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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置であって、
　第１の側部と、
　第２の側部と、
　前記第１の側部へ可撓的に結合されるアームを有し、該アームが、前記第１の側部と前
記アームとの間に配置されるリーフレット状の対象に対して可撓的に圧力を加えるよう構
成され、前記アームが、前記対象に向かって方向付けられる第１のアーム側部と、前記対
象から離れて方向付けられる第２のアーム側部とを有する、保持具と、
　前記第２のアーム側部上に配置され、該第２のアーム側部上で第１のディスクを保持す
るよう構成される第１の留め具とを有する、
　装置。
【請求項２】
　前記第１の留め具は、第１のハブを有する、
　請求項１記載の装置。
【請求項３】
　前記第１の留め具は、
　前記第１のディスクを保持するよう構成される保持部と、
　第２のディスクを係合するよう構成される係合部と、
　を有する、
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　請求項１記載の装置。
【請求項４】
　当該装置は、第２のディスクを保持するよう構成される第２の留め具を更に有し、
　前記第１の留め具は、
　前記第１のディスクを保持するよう構成される保持部と、
　前記第２の留め具を係合するよう構成される係合部と、
　を有する、
　請求項１記載の装置。
【請求項５】
　前記第２の留め具は、ハブを有する、
　請求項４記載の装置。
【請求項６】
　装置であって、
　第１の側部と、
　第２の側部と、
　前記第１の側部へ可撓的に結合されるアームを有し、該アームが、前記第１の側部と前
記アームとの間に配置されるリーフレット状の対象に対して可撓的に圧力を加えるよう構
成され、前記アームが、前記対象に向かって方向付けられる第１のアーム側部と、前記対
象から離れて方向付けられる第２のアーム側部とを有する、保持具と、
　前記第２のアーム側部上に配置され、該第２のアーム側部上で第１のディスクを保持す
るよう構成される第１の留め具と、
　第２のディスクを保持するよう構成される第２の留め具と
　を有し、
　前記第１の留め具は、
　　前記第１のディスクを保持するよう構成される保持部と、
　　前記第２の留め具を係合するよう構成される係合部と、
　を有し、
　前記第１の側部及び前記第２の側部は、該第１の側部及び第２の側部が少なくとも部分
的に互いに重なる少なくとも１つの構成を有し、
　前記第２の留め具は、前記第２の側部上に配置され、
　前記係合部は、前記第１の側部及び前記第２の側部が前記少なくとも１つの構成にある
場合に、前記第２の留め具を係合するよう構成される、
　装置。
【請求項７】
　当該装置は、ディスクを保持するケースであり、該ケースは、
　前記第１の側部及び前記第２の側部のいずれに対しても結合されるヒンジを有し、
　該ヒンジは、前記第１の側部及び前記第２の側部が少なくとも部分的に互いに重なるよ
う、前記第１の側部が前記第２の側部に向かって折り重なるようにする、
　請求項１記載の装置。
【請求項８】
　前記第２の側部は、第２のディスクを保定するよう構成され、
　前記第１の留め具は、前記第１の側部が前記第２の側部の上方に折り重ねられる場合に
、前記第２のディスクを係合するよう構成される、
　請求項７記載の装置。
【請求項９】
　前記第１の留め具は、前記第２のディスクを係合するよう突起を有する、
　請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　前記第１の留め具は更に、前記第１のディスクの中心の穴と係合することによって前記
第１のディスクを保持するよう構成される、
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　請求項１記載の装置。
【請求項１１】
　方法であって、
　第１の側部、第２の側部及び保持具を有し、該保持具が、前記第１の側部へ可撓的に結
合されるアームを有し、該アームが、前記第１の側部と前記アームとの間に配置されるリ
ーフレット状の対象に対して可撓的に圧力を加えるよう構成され、前記アームが、前記対
象に向かって方向付けられる第１のアーム側部と、前記対象から離れて方向付けられる第
２のアーム側部とを有するコンテナ内において前記対象を固定する段階と、
　前記保持具の留め部を使用して前記第２のアーム側部上に前記第１のディスクを固定す
