す。
【図１２】図１０～１５は、第３の例の履物物品の異なる図を示す。
【図１３】図１０～１５は、第３の例の履物物品の異なる図を示す。
【図１４】図１０～１５は、第３の例の履物物品の異なる図を示す。
【図１５】図１０～１５は、第３の例の履物物品の異なる図を示す。
【００１５】
【図１６】図１６～２１は、異なる例の履物物品の図を示す。
【図１７】図１６～２１は、異なる例の履物物品の図を示す。
【図１８】図１６～２１は、異なる例の履物物品の図を示す。
【図１９】図１６～２１は、異なる例の履物物品の図を示す。
【図２０】図１６～２１は、異なる例の履物物品の図を示す。
【図２１】図１６～２１は、異なる例の履物物品の図を示す。
【００１６】
【図２２】図２２～２４は、異なる例のソールのセクションを示す。
【図２３】図２２～２４は、異なる例のソールのセクションを示す。
【図２４】図２２～２４は、異なる例のソールのセクションを示す。
【００１７】
　図１～２１は、一定のスケールにして描かれている。しかし、所望されれば、その他の
相対的寸法が用いられ得る。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　（詳細な説明）
　コードから構築される履物物品が本明細書中に記載されている。この履物物品は、三次
元形態の適合構造体を提供する、コード構造体中の相互接続された湾曲部を含み得る。こ
のコード構造体は、可撓性および快適性を保持しながら、履物物品の上部パーツの動きの
範囲を増加する。このコード構造体は、上記湾曲部によって提供される相対的動きに起因
して、使用の間に足の形状に高度に順応し得る。例えば、側方側から中間側まで上記上部
を横切り、かつ前足領域を横切る湾曲部相互連結のアレイを提供することにより、例えば
、数百の調節が上記コード構造体によって自動的に作製され得、上記湾曲部の間に各コー
ドセクションの適切な長さが達成される。結果として、上記履物の快適性は増加される。
【００１９】
　本明細書に記載される例示のコード構造体はまた、足型を用いるその他のタイプの靴構
築物と比較するとき、履物物品の製造プロセスが単純化されることを可能にする。
【００２０】
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　図１は、第１の例の履物物品を示す。図２は、図１に示される履物物品に含まれるソー
ルの分解組立図を示す。図３は、図１および図２に示される履物物品中のコードの絡み合
ったパターンの例を示す。
【００２１】
　図４～９は、第２の例の履物物品の異なる図を示す。図１０～１５は、第３の例の履物
物品の異なる図を示す。図１６～２１は、更なる例の履物物品の図を示し、そして図２２
～２４は、異なる例のソールのセクションを示す。
【００２２】
　図１は、例示の履物物品５０を示す。この履物物品５０は、ソール（履物底）５２を含
む。このソール５２は、１つの例では、インソール／ミッドソールであり得る。それ故、
インソールおよびミッドソールはこの履物物品では単一の構成要素であり得る。しかし、
その他の実施例では、インソールとミッドソールは履物物品において分離された構成要素
であっても良い。さらに、１つの例では、履物物品５０はまた、アウトソールを含み得る
。しかし、その他の実施形態では、履物物品５０は、アウトソールを含まなくても良いか
、またはアウトソールは、ソール５２中に一体化され得る。
【００２３】
　ソール５２は、コード構造体６６に取り付けられる。このコード構造体６６は、上部６
７に含められる。このコード構造体は、互いとインターロックする多くのコードセクショ
ンから形成され得る。コードは、ストリング、より糸（ｔｗｉｎｅ）、ヤーン（ｙａｒｎ
）、ロープ、ケーブル、編み組まれたかまたはよじれた材料のストランド、および／また
は、一緒によじれたか、または別様に組み合わされた先に列挙した例の組み合わせを含む
その他のコード様構造物を含み得る。１つの例では、コードは、外側シースおよび内側よ
り糸を備えた約１／８インチのナイロンコードを含む。勿論、その他のサイジングもまた
、用いられ得る。別例では、コードは、同じかまたは異なる材料であり得る、中央の空隙
を充填する内側編み組みと、同じかまたは異なる材料であり得る外側編み組みを備えた、
二重編み組みナイロンであり得る。コードは、可撓性であり得るが、自由な状態でなおそ
の形状のいくらかを保持し得る。さらに、コードは、いくつかのエラストマー成分を有し
得る。さらに、異なるコードセクション（例えば、ランドと比較され得るような爪革）は
、異なる程度の可撓性、弾性、などを有し得る。１つの例では、異なる材料が、コード構
造体６６の異なるセクションで用いられ得る。例えば、より可撓性であるタイプのコード
が、コード構造体６６の上部部分で用いられても良く、そしてより可撓性でないタイプの
コードが、コード構造体の下部部分で用いられても良い。さらに、ソールに連結されるコ
ード構造体の部分は、１つの例では、ソールによって完全に完全に覆われ得る。別の例で
は、ソールに連結されるコード構造体の部分は、部分的にのみ覆われても良い。例えば、
つま先の近傍にあるコード構造体の部分が覆われても良く、その一方、踵の近傍のコード
構造体の部分は、覆われていなくても良く、またはその逆であっても良い。コード構造体
の覆われる部分は、小石からの摩耗、ゴミ、および／または外部環境からのその他の粒子
によって引き起こされるコードの未熟着用（ｐｒｅｍａｔｕｒｅ　ｗｅａｒ）の可能性を
低減する。結果として、履物物品の寿命は増大される。
【００２４】
　１つの例では、コード構造体６６中の１つ以上のコードは、ソール５２中の開口部を通
って延びても良く、ソールのコード構造体への連結を容易にする。さらに、代替的に、コ
ード構造体の一部分は、ソールに、綴じられ、接着して結合され（例えば、のり付け）、
そして／またはスナップ留めされても良く、ソールとコード構造体との連結を可能にする
