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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の足をループ状に緊締するためのフットウエアの緊締構造であって、
　着用者の足の外甲側の中足骨骨頭付近の位置を始端として踵骨後部を経て内甲側に延設
された、足の外甲側をサポートするサポート部と、
　前記サポート部の終端から該サポート部と一体的に延びるとともに、内甲側の舟状骨位
置に向かって上方に延設されかつ舟状骨上方の足甲部分を通過して足の外甲側に戻り、前
記サポート部の踵骨外甲側に至るような、踵骨の外周を囲繞するループ状の第１の締結要
素と、
を備えたフットウエアの緊締構造。
【請求項２】
　請求項１に記載のフットウエアの緊締構造において、
　着用者の足の基節骨骨底位置より後方側の位置において、内甲側から外甲側にかけて配
設されるとともに、前記サポート部と一体的に設けられたループ状の第２の締結要素をさ
らに備えた、
ことを特徴とするフットウエアの緊締構造。
【請求項３】
　請求項１に記載のフットウエアの緊締構造において、
　前記サポート部の高さ位置が、着用者の足の外周のスエルラインの近傍位置に配置され
ている、
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ことを特徴とするフットウエアの緊締構造。
【請求項４】
　請求項１に記載のフットウエアの緊締構造において、
　前記第１の締結要素が、内甲側に配設された内甲側締結要素と、外甲側に配設された外
甲側締結要素と、前記内甲側および外甲側締結要素を締着する締着部とから構成されてい
る、
ことを特徴とするフットウエアの緊締構造。
【請求項５】
　請求項４に記載のフットウエアの緊締構造において、
　前記内甲側締結要素の終端がシューズ中心線より外甲側に配置されている、ことを特徴
とするフットウエアの緊締構造。
【請求項６】
　請求項２に記載のフットウエアの緊締構造において、
　前記第２の締結要素が、内甲側に配設された内甲側締結要素と、外甲側に配設された外
甲側締結要素と、前記内甲側および外甲側締結要素を締着する締着部とから構成されてい
る、
ことを特徴とするフットウエアの緊締構造。
【請求項７】
　請求項６に記載のフットウエアの緊締構造において、
　前記内甲側締結要素の終端がシューズ中心線より外甲側に配置されている、
ことを特徴とするフットウエアの緊締構造。
【請求項８】
　請求項１ないし７のいずれかに記載のフットウエアの緊締構造において、
　前記フットウエアがスポーツ用シューズである、
ことを特徴とするフットウエアの緊締構造。
【請求項９】
　着用者の足をループ状に緊締するためのスポーツ用シューズの緊締構造であって、
　着用者の足の外甲側の中足骨骨頭付近の位置を始端として踵骨後部を経て内甲側に延設
された、足の外甲側をサポートするサポート部と、
　前記サポート部の終端から該サポート部と一体的に延びるとともに、内甲側の舟状骨位
置に向かって上方に延びかつ舟状骨上方の足甲部分を通過して足の外甲側に戻り、前記サ
ポート部の踵骨外甲側に至るような、踵骨の外周を囲繞するループ状の第１の締結要素と
を備え、
　前記第１の締結要素が、内甲側に配設された内甲側締結要素と、外甲側に配設された外
甲側締結要素と、前記内甲側および外甲側締結要素を締着する締着部とから構成されると
ともに、
　前記内甲側および外甲側締結要素の少なくとも一部がシューズの甲皮部の外側に配設さ
れている、
ことを特徴とするスポーツ用シューズの緊締構造。
【請求項１０】
　着用者の足をループ状に緊締するためのスポーツ用シューズの緊締構造で
あって、
　着用者の足の外甲側の中足骨骨頭付近の位置を始端として踵骨後部を経て内甲側に延設
された、足の外甲側をサポートするサポート部と、
　前記サポート部の終端から該サポート部と一体的に延びるとともに、内甲側の舟状骨位
置に向かって上方に延びかつ舟状骨上方の足甲部分を通過して足の外甲側に戻り、前記サ
ポート部の踵骨外甲側に至るような、踵骨の外周を囲繞するループ状の第１の締結要素と
を備え、
　前記第１の締結要素が、内甲側に配設された内甲側締結要素と、外甲側に配設された外
甲側締結要素と、前記内甲側および外甲側締結要素を締着する締着部とから構成されると
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ともに、
　前記内甲側および外甲側締結要素の少なくとも一部がシューズの甲皮部の内側に配設さ
れている、
ことを特徴とするスポーツ用シューズの緊締構造。
【請求項１１】
　着用者の足をループ状に緊締するためのスポーツ用シューズの緊締構造であって、
　着用者の足の外甲側の中足骨骨頭付近の位置を始端として踵骨後部を経て内甲側に延設
された、足の外甲側をサポートするサポート部と、
　前記サポート部の終端から該サポート部と一体的に延びるとともに、内甲側の舟状骨位
置に向かって上方に延びかつ舟状骨上方の足甲部分を通過して足の外甲側に戻り、前記サ
