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(57)【要約】
　取付システムは、第１の装置（２０，３０，５０，６
０，７０，８０，９０）と、第１の装置（２０，３０，
５０，６０，７０，８０，９０）に回動方式で連結され
た第２の装置（４０）とによって形成される。第１の装
置（２０，３０，５０，６０，７０，８０，９０）は、
本体と、２つの側面（２７，６２，７１，８８，９１）
と、第１の装置（２０，３０，５０，６０，７０，８０
，９０）を別の対象物に取り付けるためのバー（５１，
５２，６３，７３）とを有している。側面（２７，６２
，７１，８８，９１）の各々は、側面（２７，６２，７
１，８８，９１）から短手方向外方に延びる突起（２９
，５９，６９，７９，８９，９９）を有している。第２
の装置（４０）は、第１の装置（２０，３０，５０，６
０，７０，８０，９０）における突起（２９，５９，６
９，７９，８９，９９）の１つに対応する開口（４３）
を各側面が具備する、２つの側面（４２）を有し、その
結果、突起（２９，５９，６９，７９，８９，９９）を
開口（４３）内に嵌めることによって、第２の装置の側
面（４２）が第１の装置（２０，３０，５０，６０，７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の装置であって、本体と、前部と、後部と、２つの側面と、前記第１の装置を別の
対象物に取り付けるためのバー又は開口部とを有し、前記側面の各々がその上に突起を備
える第１の装置と、
　前記第１の装置に回動可能に連結された第２の装置であって、前記第２の装置が２つの
側面を備え、前記側面の各々は、前記突起を開口内に嵌めることによって、前記第２の装
置の前記側面が前記第１の装置の前記側面の外側に配置された状態で、前記第１の装置が
前記第２の装置に回動可能に連結されるように、前記第１の装置における前記突起の１つ
に対応する前記開口を具備し、その結果、前記第２の装置を、前記第２の装置が前記第１
の装置に対して横たわる折畳位置と、前記第２の装置が前記第１の装置から持ち上げられ
る開放位置との間で回動させることができる第２の装置と、を有する取付システム。
【請求項２】
　前記第２の装置が、前記側面から延びる細長部を有し、前記細長部が、前記開放位置で
は前記第１の装置から離れる方向に回動される自由端部で終端する、請求項１に記載の取
付システム。
【請求項３】
　前記第１の装置が、雄部と雌部とを備えた２部品バックルであり、且つ前記第２の装置
が前記雄部の側面に連結される、請求項１に記載の取付システム。
【請求項４】
　前記第１の装置がＤ字状リングである、請求項１に記載の取付システム。
【請求項５】
　前記第１の装置がストラップ調節具である、請求項１に記載の取付システム。
【請求項６】
　前記第１の装置がコード係止具である、請求項１に記載の取付システム。
【請求項７】
　前記第１の装置がコード終端具である、請求項１に記載の取付システム。
【請求項８】
　前記第２の装置がホイッスルである、請求項１に記載の取付システム。
【請求項９】
　前記第２の装置が発光装置である、請求項１に記載の取付システム。
【請求項１０】
　前記第２の装置が安全係止具である、請求項１に記載の取付システム。
【請求項１１】
　前記第２の装置が温度センサである、請求項１に記載の取付システム。
【請求項１２】
　前記雌部が前部側と後部側とを有し、且つ前記前部側が、前記第２の装置の形状に対応
する窪みを有し、その結果、折畳位置では、前記第２の装置が前記雌部の前記窪み内で静
止する、請求項３に記載の取付システム。
【請求項１３】
　前記第２の装置の前記側面が、前記雄部の上縁部を越えて延びる上部バーによって連結
され、その結果、前記上部バーの押下によって前記第２の装置が折畳位置から開放位置に
回動する、請求項３に記載の取付システム。
【請求項１４】
　前記バックルが側部解除型バックルである、請求項３に記載の取付システム。
【請求項１５】
　前記第１の装置における前記バーが、前記第２の装置の開口部を通じてアクセス可能で
あり、前記開口部は、前記第２の装置の前記側壁及び前記バーによって境界が定められる
、請求項１に記載の取付システム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バックルに取り付けられた物品を有するバックルあるいは他の取付システム
に関する。特に、本発明は、物品がバックルに回動可能に連結され、その結果、物品を有
用な位置まで回動させ、そして、使用しないときにはバックルに対して戻るように回動さ