。別の例では、コード構造体に取り付けられた複数の係留点がソールに固定して取り付け
られ得る（例えば、ソールへの射出成形）。これら係留点は、個々のコードループであり
得る。
【００２５】
　１つの例では、コード構造体６６は、ループ状の上部であり得る。このような例では、
このループ状の上部は、格子様パターンに形成され得るが、ソール５２から離れて位置決
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めされる複数のスリップ可能な境界において結び目は実質的にない。
【００２６】
　コード構造体６６は履物物品５０の上部分であり得る。コード構造体６６は、少なくと
も部分的に足を包み込み得る。コード構造体６６はランドサブ構造体６８を含む。このラ
ンドサブ構造体はソール５２に連結される。特に、１つの例では、ランドサブ構造体６８
中のソール取り付け湾曲部は、ソール中の取り付け開口部に連結され得るか、そして／ま
たはそれを通って延び得る。１つの例では、取り付け湾曲部は、ランドサブ構造体６８中
の単一のコードを経由して形成され得る。従って、単一のコードは、複数の湾曲部を有し
得る。湾曲部は、コード構造体６６中のより大きなコードの湾曲した部分またはセクショ
ンである。それ故、湾曲部はコード中のループの一部であり得る。
【００２７】
　ランドサブ構造体６８は、爪革取り付け湾曲部７４をさらに含む。この爪革取り付け湾
曲部７４は、（例えば、相互接続され、インターロックされ、綴じられ、織り合わされ、
そして／または摺動可能に係合されて）コード構造体６６中の爪革サブ構造体７８に含ま
れるランド取り付け湾曲部７６に連結される。爪革取り付け湾曲部７４とランド取り付け
湾曲部との間の相互連結は、ループライン６９を形成する。このループライン６９は、ラ
ンドサブ構造体６８と爪革サブ構造体７８との間の境界であり得る。このループライン６
９は、履物物品６０の踵側６０から履物物品のつま先側５８への方向に延びる。このルー
プライン６９はまた、履物物品５０の脛骨側面６２から履物物品の腓骨側６４に延びる。
このループライン６９は、履物物品の周りで周縁に延び得、そして１つの例では、上部全
体の周りを横切り得る。さらに、このループライン６９は、履物物品５０の少なくとも一
部分の周りで弓状に延び得ることが認識され得る。その他のループライン構成が企図され
得る。例えば、このループラインは、第１の側方側から第２の側方側に履物物品を横切っ
て延び得る。さらに、別の例では、このループラインは、ヒールカウンタの第１の側から
ヒールカウンタの第２の側に弓状に延び得る。なお、さらに別の例では、このループライ
ンは、履物物品を横切って側方に、および履物物品の前部（例えば、つま先側）の周りを
弓状に履物物品の周りに延び得る。なおさらに別の例では、このループラインは、履物物
品の爪先側、または踵側に隣接する部分のような、履物物品の一部の周りで延びるのみで
あっても良い。さらになお、１つの例では、履物物品は、複数のループラインを含み得る
。
【００２８】
　爪革サブ構造体７８は、描写された例では、ソール５２から離れて間隔を置かれている
（例えば、垂直に離れて間隔を置かれる）。さらに、ランドサブ構造体６８は、ソール５
２上に垂直に位置決めされ得、そして爪革サブ構造体７８は、ランドサブ構造体上に垂直
に位置決めされ得る。垂直の軸が、参考のために提供されている。しかし、その他の履物
物品の配向が所望であれば用いられ得ることが認識される。爪革サブ構造体７８は、履物
物品が着用されていないとき、ソール５２から離れて間隔を置かれ得ることが認識される
。コード構造体６６は、爪革サブ構造体７８とランドサブ構造体６８との間の相互接続に
起因して、コードの内部構造とともに、その形状を保持し得る。例示の相互接続は、本明
細書でさらに詳細が論議される。
【００２９】
　図３は、爪革取り付け湾曲部７４とランド取り付け湾曲部７６との間の少なくとも部分
的な摺動相互接続のより詳細な図を示す。図３に描写されるように、爪革取り付け湾曲部
７４は、ランド取り付け湾曲部とインターロックされて示されることが認識される。この
ようにして、爪革サブ構造体は、所望であれば、接着剤の使用なしでランドサブ構造体に
連結され得る。しかし、いくつかの例では、接着剤が、履物物品中の特定の要素を連結す
るために用いられ得ることが認識される。１つの例では、湾曲部間の摺動接続は、結び目
がなくても良い。しかし、別例では、爪革取り付け湾曲部７４の少なくとも一部分は、ラ
ンド取り付け湾曲部７６の少なくとも一部分に固定して連結され得る。別の例では、綴じ
ロックが、部分的摺動相互接続を提供するために用いられ得る。例えば、緩いかまたは堅
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い綴じた境界が、上記上部中のコードの接合部に提供され得る。履物物品の種々のセクシ
ョンでスリップ可能な係合の量を制御することにより、所望の適合特性が、着用者の心地
よさを増加するために達成され得る。
【００３０】
　図１に戻り、爪革サブ構造体７８はさらに、レース取り付け湾曲部８０を含む。このレ
ース取り付け湾曲部８０は、図１ではレースコード８２に連結されて示されている。詳細
には、レースコード８２は、レース取り付け湾曲部８０を通って延びる。レースコード８
２の長さは、着用者によって調節され得る。しかし、代替のレースコード形態が考慮され
ている。例えば、履物物品は、レースコードなしで構築され得る。このようにして、着用
者は、レースコードを結ぶ必要性なしで、履物物品を迅速かつ容易に履き、および脱ぐこ
とができる。このような例では、エラストマー材料が履物物品に提供されても良く、コー
ド構造体の部分の制御された拡大および縮小を可能にする。さらに、異なるレースのパタ
ーンが考慮されている。例えば、コード構造体は、アイステイ（ｅｙｅｓｔａｙ）を含み
