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(57)【要約】
本発明は、バックパック（１０）及び協働するウエスト
バッグ（１００）運搬システムを与える。一実施例では
、バックパックは、ウエストバッグのベルトが装着者の
ウエストの周囲に固定されてバックパックが装着者の背
部上で着用される際に、ウエストバッグのレシーバを解
放可能に有する、バックパックのバッグ部分の下方にお
ける下方又は腰部を有する。ウエストバッグのレシーバ
は、バックパックを下ろす必要なく動かされ得、ウエス
トバッグのレシーバは、装着者の前方に配置され、装着
者は、レシーバの内容物に対するアクセスを得ることが
できる。次に装着者は、レシーバをバックパックの下方
領域まで戻し得、続いてバックパックとウエストバッグ
との組合せは、ウエストベルトを有する通常のバックパ
ックのように見える。レシーバを動かす間、ウエストバ
ッグは、バックパックに対して動作可能に接続されたま
まである。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バックパック及びウエストバッグ運搬システムであって、
　バックパックと、
　ウエストベルトと、
　レシーバと、
　を有し、
　前記バックパックは、物品を受ける第１のコンパートメントを定義し且つ背部接触壁を
有するバッグ部分と、装着者の背部上で前記バック部分を担持する肩ストラップとを有し
、
　前記ウエストベルトは、前記バッグ部分の下方において前記バックパックに対して動作
可能なように接続され、
　前記レシーバは、前記ウエストベルトによって担持され、それによって前記装着者は、
前記バッグ部分の下方から前記装着者の前方まで前記レシーバを移動させるよう、前記装
着者のウエストの周囲に前記レシーバを動かし得る、
　バックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２】
　前記肩ストラップ及び前記ウエストベルトは、前記レシーバが前記バッグ部分の下方に
ある際に、互いに協働して前記バッグ部分及び前記レシーバの両方を担持し得る、
　請求項１記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項３】
　前記レシーバを前記バックパックに対して取外し可能に固定する手段、を更に有する、
　請求項１記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項４】
　前記レシーバを取外し可能に固定する前記手段は、前記装着者が前記装着者の背部上に
前記バックパックを背負う際に、前記装着者によって操作され得る、
　請求項３記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項５】
　前記レシーバは、前記ウエストベルトに対して接続され、前記ウエストベルトは、前記
バッグ部分の下方から前記装着者の前方まで前記レシーバを移動するよう前記装着者のウ
エストの周囲に回転される、
　請求項２記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項６】
　身体接触壁は更に、前記バックパックが前記装着者の背部上に装着される際に、前記装
着者の前記背部の腰部まで前記バッグ部分の下方において延在する、下方部分を有する、
　請求項５記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項７】
　前記背部接触壁の前記下方部分は、前記バックパック及びウエストバッグ運搬システム
が前記装着者によって装着される際に、前記ウエストベルトと前記装着者の前記背部の前
記腰部との間において延在する、
　請求項６記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項８】
　前記レシーバが前記バッグ部分の下方において位置決めされる際に前記レシーバを担持
するよう前記背部接触壁の前記下方部分に対して取り付けられる下部壁、を更に有する、
　請求項６記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項９】
　前記下部壁に対して取り付けられ、且つ前記バッグ部分に対して上方向に延在する非身
体接触壁、を更に有し、
　したがって前記身体接触壁、前記下部壁、及び前記バッグ部分は、前記レシーバが前記
バッグ部分の下方に位置決めされる際に前記レシーバを収容するよう寸法を定められる第
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２のコンパートメントを形成し、前記レシーバの出入りを可能にするよう少なくとも１つ
の側部開口を有する、
　請求項６記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１０】
　前記レシーバは、前記レシーバが前記側部開放コンパートメントにおいて有される際に
前記側部開コンパートメントから実質的に突出しないよう寸法を定められる、
　請求項９記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１１】
　前記ウエストベルトは、前記バッグ部分の下方において前記バックパックに対して動作
可能なように接続され、
　前記レシーバは、前記ウエストベルトによって摺動可能に担持され、前記装着者は、前
記レシーバを前記バッグ部分の下方から前記装着者の前方まで移動させるよう、前記ウエ
ストベルトに沿って長手方向に前記レシーバを動かし得る、
　請求項２記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１２】
　前記ウエストベルトに対して取り付けるよう前記バッグ部分の下方において延在するス
トラップ、を更に有する、
　請求項１１記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１３】
　前記レシーバは、第１のレシーバであり、前記バックパックに対する前記ウエストベル
トの接続の一側上で前記ウエストベルト上に備え付けられ、
　更には、前記バックパックに対する前記ウエストベルトの前記接続の他側上で前記ウエ
ストベルト上に備え付けられる第２のレシーバを有し、それによって前記装着者は、前記
第１及び第２のレシーバを前記バッグ部分の下方から前記装着者の前記前方まで移動させ
るよう、前記ウエストベルトの左及び右側部に沿って長手方向に前記第１及び第２のレシ
ーバを展開し得る、
　請求項１２記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１４】
　バックパック及びウエストバッグ運搬システムであって、
　バックパックと、
　ウエストベルトに対して取り付けられるレシーバを有するウエストバッグと、
　を有し、
　前記バックパックは、肩ストラップを有し、前記バックパックの上方部分における第１
のコンパートメントと、前記バックパックの下方部分における第２のコンパートメントと
を定義し、該第２のコンパートメントは、前記バックパックの前記下方部分の右及び左側
部上に開口を有し、
　前記ウエストバッグは、前記バックパックが装着者の背部上に着用される際に前記装着
者のウエストを取り巻くよう前記コンパートメントを通って延在し、前記レシーバは、前
記コンパートメントの断面寸法及び形状に概して合致する断面寸法及び形状を有し、
それによって、前記バックパックが前記装着者の背部上に着用される際に、前記装着者は
、前記レシーバが前記コンパートメントにおいて有され且つ前記装着者の背部に近接する
第１の位置から前記レシーバが前記装着者の前方に近接する第２の位置まで、前記装着者
のウエストの周囲に前記ウエストバッグを回転し得る、
　バックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１５】
　前記バックパックは、身体接触壁と、非身体接触壁と、上部壁と、中間壁と、下部壁と
を有し、前記身体接触壁及び前記非身体接触壁は、互いから間隔をあけられて対面し、前
記上部壁と、前記中間壁と、前記下部壁とに接合され、したがって前記上部壁及び前記下
部壁は、前記中間壁のいずれかの側部上で前記中間壁から間隔をあけられ、
　バッグ部分は、前記第１のコンパートメントを定義するよう、前記上方壁と、前記中間
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壁と、前記身体接触壁及び前記非身体接触壁の上方部分とに対して取り付けられる右及び
左側壁を有し、
　前記中間壁と、前記下部壁と、前記身体接触壁及び前記非身体接触壁の下方部分とは、
前記バックパックの右及び左側部上において前記バックパックの外側に対して開放する前
記第２のコンパートメントを定義し、
　肩ストラップは、前記バックパックの前記身体接触壁上に与えられ、人間である装着者
の肩にわたって掛けられるよう適合される、
　請求項１４記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１６】
　前記第２のコンパートメントに近接する前記身体接触壁の部分と、前記第２のコンパー
トメントに近接する前記非身体接触壁の部分と、前記中間壁と、前記下部壁とは、前記第
２のコンパートメントの形状を保持するよう実質的に剛性である、
　請求項１５記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１７】
　前記第２のコンパートメントに近接する前記身体接触壁上の前記部分上に位置決めされ
るフック又はループ材料を更に有し、該フック又はループ材料は、前記ウエストベルトの
内側側部上に位置決めされる対応するループ又はフック材料と取外し可能に係合する、
　請求項１４記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１８】
　前記レシーバに対向する前記ウエストベルトの内側側部上に位置決めされる前記ループ
又はフック材料は、前記ウエストベルトの前記内側側部における少なくとも１つのウイン
