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(57)【要約】
履物類の本底にアッパーを固定する留め金具が開示され
ている。この留め金具は、解除可能なように相互に係合
する第一および第二の係合部品を備え、この係合部品の
一方はアッパーに装着されるとともに、他方は本底に装
着される。本底に装着された方の係合部品は、アッパー
に装着された方の係合部品をスライド可能に受け入れる
よう構成された収納部を規定する本体部を備える。この
収納部は、アッパーに装着された方の係合部品がそこを
通して動けるよう構成された開口部を有する。その部品
は又本底に隣接して配設される構成の底面を備える基部
を備える。本体部は、収納部の軸と開口部の中点を通過
して伸びる中心線を有する。本底に装着された方の係合
部品はさらに、本底に隣接して配設される構成の底面を
有する基部を備える。本体部は、本体部の中心線が、基
部の底面が形成する平面と鈍角を形成するように基部に
装着されている。戻り止めは又戻り止め部品の一方に取
り付けられたばね仕掛けの戻り止めを有する。戻り止め
は戻り止め部品のもう一方の上にある戻り止め受け入れ
収納部と連係して完全な係合位置に止め金具部品を解放
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本底を有する形式の履物類にアッパーを固定する留め金具であって、前記留め金具は、解
除可能に係合する第一および第二の係合部品を備え、前記第一の係合部品は前記アッパー
に装着されるとともに前記第二の係合部品は本底に装着され、前記第二の係合部品は、前
記第一の係合部品をスライド可能に受け入れるよう構成された収納部を規定する本体部を
備え、前記収納部は、前記第一の係合部品がそこを通して動けるよう構成された開口部を
有し、前記本体部は、前記収納部の軸と前記開口部の中点を通過して伸びる中心線を有し
、前記第二の係合部品は、前記本底に隣接して配設される構成の第一の面を有する基部を
さらに備え、前記基部の第一の面は、略々平面であり、前記本体部は、前記本体部の前記
中心線が、前記基部の第一の面の前記平面と鈍角を形成するよう構成されて前記基部に付
けられている留め金具。
【請求項２】
前記基部が、前記基部の第一の面の反対側に反対面を有し、前記基部の反対面は、前記基
部の第一の面に対して傾斜している請求項１に記載の留め金具。
【請求項３】
前記係合部品の一方に取り付けられたばね仕掛けの戻り止めであって、前記係合部品の他
方の戻り止め受け入れ収納部と連携して、前記第一の係合部品を前記収納部に解除可能に
保持する戻り止めをさらに備えた請求項１に記載の留め金具。
【請求項４】
履物は中底を備え、前記中底が前記基部の上部を覆うよう配設された請求項１に記載の留
め金具。
【請求項５】
前記鈍角が、１１０°よりも大きい請求項１に記載の留め金具。
【請求項６】
前記鈍角が、１１０°と１２０°の間にある請求項１に記載の留め金具。
【請求項７】
前記鈍角が、略々１１２°である請求項１に記載の留め金具。
【請求項８】
本底を有する形式の履物類のアッパーを固定する留め金具であって、前記留め金具は解除
可能に係合する第一および第二の係合部品を備え、前記第一の係合部品は前記アッパーに
装着されるとともに前記第二の係合部品は本底に装着され、前記第二の係合部品は、前記
第一の係合部品をスライド可能に受け入れるよう構成された収納部を規定する本体部と、
前記第一および第二の係合部品の一方に取り付けられたばね仕掛けの戻り止め手段と、前
記第一の係合部品を前記収納部に解除可能に保持するように前記第一および第二の係合部
品の他方に取り付けられた戻り止め受容手段を備える留め金具。
【請求項９】
前記収納部は、前記第一の係合部品がそこを通して動ける構成となっている開口部を有し
、前記第二の係合部品は、前記収納部の軸と前記開口部の中点を通って伸びる中心線を有
し、前記第二の係合部品はさらに基部を備え、前記基部は、本底に隣接して配設される構
成の第一の面を有し、前記基部の第一の面は、略々平面となっており、前記中心線が、前
記基部第一面の前記平面と鈍角を形成する請求項８に記載の留め金具。
【請求項１０】
前記基部が、前記基部第一面の反対側に反対面を有し、前記基部反対面は、前記基部第一
面に対して傾斜している請求項９に記載の留め金具。