る段階と、
　を有する方法。
【請求項１２】
　前記コンテナにおいて第２のディスクを固定する段階と、
　前記コンテナを閉じる段階と、
　前記コンテナを閉じる該段階において、前記第２のディスクを更に固定するよう、前記
固定された第２のディスクの一部を前記保持具の一部と係合させる段階と、
　を更に有する請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記コンテナは、第２の側部に対して結合される第１の側部を有し、
　当該方法は更に、
　第２のディスクを前記第２の側部に対して留める段階と、
　前記第２のディスクの動きを制限するよう、前記第２のディスクを前記保持具の一部に
係合させる段階と、
　を有する請求項１２記載の方法。
【請求項１４】
　前記係合させる段階は、前記コンテナを閉じることによって前記第１の側部を前記第２
の側部に近接させる段階を有する、
　請求項１３記載の方法。
【請求項１５】
　前記コンテナは、第２の側部に対して結合される第１の側部を有し、
　当該方法は更に、
　第２のディスクを前記第２の側部上のハブに対して留める段階と、
　前記第２のディスクの動きを制限するよう、前記ハブを前記保持具の一部に係合させる
段階と、
　を有する請求項１２記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、収納コンテナに係る。
【背景技術】
【０００２】
　ＤＶＤ（デジタルバーサタイルディスク、又はデジタルビデオディスク）のケースは、
１枚又はそれより多くのＤＶＤを収容し得る。典型的なシングルディスクＤＶＤケース内
において、ディスクは、ディスクを保持するハブによって内側右パネル上に保持される。
ＤＶＤケースによっては、複数のＤＶＤがハブ上に収納され得るものもある。またＤＶＤ
ケースは、典型的には、印刷マテリアルを保持及びディスプレイする機構を与える。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　一実施例によれば、装置は、第１のディスクを保持するよう構成される本体を有する。
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当該装置はまた、保持具（ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ　ｄｅｖｉｃｅ）を有する。該保持具は、
本体に対して結合され、また、保持具と本体との間に配置されるマテリアルに対して圧力
を加えるよう、並びに保持具と本体との間においてマテリアルを保持する支援をするよう
、構成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００４】
　１つ又はそれより多くの実施の詳細は、添付の図面及び以下の説明において記載される
。他の特徴は、説明及び図面、並びに請求項から明らかである。
【０００５】
　典型的なシングルディスクＤＶＤパッケージングは、第２のディスクハブの含有、並び
にリーフレット又は宣伝用のマテリアルを保持する性能を可能としない。更には、典型的
なディスクの保全は、ケースが最初に開かれない限りディスクの取外しを防ぐようにする
、ディスクの周囲のリッジ又は壁に基づく。しかしながら、例えばラッピングをカットし
、ディスクをハブから振り落とし、ディスクがケースの基部から落ちるようにすることは
可能であるため、この保全は、しばしば不十分なものである。
【０００６】
　本願は、内側左パネル及び内側右パネルを示すよう開放され得るＤＶＤケース等の多種
の実施例を提示する。該２つのパネルは、一体的なヒンジによって接合される。一般的に
は、内側右パネルは、第１のディスクを保持する第１のハブを有する。複数の実施例では
、内側左パネルの最も外側において固定される可撓性のクリップアームが使用され、該ク
リップアームは、典型的には次の３つの機能のうち１つ又はそれより多くを有する。
【０００７】
　第１の機能として、第１のクリップアームは、持ち上げられ得、第１のディスクと共に
、市販のＤＶＤに通常は含有される資料等であるリーフレット又は宣伝用印刷物の挿入及
び保持を可能とする。第２に、クリップアームは、第２のハブを与え得、第２のディスク
を第２のハブに対して留めることによってＤＶＤケース内において第２のディスクを含有
することを容易にする。第３に、ＤＶＤケースが閉じられる際、クリップアームは、例え
ば、クリップアーム（又はケース）の第２のハブ又は他のなんらかの部分が第１のハブ又