せることができる、バックルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの場合、留め具、発光器及びホイッスルなどの物品をバックルあるいは他の取付装
置に取り付けてそれらの有用性を高めることが望ましい。Ｍｏｅｌｌｅｒによる特許文献
１は、バックルと一体に形成されたホイッスルを有するバックルを示している。ホイッス
ルは、雌部材の端部に形成され、バックルを横切って横方向に延びる。この単一部品機構
に関する問題は、追加の装置が損傷した場合にバックル全体を交換しなければならないこ
とである。
【０００３】
　特許文献２は、バックルに回動可能に連結されたホイッスルを示している。このホイッ
スルは、バックルの雌部に連結されて、バックルの片側の凹部に埋め込まれる。他の変形
形態は、種々の固定機構の他の部分に埋め込まれたホイッスルを示している。付属品が埋
め込まれたこれらの装置に関する問題は、特に、バックルがバックパックの胸骨ストラッ
プにおいて使用される場合などの、使用者がバックルを見つけるためにバックルを視認せ
ずに手しか使用できない状況では、使用者が装置を見つけて装置を開放することが非常に
難しいことである。加えて、ホイッスルを収納するために、雄型バックルの脚あるいは中
央案内部のどちらか一方を取り除かなければならない。この場合、連結の強度及びバック
ルの安定性が不可避的に影響を受ける。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許第６６６８４２８号明細書
【特許文献２】特許第５８５２８０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　それ故、本発明の目的は、個別の部分であると共に交換可能とすることができる第２の
装置を保持できるバックルあるいは他の取付システムを提供することである。本発明の別
の目的は、第２の装置が第１の装置の機能を妨げない取付システムを提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、第１の装置と、第１の装置に回動方式で連結された第２の装置とを備える
取付システムによって達成される。第１の装置は、本体と、前部と、後部と、２つの側面
と、第１の装置を別の対象物に取り付けるためのバーとを有している。側面の各々は、側
面から短手方向外方に延びる突起を有している。第２の装置は、２つの側面と、２つの側
面に連結する上部バーとを有している。側面の各々は、第１の装置における突起の１つに
対応する開口を具備し、その結果、突起を開口内に嵌めることによって、第２の装置の側
面が第１の装置の側面の外側に配置された状態で、第１の装置が第２の装置に回動可能に
連結される。第２の装置は、第２の装置が第１の装置に対して横たわる折畳位置と、第２
の装置が第１の装置から持ち上げられる開放位置との間で回動させることができる。第２
の装置は、バックルの位置に影響を及ぼさない、広い角度を中心として回転することがで
きる。
【０００７】
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　第２の装置は、好ましくは、側面からバーとは反対側に延びる細長部を有している。細
長部は、開放位置では第１の装置から離れる方向に回動される自由端部で終端する。細長
部は、第２の装置の作動的特徴を含む。第２の装置は、ホイッスル、発光装置、安全係止
具、あるいは温度センサなどの、幾つかの異なる作動的特徴のいずれか１つを含むことが
できる。
【０００８】
　好ましい実施形態では、第１の装置は、雄部と雌部とを備えた、２部品バックルであり
、特に、雄部の係止脚が雌部における側部スロットから突出する側部解除型バックルであ
る。第２の装置は、雄部の側面の外側に連結される。雌部は前部側と後部側とを有し、且
つ前部側は、第２の装置の形状に対応する窪みを有し、その結果、折畳位置では、第２の
装置が雌部の窪み内で静止する。第２の装置は、閉鎖されたときに、バックルの上面に窪
み内に置かれる。第２の装置の一部は、バックルによって隠され且つ取り囲まれ、結果と
して、第２の装置の重要な部分に対する保護が形成される。加えて、この設計では、雄型
バックル部分は、両脚と、中央案内片とを有し、その結果、第２の装置が追加されたとし
ても、強度及び安定性が維持される。
【０００９】
　好ましくは、第２の装置の上部バーは、雄部の上縁部を越えて延び、その結果、バーの
押下によって第２の装置が折畳位置から開放位置に回動する。これにより、第２の装置を
