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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上向きの前端及び後端を有する細長いスキー本体を備えるスノースケートであって、
　前記スキー本体が、
　ａ）前記前端及び後端の中間にある上面へ靴を解放可能に固着する靴ビンディングを受
けるのに適した前記上面と、
　ｂ）中央の全般に平坦なゾーン、及び、前記平坦なゾーン前方の、エッジの突出が増大
する第１ゾーンを有する基底面と、
　ｃ）前記基底面の対向側面に沿って伸長する長手方向エッジと
を備え、
　前記基底面の下の前記エッジの深さは、前記平坦なゾーンから前記平坦なゾーン前方の
エッジの突出が増大する前記第１ゾーンに向かって連続的に増大し、
　前記基底面は、前記平坦なゾーン後方にエッジの突出が増大する第２ゾーンを更に備え
、前記基底面の下の前記エッジの深さは、前記平坦なゾーンからエッジの突出が増大する
前記第２ゾーンに向かって連続的に増大する
前記スノースケート。
【請求項２】
　上向きの前端及び後端を有する細長いスキー本体を備えるスノースケートであって、
　前記スキー本体が、
　ａ）前記前端及び後端の中間にある上面へ靴を解放可能に固着する靴ビンディングを受
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けるのに適した前記上面と、
　ｂ）中央の全般に平坦なゾーン、及び、前記平坦なゾーン前方の、エッジの突出が増大
する第１ゾーンを有する基底面と、
　ｃ）前記基底面の対向側面に沿って伸長する長手方向エッジと
を備え、
　前記基底面の横方向凹部は、前記平坦なゾーンからエッジの突出が増大する前記第１ゾ
ーンに向かって連続的に増大し、
　前記基底面は、前記平坦なゾーン後方にエッジの突出が増大する第２ゾーンを更に備え
、前記基底面の横方向凹部は、前記平坦なゾーンからエッジの突出が増大する前記第２ゾ
ーンに向かって連続的に増大する
前記スノースケート。
【請求項３】
　前記基底面は、前記平坦なゾーンにおいて横断面図で僅かに凹状である請求項１又は２
に記載のスノースケート。
【請求項４】
　前記エッジは、前記平坦なゾーンにおいて横断面図で前記基底面の下に僅かに突き出る
請求項１又は２に記載のスノースケート。
【請求項５】
　前記エッジは、長手方向にロッカ湾曲を有する請求項１又は２に記載のスノースケート
。
【請求項６】
　前記基底面は、前記平坦なゾーンを通り長手方向に続く中央凸状隆起（ｒｉｄｇｅ）を
有する請求項１又は２に記載のスノースケート。
【請求項７】
　エッジの突出が増大する前記第１ゾーンは、スノースケートが使用中である時に、使用
者の足の拇指球の下に全般的に位置する請求項１又は２に記載のスノースケート。
【請求項８】
　エッジの突出が増大する前記第２ゾーンは、スノースケートが使用中である時に、使用
者の足のかかとの下に全般的に位置する請求項１又は２に記載のスノースケート。
【請求項９】
　前記スキー本体の長さは、使用者の靴の長さよりも著しく大きくない請求項１又は２に
記載のスノースケート。
【請求項１０】
　前記後端は、上向きである請求項１又は２に記載のスノースケート。
【請求項１１】
　前記基底は、円筒型のレーリングの表面を受けるための大きさに作られかつ造形された
横方向通路を備える請求項１又は２に記載のスノースケート。
【請求項１２】
　固着されたスノーボードビンディングを備える請求項１又は２に記載のスノースケート
。
【請求項１３】
　前記平坦なゾーン後方のエッジの突出が増大する前記第２ゾーンにおける前記基底の下
の前記エッジの深さは、エッジの突出が増大する前記第１ゾーンにおける前記基底の下の
前記エッジの深さより小さい請求項１に記載のスノースケート。
【請求項１４】
　前記平坦なゾーン後方のエッジの突出が増大する前記第２ゾーンの横方向凹部は、エッ
ジの突出が増大する前記第１ゾーンの横方向凹部より小さい請求項２に記載のスノースケ
ート。
【請求項１５】
　上向きの前端及び後端を有する細長いスキー本体を備えるスノースケートであって、
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　前記スキー本体が、
　ａ）前記前端及び後端の中間にある上面へ靴を解放可能に固着する靴ビンディングを受
けるのに適した前記上面と、
　ｂ）中央の全般に平坦なゾーン、及び、前記平坦なゾーン前方の、エッジの突出が増大
するゾーンを有する基底面と、
　ｃ）前記基底面の対向側面に沿って伸長する長手方向エッジと
を備え、
　前記基底面の下の前記エッジの深さは、前記平坦なゾーン前方のエッジの突出が増大す
る前記ゾーンにおいて前方向に連続的に増大し、
　接線角度が、前記平坦なゾーンの前方の特定距離で対向する前記長手方向エッジ上の対
応する最下点の間で延びる横方向水平線と、前記基底面により、前記平坦なゾーン前方の
前記特定距離で、形成され、
　前記長手方向エッジに隣接する領域における前記水平線と、前記基底面により形成され
る前記接線角度は、４５度より大きく、前記平坦なゾーン前方のエッジの突出が増大する
前記ゾーン内で、増大し、
　前記基底面は、前記平坦なゾーン後方にエッジの突出が増大する第２ゾーンを更に備え
た、
前記スノースケート。
【請求項１６】
　前記スキー本体の長さは、使用者の靴の長さよりも著しく大きくない請求項１５に記載
のスノースケート。
【請求項１７】