【請求項１１】
履物は中底を備え、前記中底が前記基部を覆うように配設された請求項９に記載の留め金
具。
【請求項１２】
前記鈍角が、１１０°よりも大きい請求項９に記載の留め金具。
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【請求項１３】
前記鈍角が、１１０°と１２０°の間にある請求項９に記載の留め金具。
【請求項１４】
前記鈍角が、略々１１２°である請求項１に記載の留め金具。
【請求項１５】
前記戻り止めが、略々丸頭を備える請求項８記載の留め金具。
【請求項１６】
前記戻り止めが、前記第二の係合部品内の戻り止め収納ボア内に収納されるとともに、前
記戻り止めを前記戻り止め収納ボアに可動式に保持する手段を備える請求項８記載の留め
金具。
【請求項１７】
前記戻り止め収納ボアと、前記第二の係合部品の前記収納部との間には間隔があいている
請求項１６記載の留め金具。
【請求項１８】
前記戻り止め収納ボアが、前記収納部よりは深くなっている請求項１６記載の留め金具。
【請求項１９】
前記基部を前記本底に固定する手段をさらに備える請求項９記載の留め金具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、履物の留め金具に関し、特に履物のアッパーを取り外し可能に固定する留め金
具に関する。
【背景技術】
【０００２】
例えばサンダルやハイヒール底といった履物の外観を、通常、ストラップやバンドあるい
は同類の形のもので変えられるようにしたいという要望があることは、当該業者にとって
は公知のことである。そして、商業的に成功するためには、アッパーの端の本底への取り
付けおよび取り外しが容易に行え、しかも同時に、履く人の快適性を損なうことがなく、
しかもきちんと固定できるように結合できなければならない。さらに、結合システムとし
ては、この目的に沿った専用の本底を設計し、製造し、さらに品揃えするということは、
相当の製品のコストアップを招来することになるので、標準品の本底を使うことが望まれ
る。
【０００３】
例を挙げると、本底に形成された収納部に一つの部品を押し込むという付属品システムを
使うことが公知となっている。このシステムは、加えられるに耐えられようにすることが
できないという理由と、このようにするためには専用本底が必要となるという理由で望ま
しいものではない。
【０００４】
これまで用いられてきたもう一つの方法は、本底に溝を形成し、この溝でストラップの片
端に装着された部品をスライド可能に受け入れるというものである。ここでも強度が問題
になり、しかも本底は専用品となる。加えて、本底が足に合うようにするためには、従来
よりは幅広にしなければならず、ために、ある種の履物、特にファッション性の高い女性
用シューズには不向きなものとなってしまう。
【０００５】
これ以外にも、取り外し可能な部品の一つが本底に固定される形のものも含めて種々の結
合機構を用いることが試みられてきた。しかしながら、加えられるに十分耐えられる強度
を得ようとすれば、その機構は、足の下にふくらみを形成してしまったり、使用者が歩く
時に足の側面を擦るようになってしまうという理由で、履物を不快なものにしてしまい勝
ちである。
【発明の開示】
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明の第一の目的は、それゆえ、履物のアッパーを取り外し可能に固定し、加えられる
に十分耐え得る強度を備えつつも、履いていて心地よい留め金具を提供することである。
【０００７】
本発明のもう一つの目的は、履物のアッパーを取り外し可能に固定し、特別な工具なしに
本底からアッパーが簡単かつ素早く取り外せる留め金具を提供することである。
【０００８】
本発明のもう一つの目的は、履物のアッパーを取り外し可能に固定し、当該履物の外観を
損なうことのない留め金具を提供することである。
【０００９】
本発明のもう一つの目的は、履物のアッパーを取り外し可能に固定し、単純な設計で、製
品の大幅なコストアップを招くことのない留め金具を提供することである。
【００１０】
本発明のもう一つの目的は、履物のアッパーを取り外し可能に固定し、専用の本底を必要
としない留め金具を提供することである。
【００１１】
上記の同時係属出願には、上記の目的を満足することを目指した留め金具が記載されてい