ドウの下方において位置決めされる、
　請求項１７記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１９】
　リリーサプレートを更に有し、前記リリーサプレートは、前記ウエストベルト内におい
て位置決めされ、且つ前記ウエストベルトと摺動可能に係合し、前記ループ又はフック材
料と前記ウエストベルトの前記内側側部上の前記少なくとも１つのウインドウとの間にあ
る、
　請求項１８記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２０】
　前記リリーサプレートは、そこに定義される少なくとも１つのウインドウを有し、前記
ウインドウが前記リリーサプレートにおいて形成され、且つ前記ウエストベルトの前記内
側側部が一致する際には、前記ループ又はフック材料に対してアクセスし得るようにし、
また、前記リリーサプレートにおいて形成される前記ウインドウと前記ウエストベルトの
前記内側側部とが一致しない際には、前記ループ又はフック材料に対するアクセスを妨害
し得るようにする、
　請求項１９記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２１】
　前記身体接触壁の前記部分上に位置決めされる前記フック又はループ材料は、前記第２
のコンパートメントへと突出するバンパーとして形成され、前記フック又はループ材料は
、前記レシーバが前記第２のコンパートメントにおいて有される際に前記リリーサプレー
ト及び前記ウエストベルトの前記内側側部において形成される前記ウインドウへと突出す
る、
　請求項１８記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２２】
　前記ウエストベルトの外側側部上に配置され、前記リリーサプレートに対して動作可能
に取り付けられるハンドルを更に有し、前記装着者は、前記第２のコンパートメントに近
接する前記身体接触壁の前記部分上に位置決めされる前記フック又はループ材料と、前記
ウエストベルトの前記内側側部上に位置決めされる前記対応するループ又はフック材料と
を係合及び解放するよう前記リリーサプレートを摺動するよう前記ハンドルを引き得る、
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　請求項１９記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２３】
　バックパック及びウエストバッグ運搬システムであって、
　バックパックと、
　ウエストベルトと、
　レシーバと、
　を有し、
　前記バックパックは、物品を受けるコンパートメントを定義するバッグ部分と、装着者
の背部上で前記バック部分を担持する肩ストラップとを有し、
　前記ウエストベルトは、前記装着者のウエストの周囲において着用するよう前記バッグ
部分の下方において前記バックパックに対して取り付けられ、
　前記レシーバは、前記ウエストベルトによって摺動可能に担持され、それによって前記
装着者は、前記バッグ部分の下方から前記装着者の前方まで前記レシーバを動かすよう、
前記ウエストベルトに沿って長手方向に、また前記装着者のウエストの周囲に、前記レシ
ーバを動かし得る、
　バックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２４】
　前記バックパックに対して接続され、且つ前記ウエストベルトへの取付けに対して前記
バッグ部分の下方において延在するストラップ、を更に有する、
　請求項２３記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２５】
　前記レシーバは、第１のレシーバであり、前記バックパックに対する前記ウエストベル
トの前記取付けの一側上において前記ウエストベルト上に備え付けられ、
　更に、前記バックパックに対する前記ウエストベルトの前記取付けの他側上において前
記ウエストベルト上に取り付けられる第２のレシーバを有し、
　したがって前記装着者は、前記第１及び第２のレシーバを前記バッグ部分の下方から前
記装着者の前記前方まで移動させるよう、前記ウエストベルトの左及び右側部に沿って長
手方向に前記第１及び第２のレシーバを展開し得る、
　請求項２３記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２６】
　バックパック及びウエストバッグ運搬システムであって、
　バックパックを有し、
　該バックパックは、
　物品を受ける第１のコンパートメントを定義し、背部接触壁を有する、バッグ部分と、
　装着者の背部上にある際に前記バッグ部分を担持する、少なくとも１つの肩ストラップ
と、
　前記バックパックに対して動作可能に接続される、ウエストベルトと、
　該ウエストベルトによって担持される、レシーバと、
　を有し、
　前記ウエストベルト及び前記レシーバは、ウエストバッグを有し、
　前記バックパック及び前記ウエストバッグは、前記バッグ部分の下方から前記レシーバ
を移動させるよう、前記装着者が前記装着者のウエストの周囲に前記レシーバを動かし得
るよう適合される、
　バックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２７】
　前記バックパック及び前記ウエストバッグは、前記バッグ部分の下方から前記装着者の
前方まで前記レシーバを移動させるよう前記装着者の背中上で前記バックパックが着用さ
れる一方で前記装着者が前記装着者のウエストの周囲に前記レシーバを回転し得るよう適
合される、
　請求項２６記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
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【請求項２８】
　前記ウエストベルトは、前記バッグ部分の下方において前記バックパックに対して動作
可能に接続される、
　請求項２６記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願の分野は、有生の装着者（ｂｅａｒｅｒ）によって装着される物品に対する運搬装
置の分野であり、特にはバックパックの分野である。
【背景技術】
【０００２】
　スポーツ又は野外カメラマンは、自身の写真機材及び他の用具一式を運搬するよう、バ
ックパックを頻繁に着用する。しかしながら、カメラマンは、自身の背部又は後部上の通
常の位置からバックパックを取り外し、バックパックにおけるコンパートメントに対する
アクセスを得るよう自身の前方又は前部までバックパックを移動させなければならないた
め、バックパックに格納される機材は、容易には使用できない。写真撮影の好機は、一瞬
であることがしばしばあり、バックパックからカメラを取り出すよう必要とされる時間に
より該好機を失い得る。あるいは、カメラマンは単純に、努力が要されるため、立ち止ま
ってバックパックからカメラを取り出すことを望まないかもしれない。
【０００３】
　カメラマンが着用するバックパックは、自身の首からストラップによってカメラを掛け
ることによって、より使用し易いようカメラを保持することを選択し得る。これは、カメ
ラをいかなる長さの時間でも運搬し、且つ、カメラを雨、衝突、摩耗、埃、及び盗難にさ
らす不適当な方途であり得る。あるいは、カメラは、肩ストラップ、胸骨（ｓｔｅｒｎｕ
ｍ）ストラップ、又はバックパックのウエストベルトから懸架されるケースに有され得る
か、あるいは、ベスト等であるカメラマンが着用する衣類のポケットに有される。カメラ
を運搬するかかる方法は、着脱可能なレンズを有する最近の一眼レフデジタルカメラ等の
ようにカメラが大きい場合には不適当又は不可能である。加えて、カメラは、バックパッ
クにあるようには保護されない。更には、おそらく信用できない他人は、カメラマンが大
きく高価なカメラを運搬することを観察することができる。
【０００４】
　あるいは、カメラマンは、（「ベルトパック」、「腰パック」、「腰バッグ」、又は「
ウエストパック」として既知である通り）ウエストバッグにおいて自身のカメラを運搬し
得る。ウエストバッグは、雨、衝突、摩耗、埃、及び盗難からのカメラの保護を与え、ま
た、大型カメラを運搬するよう快適な手段である。ウエストバッグはまた、カメラマンの
背部における快適な位置から、カメラ等の内容物が容易に使用可能であるカメラマンの前
部まで回転され得るため、所望される。ユーザは、長時間にわたって身体の前部でウエス
トバッグを着用すると不快感を覚えるようになり、身体の背部上のより快適な位置までウ
エストバッグを戻したくなる。
【０００５】
　しかしながら、バックパックの着用は、バックパックがウエストベルトを有する場合に
バックパックのウエストベルトがウエストバッグの使用を邪魔するため、ウエストバッグ
の着用とは相容れない。バックパックはまた、バックパックが邪魔するため、それがカメ
ラマンの背部又は後部上のより快適な位置まで回転されることを妨げる。
【０００６】
　したがって、雨、衝突、摩耗、埃、及び盗難からのカメラの保護を与え、また、大型カ
メラを運搬するよう快適な手段を有する運搬システムと組み合わせて、カメラに対する容
易なアクセスを必要とするカメラマンは、同時にバックパックを運搬することができない
ことを犠牲にしてウエストバッグを選択する傾向がある。これは、現場のカメラマン、及
び特には、追加的なレンズ、カメラ本体、及び一脚又は三脚等である撮影用具一式、並び
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に場合によっては大量である食料、水、日焼け止め剤、衣類、及び他の必需品等の非撮影
用具を運搬しなければならないカメラマンにとっては、困難な選択である。
【０００７】
　バックパッカー、登山者、ハイカー、野鳥観察者、等である必ずしもカメラマンではな
い人々は、バックパック及びウエストバッグの両方の利点を組み合わせる運搬システムが
、必要な用具又は他のアイテムに対する容易なアクセスを与える一方で、より大きなバッ