　上向きの前端及び後端を有する細長いスキー本体を備えるスノースケートであって、
　前記スキー本体が、
　ａ）前記前端及び後端の中間にある上面へ靴を解放可能に固着する靴ビンディングを受
けるのに適した前記上面と、
　ｂ）中央の全般に平坦なゾーン、及び、前記平坦なゾーン前方の、エッジの突出が増大
する横方向凹部のゾーンを有し、それにより、前記平坦なゾーン前方の前記基底面におい
て横方向凹部を形成する基底面と、
　ｃ）前記基底面の対向側面に沿って伸長する長手方向エッジと
を備え、
　前記平坦なゾーン前方の前記基底面の前記横方向凹部は、前記平坦なゾーン前方のエッ
ジの突出が増大する前記ゾーンにおいて、前方向に連続的に増大し、
　接線角度が、前記平坦なゾーンの前方の特定距離で対向する前記長手方向エッジ上の対
応する最下点の間で延びる横方向水平線と、前記基底面により、前記平坦なゾーン前方の
前記特定距離で、形成され、
　前記長手方向エッジに隣接する領域における前記水平線と、前記基底面により形成され
る前記接線角度は、４５度より大きく、前記平坦なゾーン前方のエッジの突出が増大する
前記ゾーン内で、増大し、
　前記基底面は、前記平坦なゾーン後方にエッジの突出が増大する第２ゾーンを更に備え
た、
前記スノースケート。
【請求項１８】
　前記スキー本体の長さは、使用者の靴の長さよりも著しく大きくない請求項１７に記載
のスノースケート。
【請求項１９】
　固着されたスノーボードビンディングをさらに備える請求項１５に記載のスノースケー
ト。
【請求項２０】
　固着されたスノーボードビンディングをさらに備える請求項１７に記載のスノースケー
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ト。
【請求項２１】
　前記長手方向エッジに隣接する領域における前記水平線と、前記基底面により形成され
る前記接線角度は、６０度より大きく、前記平坦なゾーン前方のエッジの突出が増大する
前記ゾーン内で、増大する請求項１５に記載のスノースケート。
【請求項２２】
　前記長手方向エッジに隣接する領域における前記水平線と、前記基底面により形成され
る前記接線角度は、６０度より大きく、前記平坦なゾーン前方のエッジの突出が増大する
前記ゾーン内で、増大する請求項１７に記載のスノースケート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雪に覆われたスロープを降りる装置に係り、特に、スノースケートのデザイ
ン及び構成の分野に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のスノースキーは、概して１メートルを超える長さを有する。「スキーボード」、
スノーブレーズ（商標）又はビッグフット（商標）スキーと呼ばれる６０～１００ｃｍの
短いスキーは、スキーの経験を失わないことを望むが、より容易に操作できるスキーによ
ってそれを望むスキーヤに、新型商品として人気がある。それらは、硬い又は凍結した条
件で、制御することが困難な傾向がある。その上、スキーボードは、そのサイドカットの
ために水平に乗った時にスピードを出すと不安定である。更に、それらは、使用者が、硬
い表面上で、直線又は様々な半径を有する弧を辿ることも、かつ急激に回転かつ停止する
ことも、又は加速することも可能にするアイススケートの性能を見習おうとしない。
【０００３】
　使用者の足よりもあまり長くない、スノースケートを設計する際に多くの試みがなされ
た。Ｋｉｎｓｌｅｙ米国特許第１８０２１１６号明細書は、雪又は氷上用のローラスケー
トに匹敵する長さを有し、かつビードエッジ及び中央ガイドを有するランナを有するスノ
ースケートを開示している。スケートは、雪上でランナの下面全体の上を滑走し、他方氷
上で、ビードエッジの上に乗る。１９５４年３月３日にＨｅｎｒｉｃｈに発行された仏国
特許第１０７１１４２号は、氷原、氷河等で使用し、かつ両方のエッジに沿って伸長する
下方に突き出た金属エッジを有する長さ５０～６５ｃｍのスキーを開示している。Ｐｅｒ
ｒｙ米国特許第３２９５８５９号明細書は、両方の側方エッジの底部に沿った溝を有する
長さ約９１．５ｃｍの金属スキーを開示している。Ｆｌｅｃｋｅｎｓｔｅｉｎへの米国特
許第４１８８０４６号明細書は、平坦な基底を有し、スキー曲芸用の金属エッジのない長
さ約５１ｃｍのプラスチックスキーを開示している。Ｇａｕｅｒ米国特許第４７０５２９
１号明細書は、枢転及び旋回を簡単にするために、基底が正面から背面に、かつ横方向に
実質的に凸状である、長さ約８０ｃｍの短いスキーを開示している。
【０００４】
　先行するスノースケートに関する課題は、硬い又は凍結した表面でも、軟らかい表面で
もスキーヤに適切な制御を与えないことである。従って、かかる表面で良好な操作特性を
有し、硬い表面でのアイススケートの性能特性を、種々の傾斜の雪に覆われた軟らかい表
面でのスキーの性能と組み合わせることができる一組のスノースケートが必要である。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　従って、本発明は、上向きの前端及び後端を有する細長いスキー本体を備えるスノース
ケートを提供し、スノースケートは、ａ）前記前端及び後端の中間にある上面へ靴を解放
可能に固着する靴ビンディングを受けるのに適した上面と、ｂ）中央の全般に平坦なゾー
ン及び平坦ゾーン前方の、エッジの突出が増大するゾーンを有する基底面と、ｃ）前記基