ポート部の踵骨外甲側に至るような、踵骨の外周を囲繞するループ状の第１の締結要素と
を備え、
　前記第１の締結要素が、内甲側に配設された内甲側締結要素と、外甲側に配設された外
甲側締結要素と、前記内甲側および外甲側締結要素を締着する締着部とから構成されると
ともに、
　前記内甲側および外甲側締結要素の少なくとも一部がシューズの甲皮部の内部に配設さ
れている、
ことを特徴とするスポーツ用シューズの緊締構造。
【請求項１２】
　請求項９に記載のスポーツ用シューズの緊締構造において、
　着用者の足の基節骨骨底位置より後方側の位置において内甲側から外甲側にかけて配設
されるとともに、前記サポート部と一体的に設けられたループ状の第２の締結要素をさら
に備え、
　前記第２の締結要素が、内甲側に配設された内甲側締結要素と、外甲側に配設された外
甲側締結要素と、前記内甲側および外甲側締結要素を締着する締着部とから構成されると
ともに、
　前記第２の締結要素のうちの内甲側および外甲側締結要素の少なくとも一部がシューズ
の甲皮部の外側に配設されている、
ことを特徴とするスポーツ用シューズの緊締構造。
【請求項１３】
　請求項１０に記載のスポーツ用シューズの緊締構造において、
　着用者の足の基節骨骨底位置より後方側の位置において内甲側から外甲側にかけて配設
されるとともに、前記サポート部と一体的に設けられたループ状の第２の締結要素をさら
に備え、
　前記第２の締結要素が、内甲側に配設された内甲側締結要素と、外甲側に配設された外
甲側締結要素と、前記内甲側および外甲側締結要素を締着する締着部とから構成されると
ともに、
　前記第２の締結要素のうちの内甲側および外甲側締結要素の少なくとも一部がシューズ
の甲皮部の内側に配設されている、
ことを特徴とするスポーツ用シューズの緊締構造。
【請求項１４】
　請求項１１に記載のスポーツ用シューズの緊締構造において、
　着用者の足の基節骨骨底位置より後方側の位置において内甲側から外甲側にかけて配設
されるとともに、前記サポート部と一体的に設けられたループ状の第２の締結要素をさら
に備え、
　前記第２の締結要素が、内甲側に配設された内甲側締結要素と、外甲側に配設された外
甲側締結要素と、前記内甲側および外甲側締結要素を締着する締着部とから構成されると
ともに、
　前記第２の締結要素のうちの内甲側および外甲側締結要素の少なくとも一部がシューズ
の甲皮部の内部に配設されている、
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ことを特徴とするスポーツ用シューズの緊締構造。
【請求項１５】
　請求項９に記載のフットウエアの緊締構造において、
　前記サポート部の高さ位置が、着用者の足の外周のスエルラインの近傍位置に配置され
ている、
ことを特徴とするフットウエアの緊締構造。
【請求項１６】
　請求項１０に記載のフットウエアの緊締構造において、
　前記サポート部の高さ位置が、着用者の足の外周のスエルラインの近傍位置に配置され
ている、
ことを特徴とするフットウエアの緊締構造。
【請求項１７】
　請求項１１に記載のフットウエアの緊締構造において、
　前記サポート部の高さ位置が、着用者の足の外周のスエルラインの近傍位置に配置され
ている、
ことを特徴とするフットウエアの緊締構造。
【請求項１８】
　請求項１０に記載のスポーツ用シューズの緊締構造において、
　軟質弾性部材から構成されるミッドソールをさらに備え、前記内甲側および外甲側締結
要素の各後端部が甲皮部または前記ミッドソールの踵部位に固着され、前記各締結要素の
各前端部が前記締着部に連結されるとともに、前記各締結要素の各中間部が甲皮部から遊
離している、
ことを特徴とするスポーツ用シューズの緊締構造。
【請求項１９】
　請求項８に記載のフットウエアの緊締構造において、
　軟質弾性部材から構成されるミッドソールをさらに備え、該ミッドソールの少なくとも
踵部分に波形状を有する波形シートが介在している、
ことを特徴とするフットウエアの緊締構造。
【請求項２０】
　請求項９ないし１８のいずれかに記載のスポーツ用シューズの緊締構造において、
　軟質弾性部材から構成されるミッドソールをさらに備え、該ミッドソールの少なくとも
踵部分に波形状を有する波形シートが介在している、
ことを特徴とするスポーツ用シューズの緊締構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フットウエアの緊締構造に関し、詳細には、着用者の足をループ状に緊締す
るためのフットウエアの緊締構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、スポーツ用シューズの使用時には、着用者にとって、とくにシューズ踵部にお
ける足とシューズの一体感が重要になる。そこで、従来より、シューズ踵部でのフィット
性を向上させるための種々の工夫が行われている。
【０００３】
　たとえば、特公昭６３－３０００１号公報に示すものでは、着用者の足の距骨前上部位