クパックの運搬容量を有することに加えて、雨、衝突、摩耗、埃、及び盗難からの用具及
び他のアイテムの保護を与える、と考える。
【０００８】
　他の設計者は、バックパック及びウエストバッグの両方の利点を組み合わせる運搬シス
テムを与えるよう試みている。複数の製造者は、バックパックから着脱され得るトップフ
ラップポケット等であるポケットを有するバックパックを与え、装備さているベルトを有
するか、あるいはベルトに対して取り付けられ得るため、ポケットがウエストバッグとし
て着用され得る。ポケットの着脱は、ポケットに手を伸ばしてそれをそのウエストバッグ
構造へと展開するよう、バックパックを着用している人が自身の背部からバックパックを
取ることを求める。しかしながら上述された通り、バックパック及びウエストバッグは、
人が同時に両方を着用しようとする場合、互いに干渉する。
【０００９】
　代替的なアプローチは、隠すことができる拡張部を有するウエストバッグ、及び、ウエ
ストバッグがバックパックへと変換され得るよう、拡張部に対して取り付けられる肩スト
ラップを与える。このシステムは、バックパック及びウエストバッグの利点を与えず、一
方又は他方の構造が選択されなければならない。
【００１０】
　Ｃｏｖｅｌｌによる米国特許第５，８８７，７７０号明細書（特許文献１）、「Ｃｏｎ
ｖｅｒｔｉｂｌｅ　Ｗａｉｓｔ　Ｂａｇ，　Ｄａｙ　Ｂａｃｋｐａｃｋ　ａｎｄ　Ｓｈｏ
ｕｌｄｅｒ　Ｂａｇ」は、ファスナを開閉することによって３種類のパック又はバッグの
うちいずれか１つへと変えられ得る多目的パックを開示する。隠すことができる拡張部及
び拡張部に対して取り付けられる肩ストラップを有するウエストバッグに関する上述の説
明に関連して記載される通り、装着者は、一度に１つの構造を選択しなければならず、２
つの構造の利点を一度に得ることはできない。Ｙｏｕｎｇによる米国特許第５，９６４，
３８４号明細書（特許文献２）、「Ｔｒａｖｅｌｉｎｇ　Ｂａｇ　ｗｉｔｈ　Ｅｘｐａｎ
ｄａｂｌｅ　Ｓｔｏｒａｇｅ　Ｖｏｌｕｍｅ」はまた、ウエストバッグ、ショルダーバッ
グ（装着者の一方の肩の上部にわたって通る単一のストラップから運ばれ得るよう意図さ
れるバッグ）、又はバックパックへと変えられ得る多目的パックを与えるが、Ｃｏｖｅｌ
ｌと同様に一度に１つの構成のみが与えられる。
【００１１】
　Ｓａｇａｎによる米国特許第６，６７２，４９５　Ｂ２号明細書（特許文献３）、「Ｂ
ｉｆｕｒｃａｔｅｄ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｐａｃｋ　ｆｏｒ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔｉｎｇ　
Ｒｅｃｒｅａｔｉｏｎａｌ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ」は、バックパックとして、あるいは肩
ストラップが脚を取り囲む通常ではない臀部取付け位置において着用され得るスノーボー
ド等である機材に対する運搬パックを開示する。装着者は、所定の一度に（ａｔ　ｏｎｅ
　ｇｉｖｅｎ　ｔｉｍｅ）着用するよう一方又は他方の構造を選択しなければならない。
Ｃｏｖｅｌｌ及びＹｏｕｎｇと同様に、装着者は、ウエストバッグ及びバックパックの利
点を同時に得ることはできない。
【００１２】
　Ｖｏｎ　Ｎｅｕｍａｎｎによる米国特許第５，９３４，５２７号明細書（特許文献４）
、「Ｍｏｄｕｌａｒ　Ｂａｃｋｐａｃｋ」は、４つのバッグ又はユニットのモジューラー
バックパックを開示し、中間のバッグがメインのバッグから取り外され得、それ自体がウ
エストバッグとして使用され得る。バッグ構成要素は、ファスナ又はスナップを有して接
続される。メインのバッグは、肩ストラップを有し、それ自体をバックパックとして、あ



(8) JP 2008-539818 A 2008.11.20

10

20

30

40

50

るいは中間のバッグ及び下方のバッグと接合されて、使用され得る。しかしながら、メイ
ン及び中間のバッグが分離されると、装着者は、ウエストバッグ及びメインのバッグを同
時に着用することができる。これは、メインのバッグが大変短く装着者の背中にぶら下が
るべきではなく、装着者が前傾になる限り後方へのウエストバッグの移動を防ぐようにす
るため、である。しかしながら、Ｖｏｎ　Ｎｅｕｍａｎｎは、容易に展開可能なウエスト
バッグを有するモジューラーバックパックを与えない。Ｖｏｎ　Ｎｅｕｍａｎｎのモジュ
ーラーバックパックを着用する人は、装着者が自身の前部上に着用することを望む場合は
必須であるように、別個のウエストバッグとして中間バッグを着用するよう中間のバッグ
をメインのバッグから外すよう、背部からモジューラーバックパックを取り外さなければ
ならない。更には、中間のバッグがメインのバッグから分離されると、それらを接続する
ファスナ又はスナップを作動させるようバッグを下ろさずにメインのバッグに対して再度
取り付けられ得ない。
【００１３】
　おそらく、バックパック及びウエストバッグの両方の利点を組み合わせる運搬システム
の発明者にとって既知である最も近い例（ｃｌｏｓｅｓｔ　ｅｘａｍｐｌｅ）は、Ｌｏｗ
ｅｐｒｏによって販売されるＯｒｉｏｎ　ＡＷ「ベルトパック／バックパック」である。
Ｏｒｉｏｎ　ＡＷ「ベルトパック／バックパック」は、側部リリースバックルを有してウ
エストバッグに対して接続される上方パックを有する。ユーザは、側部リリースバックル
をリリースすることによって上方パックからウエストバッグをリリースし、続いてウエス
トバッグを前方まで回転させる。ユーザは続いて、上方パックの下方においてウエストバ
ッグを回転して戻すが、側部リリースバックルの半分同士を互いに締め付けることによる
ウエストバッグに対する上方パックの再接続において困難に直面する。（http://www.low
epro.com/images/downloads/orionaw.pdf参照。２００６年４月２７日アクセス。）なん
らかの訓練（ｇｙｍｎａｓｔｉｃｓ）が必要である。実際に、肥満又は敏捷性の欠如によ
り、この動作が不可能であると感じるユーザもいる。
【００１４】
　ウエストバッグは、ウエストバッグ構成要素に対して肩ストラップからなんらかの担持
を受けるよう、Ｏｒｉｏｎ　ＡＷ「ベルトパック／バックパック」の上方パックに対して
再度接続されなければならない。ウエストバッグを上方パックに対して再接続できないユ
ーザは、再接続するよう両方の構成要素を下さなければならない。ユーザがウエストバッ
グ及び上方パック構成要素を取り外すことなく再接続し得る場合でも、ユーザは、かかる
方途では互いに対する構成要素のぐらつき又はなんらかの独立した動きを防ぐよう上方パ
ックに対して確実に接続されない、と感じる。
【００１５】
　更には、Ｏｒｉｏｎ　ＡＷ「ベルトパック／バックパック」は、ウエストバッグ及びバ
ックパックの明らかな組合せ（ａｎ　ｏｂｖｉｏｕｓ　ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）である
ように見え、それによって多少「策略的（ｇｉｍｍｉｃｋｙ）」であるように見える。そ
れは人目を引き得、路上（ｓｔｒｅｅｔ）カメラマンにとっては望ましくない。
【００１６】
　したがって、バックパックの保護及び運搬容量を与え、またバックパックを取り外す必
要なくバックパックの装着者によって使用されるバックパックから機器を展開する手段を
与える運搬システムは、必要とされる。
【００１７】
　特には、装着者がバックパックを取り外すことなくバックパックにおける所望のアイテ
ムに直接手を伸ばし得、続いてバックパックに所望のアイテムを容易に戻し得るバックパ
ックを有する運搬システムは、必要とされる。
【００１８】
　特には、また更には、装着者がバックパックを取り外すことなくバックパックにおける
所望のアイテムに直接手を伸ばし得、続いてバックパックに所望のアイテムを戻し得、か
かる作業を達成するよう装着者が訓練する必要のないバックパックを有する運搬システム
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は、必要とされる。
【００１９】
　更には、バックパック及びウエストバッグの両方の利点を与える運搬システムは、必要
とされる。
【００２０】
　加えて、また更には、システムのウエストバッグが装着者の前方に展開されない際に、
バックパックのように見えるバックパック及びウエストバッグの用法の利点を与える運搬
システムは、必要とされる。
【００２１】
　加えて、また最後に、バックパック及びウエストバッグの両方の利点を組み合わせ、且
つウエストバッグがバックパックに回転して戻され得る運搬システムは、必要とされる。
【特許文献１】米国特許第５，８８７，７７０号明細書
【特許文献２】米国特許第５，９６４，３８４号明細書
【特許文献３】米国特許第６，６７２，４９５　Ｂ２号明細書
【特許文献４】米国特許第５，９３４，５２７号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　本発明は、上述の必要性を満たすよう、装着者又はユーザによって着用されると同時に
作動され得る協働するバックパック及びウエストバッグ構成要素を有する運搬システムを
与え、装着者が装着者の前部又は前方までウエストバッグのレシーバを展開し得るよう、
また、バックパックと一致する位置までレシーバを戻し得るようにし、バックパック及び
ウエストバッグは、ウエストベルト及び肩ストラップを有する通常のバックパックにおけ
るよう互いを担持する。
【課題を解決するための手段】
【００２３】
　したがって本発明は、バックパック及びウエストバッグ運搬システムを与える。当該バ
ックパック及びウエストバッグ運搬システムは、物品を受ける第１のコンパートメントを
定義し且つ背部接触壁を有するバッグ部分と装着者の背部上でバック部分を担持する肩ス
トラップとを有する、バックパック；バッグ部分の下方においてバックパックに対して動
作可能なように接続される、ウエストベルト；及び、ウエストベルトによって担持され、
それによってバッグ部分の下方から装着者の前方までレシーバを移動させるよう装着者が
