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図 5 標準ヒールピンの形状(ISO 19957)
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（図8）
。
標準ヒールピン 1 本を引き抜くまでに要した荷重
の最大値を記録する。
参考として記すが、BS 5131 : Section 4.20 の段
建築構造の一つで、壁を支
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持・補強する役割を果たす
分 40±10 mm ではなく「毎分
900±300 N の荷
重を保ちつつ引っ張る」というものであった。
なお、図 8 ではヒールカップ部の面積を考慮し
て標準ヒールピンの本数を 5 本として試験した。
(8)細い針金を用い、標準ヒールピンが打ち込まれ
ていた穴の深さを測定する。
(9)試験後のヒールを垂直方向に切断し、標準ヒー
ルピンが打ち込まれた穴を観察する。ヒールに補
強芯が入っている場合はそれを避けて切断する。
もし標準ヒールピンがヒールの空洞部分やその付
近を通っていたことが観察された場合は、その標
準ヒールピンはヒールの固定に効いていないと判
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ヒールのヒールピン保持力の性能要件は
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ISO/TR 20573「履物-靴材料の性能要件-ヒールと
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ヒールピン保持力の性能要件を 75 kgf 以上、すな
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わち約 735
N 以上としている 1)。これは標準ヒー
ルピンが打ち込まれた穴の深さを考慮せず、単純
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