置を踵骨側に締め付けるための左右一対の緊締部材が甲皮部の後部内面に設けられている
。また、実用新案登録第３０３８１５６号公報に示すものでは、踵部から靴紐挿通部上部
にかけて延びる高強度の第１のベルト部材と、靴底アーチ部から甲部にかけて延びる、同
様に高強度の第２のベルト部材とを配設して、これらのベルト部材により甲皮を締め付け
るようにしている。
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【０００４】
　上記各公報に示す方法では、たしかにシューズ踵部でのフィット性を向上させることに
対しては一定の効果があるが、これらいずれの方法でも、運動時のシューズの変形やシュ
ーズ内での足のずれを抑制することはできない。また、体重移動時の内側アーチの落ち込
みを抑制することも、上記方法では困難である。
【０００５】
　一般に、運動時のシューズの変形やシューズ内での足のずれの抑制は、高剛性の補強部
材（ヒールカウンター）を踵部に設けることによって可能であるが、この場合には、シュ
ーズの部品数を増大させて、生産性を悪化させる原因になる。そこで、踵全体を覆う補強
部材を中底と一体成形することにより、部品点数を減少させるようにしたものも提案され
てはいるが（特開平５－１９９９０１号公報参照）、この場合には、シューズ全体の重量
が増加したり、シューズの通気性が低下するといった不具合が発生する。
【０００６】
　また、体重移動時の内側アーチの落ち込みの抑制は、インソールに凸部を設けることに
よって可能であるが、この場合には、シューズの部品数が増大して、生産性が悪化するこ
とになる。
【０００７】
　本件出願に係る発明者らは、運動時にシューズおよび着用者の足に作用する応力につい
て生体力学的に解析を進めていった結果、シューズ内での足の横ずれを抑制するためには
、足の第５中足骨骨頭から踵骨に至る外甲部分に壁（側壁部）すなわち受け部を設けるこ
とが重要であることが分かってきた。また、足の骨格構造を解剖学的に分析していった結
果、運動時のアーチの落ち込みを抑制する上で、舟状骨の支持構造が重要であることが分
かってきた。そこで、これらの要素に、運動時のシューズ内での足の前方へのずれを抑制
するための要素を一体化させることができれば、必要最少限度の構成要素で、シューズの
フィット性およびサポート性の双方を満足させることができるスポーツ用シューズを実現
することが可能になると考えられる。
【０００８】
　本発明は、このような観点からなされたもので、必要最少限度の構成要素により、フィ
ット性、サポート性および安定性を向上できるフットウエアおよびスポーツ用シューズの
緊締構造を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【０００９】
　第１の発明は、着用者の足をループ状に緊締するためのフットウエアの緊締構造を提供
しており、該緊締構造は、着用者の足の外甲側の中足骨骨頭付近の位置を始端として踵骨
後部を経て内甲側に延設された、足の外甲側をサポートするサポート部と、サポート部の
終端から該サポート部と一体的に延設されるとともに、内甲側の舟状骨位置に向かって上
方に延びかつ舟状骨上方の足甲部分を通過して足の外甲側に戻り、サポート部の踵骨外甲
側に至るようなループ状の第１の締結要素とを備えている。
【００１０】
　この場合には、サポート部を設けたことにより、着地時にフットウエア内での足の外側
へのずれ（横ずれ）を抑制でき、また、ループ状の第１の締結要素を設けたことによって
、該第１の締結要素における足甲通過部分（すなわち、足甲の押さえ部分）により、着地
時にフットウエア内での足の前方へのずれを抑制できる。さらに、第１の締結要素におい
て内甲側で舟状骨に向かって上方に延びる内壁部分が足の舟状骨を包み込みつつ上方に持
ち上げるように支持することにより、踵部から前足部への体重移動の際に内側アーチの落
ち込みを防止でき、その結果、足の内側への過度の倒れ込みを抑制でき、踵安定性を向上
できる。しかも、この場合には、第１の締結要素をサポート部と一体的に設けたので、必
要最少限度の構成要素で、フットウエアのフィット性およびサポート性の双方を満足させ
ることができる。なお、第１の発明でいう「ループ状」とは、環状の意である。
【００１１】
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　第２の発明は、さらに、着用者の足の基節骨骨底位置より後方側の位置において内甲側
から外甲側にかけて配設されるとともに、サポート部と一体的に設けられたループ状の第
２の締結要素とを備えている。
【００１２】
　この場合には、ループ状の第２の締結要素を設けたことによって、該第２の締結要素に
おける足甲通過部分（すなわち、足甲の押さえ部分）により、着地時にフットウエア内で
の足の前方へのずれを抑制できる。しかも、この場合には、第２の締結要素をサポート部
と一体的に設けたので、必要最少限度の構成要素で、フットウエアのフィット性およびサ