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底面の対向側面に沿って伸長する長手方向エッジを備え、前記基底の下の前記エッジの深
さは、前記平坦ゾーンからエッジの突出が増大する前記ゾーンに向かって連続的に増大す
る。
【０００６】
　好ましくは、基底面は、平坦ゾーン後方の、エッジの突出が増大する第２ゾーンを更に
備え、かつ基底の下のエッジ要素の深さは、平坦ゾーンからエッジの突出が増大する第２
ゾーンに向かって連続的に増大する。
【０００７】
　本発明の更なる側面によれば、上向きの前端及び後端を有する細長いスキー本体を備え
るスノースケートが提供され、スキー本体は、ａ）前端及び後端の中間にある上面へ靴を
解放可能に固着する靴ビンディングの受けるのに適した上面と、ｂ）中央の全般に平坦な
ゾーン及び平坦ゾーン前方の、エッジの突出が増大するゾーンを有する基底面と、ｃ）基
底面の対向側面に沿って伸長する長手方向エッジを備え、基底の横方向凹部は、平坦ゾー
ンからエッジの突出が増大するゾーンに向かって連続的に増大する。
【０００８】
　好ましくは、基底面は、平坦ゾーン後方の、エッジの突出が増大する第２ゾーンを更に
備え、かつ基底の横方向凹部は、平坦ゾーンからエッジの突出が増大する第２ゾーンに向
かって連続的に増大する。
【０００９】
　好ましくは、エッジはスノースケートの全長にわたってロッカが付けられる（ｒｏｃｋ
ｅｒｅｄ）。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明の好適な実施形態を開示する図面は以下に記載される。
　本発明のより徹底的な理解を与えるために、下記の記載を通して、特定の細部が示され
る。しかしながら、本発明は、これらの細目なしに実行され得る。他の場合に、周知の要
素は、本発明を不必要に判りにくくすることを避けるために、詳細に示さなかった、又は
記載しなかった。従って、明細書及び図面は、限定的であるよりも、説明的な意味で考慮
されるべきである。
【００１１】
　図１は、本発明のスノースケート１０の一つを図示する。スノースケートは、対で使用
され、右及び左のスケートは、好ましくは同一である。各スノースケートは、好ましくは
中央縦軸に対して対称である。各スノースケートは、スキー部材１２と、ねじ又はその他
の締め具によって通常の方法でスキー１２の上面１６に固着される靴ビンディング１４を
備える。好ましくは、４ｃｍの間隔をあけられた、ビンディングの取り付けボルトと結合
する二列の標準スノーボードビンディング６ｍｍステンレス鋼ねじ付きＴ字ナットインサ
ート２８が、使用される。スキー１２は、前方上向きシャベル又は先端１８と、後方上向
き先端２０を有し、前方先端は、好ましくは後方先端よりも多少高い。上向き後方先端２
０は、スキーが後退することを可能にするが、後退運動が必要でないなら、上向きである
必要はない。スキー１２は、一般的に垂直側壁２２を有しても良く、他方上面１６は、一
般的に平坦である。スキー１２の長さは、両端で使用者の靴よりも多少（一般的に数イン
チ）長く、好ましくは約３６～５１ｃｍ（１４～２０インチ）で、最大の長さが約２５イ
ンチである。標準のスノーボードビンディングが、側壁２２を超えて伸長しないように、
好ましくは幅が約１３～１８ｃｍ（５～７インチ）である。スキー１２は、スキー靴での
使用のために僅かに狭くても良く、子供用の小さく（２０～４１ｃｍ／８～１６”の長さ
に及ぶ）、狭い（～１０ｃｍ／４”の幅）型が、供給されても良い。好ましくは、図４に
関して以下に記載するように、スキー１２は、前方から後方へ、エッジの僅かなロッカ（
ｓｌｉｇｈｔ　ｒｏｃｋｅｒ）又は逆キャンバを有する。
【００１２】
　図２及び３は、スキー１２の基底２４の特徴を図示する。基底２４は、好ましくは全般
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的に平行な金属側方エッジ２６を有する。エッジは、前端及び後端１８、２０で上向くに
つれ、中央線に向かって僅かに収束しても良い。金属エッジ２６は、タブ若しくは穴又は
スキーの構成層に締め付ける、又は結合するその他の手段を有する標準鋼エッジである。
狭いエッジ頂点が作成されることを可能にするために、エッジは、構成中、強化用繊維布
／エポキシマトリックスに、水平よりもむしろ垂直に取り付けられても良い。炭素鋼のエ
ッジが好ましいが、エッジを研ぐこと、及び保持することが可能である、その他の硬質金
属又は合成物質も、適し得る。基底２４は、好ましくはエッジ２６に対して全般的に凹状
である、滑らかに変化する外形を有する。最も重要なことであるが、以下でより詳細に記
載するように、基底２４の凹部の程度は、基底２４の中央部分で最小であり、両端１８、
２０に向かって、かつ最も有意義には前端１８に向かって増大する。基底２４は、雪中の
進行を補助し、かつ過剰なエッジ貫入からの抗力を減少させるために使用者の体重を支え
ることを補助するために、中央凸部２７、又はその他の中央の特徴を有しても良い。図１
４～１９に図示したようなその他の側面も、直線の進行を改善するために可能であり、例
えば基底面内又は上の長手方向の溝、トラフ（ｔｒｏｕｇｈｓ）、ステップ（ｓｔｅｐｓ
）又はビード（ｂｅａｄｓ）である。
【００１３】
　図４及び５に関して、靴３０は、ビンディング１４に取り付けて示す。ビンディング１
４は、使用者の足のかかと１が、図４のゾーンＣにほぼ中心を置かれて位置し、かつ使用
者の足の拇指球２（ｂａｌｌ　２　ｏｆ　ｕｓｅｒ’ｓ　ｆｏｏｔ）が、図４のゾーンＢ