る。しかしながら、該出願において開示されている留め金具は、履く人の快適性を損ない
、加えて、留め金具部品の締結をしっかりと保持し続けることができず、時として外れて
しまうということが判明した。本発明は、構造を改良し、これらの不都合を克服するもの
である。
【００１２】
一般に、これらの目的は、二つの部品より成る留め金具を使う本発明により達成され、こ
の留め金具においては、アッパーの片端に装着された部品が、本底に装着された留め金具
の部品の一部に形成された収納部に受け入れられ、ばね仕掛けの戻り止めによりこの収納
部の中に確実に保持される。本底に装着された留め金具の部品の一部の方は、この部品の
基部に対して鈍角となるよう位置し、そのためこの部分が足の妨げとならないようになっ
ている。加えて、この基部の上面は傾斜がついていて、かつ丸味を帯びていて、着用者の
快適性を一層増すものとなっている。
【００１３】
より具体的には、アッパーを履物類の本底に固定する留め金具が備えられている。この留
め金具は、第一および第二の係合部品から成る。この第一の係合部品はアッパーに装着さ
れている。第二の係合部品は本底に装着されている。第二の係合部品は、第一の係合部品
をスライド可能に受け入れるように構成された収納部を規定する本体部を備える。この収
納部は、第一の係合部品がそこを通して動ける開口部を有する。この本体部の中心線が、
該収納部の軸と該開口部の中点を通過して伸びている。第二の係合部品はさらに、本底に
隣接して配設される構成の第一の面を有する基部を備える。この基部の第一の面は、略々
平面となっている。第二の係合部品の本体部は、中心線が、基部の第一の面の平面と鈍角
を形成するように基部に付けられている。
【００１４】
また、この基部は、基部の第一の面の反対側に反対面を有する。この基部の反対面は、基
部の第一の面に対して傾斜している。
【００１５】
また、この留め金具は、第二の係合部品に取り付けられたばね仕掛けの戻り止めを備えて
いる。この戻り止めは、第一の係合部品の戻り止め受け入れ収納部と連携して、第二の係
合部品の収納部内に留め金具の第一の係合部品を解除可能に保持する。
【００１６】
また、履物は中底を備える。この中底は、留め金具の第二の係合部品の基部を覆うように
配設される。
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【００１７】
望ましくは、該鈍角は１１０°よりも大きい。より望ましくは、該鈍角は１１０°と１２
０°の間にある。最も望ましくは、該鈍角は略々１１２°である。
【００１８】
本発明の他の態様によれば、履物類の本底に、アッパーを固定する留め金具が備えられて
いる。この留め金具は解除可能なように係合する第一および第二の係合部品を備える。こ
の第一の係合部品はアッパーに装着されている。第二の係合部品は、本底に装着されてい
る。第二の係合部品は、第一の係合部品をスライド可能に受け入れるよう構成された収納
部を規定する本体部を有する。係合部品の一方には、ばね仕掛けの戻り止め手段が配設さ
れている。この戻り止めの受容手段が、係合部品の他方に配設されている。この戻り止め
手段と戻り止め受容手段は連携して、該収納部に第一の係合部品を解除可能に保持する。
【００１９】
該収納部は、第一の係合部品がそこを通して動ける構成となっている開口部を有する。第
二の係合部品の本体部は、収納部の軸と開口部の中点を通って伸びる中心線を有する。第
二の係合部品はさらに基部を備える。この基部は、本底に隣接して配設される構成の第一
の面を有する。この基部の第一の面は、略々平面となっている。本体部の中心線は、この
基部の第一の面の平面と鈍角を形成する。
【００２０】
この基部は、基部の第一の面の反対側に反対面を有する。この基部反対面は、基部の第一
の面に対して傾斜している。
【００２１】
履物はさらに中底を備える。この中底は、第二の係合部品の基部を覆うように配設される
。
【００２２】
望ましくは、該鈍角は１１０°よりも大きい。さらに望ましくは、該鈍角は１１０°と１
２０°の間にある。最も望ましくは、該鈍角は略々１１２°である。
【００２３】
該戻り止めは、実質的に丸頭を備える。該戻り止めは、第二の係合部品内の戻り止め収納
ボア内に収納される。該戻り止めをこの戻り止め収納ボア内に可動式に保持する手段が備