ポート性の双方を満足させることができる。なお、第２の発明でいう「ループ状」は、緩
やかな円弧状の曲線の意で用いられている。
【００１３】
　また、第１および第２の発明におけるサポート部の好ましい高さ位置は、着用者の足の
外周のスエルライン(swell line)、すなわち足の水平投影図の輪郭をなす線、言い換えれ
ば、足の外周において最も突出している個所を足の外周に沿って結んでできる線の近傍位
置であるが、サポート部の高さ位置は、このスエルラインをわずかに超えている方がより
好ましい。
【００１４】
　第１および第２の締結要素は、内甲側に配設された内甲側締結要素と、外甲側に配設さ
れた外甲側締結要素と、これら内甲側および外甲側締結要素を締着する締着部とからそれ
ぞれ構成されている。内甲側締結要素の終端は、シューズ中心線より外甲側に配置されて
いるのが好ましい。これは、外甲側の舟状骨位置をより広い面積で包み上げるようにして
過度の局所的圧迫を防止するためであり、また左右のシューズの締着部が互いに干渉する
のを防止するためである。
【００１５】
　第１および第２の発明が適用される好適のフットウエアは、スポーツ用シューズであり
、該スポーツ用シューズにおいては、内甲側および外甲側締結要素の少なくとも一部が、
シューズの甲皮部の外側、内側または内部に配設されている。さらに、シューズの内甲側
および外甲側締結要素の各後端部が甲皮部またはミッドソールの踵部位に固着され、各締
結要素の各前端部が締着部に連結されるとともに、各締結要素の各中間部が甲皮部から遊
離していてもよい。また、本発明が適用されるスポーツ用シューズは、軟質弾性部材から
構成されたミッドソールの少なくとも踵部分に、波形状を有する波形シートが設けられて
いてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１Ａ】本発明によるフットウエアの緊締構造を説明するための概念図であって、内甲
側の側面図である。
【図１Ｂ】本発明によるフットウエアの緊締構造を説明するための概念図であって、平面
図である。
【図１Ｃ】本発明によるフットウエアの緊締構造を説明するための概念図であって、外甲
側の側面図である。
【図２Ａ】本発明の第１の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの内
甲側の側面概略図である。
【図２Ｂ】本発明の第１の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの平
面概略図である。
【図２Ｃ】本発明の第１の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの外
甲側の側面概略図である。
【図３Ａ】本発明の第２の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの外
甲側の側面概略図である。
【図３Ｂ】本発明の第３の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの外
甲側の平面概略図である。
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【図３Ｃ】本発明の第１の実施態様による緊締構造（図２Ｃ）の変形例を示す図である。
【図４Ａ】本発明の第４の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの内
甲側の側面概略図である。
【図４Ｂ】本発明の第４の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの外
甲側の側面概略図である。
【図５Ａ】本発明の第５の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの内
甲側の側面概略図である。
【図５Ｂ】本発明の第５の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの外
甲側の側面概略図である。
【図６Ａ】本発明の第６の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの内
甲側の側面概略図である。
【図６Ｂ】本発明の第６の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの外
甲側の側面概略図である。
【図７Ａ】本発明の第７の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの内
甲側の側面概略図である。
【図７Ｂ】本発明の第７の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの外
甲側の側面概略図である。
【図８Ａ】本発明の第８の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの内
甲側の側面概略図である。
【図８Ｂ】本発明の第８の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの外