得る。コード構造におけるコードは、アイステイを通して延び得る。さらにこのアイステ
イは、アイレット（ｅｙｅｌｅｔ）および／またはループを含み得、そして図１６に関し
て本明細書でより詳細に記載される。
【００３１】
　レースコード８２は、いくつかの例では、コード構造体６６に含まれ得る。しかし、そ
の他の例では、レースコード８２は、コード構造体６６に含まれなくても良い。このよう
な例では、エラストマーまたはその他の適切な材料が、スリップオン能力を備えた履物物
品を提供するために用いられ得る。
【００３２】
　多くの相対的な、爪革コード、ランドコード、および／またはレースコードの長さが企
図される。ランドコード８４および爪革コード８６の部分はまた、図３に示される。ソー
ルコード７２もまた図３に示される、ソール取り付け湾曲部７０はまた、図３に示される
。このソールコードは、図１に示されるコード構造体６６に含まれ得る。図示されるよう
に、このソールコード７２は、ソール取り付け湾曲部７０と絡み合わされる。
【００３３】
　本明細書に記載される構築方法は、いくつかの実施形態で、寸法付けを特別に変更する
ため、および最小の工作類支出で寸法付けを調節するための選択を可能にすることが理解
される。例えば、コード長さに基づく上記上部の構築は、上部パターンを変更することな
く、または異なるサイズの切断ダイを得ることなくサイズにおける変動を可能にする。従
って、いくつかの実施形態では、上部のサイズは、コード長さを変えることによって変更
され得る。ループは、各サイズについてそれらの相対的位置にとどまり得る。このような
構成は、同じサイズの工具類を利用することによってコストを低減する。
【００３４】
　同様に、履物のカスタマイゼーションは、特定の使用者のために適合を改善するために
適用され得る。足の電子的スキャンの生成により、カスタマイズ化され、かつ個人化され
たコードが、このスキャンに基づき、カスタム化履物を生み出すために用いられ得る。例
えば、ループを長くすること（または短くすること）、ループラインの位置決め、および
寸法付け、ならびにコードサイズの調節は、単独または組み合わせて、スキャンされた足
の特定の寸法に上部を仕立て、カスタム化適合を提供するために調節され得る。
【００３５】
　図１に戻り、ランドコード８４および爪革コード８６は、図１では丸いコードであると
して描写されている。しかし、その他の形状が企図されている。例えば、１つ以上のコー
ドは平坦なコードであり得るか、または１つ以上のコードは平坦な端部および丸い中間セ
クションを有し得る。別の例では、１つ以上のコードは、１つ以上の平坦なセクションお
よび１つ以上の丸いセクションを有し得る。例えば、コードは、平坦なセクションが後に
続く丸いセクションを含み、その他もろもろであり得る。従って、図３に示されるソール
コード７２は、平坦でも良く、丸くても良く、あるいは、変化する幾何学的形状を備えた
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異なるセクションを有しても良い。さらに、ランドコード８４、爪革コード８６、および
レースコード８２はすべて、類似の断面領域（例えば、直径）および／または幾何学的形
状を有するとして描写されている。１つの例では、１つ以上のコードの直径は、１／８イ
ンチと１／１６インチとの間であり得る。しかし、その他の例では、コードは変化する幅
を有し得る。図３に示されるソールコード７２は、１つの例で、ランドコード、爪革コー
ド、および／またはレースコードに類似の幾何学的形状を有し得ることが認識される。し
かし、その他の例では、ランドコード８４、爪革コード８６、ソールコード７２および／
またはレースコード８２の断面領域／幾何学的形状は変動し得る。例えば、ランドコード
の断面領域は、爪革コードより大きくても良い。別の例では、ランドコードは円形であり
得、そして爪革コードは平坦であり得る。
【００３６】
　さらに、いくつかの例では、ランドコード８４、爪革コード８６、および／またはレー
スコード８２は、類似の材料（単数または複数）を含み得る。しかし、その他の例では、
前述のコードは、異なる材料を含み得る。１つ以上のコードは、ポリプロピレン、ナイロ
ン、ポリエステル、ポリエチレン、アラミド、および／またはアクリレートポリマーのよ
うな合成繊維を含み得る。さらに、１つ以上のコードは、綿、リネン、コイアなどの天然
繊維を含み得る。さらに、１つの例では、１つ以上のコードは、ポリマー材料を含み得る
。
【００３７】
　さらに、ランドコード８４、爪革コード８６、および／またはレースコード８２は、異
なる材料性質で設計されても良く、履物物品が所望の構造的特性を有することを可能にす
る。例えば、レースコード８２は、ランドコード８４および／または爪革コード８６より
も大きい弾性を有し得る。
【００３８】
　図１に示されるように、爪革取り付け湾曲部の垂直高さは、履物物品５０の踵側６０に
向かって伸びる後方向に増加する。レースコードからランドコードに延びる、インターロ
ックされた爪革コードセクションの幅はまた、履物物品５０の踵側６０に向かって伸びる
後方向に増加し得る。
【００３９】
　履物物品５０はまた、ヒールカウンタ９７を含み得る。このヒールカウンタ、または履
物物品のその他の支持構造体が、上記で論議された上部中に含まれ得る。ヒールカウンタ
９７の剛性／可撓性は、コード構造体６６への所望の量の支持を提供するように選択され
得ることが理解される。詳細には、ヒールカウンタ９７は、コード構造体が、所望されな
い量、ソールに向かう方向に外方および／または下方に曲がることを防ぎ得る。このよう
にして、コード構造体は、所望の形状を維持し得る。結果として、履物物品の着用者は、
履物物品を迅速かつ心地良く履き、および脱ぎ得る。ヒールカウンタ９７は、皮革、合成
皮革、織物などのような、コード構造体６６とは異なる材料を含み得る。しかし、いくつ