にほぼ中心を置かれて位置するように位置付けられる。図５に図示するように、スキー１
２の基底２４（点線の輪郭で示す）及びエッジ２６は、図５に示す間隙Ｘのために、スキ
ーが平坦ゾーンＡにわたって体重をかけられる時に、咬合せずにスキーが横滑りすること
、又はスライドリップする（ｓｌｉｄｅｌｉｐ）こと、又は斜めにすべることを可能にす
るために、僅かなロッカ又は逆キャンバを有する。エッジ２６は、（図５に示し、以下に
記載するように）平坦ゾーンの全長にわたって平坦であっても良く、次に足の拇指球及び
かかとの点で前方及び後方に向かって僅かに上向きの湾曲を開始する。足底弓の前及び後
の僅かなロッカは、基底の増大する凹部と組み合わせて、スキーがスピードを出して傾く
時、雪中で回転の向きを変えることを補助する、長手方向に基底面の顕著な湾曲を作り出
す。スノースケートの基底エッジ２６の僅かなロッカは、スノースケータが、好ましくは
スノースケートの中央平坦ゾーンＡに、又は更には「咬合ゾーン」Ｂに向かって滑らかな
移行で体重を所望の通りに集中させるために、重心／バランスポイントの中心の僅かな移
動を使用することも可能にする。僅かなロッカを有することにより、基底及び滑動面の任
意の所与の支承点の前方及び後方のエッジの接触面は、硬い凍結した表面から離れて持ち
上げられ、使用者は、雪に覆われたスロープでのスノースケートの基底の特定区域の種々
の進行及び保持特性を用いることが可能である。
【００１４】
　図４の等高線３２は、基底２４の凹部が、中央平坦ゾーンＡで最小であり、かつ前方及
び後方咬合ゾーンＢ及びＣの両端に向かって最大であり、かつ移行ゾーンＤで最低及び最
高凹部の間で移行することを図示する。前方及び後方先端１８、２０は、好ましくは断面
が平坦であるが、凹部増大は、基底及びエッジの上向きが増大するにつれて生じる。図６
は、好ましい実施態様の平坦ゾーン中心の近くの断面図を示す。好ましくは、平坦ゾーン
Ａの中心でさえも横方向に僅かな凹部があり、エッジ２６のみが中央ゾーンＡの硬い凍結
した表面と接触するように、エッジ２６は基底２４よりも僅かに大きな深さまで伸長する
。図７は、移行ゾーンと隣接する平坦ゾーンのエッジでの断面図を示す。図８は、移行ゾ
ーンが咬合ゾーンに重なる断面図を示し、かつ図９は、最大凹部での断面図及び咬合ゾー
ンでの結果として生じる咬合を示す。図示したように、基底の凹部、すなわち基底２４に
対するエッジ２６の深さは、基底２４の両端に向かって連続的に増大する。図６～図９に
示した好ましい実施態様において、水平線に対する基底隣接エッジ２６の領域Ｅの傾斜は
、平坦ゾーンＡの中央領域で２５又は３０度未満、かつ好ましくは１０度未満から、咬合
ゾーンＢで４５度を超えるまで、かつ好ましくは６０度を超えるまで増大する（図４）。
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好ましくは後方咬合ゾーンＣは、前方ゾーンＢよりも小さい咬合度を有し、傾斜角Ｅは、
例えば４５度までである。同時に、平坦ゾーン５でのエッジ２６は、基底２４の平面から
僅かに垂直に突き出る（図２２Ｂ参照）。同様に、エッジ２６の平面に対する基底２４の
凹状区域の深さＺは、平坦ゾーンＡから咬合ゾーンＢに増大する。図６の深さＺは、約３
／１６インチであっても良く、図９では１／２インチに増大する。平坦ゾーンＡでの深さ
Ｚの範囲は、０～１／２インチであっても良く、かつ咬合ゾーンＢでは、３／８インチ～
１．５インチであっても良い。図７～図９の点線は、凹部の程度が前方向でどのように増
加するかに関する３つの応用例も示す。
【００１５】
　図１０Ａ～図１０Ｃに示すように、最も簡単な実施態様において、基底２４は、湾曲又
は体形に合わせたというよりも平坦であっても良い。図１０Ａは、図４の線６－６に沿う
ような、平坦ゾーンの中心を通る断面図である。図１０Ｂは、エッジ２６の増大する突出
又は深さを示す、図４の線８－８に沿うような、移行ゾーンを通る断面図である。図１０
Ｃは、エッジ２６の最大の突出又は深さを示す、図４の線９－９に沿うような、咬合ゾー
ンを通る断面図である。
【００１６】
　図１１Ａ～図１１Ｅに示すように、更なる実施態様において、基底２４は、図１０より
も、基底２４からエッジ２６までの滑らかな移行を与える単純な湾曲を有しても良い。図
１１Ａは、図４の線６－６に沿うような、平坦ゾーンの中心を通る断面図である。図１１
Ｂ、図１１Ｃ及び図１１Ｄは、エッジ２６の増大する突出又は深さを示す、移行ゾーンを
通る断面図である。図１１Ｅは、エッジ２６の最大の突出又は深さ、及び横方向凹部の最
大の展開を示す、図４の線９－９に沿うような、咬合ゾーンを通る断面図である。
【００１７】
　図１２Ａ～図１２Ｆに示すように、更なる実施態様において、基底２４は、図１０より
も、基底２４からエッジ２６までの滑らかな移行を与え、かつ前方横方向凹部及びエッジ
の前方突出又は深さが後方咬合ゾーンよりも大きい、図１１のそれに類似した単純な湾曲
を有しても良い。図１２Ｄは、図４の線６－６に沿うような、平坦ゾーンの中心を通る断
面図である。図１２Ｂ及び図１２Ｃは、増大する傾斜角Ｅ、及びエッジ２６の突出又は深
さを示す、前方移行ゾーンを通る断面図である。図１２Ａは、エッジ２６の最大の突出又
は深さを示す、図４の最も右側の線９－９に沿うような、前方咬合ゾーンを通る断面図で
ある。図１２Ｅは、前方咬合ゾーンよりも、エッジ２６の比較的小さな増大する突出又は
深さ、及び小さな増大する凹部を示す、後方移行ゾーンを通る断面図である。図１２Ｆは