甲側の側面概略図である。
【図９Ａ】本発明の第９の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの内
甲側の側面概略図である。
【図９Ｂ】本発明の第９の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの外
甲側の側面概略図である。
【図１０】本発明の第１０の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの
一部切欠き斜視図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施態様を添付図面に基づいて説明する。
【００１８】
〔緊締構造の説明〕
　図１Ａないし図１Ｃは、本発明によるフットウエア（履物）の緊締構造を説明するため
の概念図であって、図１Ａは内甲側の側面図、図１Ｂは平面図、図１Ｃは外甲側の側面図
である。これらの図においては、本発明によるループ状緊締構造が着用者の足に直接巻き
付いた状態で示されている。したがって、実際のフットウエアに適用する場合には、各図
に示す緊締構造の下部にソールを設けることでサンダルとして機能し、さらに甲皮部（ア
ッパー）を設けることで、ランニングやトラック競技、バスケットボール、ベースボール
、バレーボール、サッカー、テニス、ゴルフ等のスポーツのスポーツ用シューズとして機
能することになる。
【００１９】
　このループ状緊締構造は、着用者の足の外甲側において中足骨ｆ1 の骨頭付近の位置を
始端として踵骨ｆ2 の後部を経て内甲側に延設されたサポート部Ｆs と、サポート部Ｆs 
の終端Ｆs ′からサポート部Ｆs と一体的に延びて踵骨ｆ2 の外周を囲繞するとともに、
内甲側の舟状骨ｆ3 位置に向かって上方に延びかつ舟状骨ｆ3 位置を通過して足の外甲側
に戻り、サポート部Ｆs の踵骨外甲側に至るループ状の第１の締結要素Ｆ1 とを有してい
る。さらに、このループ状緊締構造は、着用者の足の基節骨ｆ4 の骨底位置よりも後方側
の位置において内甲側から外甲側にかけて配設されたループ状の第２の締結要素Ｆ2 を有
している。なお、図１Ｂ中の曲線Ｌは、中足骨ｆ1 の前方に配置された基節骨ｆ4 の骨底
ラインを示している。また、図１Ｂおよび図１Ｃ中、第１および第２の締結要素Ｆ1 ，Ｆ
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2 の各先端の矢印は、各締結要素がサポート部Ｆs に締付固定される状態を表している。
【００２０】
　この場合には、サポート部Ｆs を設けたことにより、着地時に足の外甲側へのずれ（横
ずれ）を抑制できるとともに、ループ状の第１の締結要素Ｆ1 を設けたことによって、第
１の締結要素Ｆ1 における足甲通過部分（すなわち、足甲の押さえ部分）により、着地時
に足の前方へのずれを抑制できる。また、ループ状の第２の締結要素Ｆ2 を設けたことに
よって、第２の締結要素Ｆ2 における足甲通過部分（すなわち、足甲の押さえ部分）によ
り、着地時に足の前方へのずれを一層抑制できる。
【００２１】
　さらに、第１の締結要素Ｆ1 において内甲側で舟状骨ｆ3 の上方に延びる内壁部分が足
の舟状骨ｆ3 を包み込みつつ上方に持ち上げるように支持することにより、踵部から前足
部への体重移動の際に内側アーチの落ち込みを防止でき、その結果、足の内側への過度の
倒れ込みを抑制でき、踵安定性を向上できる。しかも、この場合には、第１および第２の
締結要素Ｆ1 ，Ｆ2 をサポート部Ｆs と一体的に設けたので、必要最少限度の構成要素で
、フットウエアとしてのフィット性およびサポート性の双方を満足させることができる。
【００２２】
　サポート部Ｆs の好ましい高さ位置は、着用者の足の外周のスエルライン(swell line)
、すなわち足の水平投影図の輪郭をなす線、言い換えれば、足の外周において最も突出し
ている個所を足の外周に沿って結んでできる線の近傍位置であるが、より好ましくは、サ
ポート部Ｆs の高さ位置はこのスエルラインをわずかに超えている方がよい。なお、ここ
でいう「ループ状」とは、環状のみならず、緩やかな円弧状の曲線を含む意で用いられて
いる。
【００２３】
　次に、本発明による緊締構造がスポーツ用シューズに適用されたいくつかの例について
説明する。
【００２４】
〔第１の実施態様〕
　図２Ａないし図２Ｃは、本発明の第１の実施態様を示しており、図２Ａは内甲側の側面
概略図、図２Ｂは平面概略図、図２Ｃは外甲側の側面概略図である。各図中、図１Ａない
し図１Ｃと同一符号は同一または相当部分を示している。
【００２５】
　この第１の実施態様では、ループ状の第１の締結要素が、内甲側に帯状に配設された内
甲側締結要素Ｆ1 と、外甲側に配設された外甲側締結要素Ｆ1 ′とから構成されている。
内甲側締結要素Ｆ1 は、サポート部Ｆs の終端Ｆs ′から舟状骨位置に向かって斜め上方
に延びている。ループ状の第２の締結要素は、同様に、内甲側に配設された内甲側締結要