使用するために使用者が第２の装置の自由端部をこじ上げる必要がなくなる。
【００１０】
　第１の装置はまた、Ｄ字状リング、ストラップ調節具、コード係止具あるいはコード終
端具などの、他の取付装置の形態をとることもできる。コード係止具あるいはコード終端
具が使用される場合、これらの要素は、コードを取り付けるためのバーではなく、コード
が内部に係止される開口を有している。
【００１１】
　本発明は、従来の装置に優る多くの利点を有している。例えば、第２の装置は個別の部
分であると共に交換可能とすることができるため、使用者は、使用者の要求に基づいて装
置を別の第２の装置に取り替える選択肢を有することができる。第２の装置が第１の装置
の上に載置されるため、使用者は、第２の装置の位置を容易に見つけて第２の装置を開放
することができる。加えて、第２の装置の位置は、第１の装置の構造や動作に影響を及ぼ
さない。使用者は、第２の装置を持ち上げ位置まで持ち上げて、ストラップあるいは他の
アイテムへの取り付けのために第１の装置の全ての側面に完全にアクセスすることができ
る。
【００１２】
　本発明の他の目的及び特徴は、添付の図面との関連で考慮される以下の詳細な説明から
明らかになるであろう。ただし、図面が、本発明の限界を定めるものとしてではなく、単
に例示として描かれていることを理解されたい。
【００１３】
　図面では、幾つかの図面を通じて同様の参照符号が同様の要素を表す。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】折畳位置に完全に組み立てられた本発明による取付システムを示す図である。
【図２】システムの全ての構成要素の分解図である。
【図３】第２の装置を伴わずに組み立てられた雄型及び雌型バックル部を示す図である。
【図４】第２の装置の側面図である。
【図５】ホイッスルの形態の第２の装置を備えた取付システムを示す図である。
【図６】発光装置の形態の第２の装置を備えた取付システムを示す図である。
【図７】安全係止具の形態の第２の装置を備えた取付システムを示す図である。
【図８】温度センサの形態の第２の装置を備えた取付システムを示す図である。
【図９】Ｄ字状リングである第１の装置を備えた代替的な取付システムを示す図である。
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【図１０】張力固定型ストラップ保持具である第１の装置を備えた取付システムを示す図
である。
【図１１】滑り止め型ストラップ保持具である第１の装置を備えた取付システムを示す図
である。
【図１２】コード係止具である第１の装置を備えた取付システムを示す図である。
【図１３】コード終端具である第１の装置を備えた取付システムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　ここで図面を詳細に参照すると、図１～図５は、本発明によるシステム１０の第１の実
施形態を示している。システム１０は、雄部２０を有するバックルと、雌部３０と、ホイ
ッスルの形態の第２の装置４０とを備える。雄部２０は、中央案内部２２と、２つの係止
脚２３、２４と、側壁２７によって境界が定められた開口部２６に跨る取付バー２５と、
上縁部２８とを備えた本体２１で形成される。外方に延びる突起２９が各側壁２７に存在
する。
【００１６】
　雌部３０は、係止脚２３、２４を受け入れる開口部３２、３３と、中空本体３１の端部
における取付バー３４とを有する中空本体３１で形成される。開口部３６は、係止脚２３
、２４が開口部３２、３３内にスナップ嵌合したときに雄部２０を雌部３０に係止するよ
うに雄部２０を受け入れる。案内フランジ（図示せず）は、中央案内部２２が雌部３０に
挿入されるときに雄部２０の中央案内部２２を案内するために雌部３０の内側に配置され
る。長手方向の窪み３７は、雌部３０の長さに亘って延在すると共に、第２の装置４０の
本体４１を受け入れるように構成される。
【００１７】
　第２の装置４０は、本体４１に連結された側壁４２と、開口部４７が側壁４２間に存在
する状態で、側壁４２に連結する上部バー４４とを有している。第２の装置４０を雄部２
０に取り付けるために、雄部２０の突起２９のそれぞれ１つを受け入れるような大きさと
される、開口４３が各側壁４２に存在する。図１に示すように、第２の装置４０を雄部２
０の上に載置して、突起２９を開口４３内にスナップ嵌合することによって、第２の装置
４０が雄部２０に回動方式で連結される。第２の装置４０の本体４１は、図１に示すよう
に第２の装置４０が折畳位置にあるときに雌部３０の窪み３７内で静止する。これにより