装着者のウエストの周囲に動かし得る、レシーバを有する。
【００２４】
　典型的な一実施例では、本発明の運搬システムは、バックパックを与える。該バックパ
ックは、ウエストバッグのベルトが装着者のウエストの周囲に固定される際、ウエストバ
ッグのレシーバを解放可能に有し得るバックパックの下方又は腰部において空間又はコン
パートメントを有し、装着者は、ウエストバッグを装着者の前部まで装着者のウエストの
周囲に回転し得ると同時に、装着者は、後部又は背部上にバックパックを着用する。
【００２５】
　他の典型的な実施例では、本発明の運搬システムは、配置されるレシーバを担持するウ
エストベルト及びバックパックを与え、装着者が自身の後部又は背部上でバックパックを
着用する一方で、レシーバは、バックパックの下方から装着者の前部又は前面までウエス
トベルトに対して動かされ得る。
【００２６】
　本発明は、バックパック及びウエストバッグの利点を組み合わせる運搬システムを与え
る、ことを目的とする。
【００２７】
　他の目的及び利点は、バックパックの保護及び運搬容量を与え、また、バックパックを
取り外すことなくバックパックの装着者によって使用されるバックパックから機材を展開
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する手段を与える。
【００２８】
　他の目的及び利点は、バックパックを取り外すことなく、装着者がバックパックにおけ
る所望のアイテムに即座に手を伸ばし得るバックパックを有する運搬システムを与える、
ことである。
【００２９】
　他の目的及び利点は、装着者の前方又は前部に対して容易に展開され得、且つ、バック
パックを取り外す必要なく装着者の背部又は後部まで容易に戻され得るウエストバッグの
回転レシーバを有するバックパックを与える、ことである。
【００３０】
　他の目的及び利点は、ウエストバッグレシーバが装着者の後方に展開される際、ウエス
トバッグレシーバの重量を完全に担持するウエストバッグ及びバックパックの組合せであ
るシステムを与える、ことである。
【００３１】
　本発明の更に他の目的及び利点は、ウエストバッグレシーバが装着者の後方に展開され
る際、ウエストバッグがぐらつかず且つ完全に制御されるよう、バックパックに対してウ
エストバッグレシーバをしっかりと固定するウエストバッグ及びバックパックの組合せで
あるシステムを与える、ことである。
【００３２】
　他の目的及び利点は、ウエストバッグレシーバが装着者の後方に展開される際、バック
パックのように見えるウエストバッグ及びバックパックの組合せであるシステムを与える
、ことである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明の他の目的、特性、及び利点は、以下の望ましい実施例の詳細な説明、添付の請
求項、及び添付の図面からより完全に明らかとなる。
【００３４】
　これより図面を参照して、ウエストバッグを有するバックパック運搬システムの第１の
望ましい実施例は、参照符号１によって全体的に示される。
【００３５】
　ウエストバッグを有するバックパック運搬システム１は、バックパック１０及びウエス
トバッグ１００という２つの協働する構成要素を有する。バックパック１０は、第１又は
上方コンパートメント１８を定義するバッグ部分１２、及びウエストバッグ１００を受け
る下方側部開放コンパートメント（ｏｐｅｎ－ｓｉｄｅｄ　ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔ）９
５を有し、それによってウエストバッグ１００とバックパック１０との間に動作接続を与
える。装着者は、図１，３及び４中に示される第１の構造にある際に、通常のバックパッ
クを着用するようバックパック１０及びウエストバッグ１００の組合せを着用し得る。
【００３６】
　第１の構造において、バックパック１０はウエストバッグ１００を担持し、ウエストバ
ッグ１００はバックパック１０を担持する。バックパック１０は、装着者の背部（ｂａｃ
ｋ）又は後部（ｐｏｓｔｅｒｉｏｒ　ｓｉｄｅ）上でバックパック１０のバッグ部分１２
を担持し、また第１の構造においては上方から担持を与えることによってウエストバッグ
１００のレシーバ１１０を担持する、肩ストラップ８０及び８２を有する。ウエストバッ
グ１００は、ウエストバッグ１００のレシーバ１１０を担持し、またこの第１の構造にお
いては下方から担持を与えることによって装着者の背部又は後部上でバックパック１０の
バッグ部分１２を担持する装着者のウエストを取り巻くウエストベルト１８０を有する。
ウエストバッグ１００のレシーバ１１０がバックパック１０へと回転する際、ウエストベ
ルト１８０と組み合わされるレシーバ１１０は、バックパック１０の重量の全て又は一部
を担持し得る。これは、装着者が肩ストラップ８０及び８２を弛め得るため、バックパッ
ク１０の重量がウエストベルト１８０上で担持され、従って装着者の臀部上において担持
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される、ことを意味する。
【００３７】
　ウエストバッグ１００のレシーバ１１０は、バックパック１０のバッグ部分１２におい
て側部開放コンパートメント９５から引き出され得る一方、バックパック１０は、装着者
の身体上に着用され、バッグ部分１２の下方（及び装着者の後部又は後方部）から装着者
の前部又は前方部まで回転され、図２中に示されるウエストバッグ１００及びバックパッ
ク１０の第２の構造における通りである。この構造では、装着者は、バックパック１０取
り外すことなくウエストバッグ１００のレシーバ１１０の内容物に対してアクセスを有す
る。ウエストバッグ１００は、バックパック１０に対して動作可能に接続されたままであ
る。
【００３８】
　装着者は、所望される際にはバックパック１０又はウエストバッグ１００のいずれかを
取り外すことなく、図１，３及び４中に示される構造までウエストバッグ１００を移動又
は回転させ得る。この構造では、ウエストバッグを有するバックパック運搬システム１は
、装着者から取り外され得、１つのユニットとして手等によって運ばれ得る（図３の通り
。図３中、ウエストバッグを有するバックパック運搬システム１は、それ自体が示され、
装着者に取り付けられていない）。この点において、ウエストバッグを有するバックパッ
ク運搬システム１は、ウエストベルトを有する既知のバックパックと同様に動作し、且つ
使用され得る。
【００３９】
　ユーザ又は装着者は、所望される場合に、バックパック１０及びウエストバッグ１００
を別個に着用し得る。
【００４０】
　側部開放コンパートメント９５は別として、図１－５中のバックパック１０は、バック
パック１０が、身体接触壁２０と一般的には対向且つ平行である非身体接触壁３０とを有
し、該壁２０及び３０は、右及び左側壁４０及び５０、上部壁６０、及び下部壁７０によ
って接合される、という点において、従来のバックパック又はリュックサックと同様であ
る。（本明細書中、バックパック１０及びウエストバッグ１００に対して使用される右及
び左という用語は、ウエストバッグ１００のレシーバ１１０及びバックパック１０が装着
者の後部又は背部上において着用される際の、装着者の右又は左を示す。）身体接触壁２
０はまた、一般的に平行であり、且つ上部壁６０と下部壁７０との間に配置される中間壁
９０によって、非身体接触壁３０に対して接合される。
【００４１】
　第１の望ましい実施例におけるバックパック１０は、バッグ部分１２を有する上方又は
上位部１４、及び、下方又は下位部１６へと一般的に分割される。上方部分１４は、一般
的に、中間壁９０の上方である。下方部分１６は、一般的に中間壁９０の下方にあり、バ
ックパック１０が装着者の背中上に着用される際に装着者の背骨の腰部に近接する、バッ
クパック１０の一部である。
【００４２】
　上方部分１４は、身体接触壁２０、非身体接触壁３０、右及び左側壁４０及び５０、上
部壁６０、及び中間壁９０によって形成される。かかる壁は共に、第１又は上方コンパー
トメント１１８を定義する。上方コンパートメント１８は、ファスナ１９によって反転可
能に固定される左側壁５０、右側壁４０、及び上部壁６０における開口を介してアクセス
される。
【００４３】
　バックパック１０の下方部分１６は、側部開放コンパートメント９５を定義する中間壁
９０、下部壁７０、非身体接触壁３０、身体接触壁２０を有する。下方部分１６は、装着
者の腰部及びウエストに近接するバックパック１０の一部である。右及び左側壁４０及び
５０は、中間壁９０より下方に延在しない。したがって、側部開放コンパートメント９５
は、バックパック１０の下方部分１４の右及び左で開放される。
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【００４４】
　右又は左弛緩性担持部材又は肩ストラップ８０及び８２は、バックパック１０が装着者
の背部上で着用される際に、バックパック１０を担持するよう与えられる。肩ストラップ
８０及び８２の各々はその対向する端部において、身体接触壁２０の上部及び下部におい
てバックパック１０に対して取り付けられ、バックパック１０が装着者の背部又は後部上
で着用される際に肩ストラップ８０及び８２は各々、装着者の肩の一方にわたってクロス
するよう配置される。本望ましい実施例における肩ストラップ８０及び８２は、上方パッ
ド入りストラップ部がスライダバックル８４によって下方パッド無しストラップ部８６に
接続される従来の二部分設計を有する。
【００４５】
　図１－４中のウエストバッグ１００は、内部コンパートメント１１２を定義する右及び
左側壁１４０及び１５０、上部壁１６０、及び下部壁１７０によって接合される身体接触
壁１２０及び一般的に対向且つ平行である非身体接触壁１３０を有するレシーバ１１０を
有する、という点において、従来のウエストバッグと同様である。この実施例では、身体
接触壁１２０は、装着者の身体に接触するウエストベルト１８０に対して取り付けられる
ため、装着者の身体に実際には接触しない。「身体接触」という用語が「装着者の身体に