かの例では、踵支持構造体はまた、コードを含み得る。いくつかの例では、ループライン
６９は、ヒールカウンタ９７を通って延び得る。さらに、ヒールカウンタ９７は、ソール
５２に連結され得る。詳細には、いくつかの例では、ヒールカウンタ構造体は、ソール５
２から（例えば、垂直または角度をなして）延び得る。ヒールカウンタ９７は、描写され
た例では、ランドサブ構造体６８に連結されている。接続コード９８は、ランドサブ構造
体６８中の湾曲部を通り、そしてヒールカウンタ９７中の開口部９９を通って延びて示さ
れている。このようにして、ヒールカウンタ９７は、コード構造体への支持を提供し、な
らびに、コード構造体の一部を外部環境から保護する。さらに、またはそれに代わって、
ヒールカウンタ９７は、爪革サブ構造体７８に連結されても良く、それによって、このサ
ブ構造体への支持を提供する。ヒールカウンタは、コード構造体６６より大きい剛性を有
し得る。１つの例では、接続コード９８は、爪革コード８６またはランドコード８４の一
部分であり得る。さらにコード構造体の一部分は、ヒールカウンタ９７の幅の周りに延び
る。しかし、その他のヒールカウンタ構成が企図される。１つの例では、コード構造体の
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コードの端部は、ヒールカウンタに連結され得るか、そして／またはヒールカウンタ内で
互いに連結されても良い。１つの例では、ヒールカウンタ９７は、側面方向より長手方向
でより大きな堅さを有し得る。この支持体の垂直の堅固さは、コード構造体に所望の量の
支持を提供し得る。しかし、その他のヒールカウンタ９７材料特性が企図されている。
【００４０】
　図１に示される履物物品５０はさらに、アイステイ１１０を含む。コード構造体６６中
のコードは、アイステイ１１０を通って延び得る。描写される例では、１つ以上のコード
セクションがアイステイ１１０を通って延びることが認識される。しかし、その他の例で
は、代替のアイステイ設計が企図されている。アイステイ１１０は、コード構造体に所望
のコード間隔およびコード支持を提供し得る。このようにして、アイステイ１１０は、そ
れを通って延びるコードの自由な動きを制限し得る。このアイステイ１１０は、上部構造
体１１２に含まれ得る。１つの例では、上部構造体１１２は、履物物品のタン１１４に隣
接し得る。上部構造体は、１つの例では、コード構造体とは異なる材料を含み得る。例の
アイステイ材料は、布地、皮革、合成皮革、織物、ポリマー材料などを含む。その他の例
では、履物物品は、複数のアイステイを含み得る。
【００４１】
　さらに、図２０に示される例では、履物物品５０は、コード構造体６６によって少なく
とも部分的に包まれるブーティ（ｂｏｏｔｉｅ）２０００を含み得る。このブーティ２０
００は、いくつかの例で、コード構造体６６に連結され得る。しかし、その他の例では、
このブーティ２０００は、コード構造体６６に連結されなくても良い。このブーティ２０
００は、１つの例では、ソックスの形状であり得る。さらに、このブーティは、１つの例
では、ネオプレンのような材料を含み得る。このブーティは、着用者の足に増加した隔離
を提供し、そして外部環境からのさらなる保護を提供する。
【００４２】
　さらに、いくつかの例では、１つ以上のシースが、ランドコード８４および爪革コード
８６の少なくとも１つの一部分を（例えば、周辺を包み込んで）包み込み得る。従って、
シースは、コード構造体中のコードの種々のセクションを取り囲み得る。例えば、複数の
シースが、爪革取り付け湾曲部７４からランド取り付け湾曲部７６へのランドコード８４
の一部分を取り囲み得る。このように、シースは、コードのための保護カバーとして作用
し得る。いくつかの例では、シースは、コードの外側表面と面を共有して接触していても
良い。しかし、他の例では、シースは、コードの外側表面から離れて間隔を置かれても良
い。これらシースは、１つの例では、円筒状であり得る。しかし、その他のシースの幾何
学的形状が企図されている。さらに、複数のシースが、履物物品のつま先側の周りでつま
先キャップを形成するために用いられ得る。これらのシースは、増加した構造一体性をコ
ード構造体６６の所望の領域に提供し得、コード構造体６６が所望の形状を維持すること
を可能にする。これらシースは、爪革コード、および／またはランドコードとは異なる材
料を含み得る。１つの例では、これらシースは、ポリマー材料を含み得る。これらシース
はまた、コードを損傷から保護し得る。
【００４３】
　図２は、例のソール５２の分解組立図を示す。先で論議されたように、　ソール５２は
、図１に示されるように、履物物品５０に含まれ得る。このソール５２は、第１の部分２
００、第２の部分２０２、および第３の部分２０４を含む。アセンブルされた構成で、こ
の第１および第２の部分（２００および゜２０２）は、第３の部分２０４に連結され得る
（例えば、綴じられ、接着剤で結合され、スナップ留めされるなど）。さらに、アセンブ
ルされた構成で、この第１および第２の部分（２００および２０２）の表面は、第３の部
分２０４中の表面を備えた輪郭に順応（例えば、嵌合）し得る。従って、第２および第３
の部分中の表面は、第１の部分中の表面と面を共有して接触し得る。
【００４４】
　さらに、第３のセクション２０４は、複数の開口部２０６を含む。１つの例では、ソー
ルの各側面には１７の開口部が存在し得る。別の例では、ソールの各側面には２６未満の
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開口部が存在し得る。なおさらに、別の例では、ソールの各側面には３０未満の開口部が
、またはソールの各側面には１５～３０の開口部が存在し得る。一連の開口部が４ミリメ
ートル（ｍｍ）以上、互いから離れて間隔を置かれ得る。開口部の間隔および寸法が、ソ