、図４の最も左の線９－９に沿うような後方咬合ゾーンを通る断面図である。
【００１８】
　図１３Ａ～図１３Ｆに示すように、更なる実施態様において、エッジ２６は、基底２４
の増大する湾曲を辿ることができる。図１３Ａは、ビンディング１４を受ける平坦部分２
９を有する、図４の線６－６に沿うような、平坦ゾーンの中心を通る断面図である。図１
３Ｂ～図１３Ｅは、基底２４の増大した撓み及び湾曲による、増大する凹部及びエッジ２
６の突出又は深さを示す、移行ゾーンを通る断面図である。図１３Ｅは、最大の凹部及び
エッジ２６の突出又は深さを示す図４の線９－９に沿うような、咬合ゾーンを通る断面図
である。あるいは、基底と比較したエッジの増大する露出は、断面が真直ぐ又は湾曲した
エッジで、エッジを基底と一列に並べたままにしながら、水平線からのエッジ２６の角度
を増大させることによって達成することができる。例えば傾斜Ｅ内の区域は、咬合ゾーン
に向かって断面が増大する湾曲を有していても良い。図１３Ａ～図１３Ｅは、エッジ２６
が射出成形プラスチックのような、スキー１２の本体と同じ材料から形成される実施態様
も示す。図１３Ｆは、鋼エッジインサート２６を示す。図１３Ｅは、標準のスノーボード
ビンディング以外の靴ビンディングを受けるために与えられ得る、持ち上がったフランジ
１７を示す。
【００１９】
　本発明は、凹部、エッジの突出又は深さ、又は基底の有効な「咬合」の増大が中央平坦
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ゾーン前方にのみ存在する場合でも機能するが、この基底凹部、エッジの突出又は深さの
増大を、前及び後方向の両方に有することが好ましい。このことにより、枢転する傾向が
回避され、かつ一般的により良好な進行、及びより優れた制御が使用者にもたらされる。
【００２０】
　図１４～図２４は、底面図及び断面図での基底２４の代替的側面を示す。図１４で、図
１４Ａは、線Ｊ－Ｊに沿った断面図であり、図１４Ｂは、進行を向上させるためにステッ
プ又はスロットが与えられる、線Ｋ－Ｋに沿った５つの異なる断面図を示す。図１４Ａは
、繊維複合材料側壁７９と組み合わせた木製コア中央部分７７を示す。図１５で、線Ｌ－
Ｌに沿った２つの可能な断面図を図１５Ａに示し、シングルステップ及びダブルステップ
エッジを示し、かつ図１５Ｂは、線Ｍ－Ｍに沿った断面図で取った平坦ゾーンでの中央溝
又は複数の溝を示す。図１６で、線Ｎ－Ｎに沿った断面図を図１６Ａに示し、線Ｏ－Ｏに
沿った断面図を、図１６Ｂに示し、これは中央凸部、及びビード又は複数の進行ビードを
有し、かつ線Ｐ－Ｐに沿った断面図を図１６Ｃに示し、それによりキールが減少する中央
凸部から展開され得る。図１７で、線Ｑ－Ｑに沿った断面図を図１７Ａに示し、線Ｒ－Ｒ
に沿った断面図を図１７Ｂに示し、かつ線Ｓ－Ｓに沿った断面図を図１７Ｃに示し、それ
により平坦ゾーンの中央平坦区域が、前方向に増大した凹部及びエッジの突出を与えるた
めに減少する。図１７Ａの点線は、展開し得る中央キールを示す。図１８で、線Ｔ－Ｔに
沿った断面図を図１８Ａに示し、線Ｕ－Ｕに沿った断面図を図１８Ｂに示し、かつ線Ｖ－
Ｖに沿った断面図を図１８Ｃに示し、それにより進行及び追加の咬合のために後方キール
８８を与えるために中央平坦ランナの幅が減少する。図１８Ａは、頂部構造シート８０、
ハニカムコア８２、基底構造シート８４、Ｐ－ｔｅｘ基底８６及びエッジ２６を示す。図
１９で、線ａ－ａに沿った断面図を図１９Ａに示し、線ｂ－ｂに沿った断面図を図１９Ｂ
に示し、線ｃ－ｃに沿った断面図を図１９Ｃに示し、かつ線ｄ－ｄに沿った断面図を図１
９Ｄに示し、それにより中央のＶ字形ランナは、狭まるキールとして前方及び後方に向か
って減少する。図２０で、線ｅ－ｅに沿った断面図を図２０Ａに示し、線ｆ－ｆに沿った
断面図を図２０Ｂに示し、線ｇ－ｇに沿った断面図を図２０Ｃに示し、かつ線ｈ－ｈに沿
った断面図を図２０Ｄに示し、ここで深く彫った前方及び後方凹部は、平坦ゾーンを通る
より浅く、より狭い中央トラフとして閉じ込められる。図２１で、線ｉ－ｉに沿った断面
図を図２１Ａに示し、線ｊ－ｊに沿った断面図を図２１Ｂに示し、線ｋ－ｋに沿った断面
図を図２１Ｃに示し、かつ線ｌ－ｌに沿った断面図を図２１Ｄに示し、ここで側方エッジ
は、基底面に展開し、かつ深く彫った前方及び後方凹部は、平坦ゾーンを通るより浅く、
より狭い中央トラフとして閉じ込められる。点線は、代替的な基底の外形を示す。図２２
で、線ｍ－ｍに沿った断面図を図２２Ａに示し、線ｎ－ｎに沿った断面図を図２２Ｂに示
し、かつ線ｏ－ｏに沿った断面図を図２２Ｃに示し、該図は、エッジ２６に直接隣接した
平坦ゾーン内の傾斜Ｅが、その領域内のエッジが基底２４から僅かにのみ突き出る幾つか
の実施態様において、どのように大きくなり得るかを図示し、かつ前方咬合ゾーンよりも
後方咬合ゾーンにおいて低い程度のエッジ隆起及び横方向凹部も示している。図２３は、
前方先端で収束しない、真直ぐな平行エッジ２６を有する実施態様を図示する。図２４は
、側方エッジ２６の不連続部５０、及びスケータが、テレインパークに備えられるような
一本のレール又は一対のレールに沿って乗っている間に、バランスを取り、かつ横に滑動
することを可能にするグラインドプレートの役目を果たす凹部５２を図示する。
【００２１】
　本発明のスノースケートスキー１２は、修正した既存のスノーボード／スキー製造方法
及び材料を使用して製造され得る。スキーの丘で使用するためには、大部分のスノーボー