最も近い」ことを意味し、「非身体接触」が「装着者の身体から最も離れた側部」を意味
する、ことは理解される。参照として組み込まれる米国仮特許出願番号６０／６７６，２
５７中に示される実施例においては、レシーバは、ウエストベルトの外側表面に対して取
り付けられるのではなく、ウエストベルトの一部であり、ウエストベルト１８０が以下に
記載される通り回転される際、装着者の身体に実際に接触する身体接触側部を有する。
【００４６】
　レシーバ１１０の内部コンパートメント１１２は、ファスナ１１４によって反転可能に
固定される左側壁１５０、右側壁１４０、身体接触壁１２０、上部壁１６０の接合点にお
いて開口を介してアクセスされる。
【００４７】
　レシーバ１１０は、従来のウエストベルトのように装着者のウエストの周囲に着用され
るよう意図されるバックル１８２を有するベルト１８０に対して縫いつけ等によって取り
付けられる。装着者は、一般的に装着者の身体の長手方向軸（基本的には背骨）の周囲に
手によってウエストバッグ１００を回転させることにより、装着者の前部から後部まで、
またその逆に、ウエストバッグ１００のレシーバ１１０を動かし得る。回転の前にバック
パック１８２においてベルト１８０を弛めることは、回転動作中の装着者のウエストとベ
ルト１８０との間の摩擦を低減するよう、勧められる。図示されるバックル１８２は、従
来の側部リリース設計であり、２つのリリース可能に一致する構成要素を有する。該構成
要素は、バックル１８２が閉じられる際にベルト１８０の外周の調整を可能にするため、
装着者は、ベルト１８０を弛め得るか、あるいは締め得る。
【００４８】
　レシーバ１１０は、バックパック１０の下方又は下位部１６のコンパートメント９５に
おいて受けられるよう、寸法及び形状を定められる。下方部１６は、装着者の腰部及びウ
エストに近接するバックパック１０の一部である。
【００４９】
　図示される本発明の望ましい実施例は、一般的に矩形の断面を有するウエストバッグ１
００のレシーバ１１０を有する。同様にバックパック１０におけるコンパートメント９５
は、一般的に矩形の断面を有する。身体接触壁１２０、非身体接触壁１３０、上部壁１６
０、及び下部壁１７０は、バッグ部分１２の下方部１６の端部開放コンパートメント９５
を形成する下部壁７０、中間壁９０、非身体接触壁３０、及び身体接触壁２０に夫々隣接
面接触して身体接触壁１２０、非身体接触壁１３０、上部壁１６０、及び下部壁１７０を
位置付けるよう十分ぴったりとコンパートメント９５内において適合し得る寸法を有する
。
【００５０】
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　レシーバ１１０の下部壁１７０、上部壁１６０、非身体接触壁１３０、及び身体接触壁
１２０は、望ましくは、バックパック１０の身体接触壁２０及び非身体接触壁３０の寸法
に一般的に対応する水平方向又は左右寸法（ｌｅｆｔ－ｔｏ－ｒｉｇｈｔ　ｄｉｍｅｎｓ
ｉｏｎｓ）を有する。したがって、レシーバ１１０の右及び左側壁１４０及び１５０は、
一般的に、レシーバ１１０がコンパートメント９５において中心にされる際、コンパート
メント９５の右及び左開放側部と同一平面である。レシーバ１１０は、コンパートメント
９５又はバックパック１０を越えて認め得るほどに突出することなく、コンパートメント
９５を満たす。この構造において、運搬システム１は、より識別力のある観察者を除けば
バックパックであるように見え、「策略的（ｇｉｍｍｉｃｋｙ）」な見かけを有さない。
また、この構造においてレシーバ１１０は、レシーバ１１０とバックパック１０との間に
おいて相対運動又はぐらつきを有さずにバックパック１０によって担持される、ことが留
意される。
【００５１】
　この構造において、図１，３及び４中に示されるウエストバッグを有するバックパック
運搬システム１は、コンパートメント９５において中心にされる。ウエストバッグ１００
のベルト１８０は、一般的には装着者の臀部の上方においてウエストを取り囲み、バック
パック１０に対するウエストベルトとして作用する。バックパック１０及びウエストバッ
グ１００のこの構造は、外見及び動作においてウエストベルトを有する従来のバックパッ
クに類似する。
【００５２】
　図２中に示される、一体的な回転するウエストバッグを有するバックパック１の第２の
構造において、装着者は、望ましくはバックパック１８２においてベルト１８０を弛めた
後に、コンパートメント９５からウエストバッグ１００のレシーバ１１０を引き出すため
、ベルト１８０は、装着者のウエストに対してこすりつけることによる動きに抵抗せず、
装着者の前方又は前部に対してウエストバッグ１００のレシーバ１１０を回転させる。ウ
エストバッグ１００は、望ましくは、肩ストラップ８０及び８２にわたって着用され、肩
ストラップ８０及び８２がレシーバ１１０の動きに干渉することによってウエストバッグ
１００の回転を妨げない、ことが留意される。
【００５３】
　一体的な回転するウエストバッグを有するバックパック１の望ましい実施例のより詳細
な構造は、図４の断面図中に示される。概して、図示される一体的な回転するウエストバ
ッグを有するバックパック１の望ましい実施例は、従来通りに互いに対して縫われる複数
の布地及びストラップ、バックル、フォームパッド、及び補強シート材料を有して作られ
る。身体接触壁２０は、下部壁７０、非身体接触壁３０の下方又は下位部３２、及び中間
壁９０の構成部品を形成するよう３つの一般的に直角の屈曲を通って延在する剛性なシー
ト（ｓｔｉｆｆ　ｓｈｅｅｔｉｎｇ）２４の上方に置かれるフォームパッド２２の層を有
して図示される。
【００５４】
　剛性なシート２４（望ましくは高密度ポリエチレン（ＰＥ）ボードシート材料を有して
作られる）は、身体接触壁２０においてフレームシートとしての役割を果たすよう有用で
ある剛性を与える。フレームシートは、バッグ部分１２に対してなんらかの剛性を与え、
バックパック１０によって運搬される負荷の制御を支援する。
【００５５】
　剛性なシート２４はまた、コンパートメント９５を取り囲む他の壁７０，３２及び９０
に対してなんらかの剛性を与える。該剛性は、コンパートメント９５がレシーバ１１０を
有するか否かに関わらずコンパートメント９５の形状を保持するよう十分である。コンパ
ートメント９５の壁は、多少剛性ではなかった場合に、特にはバックパックがコンパート
メント１８において負荷を有する場合にたわみ得、故に壁は、コンパートメント９５から
のレシーバ１１０の取外し、及びコンパートメント９５へのレシーバ１１０の再挿入の両
方にと干渉する傾向がある。このことは、バックパック１０が装着者の背部上に着用され
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る際の場合に特に当てはまる。装着者は、コンパートメント９５がレシーバ１１０を受け
るようその形状を保持する場合は、より容易にコンパートメント９５における適所にレシ
ーバ１１０を戻す（あるいはそれを取り外す）ことができる。
【００５６】
　レシーバ１１０は、摩擦によって部分的にコンパートメント９５において保持され、コ
ンパートメント９５内においてバックパック１０によって有される補助的ループ材料２０
０に対するウエストベルト１８０において有されるフック材料２３０の取り付けによって
、コンパートメント９５において固定される。フック材料２３０及びループ材料２００は
、コンパートメント９５においてレシーバ１１０を保持するよう所望の通り与えられ、レ
シーバ１１０が無意図的にコンパートメント９５から出ないよう、あるいはコンパートメ
ント９５において移動しないようにされる。フック材料２３０及びループ材料２００は、
図５－１２と関連して説明されるコンパートメント９５においてレシーバ１１０を解放可
能に固定するシステム又は手段の一部である。固定手段は、バックパック１０を着用する
間装着者によって容易に始動又は停止され得る。
【００５７】
　図５は、ウエストバッグ１００を有さないバックパック１０自体を示す。壁２６は、コ
ンパートメント９５に隣接及び直面する身体接触壁２０の下方部分であり、この実施例で
は、非身体接触壁３０の下方部分３２に対して全体的に平行である。２つのループ材料２
００は、縫いつけ等によって壁２６の内側に対して、コンパートメント９５へと直面する
よう取り付けられる。この実施例では、ループ材料２００は、周知のフック及びループ材
料の組合せ（面ファスナ）と同様にシート状である。ループ材料２００は、半円筒形のフ
ォーム挿入部分（ｆｏａｍ　ｉｎｓｅｒｔｓ）にわたって取り付けられ、「隆起（ｂｕｍ
ｐｓ）」を形成する。「隆起」は、コンパートメント９５へと突出する。したがってルー
プ材料２００は、以下に記載される通り、そこに取り付けられるフック材料２３０に対し
て係合又は締結するよう、ウエストベルト１９０において形成されるウインドウへと突出
する。
【００５８】
　図６は、ウエストベルト１８０の非身体接触側部又はシート１８９上に取り付けられる
レシーバ１１０を有するウエストバッグ１００を示す。図７は、レシーバ１１０が取り外
されたウエストベルト１８０を示す。図８は、図７中に示される平面８－８で取られるウ
エストベルト１８０の断面である。図９は、その構造を示すウエストベルト１８０の分解
図である。これらの図面は、バックパック１０において取り付けられるループ材料２００
からフック材料２３０を分離するよう使用されるシステム、及びウエストベルト１８９に
おいてフック材料２３０がどのように取り付けられるか、を示す。
【００５９】
　図８中の断面及び図９中の分解図は、ウエストベルト１８０の構成要素を示す。身体接
触シート又は布地パネル１９２は、フォームシート１８３にわたって置かれる。次は、第
１の内側シート又は布地パネル１８５であり、その後、フック材料２３０が取り付けられ
る第２の内側シート又は布地パネル１８７の上方において、摺動する可撓性はあるが剛性
な「リリーサ」パネル（ｓｌｉｄｉｎｇ　ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｂｕｔ　ｓｔｉｆｆ　“ｒ
