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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　折畳み可能なバッグであって、
　折曲げ自在の材料により構成され、一対の側部、及び該一対の側部に架け渡された底部
に沿って相互に連結されて、前記底部の反対側に開口を形成する第１及び第２の互いに対
向する本体パネルを有した、品物を入れるコンパートメントと、
　前記第１または第２の本体パネルの少なくとも一方に連結されたパッチと、
　前記第１の本体パネルに連結され、前記開口に近接した位置に配置され、拡げられた形
態において前記パッチから横方向に延伸している、と共に第１の留め具部材を有した、少
なくとも１つのストラップと、
　前記第１の本体パネルの底部に近接した位置に配設され、前記第１の留め具部材に解放
可能に連結された第２の留め具部材とを備え、
　前記コンパートメントの前記側部及び底部は、該コンパートメントを畳み込むために、
畳み込まれた時に前記少なくとも１つのストラップが前記コンパートメントの側部の境界
線を越えて外方に延びるように折畳むことができ、前記第１の留め具部材が第２の留め具
部材に連結されると前記コンパートメントは畳み込まれた形態に実質的に維持される、折
畳みバッグ。
【請求項２】
　第１のストラップが、畳み込まれた形態時の前記コンパートメントの第１の境界線を越
えて外方に延設され、第２のストラップが、畳み込まれた形態時の前記コンパートメント
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の第２の境界線を越えて外方に延設された、請求項１に記載の折畳みバッグ。
【請求項３】
　前記第１及び第２の留め具部材はスナップである、請求項１に記載の折畳みバッグ。
【請求項４】
　前記コンパートメントの開口に近接した位置に、バッグを運ぶための手提げがさらに取
付けられている、請求項１に記載の折畳みバッグ。
【請求項５】
　前記開口は、コンパートメントが畳み込まれた形態時に、少なくとも一部が開いた状態
である、請求項１に記載の折畳みバッグ。
【請求項６】
　前記第１及び第２の本体パネルは、前記開口に近接した位置に配設された、開いている
コンパートメントを閉じる閉鎖装置を有している、請求項１に記載の折畳みバッグ。
【請求項７】
　前記パッチは、前記第１の本体パネルの前記開口に近接した位置に配設された外部ポー
チであり、前記少なくとも１つのストラップは該外部ポーチの側方に隣接した位置に配設
されている、請求項１に記載の折畳みバッグ。
【請求項８】
　前記第１の本体パネルの第１の側部は、前記第２の本体パネルの第１の側部と縫い合わ
され、前記第１の本体パネルの第２の側部は、前記第２の本体パネルの第２の側部と縫い
合わされている、請求項１に記載の折畳みバッグ。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのストラップは、少なくとも一部がエラストマ材料で形成されてい
る、請求項１に記載の折畳みバッグ。
【請求項１０】
　折畳みバッグが拡げられた時に、前記少なくとも１つのストラップは、少なくとも部分
的に、前記パッチとパネルの上またはそれらの間のハウジング内に保持される、請求項１
に記載の折畳みバッグ。
【請求項１１】
　折畳み可能なバッグであって、
　折曲げ自在の材料により構成され、一対の側部、及び該一対の側部に架け渡された底部
に沿って相互に連結されて、前記底部の反対側に開口を形成する第１及び第２の相対する
本体パネルを有した、品物を入れるコンパートメントと、
　パネルに連結された開閉自在のフラップ部材と、
　第１及び第２の端部を有し、これらの第１及び第２の端部が前記フラップ部材に連結さ
れて保持ループを形成するストラップとを備え、
　前記コンパートメントの前記側部及び底部は、該コンパートメントを畳み込むために、
該側部が保持ループの内側に配置されると前記コンパートメントは畳み込まれた形態に実
質的に維持されるように折畳むことができ、
　前記開口は、コンパートメントが畳み込まれた形態時に、少なくとも一部が開いた状態
である、
　折畳みバッグ。
【請求項１２】
　前記第１及び第２の本体パネルは、前記開口に近接した位置に配設された、開いたコン