、第２の装置の端部及び底部側が使用中に損傷から保護される。
【００１８】
　図５は、第２の装置が作動可能であるように開放位置にある第２の装置４０を示してい
る。図示のヒンジ機構は、最大１８０°又はそれ以上の、広範囲の回動を可能にする。図
１～図５では、第２の装置４０はホイッスル４６の形態である。これは、特にバックパッ
クあるいはライフジャケットに適用された場合に、救命装置として有用である。折畳位置
から持ち上げ位置に第２の装置４０を開放するために、使用者は、上部バー４４を押下す
るだけでよく、上部バー４４の押下によって、使用準備の整った状態である折畳位置から
第２の装置４０が回動する。第２の装置４０の構成は、雄部２０及び雌部３０の通常の機
能を可能にしたまま第２の装置４０が雄部２０の外側に取り付けられてバックル部分に嵌
るため、雄部２０及び雌部３０の機能や構造を妨げない。
【００１９】
　第２の装置４０は、多くの異なる構成をとることができる。図６に示すように、第２の
装置４０は、発光装置４７の形態とすることができる。これはまた、特にライフジャケッ
トあるいはバックパックに適用された場合に、救命装置として有用である。発光装置４７
は、第２の装置４０を持ち上げ位置に移動させた時点で発光装置４７を自動的にオンにす
るスイッチを具備することができ、あるいは手動スイッチを有することができる。図７に
示すように、第２の装置４０は、安全係止具４８の形態とすることができる。これは、軍
用装備品あるいは警察装備品において特に有用である。図８に示すように、第２の装置４
０はまた、温度センサ４９の形態とすることもできる。これは、温度変化の信号を介護者
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み込むこともできる。
【００２０】
　様々な第２の装置４０に加えて、第１の装置自体は、他の形態をとることができる。第
１の装置は、側部解除型バックルではなく、図９に示すように、Ｄ字状リングの形態をと
ることができる。この場合、第２の装置４０は、ストラップ保持バー５１、５２のいずれ
かの側に配置される突起５９内にスナップ嵌合し、使用時にＤ字状リング５０から離れる
方向に上方に回動させることができる。
【００２１】
　図１０は、ストラップ保持バー６３を内部に有する、張力固定型ストラップ保持具６０
の外側側壁６２における突起６９上に第２の装置４０がスナップ嵌合される、別の変形形
態を示している。
【００２２】
　図１１は、第２の装置４０が、滑り止め型ストラップ保持具７０における突起７９上に
スナップ嵌合される、更に別の変形形態を示している。ストラップ保持バー７３は、装置
を別の構成要素に取り付けるためのストラップ保持具７０に沿って長手方向に延在する。
【００２３】
　図１２には、別の変形形態がコード係止具８０の形態で示されている。第２の装置４０
は、コード係止具８０の側壁８８の外側における突起８９上にスナップ嵌合される。コー
ドは、開口部８２、８３が整列するまでばね負荷式ボタン８４を内方に押圧してコードを
両方の開口部に通すことによって装置に係止される。解除ボタン８４は、開口部を整合状
態から外れるように移動させて、コードをコード係止具８０に係止する。
【００２４】
　図１３は、コード終端具９０の形態の、別の変形形態を示している。ここでは、第２の
装置４０は、コード終端具９０の側面９１上の突起９９上にスナップ嵌合される。コード
９２は、成形あるいは他の手段によって開口部９３を通してコード終端具９０の内側に保
持される。
【００２５】
　本発明は、バックルの機能を妨げることなく、道具あるいは他の装置をバックルあるい
は他の取付要素に取り付ける新規な方法を提供する。
【００２６】
　よって、本発明の幾つかの実施形態のみを示して説明してきたが、本発明の趣旨及び範
囲から逸脱することなく、多くの変更及び修正が実施形態に加えられ得ることは明らかで
ある。
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【要約の続き】
０，８０，９０）の側面（２７，６２，７１，８８，９１）の外側に配置された状態で、第１の装置（２０，３０，
５０，６０，７０，８０，９０）が第２の装置（４０）に回動可能に連結される。第２の装置（４０）は、第２の装
置（４０）が第１の装置（２０，３０，５０，６０，７０，８０，９０）に対して横たわる折畳位置と、第２の装置
（４０）が持ち上げられる開放位置との間で回動させることができる。
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