ｅｌｅａｓｅｒ”　ｐａｎｅｌ）２２０が続く。補強材シート１８８は、第２の内側シー
ト又は布地パネル１８７上に取り付けられるフック材料２３０の後方に取り付けられる。
次は、非身体接触シート又は布地パネル１９４である。
【００６０】
　身体接触シート又は布地パネル１９２、第１の内側シート又は布地パネル１８５、第２
の内側シート又は布地パネル１８７、及び非身体接触シート又は布地パネル１９４は、本
発明が関連する当業者には既知である通りに、それらの周囲において互いに対して縫いつ
けられる。帯状紐（ｗｅｂｂｉｎｇｓ）１８４及び１８６はまた、この組立体に対して縫
いつけられる。帯状紐１８４及び１８６は、バックル１８２を担持する（図６－９中は図
示せず）。重畳するウインドウ１９０、１８３Ａ、及び１８５は、身体接触シート又は布
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地パネル１９２、フォームシート１８３、及び第１の内側シート又は布地パネル１８５に
おいて夫々形成され、フック材料２３０までのループ材料２００によるアクセスを可能に
する。
【００６１】
　リリーサパネル２２０及び補強材シート１８８は、望ましくは、ＰＥボードストックを
有して作られる。リリーサパネル２２０は、フック材料２３０間でのループ材料２００に
よるアクセスを可能にするようそこにおいて形成されるウインドウ２２２を有する。リリ
ーサパネル２２０は、ウエストベルト１８０の内側において動かされるよう意図され、図
１０－１２中に示される通り、フック材料２３０を交互に露出又はカバーする。望ましく
は帯状紐を有して作られるハンドル２１０は、縫いつけ等によってリリーサパネル２２０
の一端に対して取り付けられる。ループ端部２１２及び２１４は、非身体接触シート又は
布地パネル１９４において形成されるスロット２２６を介して突出し、装着者は、図１０
－１２中に示される通りリリーサパネル２２０を前後に動かすよう、ループ端部２１２及
び２１４の一方又は他方を掴み、引っ張り得る。
【００６２】
　摺動する可撓性であるが剛性なパネル２２０において形成されるウインドウ２２２は、
一側がアーチ型であるよう形成されるか、あるいは、弓又は広い槍先（ｂｒｏａｄ　ｓｐ
ｅａｒｈｅａｄ）状に形成され、図１０－１２中に示される通りリリーサパネル２２０が
フック材料２３９にわたって進む際に、フック材料２３０からループ材料２００を更によ
く分離するようにする。したがって装着者は、ループ端部２１２又は２１４を夫々引くこ
とによってコンパートメント９５においてレシーバ１１０を容易に固定又は解放し得る。
【００６３】
　本発明の第１の望ましい実施例は、複数の方途において修正され得る。例えば、トンネ
ル状コンパートメント９５は、非身体接触壁３０の下方部分３２を取り外すことによって
開かれ得、壁７０をシェルフとして残す。バックパック１０のバッグ部分１２の下方にお
いて、あるいはバッグ部分１２において、レシーバ１１０を固定する他の手段は使用され
得、ウエストバッグ１００は、ウエストバッグ１００とバックパック１０との間の動作可
能な接続を保持する一方、バックパック１０の下方においてそれに対して回転し得るよう
にされ、肩ストラップ８０及び８２は、ウエストバッグ１００に対して担持を与えること
ができ、ウエストベルト１８０は、少なくともウエストバッグ１００のレシーバ１１０が
バックパック１０のバッグ部分１２の下方にある際、バックパック１０に対して担持を与
える一方で、装着者によって着用される。加えて、同一の構造にある際、回転するウエス
トバッグを有するバックパック運搬システム１は、装着者の身体から取り外され得、単一
ユニットとして片方の手によって運搬され得る。言い換えれば、装着者は、肩ストラップ
８０又は８２の一方を引っ張ることによって、あるいは、バッグ部分１２の上方部分に取
り付けられる周知の種類の運搬グリップストラップ（図示せず）によって、ウエストバッ
グを有するバックパック運搬システム１を持ち上げることができ、ウエストバッグを有す
るバックパック運搬システム１は、単一のユニットとして上がり、運搬される。
【００６４】
　本発明に従ったウエストバッグを有するバックパック運搬システムの第２の望ましい実
施例は、全般的に図１３－１６中に参照符号３００によって示される。ウエストバッグを
有するバックパック運搬システム３００のこの実施例は、２つのレシーバ３２０Ａ及び３
２０Ｂを担持するウエストベルト３３０に対して取り付けられるバックパック３１０を与
える。
【００６５】
　バックパック３１０は、一般的に従来の設計を有し、肩ストラップ３４０及び３４２に
対して取り付けられるバッグ部分３１１を有する。バックパック３１０のバッグ部分３１
１における第１のコンパートメントへのアクセスは、ファスナ３１２を用いるものであり
、第１の実施例１のバックパック１０と関連して記載される配置に類似する。
【００６６】
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　レシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂは、上述されたウエストバッグを有するバックパック運
搬システムの第１の実施例１と関連して記載されるレシーバ１１０と同一の全体構造を有
する。相違は、レシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂがウエストベルト３３０に対して動かされ
得る、という点である。レシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂは各々、レシーバ３２０Ａ及び３
２０Ｂにウエストベルト３３０に沿って摺動又は移動させるウエストベルト３３０に対し
てそれらを固定する手段に対して身体接触側部上に取り付けられ、装着者は、図１３中に
示される装着者の後背の（あるいは、装着者の腰部に近接する）位置から、図１４中に示
される前方における位置まで、あるいはその逆に、レシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂを動か
し得る。
【００６７】
　図示されるウエストベルト３３０に対してレシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂを固定する手
段は、本願中に組み込まれる開示である国際出願ＰＣＴ／ＵＳ２００５／０３４０３６、
及びＷＯ／２００６／０３４４２１中に記載されるシステムである。レシーバ３２０Ａ及
び３２０Ｂは各々、ウエストベルト３３０の周囲に巻くスリーブ３２４に対して身体接触
側部上に取り付けられ、レシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂのボディに対してその端部３２６
においてフック及びループストリップによって固定される。レシーバ３２０Ａ及び３２０
Ｂをウエストベルト３３０に対して固定する他の手段は、レシーバがウエストベルト３３
０に対して長手方向に沿って動くよう、あるいは摺動するようにする。
【００６８】
　おそらく図１６において最もよく見られる通り、ウエストベルト３３０は、帯状紐を有
して作られるループ３５０によってバックパック３１０に対して動作可能に接続される。
ループ３５０は、バックル３５２を有し、バックパック３１０のバッグ部分３１１の身体
接触壁３１４に対して上方端部３５４において取り付けられる。ウエストベルト３３０は
、所望によって、バックル３５２を開放することによってバックパック３１０からリリー
スされ得る。レシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂがバックパック３１０のバッグ部分３１１の
下方に収容され得る限り、ウエストベルト３３０をバックパック３１０に対して取り付け
る他の手段は、用いられ得る。
【００６９】
　レシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂがバックパック３１０の下方において摺動される際、従
来のバックパック構造は、ウエストベルト３３０がレシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂ、及び
バックパック３１０をいずれも担持するよう、並びに、肩ストラップ３４０及び３４２が
バックパック３１０、及び、レシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂをいずれも担持するよう、確
立される。レシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂは、装着者がバックパック３１０及びウエスト
ベルト３３０を着用する一方で、装着者の前方部に対して展開され得、続いて、バックパ
ック３１０の下方における位置まで戻され得る。装着者は、自分の望む位置までレシーバ
３２０Ａ及び３２０Ｂを動かすようバックパック３１０又はウエストベルト３３０をいず
れも取り外す必要はない。
【００７０】
　第１の実施例と関連して上述された通り、第２の実施例は、ウエストベルト３３０とバ
ックパック３１０との間における動作可能な接続を保持し、肩ストラップ３４０及び３４
２は、レシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂに対して担持を与えることができ、また、ウエスト
ベルト３３０は、少なくともレシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂがバックパック３１０のバッ
グ部分３１１の下方にある際は、バックパック３１０に対して担持を与える一方で、装着
者によって着用される。レシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂがバックパック３１０の下方にお
いて回転されると、ウエストベルト３３０は、バックパック３１０の重量を担持すること
ができる。このことは、装着者が肩ストラップ３４０及び３４２を弛めることができ、バ