パートメントを閉じる閉鎖装置を有している、請求項１１に記載の折畳みバッグ。
【請求項１３】
　前記フラップ部材は、前記第１の本体パネルの前記開口に近接した位置に配設されてい
て、第１の本体パネルに配設された留め具部材に係合する少なくとも１つの留め具部材を
有している、請求項１１に記載の折畳みバッグ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は畳み込むことが可能なバックに関するものである。特に、バックの中身にアク
セス可能としながら、畳み込んだ状態で保持可能な折畳みバッグに関する。
【背景技術】
【０００２】
　物品を収容して運んだり搬送したりする畳み込むことが可能なバッグとしては種々の構
造及び方式のものが知られている。この畳み込むことが可能という特徴は、個人が旅行し
ているときに、旅行先においてさらなる、あるいは異なるタイプのバッグが必要になる場
合や、全旅行期間にわたっては必要ないが、行きまたは帰りの行程に追加のバッグが必要
になる場合、特に有用である。
【０００３】
　しかしながら、畳み込むことができるバッグの個人による持ち運びや保管はいくぶん不
便であることが多い。例えば、畳み込むことが可能なバッグは、畳み込まれた形態が維持
されるように設計されることは一般的ではない。したがって、特に折畳みバッグが収容さ
れている手荷物が、旅行中によくあるように手荒い扱いを受けた時、バックが展開する傾
向にある。そのため、例えば特許文献１に記載されているように、いくつかの先行技術の
設計は畳み込まれた形状を維持するための閉鎖手段を含んでいる。
【０００４】
　ところが、従来の畳み込むことが可能なバッグは、畳み込んだ形態に折畳まれた時には
収納することのみを目的とした形状となるため、バッグの中身は折畳まれる前に取り除か
れる。さらに、畳み込まれた形態である時は、バッグの内部にアクセスすることはできな
い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】米国特許第６６４０８５６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、中身や内部へのアクセスを許すと同時に、バッグが畳み込まれた形態を維持す
る様々な閉止の仕組みを備えた、畳み込むことが可能なバッグを実現するための効率的で
経済的なシステムと方法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の目的及び利点は、以下の説明から明らかであり、また開示される実施の形態か
ら知ることができる。特に、本発明のさらなる利点は、記載された説明及び特許請求の範
囲、並びに添付の図面に具体的に示された方法及びシステムによって実現され、達成され
る。
【０００８】
　これらの利点及びその他の利点を達成するために、以下に具体的かつ広範に記載されて
いるように、本発明はバッグ、及びバッグを第１の拡げられた形態から第２の畳み込まれ
た形態までの変形または畳み込む方法を含む。
　この折畳み可能なバッグは、折曲げ自在の材料により構成され、一対の側部、及び該一
対の側部に架け渡された底部に沿って相互に連結されて、前記底部の反対側に開口を形成
する第１及び第２の互いに対向する本体パネルを有した、品物を入れるコンパートメント
を備えている。ある実施形態では、少なくとも１つのストラップが前記第１の本体パネル
に連結されていて、該少なくとも１つのストラップは、前記開口に近接した位置に配設さ
れていると共に第１の留め具部材を有している。さらに、前記第１の本体パネルの底部に
近接した位置に第２の留め具部材が配設されていて、前記第１及び第２の留め具部材は解
放可能に連結されている。前記コンパートメントの前記側部及び底部は、該コンパートメ
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ントを畳み込むために、畳み込まれた時に前記少なくとも１つのストラップが前記コンパ
ートメントの境界線を越えて外方に延びるように折畳むことができ、前記第１の留め具部
材が第２の留め具部材に連結されると前記コンパートメントは畳み込まれた形態に実質的
に維持される。
【０００９】
　この実施形態では、第１のストラップは、畳み込まれた形態時の前記コンパートメント