ールの構造的特性に影響することが認識される。例えば、ソールが多すぎる開口部を含む
場合、ソールの一体性は損なわれ得る。従って、ソールは、１つの例では、最大数の開口
部および／または最大の開口部分離を有し得る。開口部のサイズは、コードのサイズ、製
造に用いられる工作機械類の機械のタイプなどに基づき決定され得る。１つの例では、コ
ードのサイズ（例えば、コード直径または厚み）が、穴のサイズに直接相関し得る。描写
された例では、開口部の一部分は、類似の幾何学的形状およびサイズを有する。しかし、
その他の開口部の幾何学的形状およびサイズが企図されている。コード構造体中の１つ以
上のコードが、先に論議されたように、これら開口部を通って延び得る。
【００４５】
　さらに、本明細書中でより詳細に論議される、コード構造体中のアイステイの数は、ソ
ール中の開口部の数に相関し得る（例えば、直接相関する）。詳細には、１つの例では、
アイステイの数は、ソール中の開口部の数と同等である。さらに、１つの例では、単一の
コードがアイステイからソール中の開口部に延び得る。例えば、コードは、アイステイを
通り、そして次にソール中の開口部を通って延び得、その他もろもろである。しかし、そ
の他のコードの構成が企図されている。例えば、異なるコードがアイステイおよびソール
中の取り付け開口部を通って延び得る。さらに別の例では、１つのコードがアイステイの
一部および開口部を通って延び得、そして第２のコードが残りのアイステイを通って延び
得、そして第３のコードが残りのアイステイを通って延び得る。
【００４６】
　続いて図２を参照して、履物物品のコード構造体中に含まれるソールコードおよび／ま
たはその他のコードは、第１の部分２００と第３の部分２０４との間、および／または第
２の部分２０２と第３の部分２０４との間に位置決めされ得る。このようにして、コード
は、汚れ、小石、および／またはその他の粒子をコードに移し得る外部環境から保護され
る。結果として、コード構造体に対する擦り切れは低減され、それによって履物物品の寿
命を増加する。しかし、その他の例では、コード構造体の少なくとも一部分は、外部環境
に曝され得る。ソールを複数片で構築することはまた、履物物品アセンブリを単純にし得
、それによって製造コストを低減する。さらに、図３に示されるソールコード７２は、ソ
ールの周縁の周りに延びる窪み２０８中に位置決めされ得る。しかし、その他のソールコ
ード位置が企図されている。例えば、ソールコードは、１回以上第１の横側面から第２の
横側面にソールを横切って延び得る。さらに、アセンブルされていないソールのコードは
、第１の端部および第２の端部を含み得る。ソールコードの端部は、アセンブルされると
き、互いに、または履物物品中のその他の構成要素に取り付けられ得ることが認識される
。さらに、ソールコードは、ポリマー材料を含み得る。
【００４７】
　図１に示されるコード構造体６６中に含まれるソール取り付け湾曲部は、図２に示され
る窪み２０８中に位置決めされるソールコードに取り付けられ得る。ソール取り付け湾曲
部は、開口部２０６の各々に位置決めされ得る。図１に示されるランド取り付け湾曲部は
、ソール取り付け湾曲部と連結され得る（例えば、相互接続、インターロックなど）。こ
のようにして、ソールコードは、所望であれば、接着剤の使用なしでランドコードに連結
され得る。
【００４８】
　図４～９は、第２の例の履物物品５０の種々の図を示す。特に、図４は、第２の例の履
物物品５０の底面図を示す。図示されるように、ソールコード７２は、ソール５２の底部
表面を通っている。特に、ソールコード７２は、ソール５２の周りの周縁経路に従う。従
って、図４に示されるソールコード７２は、図２に示されるように、ソールを横に複数回
は横切らない。しかし、その他のソールコードの位置が企図されている。例えば、ソール
コードは、第１のセクション中のソールの周縁の周りで延び、そして第２のセクションに
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あるソールを横切り得る。さらに、描写された例では、ソール取り付湾曲部７０の各々は
、ソール中の単一の開口部４００を通って延びる。しかし、その他のソール取り付湾曲部
構成が企図されている。開口部は、図１に関して上記で論議され、複数の取り付け開口部
５４に含まれ得る。
【００４９】
　図５は、コード構造体６６を含む第２の例の履物物品５０の平面図である。レース取り
付け湾曲部８０のような、爪革構造体７８の部分は、ストリング５００および／またはそ
の他の適切な取り付け技法によって一緒にグループ化される。グループ化レース取り付け
湾曲部８０は、履物物品５０およびランド構造体６８で用いられるべき異なったレーシン
グパターンを可能にする。グループ化されたコードは、所望のエンドユース特性に基づき
選択的に選ばれ得る。１つの例では、コードのセクションは、グループ化され、その一方
、その他のセクションは互いとは連結され得ない。図５では、図１に示される連結技法に
類似の様式で、ランド構造体６８は爪革構造体７８に連結されていることが認識される。
足マネキン１６６７およびレースコード８２がまた図５に示されている。図示されるよう
に、レースコード８２は、レース取り付け湾曲部８０を通って延びる。
【００５０】
　図６は、第２の例の履物物品５０の背面図を示す。ソール５２、ランドサブ構造体６８
、および爪革サブ構造体７８は図６に示される。ランドコード８４および爪革コード８６
もまた、図６に示される。ランドコード８４および爪革コード８６は、テープ６００を経
由して取り付けられる。しかし、その他の適切な連結技法が企図されている。例えば、ラ
ンドコード８４および爪革コード８６は、一緒に綴じられ、スナップ、クリップなどによ
って取り付けられ得る。いくつかの例では、ランドコード８４と爪革コード８６との間の
取り付け点の位置は調節可能であり、履物物品が着用者によってカスタム化されることを