は第１のディスク自体を係合することによって、第１のディスクを保持する役割を果たし
得る。
【０００８】
　第３の機能に関し、クリップアームは、例えば、第１のディスクを留めるハブが無い際
に第１のディスクにおける穴を通って突出する部分を有することによって、第１のディス
クを保持する役割を果たし得る。突出部分は、完全に穴を通って突出する必要は無いが、
より一般的には第１のディスクの最上方平面を単純に横断し得る。
【０００９】
　第３の機能を実施する可撓性のクリップアームは、最初にケースをあけることなくディ
スクが取り外されることを防ぎ得る。これは、第２のハブが例えば第１のハブ及び第１の
ディスクのうち１つ又はそれより多くと係合することがもたらす結果である。該係合は、
ＤＶＤケースが最初に開封されない限り、第１のディスク又は第２のディスクのいずれか
の取外しに対する障壁を与える。この障壁はまた、ケースに対して一体的であり、障壁が
一体的であるという事実は、ディスクの取外しに対する更なる保全を与え得る。
【００１０】
　上述された３つの機能の各々は、他の２つを有さずに単独で達成され得るか、あるいは
３つのいずれかの組合せが達成され得る。故に、例えば、第２のディスクは、ケースに収
容され得、かつ、第２のハブに対して留められ得る一方、リーフレット又は他のマテリア
ルは、挿入され得る。更なる例として、ケースは、ディスクを保持し、かつ印刷資料を保
護する器具を有し得、並びに／あるいはケースは、ハブからディスクが外れることを制限
する物理的障壁を与えるようディスクを係合し得る。
【００１１】
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　図１は、平らに置かれた開放されたＤＶＤケース１００の平面図である。ケース１００
は、一体的なヒンジ１２５によって接合された左側部１１０及び右側部１２０を有し、左
側部１１０は、右側部１２０の上方に折り畳まれ重なるようにされる。右側部１２０の上
部にわたる左側部１１０の折畳みは、矢印１２８で図示される。左側部１１０は、リーフ
レットクリップ１３０を有する。図示される実施例において該リーフレットクリップは、
位置１３２においてケース１００の本体に対してモールドされる。リーフレットクリップ
１３０は、図１中に示される通りリーフレットクリップ１３０の下方に挿入され得るパン
フレット、リーフレット、又は他のマテリアル１４０を保定するリーフスプリングの役割
を有する、本体部１３５を有する。リーフレットクリップ１３０又は少なくともその一部
分は、圧力を加え且つマテリアル１４０を保定するようマテリアル１４０の寸法に適合す
る。リーフレットクリップ１３０はまた、ケース１００が開放される際（図３参照）に上
方に突出するハブ１５０を有し、一般的には円形である穴等を有するＤＶＤ又は他の装置
を留めるよう使用され得る（図２参照）。ハブ１５０は、周知である通りリップ又は他の
構造等を使用してＤＶＤを留め得る。
【００１２】
　ケース１００の右側部１２０は典型的に、位置２２０において位置決めされるハブ１５
５又は他の機構を有する。ハブ１５５は典型的に、一般的には円形であるホール等を有す
る第１のディスク１６０又は他の装置を留めるよう使用される。しかしながら、他の実施
例は、ハブ１５５を有さない。かかる他の実施例は、例えば、第１のディスク１６０の意
図される周囲の一部分をアウトラインする右側部１２０上に位置決めされた１つ又はそれ
より多くのリッジ１６５あるいは１つ又はそれより多くのタブ１７０を使用して、第１の
ディスク１６０を保持する。
【００１３】
　例えばケース１００を閉じるよう右側部１２０の上方に左側部１１０を折り重ねること
によって、ハブ１５０は、第１のディスク１６０又はハブ１５５における穴のいずれかを
係合することによって、位置２２０と係合する。この係合は、第１のディスク１６０を保
持する支援をする。例えば、第１のディスク１６０がハブ１５５（又は、例えば、第１の
ディスク１６０の周囲に位置付けられ得るリッジ１６５又はタブ１７０）から取り外され
る場合、ハブ１５０の係合は、第１のディスク１６０がケース１００から滑り出さないよ
う制限する。
【００１４】
　図２は、開放されたケース１００の平面図であり、ハブ１５０に対して留められた第２
のディスク２１０を示す。第２のディスク２１０は、図２において透明なディスクとして
図示される。（例えば、右側部１２０に重なるよう左側部１１０を折り重ねることによっ