えられている。この戻り止め収納ボアと、第二の係合部品の本体部の収納部との間には間
隔があいている。望ましくは、該戻り止め収納ボアは、該収納部よりは深くなっている。
【００２４】
さらに、基部を本底に固定する手段が備えられている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
図１は、履物の本発明の留め金具の代表的な使い方を示す。然るに、当然のことであるが
、アッパーと本底を有する履物であればどのような種類であれ、本発明の留め金具を利用
することが可能である。
【００２６】
図１に示すように、本発明の留め金具は、２個の相互に係合可能な係合部品、第一の係合
部品１０と第二の係合部品１２より成る。望ましくは、係合部品１０と１２は、引っ張り
強さが200,000 lbs/psi以上あるステンレス鋼でできていて、各係合部品の最も薄い部分
においても、留め金具に大人によって加えられる力にも、破損することなく耐えられるよ
うになっている。
【００２７】
第一の係合部品１０は、靴のアッパーに結合されていて、図に示したケースでは、このア
ッパーは、説明用サンダルのストラップ１４である。しかしながら、当然のことであるが
、本発明の留め金具が用いられる靴の種類に応じて、婦人用のハイヒール靴のストラップ
、スニーカの上部、あるいはその他類似履物のように、アッパーは適宜相応する形態をと
り得る。
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【００２８】
第二の係合部品１２は、ここではサンダルの本底１６として示されているように、履物の
本底に固定されている。しかしながら、本底の形状は、関連する履物の種類に当然依存す
る。第二の係合部品１２は、本底１６の上面、または本底の上面にこの目的のために形成
された収納部に取り付けることも可能である。
【００２９】
ここで図２および図６を参照すると、留め金具の第一の係合部品１０は、端部部品１８、
２０を備えることに留意されたい。一本の棒２２が、端部部品１８、２０の間に置かれて
いる。棒２２から、空隙部２４により空間を置いて、一般的には矩形の部材２６がある。
部材２６も、端部部品１８、２０の間に置かれている。ストラップ１４の端は、図２に示
すように、空隙部２４を通って伸びていて、棒２２を取り巻くように、それ自身に接着ま
たは縫い付けられている。
【００３０】
オス相互係合要素２８が、部材２６の底面２５の下方に置かれている。要素２８は、部材
２６の底面２５に、一段薄い首部３２により結合された、細長くて通常円筒状の部品３０
より成る。首部３２は、円筒状部品３０を部材２６の底面に間を空けて結合するためのも
のである。
【００３１】
留め金具の第二の係合部品１２は、本体部３３と基部３４を備える。本体部３３は、通常
円筒状をしている細長い内部を有するとともに後端が開口部となっている収納部３６を備
え、留め金具の第一の係合部品１０の部品３０が、本底平面に略々平行に収納部３６へ入
る場合に、この収納部３６の開口部後端を通して部品３０を受け入れる。
【００３２】
図面では、要素２８は、留め金具の第一の係合部品１０の一部として、また、本体部３３
の収納部３６は第二の係合部品１２の一部として描かれているが、当然のことながら、要
素２８と収納部３６は相互に入れ替え可能で、要素２８を留め金具の第二の係合部品１２
の一部とし、収納部３６を第一の係合部品１０の一部としてもよい。
【００３３】
加うるに、図面では、要素２８の部品３０は、円筒状に描かれ、本体部３２は、円筒状で
ある収納部３６を規定するように描かれているが、当然ながら、部品３０は、収納部３６
が対応する断面形状を有する限り、三角形、正方形、長方形などの任意の断面形状であっ
てもよい。
【００３４】
これも当然のことであるが、留め金具のオス部品を、後からメス部品に滑らせ入れること
が望ましいので、アッパーの反対側にも鏡面対称となるように留め金具を使用することが
望ましい。
【００３５】
図６と図７に最もよく表わされているように、要素２８は、棒２２の軸方向に沿って細長
くなっているが、第一の係合部品１０の全長に及ぶものではない。実際には、要素２８の
前端は、第一の係合部品１０の端部部品１８の平面からは間隔が空いていて、第一の係合
部品１０の底面２５の一部３７が露出するようになっている。第一の係合部品１０の底面