ドビンディングに取り付けられ得る、鋼エッジをつけた、強い、軽量の構成物としてスノ
ースケートを製造することが好ましい。標準の４×４ｃｍのパターンで、ステンレス鋼Ｔ
字ナットスノーボードビンディングインサートを受けるために貫通された、蒸気曲げされ
た、積層木材ストリップ（例えばトネリコ）が、スノースケートのコアを作るために使用
されても良い。次にこれは、炭素鋼エッジストリップを固定／結合するための形材に圧延
され、次にコアは、エポキシ樹脂マトリックス中の強化ガラス繊維布層によって被覆／包
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装される。保護装飾頂部シート及び低摩擦基底面層である。マッチドダイ熱／圧縮成形，
又は樹脂トランスファー成形のような製造工程が、使用され得る。合成繊維（例えばガラ
ス繊維、炭素繊維、ケブラー（商標））布及びエポキシ、又はエポキシプリプレグ層が、
構造用サンドイッチ構成でのように、ハニカム材料又は積層木材ストリップの中央コアの
上のレイアップで使用され得る。適切な合成樹脂を木材コアの周りに射出することを含む
、成形リム構成も、図１４Ａに図示するように使用され得る。内部木材又はその他の合成
ストリンガによって中央が場合により補強される、ポリウレタンのような発熱発泡フォー
ミング合成樹脂も、修正したキャップ構成によるように、強化シート層によって包まれる
スノースケートの剛性中央コアを提供することができる。積層は、エラストマ層と、ばね
鋼、又はチタン、又はその他の適切な金属又は合金の層を更に備えることができる。また
その他の高度な複合及び工学的高分子熱硬化又は熱可塑性樹脂が、スキー１２を全体的又
は部分的に作り上げるために同様に使用され得る［図１４Ａ参照］。Ｔ字ナットインサー
トを受け、かつ更にそれらが応力を受けて取り去られることを防ぐために、適切な硬質材
料の、貫通した又は穿孔した強化シート又はプレートが、レイアップ中に加えられ得る。
技術的に公知なものの中で、スノースケート用の幾つかの適切な低摩擦基底面材料、仕上
げ、又は処理は、超高分子量ポリエチレン（ＵＨＭＷＰＥ）、焼結Ｐ－Ｔｅｘ（商標）、
熱溶融可溶性粉末ポリエチレン、ポリウレタン、ＡＢＳである。適切な熱可塑性樹脂（例
えば、ポリエチレン、ＡＢＳ）又は繊維強化熱可塑性樹脂又は合金が、スノースケートの
子供用の形、又はそれ以外ではスキーの丘と離れた、雪に覆われた地面での使用を対象と
した形を作ることに関して、押出吹込成形又は射出成形を経てむしろ使用され得る。付着
したプラスチックラチェットタイプのバックル又はナイロンストラップ／ベルクロ（商標
）ビンディングが、ビンディングを足首の周りに固着するために、スキーの頂部面に適切
なヒールストップを有する、スキー１２のかかる玩具モデルに使用され得る。スノースケ
ートは、中央が剛性であるべきであるが、スケーティングをして、雪に覆われた地面で咬
合ゾーンを前方に出す時に、ばね／反跳の機械的利点を得るために、かつ運動時及び激し
い制動中での衝撃吸収のために、足の拇指球前方（及びかかの後方）で僅かに可撓性にな
る。屈曲特性は、積層端部に向かって減少する厚さのコアを有する構造サンドイッチ構成
に関して、スノースケートを中央で厚くし、かつ前方及び後方シャベル部分に向かって薄
くすることによって達成され得る。衝撃吸収は、スキー１２の構成内でのエラストマシー
ト層の使用によって促進され得る。咬合ゾーンの下向き傾斜領域Ｅは、本質的に構造を剛
化するが、より曲げやすい積層又は材料の側方での使用［図１４Ａ参照］、及びセグメン
ト化されたエッジストリップの使用は、スキー１２がスノースケートの前方及び後方に向
かって僅かに曲がることをより良く可能にできる。僅かなロッカが、咬合ゾーンから平坦
ゾーンへ向かう、スノースケートの全長にわたって望ましい。
【００２２】
　もう一つの実施態様において、スノースケートは、鋼又はその他の適切な金属（例えば
、アルミニウム、チタン）、又は打ち抜かれた、又はそうでなければ形材に形成された合
金の２つのシートを使用して作られ得るか、又は高度な複合プリプレグ又は繊維強化熱可
塑性シート又はその他の適切な形成可能なシート材料が、頂部面及び基底面を形成するた
めに、熱／圧縮成形又は真空成形され得る。次に、頂部面及び底面は、本発明のスキー１
２を形成するために、溶接され、緊密結合され、又はそうでなければ一緒に締め付けられ
得る。発熱発泡ポリウレタンフォーム／フォーミング合成樹脂を、射出しても良く、又は
同様に適切なコア充填材を、平坦上面及び基底面シートの複合湾曲の間、又はそうでなけ
れば構成の積層の間のギャップを凝固させるために使用しても良い。Ｔ字ナットインサー
トを受け、かつ更にそれらが応力を受けて取り去られることを防ぐために、適切な硬質材
料の、貫通した又は穿孔した強化シート又はプレートが、構成中に加えられ得る。
【００２３】
　もう一つの実施態様において、鋼又はその他の適切な金属の単一構造シートが、打ち抜
かれ、又はそうでなければ、中央平坦ゾーンの前方及び後方に次第に狭くかつ露出される
、垂直側方エッジを形成するために造形される。一旦、スノーボードビンディングを取り
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付けるためのステンレス鋼Ｔ字ナットインサートが、シートの貫通した／穿孔した穴の中
の定位置に入ると、適切な熱可塑性／熱硬化材料の成形基底面は、基底面形材を形成する
ように、シートに結合され、かつ次に滑動用の適切な超低摩擦基底面で被覆されるか、又