素Ｆ2 と、外甲側に配設された外甲側締結要素Ｆ2 ′とから構成されている。
【００２６】
　各図では、第１および第２の締結要素のそれぞれについて内甲側および外甲側締結要素
間に一定の隙間が形成された状態が示されているが、この隙間部分には内甲側および外甲
側締結要素を締着する締着部（図示せず）が設けられる。この締着部としては、靴紐や面
ファスナ、スナップボタン、バックルなどが用いられるが、この場合、内甲側および外甲
側締結要素のいずれか一方または双方を適宜延長して、両締結要素がオーバラップした状
態にされる。
【００２７】
　また、第１および第２の締結要素における内甲側締結要素の終端の位置は、シューズ中
心線Ｃより外甲側に配置されている方が好ましい。それは、外甲側の舟状骨位置をより広
い面積で包み上げるようにして過度の局所的圧迫を防止するためであり、また左右のシュ
ーズの締着部が互いに干渉するのを防止するためでもある。シューズの甲皮部下部には、
ミッドソールＭが接着されており、ミッドソールＭの踵部位の内部には、波形状を有する
波形シートＷが挿入されている。
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【００２８】
　この場合には、サポート部Ｆs を設けたことにより、着地時にシューズ内での足の外甲
側へのずれ（横ずれ）を抑制できるとともに、ループ状の第１の締結要素において内甲側
締結要素Ｆ1 を設けたことによって、内甲側締結要素Ｆ1 における足甲通過部分（すなわ
ち、足甲の押さえ部分）により、着地時にシューズ内での足の前方へのずれを抑制できる
。また、ループ状の第２の締結要素において内甲側締結要素Ｆ2 を設けたことによって、
内甲側締結要素Ｆ2 における足甲通過部分（すなわち、足甲の押さえ部分）により、着地
時にシューズ内での足の前方へのずれを一層抑制できる。
【００２９】
　さらに、内甲側締結要素Ｆ1 において内甲側で舟状骨ｆ3 の上方に延びる内壁部分が足
の舟状骨ｆ3 を包み込みつつ上方に持ち上げるように支持することにより、踵部から前足
部への体重移動の際に内側アーチの落ち込みを防止でき、その結果、足の内側への過度の
倒れ込みを抑制でき、踵安定性を向上できる。しかも、この場合には、第１および第２の
締結要素における各外甲側締結要素Ｆ1 ′，Ｆ2 ′をサポート部Ｆs と一体的に設けたの
で、必要最少限度の構成要素で、シューズとしてのフィット性およびサポート性の双方を
満足させることができる。
【００３０】
　サポート部Ｆs の好ましい高さ位置は、着用者の足の外周のスエルライン(swell line)
、すなわち足の水平投影図の輪郭をなす線、言い換えれば、足の外周において最も突出し
ている個所を足の外周に沿って結んでできる線の近傍位置であるが、より好ましくは、サ
ポート部の高さ位置は、このスエルラインをわずかに超えている方がよい。また、足指部
分は、各締結要素により拘束されず解放されているので、自由な運動が行え、これにより
、力強い蹴りと、運動中のバランス調整が可能になる。なお、この場合においても「ルー
プ状」とは、環状のみならず、緩やかな円弧状の曲線を含む意で用いられている。
【００３１】
　また、ミッドソールＭの踵部位内部に波形シートＷを設けたことにより、着地時に足の
踵がミッドソール内に必要以上に沈み込むのを防止でき、その結果、着地後の横振れを防
止できる。したがって、この場合には、波形シートＷによる作用と相俟って踵安定性を一
層向上できることになる。
【００３２】
　第１および第２の締結要素における内甲側および外甲側の各締結要素Ｆ1 ，Ｆ1 ′，Ｆ
2 ，Ｆ2 ′の位置は、図３Ｃの二点鎖線に示すように、競技種目の特性や目的に応じて適
宜変更可能である。
【００３３】
〔第２の実施態様〕
　図３Ａは、本発明の第２の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの
外甲側の側面概略図である。この場合には、第１の締結要素のみが設けられ、第２の締結
要素が設けられていない点が前記第１の実施態様と異なっており、図３Ａ中、第１の実施
態様と同一符号は同一または相当部分を示している。
【００３４】
　ループ状の第１の締結要素は、内甲側に帯状に配設された内甲側締結要素Ｆ1 と、外甲
側に配設された外甲側締結要素Ｆ1 ′とから構成されており、内甲側締結要素Ｆ1 は、サ
ポート部Ｆs の終端から舟状骨位置に向かって斜め上方に延びている。内甲側および外甲
側締結要素Ｆ1 ，Ｆ1 ′間に形成された隙間部分には、これら内甲側および外甲側締結要
素を締着する靴紐や面ファスナ、スナップボタン、バックルなどの締着部が設けられる。
内甲側締結要素Ｆ1 の終端の位置は、シューズ中心線Ｃより外甲側に配置されている方が
好ましい。また、ミッドソールＭの踵部位の内部には、波形状を有する波形シートＷが挿
入されている。
【００３５】
　この場合には、サポート部Ｆs により、着地時にシューズ内での足の外甲側への横ずれ