て、）挿入された、あるいは留められた第２のディスクを有してケース１００を閉じる際
、あるいは該第２のディスクを有さずにケース１００を閉じる際、ハブ１５０は、ハブ１
５５と位置を合わせておかれ、位置２２０の少なくとも一部分を占有することによって第
１のディスク１６０を保持する支援をする。位置２２０は、上述された通り、ハブ１５５
の位置である。
【００１５】
　他の実施例では、右側部１２０は、ハブを有さず、位置２２０は、第１のディスク１６
０における穴に対応する位置である。かかる実施例において第１のディスク１６０が挿入
されているケース１００を閉じる際、ハブ１５０は、第１のディスク１６０における穴と
位置合わせされる。
【００１６】
　図３は、マテリアル１４０を保定するクリップ１３０を示す側面図である。ハブ１５０
は本体１３５から突出し、ディスクはハブ１５０に対して留められ得る。本体１３５は、
マテリアル１４０の表面に対して角度を成して図示される。しかしながら、他の実施例は
、ゼロ度の角度（角度無し）を含む異なる角度を使用し得る。更には、クリップ１３０は
、マテリアル１４０の予期される厚さに基づいて定められる距離によって左側部１１０か
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ら間隔をあけられ得る。
【００１７】
　図４は、例えばケースが略閉じられる際に起こり得る、ハブ１５０ａ及びハブ１５５ａ
が近接している状態、を示す側面図である。ハブ１５０ａは、ハブ１５０の特定の実施例
であり、ハブ１５５ａは、位置２２０を占有する図２中のハブ１５５の一実施例である。
図２中のハブ１５０が図２中のハブ１５５と係合する実施例において（例えば、第１のデ
ィスク１６０における穴の係合とは対照的に）、２つのハブは、多種の構成を有して設計
され得る。図４は、以下に記載される通り、２つのハブ１５０ａ及び１５５ａが相補的な
構成を有する構成を示す。
【００１８】
　図５は、ハブ１５５ａの斜視図である。図４及び５を参照すると、ハブ１５５ａは、上
部表面４１０、側部表面４２０、及び底部表面４２５を有する。図４中のハブ１５０ａは
、上部表面４１０に相補的である底部表面４３０、側部表面４２０に相補的である側部表
面４４０、及び底部表面４２５に相補的である上部表面４５０を有する。ケース１００が
閉じられ、ハブ１５０ａ及び１５５ａが互いに係合する際、表面４１０及び４３０は、互
いに通り越して延在し（ｅｘｔｅｎｄ　ｐａｓｔ　ｅａｃｈ　ｏｔｈｅｒ）、ディスク１
５０及び２１０が取り外されることを制限する物理的障壁を形成する。ケースが閉じられ
る際、側部表面４２０及び４４０は、互いに対して対面し、必ずしもではないが互いに対
して接触し得る。同様に、（１）上部表面４１０及び４５０は、互いに対して対面し、必
ずしもではないが互いに対して接触し得、（２）下部表面４２５及び５４０は、互いに対
して対面し、必ずしもではないが互いに接触し得る。
【００１９】
　他の実施例は、多種の相補的表面構成、嵌め合い構成、又はロッキング構成を使用し得
る。例えば、ハブ１５０ａは穴を定義し得、ハブ１５５ａは、穴へと少なくとも部分的に
挿入される突起（伸張部とも称される）を与え得る。更には、図５及び関連の記載が示す
通り、実施例は、ハブ１５０ａ及び１５５ａのいずれかの上方に突起を与える必要がある
のみであるが、ハブ１５０ａ及び１５５ａのいずれにも突起を与え得る。
【００２０】
　図５はまた、ディスクを保持する保持部５１０及び、上述された通り第２のディスク又
は第２のハブを係合する係合部５２０を有する２つの部分へのハブ１５５ａの分割を図示
する。図示されてはいないが、保持部５１０は典型的には、ディスクを保持する役割をす
るよう周知であるリッジ又は他の構造を有する。係合部５２０は、突起として図示される
。多くの実施例は、他のハブ又はディスクを係合するよう突起を有するが、突出しない特
性も、突起に加えて、あるいは突起の代わりとして、意図される。図５は、ハブ１５５ａ
の分割のみを図示するが、ハブ１５０ａは、同様に、保持部及び係合部へと分割され得る
。
【００２１】
　図６において、資料マテリアル及び２つのディスクをケース１００へと挿入する工程６
００が図示される。工程６００は、ケース１００に対して記載されるが、ケース１００と
は異なり得る他の実施例を支持するよう修正されてもよい。工程６００はまた、変化され
得、依然としてリーフレット及び２枚のディスクを挿入する目的を達成する。
【００２２】