の第１の境界線を越えて外方に延び、第２のストラップは、畳み込まれた形態時の前記コ
ンパートメントの第２の境界線を越えて外方に延びる。さらに、前記第１及び第２の留め
具部材はスナップであり、バッグは前記コンパートメントの開口に近接した位置に、バッ
グを持ち運ぶための手提げを有している。本発明の一つの形態によれば、前記開口は、コ
ンパートメントが畳み込まれた形態時に、ほぼ開いた状態とされ、また、前記第１及び第
２の本体パネルは、例えばジッパー等の閉鎖装置が、開いたコンパートメントを閉じるた
めに前記開口に近接した位置に配設されている。
【００１０】
　前記第１の本体パネルの第１の側部は、前記第２の本体パネルの第１の側部と縫い合わ
され、前記第１の本体パネルの第２の側部は、前記第２の本体パネルの第２の側部と縫い
合わされている。あるいは、前記コンパートメントは、前記底部を形成する折り目を備え
た第１及び第２の本体パネルのための一片の織物であることを含む。さらに、前記第１の
本体パネルは、前記開口に近接した位置に配設された外部ポーチを備えていてもよい。こ
の場合、前記少なくとも１つのストラップは該外部ポーチの側方に隣接した位置に配設さ
れている。
【００１１】
　別の実施形態において、前記折畳み可能なバッグは、折曲げ自在の材料により構成され
、一対の側部、及び該一対の側部に架け渡された底部に沿って相互に連結されて、前記底
部の反対側に開口を形成する第１及び第２の互いに対向する本体パネルを有した、品物を
入れるコンパートメントを備えている。本体パネルに連結された開閉自在のフラップ部材
と、第１及び第２の端部を有し、これらの第１及び第２の端部が前記開閉可能なフラップ
部材に連結されて保持ループを形成するストラップとを備えている。さらに、前記第１の
本体パネルの底部に近接した位置に第２の留め具部材が配設されていて、前記第１及び第
２の留め具部材は解放可能に連結されている。前記コンパートメントの前記側部及び底部
は、該コンパートメントを畳み込むために、該側部が保持ループの内側に配置されると前
記コンパートメントは畳み込まれた形態に実質的に維持されるように折畳むことができる
。
【００１２】
　使用中において、前記コンパートメントを畳み込んだ形態の時、前記開口は十分に開い
た状態が維持される。さらに、前記第１及び第２の本体パネルは、開いたコンパートメン
トを閉じるために前記開口に近接した位置に配置された、例えばジッパー等の閉鎖装置を
有している。前記開閉可能なフラップ部材は、前記第１の本体パネルの前記開口に近接し
た位置に配設されていて、第１の本体パネルに配設された留め具部材に係合する少なくと
も１つの留め具部材を有している。
【００１３】
　別の実施形態においては、前記折畳み可能なバッグは品物を入れるコンパートメントを
備えている。この折畳み可能なバッグは、折曲げ自在の材料により構成され、一対の側部
、及び該一対の側部に架け渡された底部に沿って相互に連結されて、前記底部の反対側に
開口を形成する第１及び第２の互いに対向する本体パネルを備えている。さらに、第１の
端部及び第２の端部を有し、これら第１及び第２の端部がコンパートメントの底部に近接
した位置に連結されて保持ループを形成するストラップが設けられている。少なくとも１
つの手提げが、前記バッグを運ぶために前記コンパートメントの開口に近接した位置に連
結されていて、前記コンパートメントの前記側部及び底部は、該コンパートメントを畳み
込むために、前記保持ループに前記少なくとも１つの手提げを通すと前記コンパートメン
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トが畳み込まれた形態が実質的に維持されるように折畳むことができる。
【００１４】
　使用中において、前記コンパートメントを畳み込んだ形態の時、前記開口は十分に開い
た状態が維持される。さらに、前記第１及び第２の本体パネルは、開いたコンパートメン
トを閉じるために前記開口に近接した位置に配置された、例えばジッパー等の閉鎖装置を
有している。また、前記ストラップは、コンパートメントの底部に配設されている。
【００１５】
　前記の一般的な記述も以下の詳細な記述も例示的なものであり、特許が請求される本発
明についてのさらに詳しい説明を意図したものであることは言うまでもない。