はそれをすでに有しても良い。又は弾性の硬質材料が、図２１に示すように、基底をエッ
ジ移行に展開するためにシートに結合されても良い。もう一つの実施態様において、構造
用鋼又はその他の適切な硬質材料のシートが、基底面及び側方エッジ側面の形材を形成す
るために打ち抜かれるか、又は成形されても良く、次に適切な材料の頂部シート又は層が
、スノースケートに滑らかで、均等な頂部面を提供するように、位置決めされたねじ付き
Ｔ字ナットビンディングインサート２８の上で、それに固定されても良い。更にもう一つ
の実施態様において、鋼又は他の金属又は合金の単一シート、又は同様に適切な材料層が
、スノースケートの一般的形材を作り出すために、形成されても良い。下向き側方エッジ
で露出され、鋼シートは、Ｔ字ナットインサートを成形操作に先立ってシート中に作られ
た穴に位置決めする、スキー１２の頂部及び特定の基底外形を提供するために、その周り
に成形される適切な高分子プラスチック中に埋め込まれても良い［図１４Ｂ参照］。スキ
ー１２は、靴ビンディングを受ける貫通しかつねじ立てした穴を有し、かつスノースケー
トの基底に加えられる低摩擦面処理、層、又はコーティング、及びスキーの頂部に加えら
れる装飾仕上げ層、コーティング又は処理を有する、ばね鋼又は他の適切な金属又は合金
のシングルピースで作られても良い。
【００２４】
　更なる実施態様において、横方向に一般的に平坦である（かつ、僅かに凹状であっても
良い）簡易なロッカ付き基底に、取り付けられた側方エッジの幅を変化させること、又は
所与の幅のエッジストリップの取り付け位置を変化させること、又は側方エッジストリッ
プが取り付けられる角度を変化させることによって本発明に必要な、種々の程度のエッジ
突出が、与えられても良いか、又はスノースケートの厚さは、雪への咬合程度を変化させ
るために必要なエッジ隆起を達成するために、所与の幅の側方エッジストリップ使用して
変化させることができるか、以上の組み合わせである。かかる側方エッジストリップは、
垂直方向から４５度まで、咬合ゾーンに取り付けられる角度を更に変化することができ、
かつ雪への適切な咬合をなおも提供し、それにより使用者が所望のように作動するために
、スケートの全長に沿った静止基底面外形に対して、雪に覆われた地面への必要な程度の
垂直エッジ貫入の提供する。
【００２５】
　垂直な、またそうでなければ傾斜した鋼エッジは、発熱熱硬化／高度複合／工学的樹脂
成形工程中に、ねじ締めされ、薄板にされ、又はスノースケートに緊密結合されるか、又
はインサートとして結合されても良い。エッジはまた、基底面の走行エッジ及び／又は側
壁２２を形成する、嵌め込まれた、弾性、硬化材料から適切に作られ得る（図２１に示す
）。嵌め込み材料は、研ぐこと及びエッジを保持することが可能であり、例えばナイロン
又はポリカーボネートプラスチック［Ｄｅｌｒｉｎ（商標）］である。鋼エッジ２６は、
好ましくは、平坦ゾーンで基底２４の底部と同じ高さで接近すべきであり、又は平坦ゾー
ン中央で、断面において全般的に僅かに凹状又は凹状－凸状－凹状基底面を与えるために
、基底２４のレベルの僅かに下に突き出る。
【００２６】
　このように、基底の中央平坦ゾーンに向かって使用者の体重をより集中させることは、
横滑り、枢転、旋回、又は後ろ向きになることを可能にする。使用者の体重を前方（又は
後方）咬合ゾーンに集中させることは、使用者がエッジを利かせて回転すること、制動、
停止、又は加速を得るために、使用者が咬合ゾーンの区域内に各スキーの内縁部を交互に
押しやるスケーティング運動を行うことを可能にする。停止は、横向きホッケーストップ
か、前方に進む間はプルークボーゲン運動か、後退する逆プルークボーゲン（ｒｅｖｅｒ
ｓｅ　ｓｎｏｗｐｌｏｗ）を使用して達成され得る。
【００２７】
　前述の開示に照らして、当業者には明らかなように、多数の変更及び修正が、本発明の
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精神又は範囲を逸脱することなく、本発明の実施において可能である。例えば、横滑り及
び咬合特性の所望の組み合わせによってスノースケートを製造するために、図面に示した
特定の応用例の特徴が、他の応用例の特定の特徴と組み合され得る。従って、本発明の範
囲は、以下の請求項によって定義される内容に従って解釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明によるスノースケートの斜視図である。
【図２】本発明によるスノースケートの下から見た斜視図である。
【図３】本発明によるスノースケートの下面の斜視図である。
【図４】本発明によるスノースケートの平面図であり、線は種々の間隔での基底の断面外
形を示す。
【図５】本発明によるスノースケートの側面図であり、靴を取り付け、かつスキーを縦断
面図で示し、ロッカの程度は説明のために誇張した。
【図６】図４の線６－６に沿って切った断面図である。
【図７】図４の線７－７に沿って切った断面図である。
【図８】図４の線８－８に沿って切った断面図である。
【図９】図４の線９－９に沿って切った断面図である。
【図１０Ａ－Ｃ】本発明の代替的実施態様の断面図である。
【図１１Ａ－Ｅ】本発明の代替的実施態様の断面図である。
【図１２Ａ－Ｆ】本発明の代替的実施態様の断面図である。
【図１３Ａ－Ｆ】本発明の代替的実施態様の断面図である。
【図１４－２２】本発明の代替的実施態様の底面図及び断面図である。
【図２３－２４】本発明の代替的実施態様の底面図である。