ックパック３１０の重量は、ウエストベルト３３０上で担持され、したがって装着者の腰
部上で担持される。
【００７１】
　加えて、同意の構造にある際、ウエストバッグを有するバックパック運搬システム３０
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０は、装着者の身体から取り外され得、単一のユニットとして片手で運搬され得る。言い
換えれば、装着者は、肩ストラップ３４０及び３４２の一方を引くことによって、あるい
はバッグ部分３１１の上方部分に対して取り付けられる周知の種類の運搬グリップストラ
ップ（図示せず）によって、ウエストバッグを有するバックパック運搬システム３００を
持ち上げることができ、また、ウエストバッグを有するバックパック運搬システム３００
は、単一のユニットとして上げられ、運搬される。
【００７２】
　ユーザ又は装着者は、所望によって、バックパック３１０及びウエストベルト３３０（
その上に取り付けられたレシーバ３２０Ａ及び３２０Ｂを有する）を別個に着用し得る。
【００７３】
　当然のことながら、第２の実施例の多種の変形は、可能である。例えば、１つのみのレ
シーバが与えられ得る。バックパック３１０のウエストベルト３３０に対する接続は、剛
性又は固定式であり得る。
【００７４】
　本発明は、望ましい実施例と関連して説明されてきたが、本発明をこの実施例又はその
特定な構築方法、材料又は構成要素に制限されるよう意図されない、ことは理解される。
対照的に、本発明は、添付の請求項によって定義される本発明の趣旨及び範囲内に有され
得る代替案、修正、及び同等のものを対象とするよう意図される。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明に従ったウエストバッグを有するバックパック運搬システムの望ましい一
実施例の右側からの斜視図であり、ウエストバッグのレシーバがバックパックの内側に展
開される第１の構造において人間である装着者によって着用される図である。
【図２】図１中のウエストバッグを有するバックパック運搬システムの望ましい実施例の
右側からの斜視図でありウエストバッグのレシーバが装着者の前方又は前部において展開
される第２の構造において人によって着用される図である。
【図３】ウエストバッグのレシーバがバックパックの内側に展開される第１の構造におけ
る、図１中のウエストバッグを有するバックパック運搬システムの望ましい実施例の前面
図である。
【図４】図３中に示される通り平面４－４に沿った図３中のウエストバッグを有するバッ
クパック運搬システムの断面図である。
【図５】図１中のウエストバッグを有するバックパック運搬システムの望ましい実施例の
バックパック要素又は部分の斜視図であり、ウエストバッグ要素又は部分は図示されず、
ウエストバッグのレシーバを受けるバックパックにおけるコンパートメントが示され得る
。
【図６】図１中のウエストバッグを有するバックパック運搬システムの望ましい実施例の
ウエストバッグ要素又は部分の側面図であり、バックパック要素又は部分から離されて示
される。
【図７】図６中のウエストバッグのウエストベルト要素又は部分の側面図であり、図１中
のウエストバッグを有するバックパック運搬システムの望ましい実施例のバックパック要
素に対してウエストバッグ要素を取外し可能に接続するシステムの一部を示す。
【図８】図７中に示される平面８－８に沿った図７中のウエストベルトの断面図である。
【図９】図７中に示されるウエストベルトの拡大図である。
【図１０】図７中のウエストベルトの一部の斜視図であって、図１中のウエストバッグを
有するバックパック運搬システムの望ましい実施例のバックパック要素に対してウエスト
バッグ要素を取外し可能に接続するシステムの一部を示し、フック材料は完全に露出され
る。
【図１１】図１０中のウエストベルトに類似する図７中のウエストベルトの一部の斜視図
であり、フック材料は部分的に露出される。
【図１２】図１０中のウエストベルトに類似する図７中のウエストベルトの一部の斜視図
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【図１３】本発明に従ったウエストバッグを有するバックパック運搬システムの第２の望
ましい実施例の右側からの斜視図であり、ウエストバッグのレシーバがバックパックの下
方において展開される第１の構造において人間である装着者によって着用される図である
。
【図１４】図１３中のウエストバッグを有するバックパック運搬システムの望ましい実施
例の右側部からの斜視図であり、ウエストバッグのレシーバが装着者の前方又は前部にお
いて展開される第２の構造において人によって着用される図である。
【図１５】ウエストバッグのレシーバがバックパックの下方に展開される第１の構造にお
ける図１３中のウエストバッグを有するバックパック運搬システムの望ましい実施例の前
面図である。
【図１６】ウエストバッグのレシーバがバックパックの下方に展開される第１の構造にお
ける図１３中のウエストバッグを有するバックパック運搬システムの望ましい実施例の裏
面図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】

【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月18日(2008.2.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バックパック及びウエストバッグ運搬システムであって、
　バックパックと、
　ウエストベルトと、
　レシーバと、
　を有し、
　前記バックパックは、物品を受ける第１のコンパートメントを定義し且つ身体接触壁を
有するバッグ部分と、装着者の背部上で前記バック部分を担持する肩ストラップとを有し
、
　前記ウエストベルトは、前記バッグ部分の下方において前記バックパックに対して動作
可能なように接続され、
　前記レシーバは、前記ウエストベルトによって担持され、それによって前記装着者は、
前記バッグ部分の下方から前記装着者の前方まで前記レシーバを移動させるよう、前記装
着者のウエストの周囲に前記レシーバを動かし得る、
　バックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２】
　前記肩ストラップ及び前記ウエストベルトは、前記レシーバが前記バッグ部分の下方に
ある際に、互いに協働して前記バッグ部分及び前記レシーバの両方を担持し得る、
　請求項１記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項３】
　前記レシーバを前記バックパックに対して取外し可能に固定する手段、を更に有する、
　請求項１記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項４】
　前記レシーバを取外し可能に固定する前記手段は、前記装着者が前記装着者の背部上に
前記バックパックを背負う際に、前記装着者によって操作され得る、
　請求項３記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項５】
　前記レシーバは、前記ウエストベルトに対して接続され、前記ウエストベルトは、前記
バッグ部分の下方から前記装着者の前方まで前記レシーバを移動するよう前記装着者のウ
エストの周囲に回転される、
　請求項２記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項６】
　身体接触壁は更に、前記バックパックが前記装着者の背部上に装着される際に、前記装
着者の前記背部の腰部まで前記バッグ部分の下方において延在する、下方部分を有する、
　請求項５記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項７】
　前記身体接触壁の前記下方部分は、前記バックパック及びウエストバッグ運搬システム
が前記装着者によって装着される際に、前記ウエストベルトと前記装着者の前記背部の前
記腰部との間において延在する、
　請求項６記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項８】
　前記レシーバが前記バッグ部分の下方において位置決めされる際に前記レシーバを担持
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するよう前記身体接触壁の前記下方部分に対して取り付けられる下部壁、を更に有する、
　請求項６記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項９】
　前記下部壁に対して取り付けられ且つ前記バッグ部分に対して上方向に延在する、非身
体接触壁を更に有し、
　したがって前記身体接触壁と、前記下部壁と、前記バッグ部分とは、前記レシーバが前
記バッグ部分の下方に位置決めされる際に前記レシーバを収容するよう寸法を定められる
第２のコンパートメントを形成し、前記レシーバの出入りを可能にするよう少なくとも１
つの側部開口を有する、
　請求項８記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１０】
　前記レシーバは、前記レシーバが前記側部開放コンパートメントにおいて有される際に
前記側部開放コンパートメントから実質的に突出しないよう寸法を定められる、
　請求項９記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１１】
　前記ウエストベルトは、前記バッグ部分の下方において前記バックパックに対して動作
可能なように接続され、
　前記レシーバは、前記ウエストベルトによって摺動可能に担持され、前記装着者は、前
記レシーバを前記バッグ部分の下方から前記装着者の前方まで移動させるよう、前記ウエ
ストベルトに沿って長手方向に前記レシーバを動かし得る、
　請求項２記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１２】