【００１６】
　添付の図面は、本明細書に組み込まれてその一部を成すものであるが、本発明の方法と
システムについて図示して理解を深めるために含められたものである。説明と合わせて、
図面は本発明の原理を説明することに役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の維持用のストラップを備えた折畳みバッグの典型的な実施形態
の、拡げられた状態を模式的に示す正面図である。
【図２】図２は、図１の折畳みバッグを畳み込んだ状態を模式的に示す正面図である。
【図３】図３は、図１の折畳みバッグを畳み込んだ状態を模式的に示す背面図である。
【図４】図４Ａ～Ｄは、図１の折畳みバックの様々な折畳み段階を模式的に示す図である
。
【図５】図５Ａ～Ｅは、別の典型的な実施形態の折畳みバッグの様々な折畳み段階を模式
的に示す図である。
【図６】図６Ａ～Ｄは、さらに別の典型的な実施形態の折畳みバッグの様々な折畳み段階
を模式的に示す図である。
【図７】図７は、収納自在のストラップがバッグの一部に収納された状態を模式的に示す
図である。
【図８】図８は、図７の収納自在のストラップとハウジングの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の典型的な実施形態について、その一例を添付図面で示して詳しく説明す
る。本発明のバッグの構成及び対応するステップが、システムの詳細な説明と併せて記述
される。
【００１９】
　ここに提示された方法及びシステムは、畳み込んだ形態にバッグを折畳むために用いる
ことができる。特に、本発明は、バッグが畳み込まれた形態に維持されている間、バッグ
の中身にアクセスするのに適している。本発明に係る典型的な実施形態が図１～図４Ｄで
示され、符号１００が付されているが、この実施の形態は説明と図示のためであって限定
されるものではない。
【００２０】
　図１に示すように、前記システムは、一般に、品物（図示せず）を収納するコンパート
メント１２を有する折畳みバッグ１００を含んでいる。
　特定の実施形態においては、必ずしも必要ではないが、前記コンパートメント１２は、
実質的に一片の素材により構成される。あるいは、前記コンパートメント１２は、例えば
、縫い合わせ、接着、溶着等によって共に連結される、分離した複数の素材の部品により
構成してもよい。
【００２１】
　前記コンパートメント１２は、一対の側部１５に沿って相互に連結された、第１の本体
パネル１４及び互いに対向する第２の本体パネル１６と、前記一対の側部１５に架け渡さ
れた底部１８と、該底部と反対側に形成された開口２０とを有している。この開口は、コ
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ンパートメントの中身へのアクセスを提供するため、例えば２つの側部の間の別々の位置
で、または開口の全長にわたって、開かれているか、あるいは他の方法で非閉鎖とするこ
とができる。さらに、必ずしも必要ではないが、前記開口２０は閉鎖自在とすることがで
きる。ある特定の実施形態としては、コンパートメント１２の閉鎖装置は、ジッパー２２
である。磁石、スナップ、フック、ループファスナー等に限定されないが、その他の閉鎖
装置が含まれる。
【００２２】
　図１～図３に示すように、前記第１の本体パネル１４及び第２の本体パネル１６の前記
側部１５は、相互に直接的に連結されたものとすることができる。あるいは、図４Ａに示
すように、第１の本体パネル１４及び第２の本体パネル１６がサイドパネル１３を通して
互いに接続されるように、２枚の本体パネル間にマチ等のさらなるサイドパネルを配設す
ることができる。前記コンパートメント１２は、革、織物、ナイロン製織物、折畳み可能
な強度のある素材によって構成されるが、多数の外観や季節的な選択に適した、様々な素
材も使用される。任意に、メーカーや卸売業者がバックに顕著に表示されるように、ロゴ
や商標のような証印を含んだ外部パッチ１７を、少なくとも１つの本体パネル１４，１６
に結合させることができる。さらに、前記外部パッチ１７は、前記開口２０とは異なる閉
鎖手段を備え、バッグの収容量を増大させ、また中身への容易なアクセスを提供する外部
ポーチまたはポケットとして形成することができる。
【００２３】