　工程６００は、ケース１００を開く段階（操作６１０）、及び第１のディスク１６０を
挿入する段階（操作６２０）を有する。第１のディスクは、ハブに対して留められ得るが
、必須ではない。例えば、ケース１００は、第１のディスクの周囲におけるガイドとして
の役割を有し、第１のディスクを適所に維持する支援をする、リッジ又は他の構造を与え
得る。
【００２３】
　工程６００は更に、クリップ１３０（操作６３０）の下方に資料１４０を挿入する段階
（操作６３０）を有する。この実施例では、資料１４０は、資料１４０の周囲の一部に重



(7) JP 5261197 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

なる１つ又はそれより多くのタブ又は追加的なクリップ等である追加的な保持具を必要と
せず、クリップ１３０によって保定される。該実施例は故に、資料１４０を保定するよう
単一の器具を与えるが、他の実施例は、複数の器具を与える。保持具は、資料１４０と接
触する単一の点のみを与え得るか、あるいは、複数の接触点を与え得る。更には、１つ又
はそれより多くの保持具を与えることに加えて、一実施例は、資料１４０が挿入されるべ
き位置の周囲における左側部１１０上のエッジ等である、資料１４０に対するガイドを与
え得る。
【００２４】
　工程６００は、第２のディスク２１０をハブ１５０上に留める段階（操作６４０）を有
する。工程６００はまた、位置２２０にハブ１５０を係合させる段階を有するケース１０
０を閉じる段階を有する（操作６５０）。ケース１００が位置２２０において第２のハブ
（ハブ１５５等）を有する一実施例において、位置２２０にハブ１５０を係合させる段階
は、ハブ１５０を第２のハブ１５５と係合させる段階を有し得る。ケース１００が位置２
２０においてハブを有さない一実施例においては、ハブ１５０を位置２２０に係合する段
階は、第１のディスク１６０によって定義される穴にハブ１５０を係合させる段階を有し
得る。
【００２５】
　工程６００は、多種の動作主体（ａｃｔｏｒｓ）の１つ又はそれより多くによって全体
的に、あるいは一部のみ、実行され得る。例えば、機械は、販売用にＤＶＤをパッケージ
するよう自動で工程６００を実行し得る。該機械は、工程６００の操作を実行するようイ
ンストラクションを有してプログラムされ得、該インストラクションは、例えば、記憶装
置において格納され得、プロセッサによって実行され得る。
【００２６】
　本願において使用される通り、プロセッサは、例えば、コンピュータ、マイクロプロセ
ッサ、集積回路、又はプログラマブルロジック装置（プログラム可能論理回路）、を有す
る多種の処理装置の１つ又はそれより多くを有し得る。更には、本願において使用される
通り、プログラムインストラクションを格納する記憶装置は、ハードディスク、コンパク
トディスク（「ＣＤ」）、ＤＶＤ、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）、リードオン
リーメモリー（「ＲＯＭ」）、又は内部レジスタ、又はプロセッサ内における他のメモリ
ーを有する多種の装置のうち１つ又はそれより多くを有し得る。更には、本願において使
用される通り、インストラクションは、例えば、ハードウェア、ファームウェア、ソフト
ウェア、又は電磁波において収容され得る。
【００２７】
　図７ａは、ケースの左側部１１０の外側エッジに対して取り付けられたリーフレットク
リップ１３０ａを示す側面図である。リーフレットクリップ１３０ａは、リーフレットク
リップ１３０の一実施例である。リーフレット又は他のマテリアルを挿入するよう、リー
フレットクリップ１３０ａとケースの左側部１１０との間には、ギャップ７１０がある。
矢印７２０は、マテリアルの挿入方向を図示する。リーフレットクリップ１３０ａは、端
部表面７２５ａ及び角部７３０ａを有する。端部表面７２５ａ及び角部７３０ａは、材料
が端部表面７２５ａに衝突する一方で矢印７２０の方向に沿って挿入される場合に、マテ
リアルの挿入を妨害し得る。
【００２８】
　図７ｂは、マテリアルの挿入の妨害を低減するリーフレットクリップ１３０の他の一実
施例を図示する。リーフレットクリップ１３０ｂは、ケースの左側部１１０の外側エッジ
に対して取り付けられ、ギャップ７１０によって左側部１１０から離される。しかしなが
ら、リーフレットクリップ１３０ｂは、短くされた端部表面７２５ｂ、及びマテリアルの
挿入への妨害を低減する面取りされた角部７３０ｂを有する。マテリアルが矢印７２０の