可能にする。ランドサブ構造体および／または爪革サブ構造体中のコードの端部は、履物
物品の踵側の近傍に取り付けられ得る。これら端部は、一緒に綴じられ、接着され（例え
ば、セメント化され）、結ばれ、そして／またはテープ留めされ得る。さらに、またはそ
れに代わって、ランドサブ構造体および／または爪革サブ構造体の部分は、保護スリーブ
を経由して少なくとも部分的に囲われ得る。このような例では、これらサブ構造体中のコ
ードの端部は、保護スリーブ中で、一緒にのり付けされ、綴じられ、結ばれ、そして／ま
たはテープ留めされ得、そして／または保護スリーブの一部分に連結される。このように
して、コードの端部は、着用者の足とは直接接触せず、これは、着用者の心地良さを改善
し得る。
【００５１】
　図７は、コード構造体６６を含む第２の例の履物物品５０の前面図を示す。ソール５２
、ソールコード７２、ランドサブ構造体６８、爪革構造体７８、およびレースコード８２
である。ランドサブ構造体６８は、爪革構造体７８に、図１に示される第１の例の履物物
品と類似の様式で連結されていることが認識される。爪革サブ構造体中のランド取り付け
湾曲部７６は、ランドサブ構造体中の爪革取り付け湾曲部７４と相互接続され、図７に示
されるように、第２の例の履物物品５０の取り付け境界を形成する。ソール取り付湾曲部
７０は、再び、ソール５２を通って延びて示されている。しかし、その他のソール取り付
け湾曲部構成が企図されている。
【００５２】
　図８は、コード構造体６６を含む第２の例の履物物品５０の第１の側面図を示す。ソー
ル５２、ソールコード７２、ランドサブ構造体６８、および爪革サブ構造体７８がまた、
図８に描写されている。ソールコード７２は、ソール取り付け湾曲部７０をとおって延び
で示されている。示されるように、爪革サブ構造体中のランド取り付け湾曲部７６は、爪
革取り付け湾曲部７４と相互接続されている。
【００５３】
　図９は、コード構造体６６を含む第２の例の履物物品５０の第２の側面図を示す。再び
、ソール５２、ソールコード７２、ランドサブ構造体６８、および爪革サブ構造体７８が
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また、示されている。ソールコード７２はまた、ソール取り付け湾曲部７０を通って延び
て示されている。示されるように、爪革サブ構造体中のランド取り付け湾曲部７６は、爪
革取り付け湾曲部７４と相互接続されている。
【００５４】
　図１０～１５は、第３の例の履物物品５０の種々の図を示す。特に、図１０は、第３の
例の履物物品５０の底面図を示す。ソール５２およびソール取り付湾曲部７０が図１０に
示されている。ソールコードは、図１０に示される例の履物物品からは省略されているこ
とが認識される。それ故、ソール取り付湾曲部７０の各ソールコードは、ソール５２中の
２つの開口部１０００を通って延びる。１つの例では、ソール取り付湾曲部７０は、ソー
ルに綴じられ、そして／またはのり付けされ得る。このようにして、より大きな量の取り
付け強度が取り付け湾曲部とソールとの間に提供され得、スリップ可能な係合を低減する
。１つの例では、コードは、ソールに係合され得、それは、ロックされること、部分的に
ロックされること、スリップ可能に係合されること、または制限されてスリップ可能に係
合される。
【００５５】
　図１１は、コード構造体６６を含む第３の例の履物物品５０の平面図を示す。ソール５
２、ランドサブ構造体６８、爪革サブ構造体７８、レースコード８２、およびヒールカウ
ンタ９７が図１１に示される。ストリング１１００またはその他の適切なコードが爪革構
造体７８を通って織り交ぜられ、構造体にさらなる支持を提供する。図示されるように、
爪革サブ構造体中のランド取り付け湾曲部７６は、爪革取り付け湾曲部７４と相互接続さ
れる。第３の例の履物物品５０において、ランドサブ構造体６８は、爪革サブ構造体７８
に、上記で論議された、第１および第２の例の履物物品と類似の様式で連結されているこ
とが認識される。しかし、その他の連結技法が企図されている。
【００５６】
　図１２および１３は、コード構造体６６を含む第３の例の履物物品５０の異なる側面図
を示す。ソール５２、ランドサブ構造体６８、爪革サブ構造体７８、ヒールカウンタ９７
、およびレースコード８２がまた図１２および１３に示される。示されるように、爪革サ
ブ構造体中のランド取り付け湾曲部７６は、爪革取り付け湾曲部７４およびランドサブ構
造体と相互接続されている。ソール取り付け湾曲部７０の各々は、ソール５２中の第１の
開口部を通って延びる第１の部分、およびソール５２中の第２の開口部を通って延びる第
２の部分を含むことが認識される。このようにして、ソールコードは、所望であれば省略
され得る。
【００５７】
　図１４は、コード構造体６６を含む第３の例の履物物品５０の前面図を示す。ソール５
２、ランドサブ構造体６８、爪革サブ構造体７８、ヒールカウンタ９７、およびレースコ
ード８２がまた図１４に示される。示されるように、爪革サブ構造体中のランド取り付け
湾曲部７６は、爪革取り付け湾曲部７４と相互接続されている。
【００５８】
　図１５は、履物物品５０の背面図を示す。ヒールカウンタ９７およびソール５２が図１
５に示されている。ヒールカウンタ９７は、個人の踵への支持および保持を提供する。こ
のようにして、履物物品の心地良さは増大される。コード構造体６６中の選択されたコー
ドのパーツは、ヒールカウンタ９７を通って延び得る。さらにまたはそれに代わって、選
択されたコードのパーツが、ヒールカウンタに連結され得る。
【００５９】
　図１６は、別の例の履物物品５０を示す。図１６に示される履物物品は、コード構造体
６６およびソール５２を含む。上記で論議されたように、コード構造体６６は、上部６７
に含まれる。コード構造体６６は、ランドサブ構造体６８および爪革構造体７８を含む。