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を抑制できるとともに、内甲側締結要素Ｆ1 における足甲押さえ部分により、着地時にシ
ューズ内での足の前方へのずれを抑制できる。また、内甲側締結要素Ｆ1 の内壁部分が足
の舟状骨を包み込みつつ上方に持ち上げるように支持することにより、踵部から前足部へ
の体重移動の際に内側アーチの落ち込みを防止でき、その結果、足の内側への過度の倒れ
込みを抑制でき、踵安定性を向上できる。
【００３６】
　さらに、外甲側締結要素Ｆ1 ′をサポート部Ｆs と一体的に設けたので、必要最小限の
構成要素で、シューズとしてのフィット性およびサポート性の双方を満足させることがで
きる。しかも、この場合には、ミッドソールＭの踵部位内部に設けた波形シートＷによる
作用と相俟って踵安定性を一層向上できる。
【００３７】
　〔第３の実施態様（参考例）〕
　図３Ｂは、本発明の第３の実施態様（参考例）による緊締構造が採用されたスポーツ用
シューズの外甲側の側面概略図である。この場合には、第２の締結要素のみが設けられ、
第１の締結要素が設けられていない点が前記第１の実施態様と異なっており、図３Ｂ中、
第１の実施態様と同一符号は同一または相当部分を示している。
【００３８】
　ループ状の第２の締結要素は、内甲側に配設された内甲側締結要素Ｆ2 と、外甲側に配
設された外甲側締結要素Ｆ2 ′とから構成されており、内甲側および外甲側締結要素Ｆ2 
，Ｆ2 ′間に形成された隙間部分には、これら内甲側および外甲側締結要素を締着する靴
紐や面ファスナ、スナップボタン、バックルなどの締着部が設けられる。内甲側締結要素
Ｆ2 の終端の位置は、シューズ中心線Ｃより外甲側に配置されている方が好ましい。また
、ミッドソールＭの踵部位の内部には、波形状を有する波形シートＷが挿入されている。
【００３９】
　この場合には、サポート部Ｆs により、着地時にシューズ内での足の外甲側への横ずれ
を抑制できるとともに、内甲側締結要素Ｆ2 における足甲押さえ部分により、着地時にシ
ューズ内での足の前方へのずれを抑制できる。また、外甲側締結要素Ｆ2 ′をサポート部
Ｆs と一体的に設けたので、必要最小限の構成要素で、シューズとしてのフィット性およ
びサポート性の双方を満足させることができる。しかも、この場合には、ミッドソールＭ
の踵部位内部に設けた波形シートＷによる作用と相俟って踵安定性を一層向上できる。
【００４０】
　なお、緊締構造として、前記第１の実施態様のように第１および第２の締結要素の双方
を設けるか、または、前記第２の実施態様のように第１の締結要素のみを設けるか、ある
いは、この第３の実施態様のように第２の締結要素のみを設けるかは、競技種目の特性お
よび目的に応じて適宜決定される。
【００４１】
〔第４の実施態様〕
　図４Ａは、本発明の第４の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの
内甲側の側面概略図、図４Ｂはその外甲側の側面概略図であって、各図中、前記第１の実
施態様と同一符号は同一または相当部分を示している。
【００４２】
　この第４の実施態様が前記第１の実施態様と大きく異なるのは、第１および第２の締結
要素の各内甲側締結要素Ｆ1 ，Ｆ2 の終端位置がシューズ中心線Ｃより内甲側に配置され
ている点である。内外甲側締結要素の各締結要素Ｆ1 ，Ｆ1 ′およびＦ2 ，Ｆ2 ′は、靴
紐や面ファスナ、スナップボタン、バックルなどの締着部により締着される。また、この
第４の実施態様では、各締結要素およびサポート部Ｆs の形状が、前記各実施態様に示す
ような帯状と異なる形状を有しているが、これにより、意匠的効果がもたらされることに
もなる。
【００４３】
〔第５の実施態様〕
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　図５Ａは、本発明の第５の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの
内甲側の側面概略図、図５Ｂはその外甲側の側面概略図であって、各図中、前記第１の実
施態様と同一符号は同一または相当部分を示している。この第５の実施態様では、第２の
締結要素Ｆ2 ，Ｆ2 ′が、前記各実施態様におけるものよりも後方側に配置されている。
【００４４】
〔第６の実施態様〕
　図６Ａは、本発明の第６の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの
内甲側の側面概略図、図６Ｂはその外甲側の側面概略図であって、各図中、前記第１の実
施態様と同一符号は同一または相当部分を示している。この第６の実施態様では、サポー
ト部Ｆs が終端Ｆs ′の部分でカッティングされているが、この場合においても、第１の
締結要素Ｆ1 は、終端Ｆs ′を介してサポート部Ｆs と一体的に延びており、この第６の
実施態様も前記第１の実施態様と同様の作用効果を奏する。
【００４５】
〔第７の実施態様〕