２５の露出部３７には、第一の係合部品１０の軸に対して横方向に拡がるアーチ状の窪み
３８がある。
【００３６】
図７に示すように、第二の係合部品１２の本体部３３の前端は、円筒状ボア４０を有する
。ボア４０は、ばね仕掛けの戻り止め４２を可動式に受け入れる構成となっている。ボア
４０は、収納部３６の深さよりも幾分深くなっていることが望ましい。
【００３７】
戻り止め４２は、一般に『キノコ形』円筒状要素であって、アーチ状または丸状の頭４４
が付いている。戻り止め４２は金属製またはプラスチック製でよい。この戻り止めは、内
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部収納部４６を有し、この内部収納部４６にばね４８が収納されている。ばね４８は、留
め金具の係合部品が完全に係合された位置で確実に保持するよう、戻り止めに十分な力を
及ぼすために、ステンレス鋼でできていなければならない。
【００３８】
頭４４は、第一の係合部品１０との接触面を極大化するため外形が丸くなっていて、留め
金具の両係合部品が完全に係合された位置に保持されるようにする。頭４４が湾曲してい
ることは、両係合部品が相互にスライドする場合に、戻り止めが邪魔にならないよう戻り
止めをカム運動させ、留め金具の両係合部品の装着および取り外しを容易にする。
【００３９】
戻り止め４２はさらに、円周方向に溝５０も有する。突起部５２が、ボア４６の壁から内
側方向に張り出ていて、戻り止めの円周方向の溝５０に受けられて、ボア内に戻り止めを
可動式に保持し、戻り止めが、ばね４８の力に抗して押し込まれ、頭４４の上部が本体部
３３の上面の略々同一平面状にある位置と、頭４４が本体部３３の面よりは上にある張り
出た位置との間で動けるようになっている。
【００４０】
図７は、戻り止め４２が最も張り出た位置にあることを示し、頭４４は第一の係合部品１
０の底面にある窪み３８に収まっている。要素２８の部品３０が、第二の係合部品１２の
本体部３３内の収納部３６内にスライド可能に完全に受け入れられるとともに、頭４４が
、ばね４８によりその位置の方向に押し出され、第一の係合部品１０を第二の係合部品１
２に『ロック』または保持する。ばね４８は、戻り止め４２を窪み３８に留め、その結果
留め金具の両係合部品が相互係合を保つのに十分な強さを持っているが、第一の係合部品
１０の軸方向に沿って、収納部３６の開口部端方向に向けて強い力が加わると、収納部３
６から要素２８を引き抜くために、戻り止め４２が邪魔にならないようにカム運動をして
、第一の係合部品を第二の係合部品から取り外し、かくして、サンダルの本底からサンダ
ルのストラップ（アッパー）が取り外される。
【００４１】
円周方向戻り止め溝５０と張り出し部５２は連携してボア４０内の戻り止め４２の上方へ
の動きを制限する。かくして、留め金具の両係合部品が取り外されても、ばね４８は、戻
り止めをボアの外側に飛び出させることができない。
【００４２】
図３および図４に最も良く表わされているように、第二の係合部品１２の本体部３３の収
納部３６は、首部を有し、この首部は、第一の係合部品１０の要素２８の首部３２に略々
対応する寸法を有する。本体部３３の、間を置いて対向する縁５４と５６は、この首部と
収納部３６の開口部上面を規定していて、部品３０がスライド可能に収納部３６に受け入
れられる場合に、第一の係合部品１０が、収納部３６を通って動けるようになっている。
【００４３】
本発明の重要な特徴は、本体部３３が、第二の係合部品３２の基部３４の底面５８の平面
とは鈍角を形成している点にある。さらに具体的に述べれば、収納部３６の軸６２と、縁
５４、５６の間のギャップの中点とを通って伸びる線６０は、基部３４の底面５８の平面
と交わり、図４の円弧６４で示されるように鈍角を形成する。
【００４４】
この鈍角は、望ましくは１１０°よりも大きく、さらに望ましいのは、１００°と１２０
°の間であり、最も望ましいのは、略々１１２°である。留め金具の両係合部品が、基部
の底面の平面で１１０°よりも小さい角度、例えば９０°で交わると、着用者が自分の重
量を本底にかけたときに足６６側面の邪魔になるとともに、そこを擦ることになり、足が
不快となるから、この特徴は重要である。ウォーキングのように、足が支える繰返し荷重
は、激しい不快感をもたらし、足の細胞組織を損傷することすら有り得、この特徴を持た