爪革構造体７８は、ランド取り付け湾曲部７６を含み、そしてランドサブ構造体６８は、
爪革取り付け湾曲部７４を含む。ループライン６９がまた、図１６中に描写されている。
レースコード８２、ランドコード８４、ソールコード７２、および爪革コード８６もまた
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、図１６に示されている。さらに、ヒールカウンタ９７、連結コード９８、および開口部
９９が図１６に示されている。
【００６０】
　履物物品５０はさらに、アウトソール１６５３をさらに含みえる。アウトソール１６５
３は、ソール５２に連結され得る。例えば、アウトソール１６５３は、インソール／ミッ
ドソール５２に綴じられるか、または別様に取り付けられ得る。しかし、その他の例では
、アウトソールは履物物品に含まれていなくても良いか、またはアウトソールはソール中
に一体化され得る。足マネキン１６６７が図１６中に参考として描写されている。
【００６１】
　図１６に描写されている例では、ランドサブ構造体６８は、単一のランドコード８４の
みを含み、そして爪革構造体７８は、単一の爪革コード８６を含む。しかし、その他の例
では、１つより多くのコード、またはコードセクションが、ランドサブ構造体または爪革
サブ構造体を形成するために用いられ得る。コード構造体６６の構築前のランドコードが
１６８８に示されている。アセンブルされていないランドコードは、第１の端部１６８９
および第２の端部１６９０を含む。ランドコードの端部は、アセンブルされるとき、互い
に、または履物物品中のその他の構成要素に取り付けられ得る。コード構造体の構築前の
爪革コードは、１６９１に示される。アセンブルされていない爪革コードは、第１の端部
１６９２および第２の端部１６９３を含む。爪革コードの端部は、アセンブルされるとき
、互いに、または履物物品中のその他の構成要素に取り付けられ得ることが認識される。
コード構造体６６の構築前のレースコードは、１６９４で示される。レースコードは、第
１の端部１６９５および第２の端部１６９６を含む。
【００６２】
　ソール５２は、取り付け開口部１６５４を含む。描写される例では、この取り付け開口
部１６５４は、ソール５２の周縁１６５６の周りに位置決めされたギャップである。しか
し、その他の例では、取り付け開口部１６５４は、ソール５２の周縁からオフセットされ
るか、または別様に間隔を置かれるアパーチャであり得る。取り付け開口部１６５４は、
履物物品５０のつま先側５８から履物物品の踵側６０に延びる。取り付け開口部５４はま
た、履物物品５０の脛骨側６２から履物物品の腓骨側６４に延びる。
【００６３】
　ソール取り付け湾曲部１６７０は、取り付け開口部１６５４を通って延び得る。特に、
１つの例では、ソール取り付け湾曲部１６７０は、ソール５２の上部側からソールの底部
側に延び得る。しかし、その他のソール取り付け湾曲部位置が企図されている。湾曲部は
、履物物品５０中の構成要素間の取り付けおよび連結のために用いられ得る。ソールコー
ド７２は、ソール取り付け湾曲部１６７０を通って延び得る。特に、ソールコード７２中
のランド取り付け湾曲部１６７３は、ソール取り付け湾曲部１６７０連結され得る（例え
ば、相互連結され、インターロックされ、絡み合わされ、通過させられ、押し通される）
。特に、１つの例では、ソールコード７２は、取り付け湾曲部１６７３上に固定される。
しかし、別の例では、ソールコード７２中の取り付け湾曲部１６７３は、ソール取り付け
湾曲部１６７０に連結されなくても良い。ソールコード７２と、ソールコード７２中のラ
ンド取り付け湾曲部１６７０と、ランドコード中のソール取り付け湾曲部１６７０との間
の取り付けとは、図２に関して本明細書中により詳細に論議される。
【００６４】
　図１７は、別の例の履物物品５０を示す。図１７に示される履物物品５０は、コード構
造体６６に連結されたつま先キャップ１７００を含む。このつま先キャップは、概して支
持構造体として称され得る。１つの例では、つま先キャップ１７００は、コード構造体６
６の一部を囲み得る。しかし、その他の例では、コード構造体６６は、つま先キャップ１
７００の周縁部分に連結され得る。それ故、そのような例では、つま先キャップは、コー
ド構造体６６を中断し、そしてそれを複数の別個のセクションに分割する。つま先キャッ
プ１７００は、１つの例では、コード構造体より少ない可撓性を有する材料から構築され
得る。しかし、その他のつま先キャップ特性が企図され得る。図１７に示される履物物品
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５０はさらに、ヒールカウンタ１７０２を含む。示されるように、このヒールカウンタ１
７０２は、物品の長さに沿って物品の前端部に向かって延びる。さらに、描写された例で
は、ヒールカウンタ１７０２は、つま先キャップ１７００から離れて位置決めされる。し
かし、その他の例では、ヒールカウンタおよびつま先キャップは互いに隣接して位置決め
され得る。
【００６５】
　図１８は、別の例の履物物品５０を示す。支持構造体１８００が、図１８では、履物物
品５０に含まれて示される。この支持構造体１８００は、踵の周りに、そして物品の下方
に物品の前部に向かって延びる。この支持構造体１８００はさらに、物品のつま先からソ
ール５２に向かって延びる部分を含む。図１８に示される支持構造体１８００は、材料の
連続片である。しかし、この履物物品は、図１７に示されるように、互いから離れて間隔
を置いた複数の支持構造体を含み得ることが認識される。このような例では、支持構造体
の各々は、別個の材料の連続片から形成され得る。支持構造体１８００は、制御細片１８
０２および踵セクション１８０４を含む。制御細片および踵セクションは、構造体６６に
制御された支持を提供する。このようにして、所望の位置でコード構造体６６に支持が提
供され得る。
【００６６】