方向に沿ってギャップ７１０へと挿入されるため、マテリアルが面取りされた角部７３０
ｂに衝突する場合、面取りされた角部７３０ｂは、マテリアルをギャップ７１０へと案内
する傾向がある。反対に、端部表面７２５ａ及び角部７３０ａは、マテリアルが端部表面
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７２５ａに衝突する場合、マテリアルがギャップ７１０に入ることを防ぐ傾向がある。
【００２９】
　図８は、リーフレットクリップがケースの左側パネルの一部から出るよう形成される一
実施例を図示する。ケース８００は、前述された右側部１２０、前述された一体的なヒン
ジ１２５、及び左側部８１０を有する。左側部８１０は、露出された周囲８４０を有する
リーフレットクリップ８３０を有する。リーフレットクリップ８３０は、露出された周囲
８４０に対して所望される位置に沿って左側部８１０をカットすることによって左側部８
１０から形成される。左側部８１０は、十分に可撓性のある材料を有して形成され、リー
フレットクリップ８３０を形成する左側部８１０の部分は上方向に曲げられ得、リーフレ
ット又は他のマテリアルが挿入され得る。リーフレットクリップ８３０のエッジは、リー
フレット又は他のマテリアルが損傷されることなく挿入及び保定され得るよう、面取りさ
れ得るか、あるいは他の一般的な技術が使用され得る。
【００３０】
　更に他の実施例は、ケース１００の最も内側（右側）側部、上部、又は左側部１１０の
底部等である異なる位置においてクリップアームをケースに対して取り付け得る。クリッ
プアームはまた、あるいは代替的に、リーフレット又は他のマテリアルが挿入され得るよ
う、ピボット点の周囲に回転し得る。ピボット点は、例えば、リーフレットクリップ１３
０がケース１００に対して取り付けられる位置１３２において位置決めされ得る。クリッ
プアームはまた、リーフレットを保定又はリーフレットと接触する複数の点を有し得る。
【００３１】
　更なる実施例では、ハブはまた、六角形等である多種の異なる形状を有し得る。ハブの
形状の少なくとも一部分は一般的に、ハブによって留められるべきＤＶＤ又は他のアイテ
ムの穴の形状に対して実質的に合致される。
【００３２】
　実施例はまた、前述された主な機能並びに他の機能のうち１つ、２つ、又は３つを実行
し得る。例えば、第１の実施例は、資料を保定するクリップアームを与えるが、クリップ
アームは、第２のディスクを留めるハブ、又はハブ又は穴を係合し且つ第１のディスクを
保持する支援をする構造を有さない。第２の実施例は、ディスクを留めるハブを有するア
ームを与えるが、他のハブ又は穴を係合する構造は有さず、また、文書に対して保定を与
えない。第３の実施例は、文書を保定しないか、あるいはハブを有するアームを与えるが
、ハブ又は穴を係合する突起を有さない。更なる実施例は、３つの機能の多種の組合せを
実行する構造を有する。
【００３３】
　本願において記載される技術及び製品は、多種のケース又は収納器具に対して適用され
得、ケースは、メディアケース、メディアコンテナ、収納コンテナ又はケース、保全コン
テナ又はケース、あるいは、保全収納コンテナ又はケース等である多種の用語を使用して
称され得る。より多くの数の製品はまた、ケースにおいて格納され得る。例えば、２つの
ハブを使用する実施例は、例えば２つのハブの各々に２枚のＤＶＤを収納することによっ
て４枚のＤＶＤを収納し得る。ケースは、ＤＶＤ、ＣＤ、ブルーレイディスク、又はＨＤ
　ＤＶＤ等である多種の異なる製品を収納するよう使用され得る。
【００３４】
　ケースが収納し得る製品の多くは、「ディスク」と称され得る。「ディスク」という用
語は、上述された「ディスク」（ＤＶＤ、ＣＤ、ブルーレイ、ＨＤ　ＤＶＤ）と称され得
、また、３．５インチコンピュータディスク、ＶＨＳテープ、５インチフレキシブルディ
スク、又はレーザーディスク等である、コンテンツを記憶又は記録する他の媒体を称する
ようにも使用され得る。ディスクに記憶又は記録されるコンテンツは、アナログ又はデジ
タルであり得、電子的、光学的、機械的、磁気的等を含む多種の方途のうち１つ又はそれ
より多くによって記憶又は記録され得る。
【００３５】
　多くの実施例は、ケースの２つの側部（例えば、左側部１１０及び右側部１２０）の間
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に１枚又はそれより多くのディスクを収容する。側部は、１つの構成において固定され得