　前記ウエストベルトに対して取り付けるよう前記バッグ部分の下方において延在するス
トラップ、を更に有する、
　請求項１１記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１３】
　前記レシーバは、第１のレシーバであり、前記バックパックに対する前記ウエストベル
トの接続の一側上で前記ウエストベルト上に備え付けられ、
　更には、前記バックパックに対する前記ウエストベルトの前記接続の他側上で前記ウエ
ストベルト上に備え付けられる第２のレシーバを有し、それによって前記装着者は、前記
第１及び第２のレシーバを前記バッグ部分の下方から前記装着者の前記前方まで移動させ
るよう、前記ウエストベルトの右側部及び左側部に沿って長手方向に前記第１及び第２の
レシーバを展開し得る、
　請求項１２記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項１４】
　一体的なウエストバッグを有するバックパックであって、
　バックパックと、
　ウエストベルトに対して取り付けられるレシーバを有するウエストバッグと、
　を有し、
　前記バックパックは、肩ストラップを有し、前記バックパックの上方部分における第１
のコンパートメントと、前記バックパックの下方部分における第２のコンパートメントと
を定義し、該第２のコンパートメントは、前記バックパックの前記下方部分の右及び左側
部上に開口を有し、
　前記ウエストバッグは、前記バックパックが装着者の背部上に着用される際に前記装着
者のウエストを取り巻くよう前記第２のコンパートメントを通って延在し、前記レシーバ
は、前記第２のコンパートメントの断面寸法及び形状に概して合致し且つそこに解放可能
に含有可能であるよう断面寸法及び形状を有し、それによって、前記バックパックが前記
装着者の背部上に着用される際に、前記装着者は、前記レシーバが前記第２のコンパート
メントにおいて有され且つ前記装着者の背部に近接する第１の位置から前記レシーバが前
記装着者の前方に近接する第２の位置まで、前記装着者のウエストの周囲に前記ウエスト
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バッグを回転し得る、
　一体的なウエストバッグを有するバックパック。
【請求項１５】
　前記バックパックは、身体接触壁と、非身体接触壁と、上部壁と、中間壁と、下部壁と
を有し、前記身体接触壁及び前記非身体接触壁は、互いから間隔をあけられて対面し、前
記上部壁と、前記中間壁と、前記下部壁とに接合され、したがって前記上部壁及び前記下
部壁は、前記中間壁のいずれかの側部上で前記中間壁から間隔をあけられ、
　バッグ部分は、前記第１のコンパートメントを定義するよう、前記上方壁と、前記中間
壁と、前記身体接触壁の上方部分と、前記非身体接触壁の上方部分とに対して取り付けら
れる右及び左側壁を有し、
　前記中間壁と、前記下部壁と、前記身体接触壁の下方部分と、前記非身体接触壁の下方
部分とは、前記バックパックの右及び左側部上において前記バックパックの外側に対して
開放する前記第２のコンパートメントを定義し、
　肩ストラップは、前記バックパックの前記身体接触壁上に与えられ、人間である装着者
の肩にわたって掛けられるよう適合される、
　請求項１４記載の一体的なウエストバッグを有するバックパック。
【請求項１６】
　前記身体接触壁の前記下方部分と、前記非身体接触壁の前記下方部分と、前記中間壁と
、前記下部壁とは、前記第２のコンパートメントの形状を保持するよう実質的に剛性であ
る、
　請求項１５記載の一体的なウエストバッグを有するバックパック。
【請求項１７】
　前記身体接触壁上の前記下方部分上に位置決めされるフック又はループ材料を更に有し
、該フック又はループ材料は、前記ウエストベルトの内側側部上に位置決めされる対応す
るループ又はフック材料と取外し可能に係合する、
　請求項１４記載の一体的なウエストバッグを有するバックパック。
【請求項１８】
　前記レシーバに対向する前記ウエストベルトの内側側部上に位置決めされる前記ループ
又はフック材料は、前記ウエストベルトの前記内側側部における少なくとも１つのウイン
ドウの下方において位置決めされる、
　請求項１７記載の一体的なウエストバッグを有するバックパック。
【請求項１９】
　リリーサプレートを更に有し、前記リリーサプレートは、前記ウエストベルト内におい
て位置決めされ、且つ前記ウエストベルトと摺動可能に係合し、前記ループ又はフック材
料と前記ウエストベルトの前記内側側部上の前記少なくとも１つのウインドウとの間にあ
る、
　請求項１８記載の一体的なウエストバッグを有するバックパック。
【請求項２０】
　前記リリーサプレートは、そこに定義される少なくとも１つのウインドウを有し、前記
ウインドウが前記リリーサプレートにおいて形成され、且つ前記ウエストベルトの前記内
側側部が一致する際には、前記ループ又はフック材料に対してアクセスし得るようにし、
また、前記リリーサプレートにおいて形成される前記ウインドウと前記ウエストベルトの
前記内側側部とが一致しない際には、前記ループ又はフック材料に対するアクセスを妨害
し得るようにする、
　請求項１９記載の一体的なウエストバッグを有するバックパック。
【請求項２１】
　前記身体接触壁の前記下方部分上に位置決めされる前記フック又はループ材料は、前記
第２のコンパートメントへと突出するバンパーとして形成され、前記フック又はループ材
料は、前記レシーバが前記第２のコンパートメントにおいて有される際に前記リリーサプ
レート及び前記ウエストベルトの前記内側側部において形成される前記ウインドウへと突
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出する、
　請求項２０記載の一体的なウエストバッグを有するバックパック。
【請求項２２】
　前記ウエストベルトの外側側部上に配置され、前記リリーサプレートに対して動作可能
に取り付けられるハンドルを更に有し、前記装着者は、前記身体接触壁の前記下方部分上
に位置決めされる前記フック又はループ材料と、前記ウエストベルトの前記内側側部上に
位置決めされる前記対応するループ又はフック材料とを係合及び解放するよう前記リリー
サプレートを摺動するよう前記ハンドルを引き得る、
　請求項１９記載の一体的なウエストバッグを有するバックパック。
【請求項２３】
　バックパック及びウエストバッグ運搬システムであって、
　バックパックと、
　ウエストベルトと、
　レシーバと、
　を有し、
　前記バックパックは、物品を受けるコンパートメントを定義するバッグ部分と、装着者
の背部上で前記バック部分を担持する肩ストラップとを有し、
　前記ウエストベルトは、前記装着者のウエストの周囲において着用するよう前記バッグ
部分の下方において前記バックパックに対して取り付けられ、
　前記レシーバは、前記ウエストベルトによって摺動可能に担持され、それによって前記
装着者は、前記バッグ部分の下方から前記装着者の前方まで前記レシーバを動かすよう、
前記ウエストベルトに沿って長手方向に、また前記装着者のウエストの周囲に、前記レシ
ーバを動かし得る、
　バックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２４】
　前記バックパックに対して接続され、且つ前記ウエストベルトへの取付けに対して前記
バッグ部分の下方において延在するストラップ、を更に有する、
　請求項２３記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２５】
　前記レシーバは、第１のレシーバであり、前記バックパックに対する前記ウエストベル
トの前記取付けの一側上において前記ウエストベルト上に備え付けられ、
　更に、前記バックパックに対する前記ウエストベルトの前記取付けの他側上において前
記ウエストベルト上に取り付けられる第２のレシーバを有し、
　したがって前記装着者は、前記第１及び第２のレシーバを前記バッグ部分の下方から前
記装着者の前記前方まで移動させるよう、前記ウエストベルトの左及び右側部に沿って長
手方向に前記第１及び第２のレシーバを展開し得る、
　請求項２３記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２６】
　バックパック及びウエストバッグ運搬システムであって、
　バックパックを有し、
　該バックパックは、
　物品を受ける第１のコンパートメントを定義し、身体接触壁を有する、バッグ部分と、
　装着者の背部上にある際に前記バッグ部分を担持する、少なくとも１つの肩ストラップ
と、
　前記バックパックに対して動作可能に接続される、ウエストベルトと、
　該ウエストベルトによって担持される、レシーバと、
　を有し、
　前記ウエストベルト及び前記レシーバは、ウエストバッグを有し、
　前記バックパック及び前記ウエストバッグは、前記バッグ部分の下方から前記レシーバ
を移動させるよう、前記装着者が前記装着者のウエストの周囲に前記レシーバを動かし得
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るよう適合される、
　バックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２７】
　前記バックパック及び前記ウエストバッグは、前記バッグ部分の下方から前記装着者の
前方まで前記レシーバを移動させるよう前記装着者の背中上で前記バックパックが着用さ
れる一方で前記装着者が前記装着者のウエストの周囲に前記レシーバを回転し得るよう適
合される、
　請求項２６記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【請求項２８】
　前記ウエストベルトは、前記バッグ部分の下方において前記バックパックに対して動作
可能に接続される、
　請求項２６記載のバックパック及びウエストバッグ運搬システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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