【図１】 【図２】



(12) JP 4344315 B2 2009.10.14

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０Ａ】



(13) JP 4344315 B2 2009.10.14

【図１０Ｂ】

【図１０Ｃ】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１１Ｃ】

【図１１Ｄ】

【図１１Ｅ】

【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】

【図１２Ｃ】

【図１２Ｄ】

【図１２Ｅ】

【図１２Ｆ】

【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】

【図１３Ｄ】

【図１３Ｅ】

【図１３Ｆ】

【図１４】



(14) JP 4344315 B2 2009.10.14

【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】

【図１５】

【図１５Ａ】

【図１５Ｂ】

【図１６】

【図１６Ａ】



(15) JP 4344315 B2 2009.10.14

【図１６Ｂ】

【図１６Ｃ】

【図１７】

【図１７Ａ】

【図１７Ｂ】 【図１７Ｃ】

【図１８】



(16) JP 4344315 B2 2009.10.14

【図１８Ａ】 【図１８Ｂ】

【図１８Ｃ】

【図１９】

【図１９Ａ】

【図１９Ｂ】



(17) JP 4344315 B2 2009.10.14

【図１９Ｃ】

【図１９Ｄ】

【図２０】

【図２０Ａ】

【図２０Ｂ】

【図２０Ｃ】

【図２０Ｄ】

【図２１】



(18) JP 4344315 B2 2009.10.14

【図２１Ａ】

【図２１Ｂ】

【図２１Ｃ】

【図２１Ｄ】

【図２２】

【図２２Ａ】

【図２２Ｂ】

【図２２Ｃ】



(19) JP 4344315 B2 2009.10.14

【図２３】

【図２４】



(20) JP 4344315 B2 2009.10.14

10

フロントページの続き

(56)参考文献  独国特許出願公開第０３１３９１１９（ＤＥ，Ａ１）
              米国特許第０６３５２２６８（ＵＳ，Ｂ１）
              米国特許第０４４３３８５５（ＵＳ，Ａ）
              欧州特許出願公開第０１０５０３２４（ＥＰ，Ａ１）
              米国特許第０１８０２１１６（ＵＳ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A63C   5/025
              A63C   5/04


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

