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止めがウィング部の最上部にかかっていたため、
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おり、そのた
きたと考えら
求められる。

縫い目切れを起こした部分がカウンター
（月型）
の最上部であると、カウンターがつぶれて変形
し、それにより足を傷つける場合もある。

防ぐために、それぞれの縫い合わせ部分の
裏面を機械で漉いて薄くする。この事例で
は漉き加工が過剰であったために強度不足
となり、さらに先芯の端部と屈曲部が重な
り、 狭い範囲で折り曲げられたため起き
たと推定される（先芯が入っている部分は
屈曲されない）。この事例は左足だけで起
きたことから、着用者の歩きぐせとフィッ

写

ティング具合が関連しており、ロット全体
ではなく単品で発生した事故と解釈できよ
う。

写真 9 ブーツ後部の縫い目切れ
ブーツ後部の縫い目切れ
写真９

写真８は、モカシン飾りタイプの靴（本
当のモカシンではなく、甲部だけにU字型
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の切り替えや飾り縫いを施したもの）の縫
い目切れ事例である。 糸止めが不完全で
写真 8 モカシン飾りの縫い目切れ
あったこと、かんぬき止めがウィング部の

最上部にかかっていたため、エプロン部に
写真 9 と写真 10 はブーツの後部で縫い目切
負荷が集中して起きたと推定される。モカ
れが起きた事例である。足入れ時に踵が引っか
シン飾りでは縫い目が足のジョイント部を
かりブーツを無理に押し広げたために、縫い目
が切れたと考えられる。写真
9 では縫い目が十
横切る形になるため、
縫製方法、縫製位置、
字に、
写真10
ではT
字になっていることから、
裏側の補強に十分な注意が必要である。
縫い目の交差点ができ、その部分の強度が損な
また、このようなタイプの靴では涼しさ
われていたことも一因と推定される。
と快適さを強調するために、エプロン部に
足入れの際に踵が引っかかり、着用しにくい
メッシュ革が使われることがある。過去に
のは、甲と踵の周囲長（ロングヒールガース）
に対し、ブーツのスロート部の長さが足りない
ミシン針でメッシュ革に切込みが入り、縫
ためである。解決法としてファスナーを設ける
い目切れを起こしたクレームもあった。縫
こともある。写真 9 の場合、スロート部の長さ
製に用いる針の種類と縫い目間隔（針足）
不足以上に、足首部をくびれさせ過ぎているこ
にも、十分な配慮が必要である。
とが原因と考えられる。また、着用者の足が甲
写真９と写真10は、ブーツの後部で縫い
高である場合もこのような事故が起きやすい。
縫い目切れを起こした部分がカウンター
（月型）
目切れが起きた事例である。足入れ時に踵
の最上部であると、カウンターがつぶれて変形
し、それにより足を傷つける場合もある。

写真10
写真 10ブーツ後部の縫い目切れ
ブーツ後部の縫い目切れ

写真 11 と写真 12 は甲の屈曲部分で縫い目切
が引っかかりブーツを無理に押し広げたた
れが起きた事例である。前者では糸が切れてお
めに、縫い目が切れたと考えられる。写真
り、後者では革が切れている。これらの事例は
９では縫い目が十字に、写真10ではT字に
いずれも甲部の縫い目の重なった部分で起きて
なっていることから、縫い目の交差点がで
いる。この部分は破壊されやすい構造になって
おり、そのため短期間の着用で縫い目切れが起
き、その部分の強度が損なわれていたこと
きたと考えられる。補強方法の根本的な改善が
も一因と推定される。
求められる。
足入れの際に踵が引っかかり、着用しに

くいのは、甲と踵の周囲長（ロングヒール
ガース） に対し、 ブーツのスロート部の
長さが足りないためである。解決法として
ファスナーを設けることもある。写真９の
場合、スロート部の長さ不足以上に、足首
部をくびれさせ過ぎていることが原因と考
写真 8 モカシン飾りの縫い目切れ
モカシン飾りの縫い目切れ
写真８

えられる。また、着用者の足が甲高である
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れが起きた事例である。足入れ時に踵が引っか
かりブーツを無理に押し広げたために、縫い目
が切れたと考えられる。写真 9 では縫い目が十

写真 11 屈曲部の縫い目切れ

切れ

部で縫い目切
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の強度が損な
る。
着用しにくい
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写真 12 屈曲部の縫い目切れ

場合もこのような事故が起きやすい。 縫
い目切れを起こした部分がカウンター（月
型）の最上部であると、カウンターがつぶ
れて変形し、それにより足を傷つける場合
もある。
写真11と写真12は、甲の屈曲部分で縫い
目切れが起きた事例である。前者では糸が
切れており、後者では革が切れている。こ

写真 13 は爪革と腰革の接合部（矢印先端）
が縫い目切れを起こした事例である。写真 14
事例である。ともに着用者が乱暴な扱いを
は靴ベラを使用した際にトップライン（靴の履
した可能性も否めないが、補強方法が万全
き口）踵部が切れてしまった事例である。とも
ではなかったと思われる。特に補強テープ
に着用者が乱暴な扱いをした可能性も否めない
が短いと問題が起きやすい。トップライン
が、補強方法が万全ではなかったと思われる。
特に補強テープが短いと問題が起きやすい。ト
の強度を測定する方法は、これまでに提案
ップラインの強度を測定する方法はこれまでに
されてはいるが確立されていない。また性
提案されてはいるが確立されていない。また性
能要件もデータの蓄積がないために決定さ
能要件もデータの蓄積がないために決定されて
れていない。今後の検討課題である。
いない。今後の検討課題である。

写真 14
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れらの事例は、いずれも甲部の縫い目の重
なった部分で起きている。この部分は破壊
写真 10 ブーツ後部の縫い目切れ
されやすい構造になっており、そのため短

期間の着用で縫い目切れが起きたと考えら
写真 11 と写真 12 は甲の屈曲部分で縫い目切
れる。補強方法の根本的な改善が求められ
れが起きた事例である。前者では糸が切れてお
る。
り、後者では革が切れている。これらの事例は
いずれも甲部の縫い目の重なった部分で起きて
写真13は、爪革と腰革の接合部（矢印先
いる。この部分は破壊されやすい構造になって
端）が縫い目切れを起こした事例である。
おり、そのため短期間の着用で縫い目切れが起
写真14は、靴ベラを使用した際にトップラ
きたと考えられる。補強方法の根本的な改善が
イン（靴の履き口）踵部が切れてしまった
求められる。
写真 13トップラインの縫い目切れ
トップラインの縫い目切れ
写真13

写真 12 屈曲部の縫い目切れ
写真 11 屈曲部の縫い目切れ
屈曲部の縫い目切れ
写真11

切れ
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写真 13 は爪革と腰革の接合部（矢印先端）
が縫い目切れを起こした事例である。写真 14
写真 14トップライン踵部の縫い目切れ
トップライン踵部の縫い目切れ
は靴ベラを使用した際にトップライン（靴の履
写真14
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写真12

写真 13 は爪革と腰革の接合部（矢印先端） ― 18 ―
が縫い目切れを起こした事例である。写真 14
写真 14 トップライン踵部の縫い目切れ
は靴ベラを使用した際にトップライン（靴の履
き口）踵部が切れてしまった事例である。とも

5