　図１９は、別の例の履物物品５０を示す。この履物物品のコード構造体６６が図示され
ている。図１９に示されるコード構造体６６は、互いから離れて間隔を置かれた第１のセ
クション１９００および第２のセクション１９０２を含む。第１のセクション１９００は
２つ以上のコードを含み、そして第２のセクション１９０２は、第１のセクション中のコ
ードとは異なる２つ以上のコードを含む。
【００６７】
　コード構造体６６のセクション中のコード間のスリップ可能な係合は、セクション間で
変動し得る。例えば、第２のセクション１９０２中のコードは、選択された点で部分的に
固定されて係合されても良く、そして第１のセクション１９００中のコードは、選択され
た点でスリップ可能に係合され得るか、またはその逆もあり得る。このようにして、コー
ド構造体は、異なるセクションで様々なコンプライアンスの程度を有し得る。示されるよ
うに、これらセクションは、長手方向で分割されている。しかし、交互するセクション境
界が企図されている。例えば、第１のセクションが履物物品の上部部分の周りに延び得、
そして下部セクションが、ソールに隣接する履物物品の下部部分の周りに延び得る。これ
らセクションの境界は、所望のエンドユース特性に基づき選択され得ることが認識される
。その他の例では、コード構造体は、３つ以上のセクションに分割され得る。コード構造
体セクション間の係合の程度における変動は、履物物品の所望の領域が、履物物品のその
他の領域より大きい動きの程度を有することを可能にする。それ故、履物物品の適合特性
は、履物物品の特定の領域のために選択され得る。結果として、履物物品の適合および心
地良さが改善される。さらに別の例では、コード構造体中のコードは、履物物品の選択さ
れた領域でのみ絡み合わされても良い。例えば、履物物品の踵部分およびつま先部分は、
絡み合ったコードを含まなくても良く、そして、踵部分とつま先部分との間のセクション
が絡み合ったコードを有しても良い。
【００６８】
　図２０は、別の例の履物物品５０を示す。先に論議されたように、この履物物品は、コ
ード構造体６６によって少なくとも部分的に囲まれるブーティ２０００を含む。上記で論
議されたように、コード構造体は、１つの例ではブーティに取り付けられ得る。さらにま
たはそれに代わって、ブーティ２０００は、ソール５２に取り付けられ得る。ブーティは
、１つの例では、ヒールカウンタ９７に取り付けられ得る。しかし、その他の例では、ブ
ーティ２０００は、ヒールカウンタ９７に取り付けられていなくても良い。ソール５２が
また図２０に描写されている。図１６～２０に示される履物物品は、図２に示されるソー
ルと類似のソールを含み得ることが認識される。
【００６９】
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　図２１は、図２０に示される例の履物物品５０の平面図である。再びブーティ２０００
が描写されている。このブーティ２０００は、コード構造体６６によって囲まれている。
１つの例では、ブーティ２０００は、コード構造体６６の部分に取り付けられ得る（例え
ば、綴じられ、接着剤で連結され、など）。しかし、その他の例では、ブーティ２０００
は、コード構造体６６に取り付けられなくても良い。さらに、ヒールカウンタ９７がまた
、図２１に描写されている。ヒールカウンタ９７は、コード構造体６６に連結されている
。
【００７０】
　図２２は、例のソール５２のセクションを示す。このソールは、開口部２２００を含む
。開口部は、先の例で示されるように、開口部を通過することとは反対に、開口部２２０
０中にスナップする、上記で論議されたコード構造体中に含まれるコードのセクション２
２０２を受け取るような構成である。それ故、この開口部２２００は、弾性力によってコ
ードを保持し得る。複数のこのタイプの「スナップ取り付け」開口部がソール５２に含ま
れ得ることが認識される。
【００７１】
　図２３は、別の例のソール５２を示す。このソール５２は、コアセクション２３００お
よび外側リングセクション２３０２を含む。このコアセクション２３００は開口部２３０
４を含む。履物物品の構築中に、コードが開口部２３０４を通り抜けることが認識される
。さらに、外側リングセクション２３０２は、コアセクション２３００の周りで周縁に延
び得る。いくつかの例では、ソール５２は、複数の外側リングセクションを含み得る。し
かし、その他の例では、ソールは、コアセクション全体の周りで周縁に延びる単一の外側
リングセクションを含んでいても良い。外側リングセクション２３０２およびコアセクシ
ョン２３００は、接着剤で結合され、縫われ、または別様に適切にコアセクョン２３００
に取り付けられる。
【００７２】
　図２４は、別の例のソール５２を示す。このソールは、ソール５２上の開口部２４０１
中に位置するピン２４００を含む。コード構造体に含まれるコード２４０２は、このピン
の周りに延び得る。この例では、コードは、この開口部２４０１を２回通過する。このよ
うにして、コードは、制限されたスリップで単一の開口部を通ってソールに取り付けられ
得る。１つの例では、ピンは、ソール中の複数の開口部に含まれ得ることが認識される。
さらに、別の例では、ソール中の開口部の一部がピンを含み得、そして開口部の別の部分
はピンを含まなくても良い。
【００７３】
　本明細書に記載される構成および／またはアプローチは、本質的に例示であり、しかも
、これら特定の実施形態または例は、制限する意味で考慮されるべきではないことが認識
される。なぜなら、多く改変例が可能であるからである。本開示の主題は、本明細書に開
示される種々の特徴、機能、作用、および／または性質、ならびにその任意でかつすべて
の等価物のすべての新規、かつ自明でない組み合わせ、およびサブコンビネーションを含
む。
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