るか、あるいは多種の構成を適合させ得る。側部は、一体的なヒンジ１２５等であるヒン
ジ、又は２つの側部が多種の距離において常に互いに重なる「アコーディオン型」の拡張
するヒンジを介して、共に結合され得る。更には、本願に記載されるハブ又は突起又は他
の特徴は、ケースの側部以外の表面に対して取り付けられ得る。例えば、ケースは、第１
の側部と第２の側部との間において仕切りを有し得る。該仕切りは、ディスクを収容し且
つ他のハブと係合する、ハブを有する。
【００３６】
　「ハブ」という用語は、ディスクが留められ得る特徴を説明するよう使用されてきた。
ハブの構成は、周知である。より一般的には、ハブは、留め具（ファスナ、ｆａｓｔｅｎ
ｅｒ）とも称され、ディスクを留めおくよう設計される他の構造を有する。あるいは実施
例は、ディスクをケースに対して留めることなく、ディスクを保持する必要があるのみで
ある。ディスクホルダーは、当然のことながら、ハブ及び他の留め具を有するが、ディス
クの周辺におけるリッジ、及びディスクを留めることなくディスクの中心の穴を貫通する
よう設計された突起も有する。ディスクは、例えば保持されるかあるいは留められる場合
に保持される。
【００３７】
　少なくとも１つの実施例は、単一ディスクを保持するケースを与える。単一ディスクは
、ケースの一側上のリーフレットクリップに対して取り付けられたディスクホルダーによ
って保持され、ケースの他側上にはディスクホルダー（ハブ、リッジ、タブ等を含む）は
無い。リーフレットクリップ上のディスクホルダーはまた、ケースの他側の一部を係合す
ることによって単一ディスクを保持又はロックする支援をする係合部を与え得る。該部は
、例えば、係合部に対して相補的である構造を有し得る。
【００３８】
　多種の実施例は、次に示す１つ又はそれより多くの利点を有するケースを与え得る。該
ケースは、ディスクを保持し、且つ印刷資料を保全する器具を有し得、また、ハブからの
ディスクが外れることを制限する物理的障壁を与えるよう、ディスクを係合し得る。
【００３９】
　多種の実施例は、共に結合される構成要素を有するよう記載される。２つの構成要素は
、２つの構成要素が例えば互いに対して直接結合される際、あるいは１つ又はそれより多
くの介在構成要素を介して互いに対して間接的に結合されるよう、考えられる。
【００４０】
　多種の態様、特徴、及び実施例は、たとえ特定の方途を参照せずに上述されていても、
多種の方途のうち１つ又はそれより多くにおいて実施され得るか、あるいは１つの方途の
みを使用して実施され得る。例えば、多種の態様及び特徴は、１つ又はそれより多くの方
法、装置、方法を実行する装置、プログラム又は他の一式のインストラクション、プログ
ラム又は一式のインストラクションを有する装置、及びコンピュータ可読の媒体等を使用
して実施され得る。
【００４１】
　１つ又はそれより多くの実施例は、本願において記載される。しかしながら、他の特徴
は、明細書、図面、及び請求項から明らかである。更には、多種の修正がなされ得る。例
えば異なる実施例の要素は、他の実施例をもたらすよう、組合せ、補足、修正、又は取外
しが可能である。したがって、他の実施例は、添付の請求項の範囲内である。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】リーフレットクリップが見えるよう開放されたケースの一実施例を図示する。
【図２】ディスクがリーフレットクリップに対して取り付けられた図１中のケースを図示
する。
【図３】マテリアルを保定する図１中のリーフレットクリップの側面図である。
【図４】リーフレットクリップ及びハブの相補的な係合構造を示す一実施例の側面図であ
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る。
【図５】図４中のハブの斜視図である。
【図６】ハブを有するリーフレットクリップを使用する方法の一実施例のフローチャート
である。
【図７ａ】面取りをされていない角部を有するリーフレットクリップの一実施例の側面図
である。
【図７ｂ】面取りをされた角部を有するリーフレットクリップの一実施例の側面図である
。
【図８】ケースの本体から出るリーフレットクリップを有するケースの一実施例を図示す
る。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７ｂ】

【図８】
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