ない留め金具は事実上使用不可能なものとなる。
【００４５】
本発明においては、留め金具の係合部品の本体部に、基部平面に対して上述のように外側
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に向けて角度をつけることは、本底の外縁の上向き曲率を補正する。加うるに、図５に見
られるように、この角度をつけることによって、足６６の表面を留め金具の係合部品本体
部から離すための空間が空き、係合部品の本体部は足に接触しない。
【００４６】
図４と図５は、基部３４の上面６８が、底面５８に対して傾いていることを示す。このよ
うに傾斜をつけることで、足の快適性を増している。
【００４７】
図２と図３は、基部３４に穴７０が設けられ、基部を本底１６に固定するための平釘７２
の軸が通るようになっていることを示す。望ましくは、３個の穴７０が三角形となるよう
に設けられ、３個の穴のうちの２個は、留め金具の係合部品の本体部から等しい距離に配
設される。固定するという目的を達成するための平釘以外の別の方法としては、接着や他
の従来からの留め具を用いてもよい。
【００４８】
図１、図２および図５に見られるように、着用者の快適性をさらに増すために、必要に応
じて、本底１５の上面で各留め金具の基部３４を覆うように固定された中底７４を用いて
もよい。中底７４は、望ましくは接着剤の層で適所に保持される。
【００４９】
当然のことではあるが、本発明は、履物類の本底にアッパーを固定する留め金具に関する
ものである。この留め金具は、解除可能なように相互に係合する第一および第二の係合部
品を備え、この係合部品の一方はアッパーに装着されるとともに、この係合部品の他方は
本底に装着される。本底に装着された方の係合部品は、アッパーに装着された方の係合部
品をスライド可能に受け入れるよう構成された収納部を規定する本体部を備える。この収
納部は、アッパーに装着された方の係合部品がそこを通して動けるよう構成された開口部
を有する。この本体部は、収納部の軸と開口部の中点を通過して伸びる中心線を有する。
本底に装着された方の係合部品はさらに、本底に隣接して配設される構成の底面を有する
基部を備える。本体部は、本体部の中心線が、基部の底面が形成する平面と鈍角を形成す
るよう構成されて基部に装着されている。
【００５０】
この基部は上面を有する。この基部上面は、基部底面に対して傾いている。
【００５１】
この留め金具はさらに、留め金具の一方の係合部品に取り付けられたばね仕掛けの戻り止
めを有する。この戻り止めは、留め金具の他方の係合部品の戻り止め受け入れ収納部と連
携して、留め金具の係合部品を完全に係合した位置に解除可能に保持する。
【００５２】
本発明の実施の形態としては、説明用として一つしか開示しなかったが、多くの修正を施
すことや変形を作ることが可能であることは明らかなことである。本発明は、上記した特
許請求の範囲に規定された本発明の範囲内にある修正や変形をすべて含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
これらの目的およびこれ以降出てくる目的に向けてなされた本発明は、添付図面に基づき
、以下の説明で詳細に述べられ、特許請求の範囲に列挙されているように、アッパーを取
り外し可能に固定する留め金具に関するものであり、添付図面においては、同一数字は同
一物を示す。
【００５４】
【図１】本発明の留め金具を有するサンダルの形態の履物類の等角投影図である。
【図２】本発明の留め金具の両係合部品を拡大した等角投影図で、外側に取り付けられた
留め金具の係合部品の基部を示す。
【図３】本発明の留め金具の片方の係合部品の基部の等角投影図で、基部の外側への取り
付け方を示す。
【図４】図３の４－４断面図である。
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【図５】図２に示す本発明の留め金具端部の拡大図で、留め金具の係合部品が相互に係合
された状態を示す。
【図６】アッパーに結合された留め金具の係合部品の正面図である。
【図７】留め金具の係合部品が相互に係合された状態での部分断面拡大図で、ばね仕掛け
戻り止めを詳細に示す。

【図１】

【図２】

【図３】
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