　図７Ａは、本発明の第７の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの
内甲側の側面概略図、図７Ｂはその外甲側の側面概略図であって、各図中、前記第１の実
施態様と同一符号は同一または相当部分を示している。
【００４６】
　前記各実施態様においてはいずれも、第１および（または）第２の締結要素がシューズ
の甲皮部の外側に配置された例を示したが、この第７の実施態様では、第１および第２の
締結要素がシューズの甲皮部の内側または内部に配置された例を示している。ここで、甲
皮部の内側とは、シューズ内装材の内側という意味であり、甲皮部の内部とは、シューズ
内装材の内部という意味である。
【００４７】
　また、この第７の実施態様では、各外甲側締結要素Ｆ1 ′，Ｆ2 ′の先端が甲皮部外表
面を挿通して甲皮部の外側に配置された例が示されている。なお、第１および第２の締結
要素のうちのいずれか一方のみが甲皮部の内側または内部に配置されるようにしてもよい
。これらいずれの場合においても、前記第１の実施態様と同様の作用効果を奏する。
【００４８】
〔第８の実施態様〕
　図８Ａは、本発明の第８の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの
内甲側の側面概略図、図８Ｂはその外甲側の側面概略図であって、各図中、前記第１の実
施態様と同一符号は同一または相当部分を示している。
【００４９】
　この場合には、サポート部Ｆs についても、シューズの甲皮部の内側または内部に配置
されている点が前記第７の実施態様と異なっている。この場合においても、前記第１の実
施態様と同様の作用効果を奏する。
【００５０】
〔第９の実施態様〕
　図９Ａは、本発明の第９の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズの
内甲側の側面概略図、図９Ｂはその外甲側の側面概略図であって、各図中、前記第１の実
施態様と同一符号は同一または相当部分を示している。
【００５１】
　この第９の実施態様では、各締結要素およびサポート部Ｆs がウエルダー加工により形
成されている点が前記各実施態様と異なっている。このウエルダー加工とは、甲皮材を部
分的に型押しして凹凸を付けたり、さらには、型押しされた凹部にシリコン樹脂等を注入
して保型加工したりする加工のことをいう。この場合においても、前記第１の実施態様と
同様の作用効果を奏する。また、ウエルダー加工による圧着加工や樹脂注入によって、剛
性が部分的に向上するという効果もある。
【００５２】
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〔第１０の実施態様〕
　図１０は、本発明の第１０の実施態様による緊締構造が採用されたスポーツ用シューズ
の一部切欠き斜視図であって、同図中、前記第１の実施態様と同一符号は同一または相当
部分を示している。
【００５３】
　このスポーツ用シューズ１は、甲皮部２と、その下部に固着されたミッドソール３と、
ミッドソール３の内部に挿入された波形シート４と、ミッドソール３の下面に固着された
アウトソール５とから主として構成されている。ミッドソール３は、シューズ内部の中底
部６の表面よりも上方に立ち上がる立壁部３ａを有しており、該立壁部３ａは、シューズ
の踵部から中足部（土踏まず部）を経て前足部の辺りまで延びている。この立壁部３ａは
、前記各実施態様におけるサポート部に相当している。
【００５４】
　また、甲皮部２の内側には、左右一対のベルト部材７，８が配設されている。各ベルト
部材７，８は、その下端が甲皮部内側の踵部の側壁部に縫合や接着等により固着されると
ともに、着用者の足の舟状骨位置に向かって斜め上方に延びており、その上端は甲皮部２
の上部を挿通して靴紐９に連結されている。各ベルト部材７，８の中間部分は、甲皮部内
側から遊離している。なお、各ベルト部材７，８の下端は、中底部６とミッドソール３と
の間に挿入固着されていてもよい。
【００５５】
　この場合には、立壁部３ａにより、着地時にシューズ内での足の外甲側への横ずれを抑
制できるとともに、各ベルト部材７，８を締着する靴紐９により、着地時にシューズ内で
の足の前方へのずれを抑制できる。また、各ベルト部材７，８を甲皮部２を介して立壁部
３ａと一体的に設けたので、必要最小限の構成要素で、シューズとしてのフィット性およ
びサポート性の双方を満足させることができる。しかも、この場合には、ミッドソール３
の踵部位内部に設けた波形シート４による作用と相俟って踵安定性を一層向上できる。
【００５６】
  以上詳述したように、本発明に係るフットウエアの緊締構造によれば、必要最少限度の
構成要素により、フィット性、サポート性および安定性を向上できるようになる。
【産業上の利用可能性】
【００５７】
　以上のように、本発明に係る緊締構造は、サンダルおよびスポーツ用シューズを含むフ
ットウエアの緊締構造として有用である。
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