　図１～図４Ｄに示すように、一対のストラップ３０は、コンパートメントの開口２０に
近接した位置の第１の本体パネル１４に連結されている。前記ストラップ３０は、固定長
としてもよく、前記パッチ１７から概略横方向に延びている。あるいは、前記ストラップ
３０は、延伸可能に、例えばエラストマ材料で形成することができ、下記でさらに詳細に
述べられているように、前記ストラップを前進させてコンパートメント１２の側部を越え
て延ばし、また前記外部パッチ１７及び本体パネル１４の上、またはそれらの間のハウジ
ング内に収納させるようにすることができる。
【００２４】
　上記のハウジング４０の典型的な実施形態は図７及び図８に示されており、前記バッグ
が拡げられた形態の時、すなわち、前記ストラップ３０がバッグを折畳まれた形態に維持
するために係合されていない時、該ストラップはハウジング４０内に収納される。このハ
ウジング４０は、ストラップ３０全体を受け入れ、またはストラップ３０全体の長さを越
えて延設されるように、あるいは、使用者が容易に掴んでストラップ３０を収納位置から
復帰させることができるように、前記ストラップ３０の一部が前記ハウジングを越えて露
出されたままとなるように構成することができる。前記ストラップ３０のこのような収納
自在の特徴は、前記バッグが拡げられた形態であるとき、該ストラップ３０を前記ハウジ
ング内に収納することができ、したがって、損傷、望まれない垂れ下がりが生じたりまた
は使用者の邪魔になったりするなどがないという点で有利である。
【００２５】
　留め具部材の第１のセット３２は、ストラップ３０上における端部の近くに設けられて
いる。同様に、留め具部材の第２のセット３４は、前記本体パネル１４上の、底部に近接
した位置に設けられている。前記バッグが畳み込まれた形態の時、前記留め具部材の第１
のセット３２は、前記留め具部材の第２のセット３４と係合するために配置及び準備され
る。そのようなものとして、前記留め具部材の第１のセットは雌型部材として形成するこ
とができ、前記留め具部材の第２のセット３４は雄型部材として形成することができる。
　その上、前記バッグが図１のような拡げられた形態である時、留め具部材の第３のセッ
ト（図示せず）を、前記本体パネル１４上における前記留め具部材の第１のセット３２と
一致する位置に設けることができる。この留め具部材の第３のセットは、前記バッグが拡
げられた形態で使用される間、前記ストラップ３０を所定の位置に確実に留めさせて維持
させ、これにより、損傷あるいはストラップが使用者の邪魔になることを防止する。図示
された前記留め具部材はスナップであるが、例えばフックやループファスナー、磁石等の



(7) JP 6073225 B2 2017.2.1

10

20

30

40

50

、代わりまたはさらなる留め具部材を使用することができる。
【００２６】
　本発明においては、もし要求されるならば、前記バッグ１００は該バッグの収容量が最
大になる拡げられた形態から、開いている（すなわち、上述したように、部分的にまたは
完全に）前記開口を通してバッグの中身へのアクセスを許すと同時に、外形を縮小して、
畳み込まれた形態に変形することができる。図１～図４Ｄに図示される典型的な実施形態
において、使用者は、まず、もし設けられていれば、留め具部材の第３のセット（図示せ
ず）から留め具部材の第１のセット３２を分離することができる。使用者は、側部１５（
もし存在するならば、同様にマチまたはサイドパネル１３も）を、本体パネル１６に重な
るように後方に折畳むことができ、そして、それは例えば図４Ｂ中に示す折り目１９のよ
うに、前記バッグの境界線の端部を形成する。その後、使用者は、本体パネル１６に重な
るように底部１８を上方に折畳み、例えば図４Ｃ中に示す折り目２１のように、前記バッ
グの下部の境界線の端部を形成することができる。この折畳む動きは、前記バック１００
の留め具部材の第１のセット３２とは互いに対向する面に配置されている前記留め具部材
の第２のセット３４を再度適合せるかまたは再配置させる。前記ストラップはそのとき、
境界線の端部、すなわち折り目１９のまわりをくるみ、留め具部材の第１のセット３２が
着脱自在の部品によって留め具部材の第２のセット３４と提携されるように配置される。
【００２７】
　図４Ｄに示すように、留め具部材３２，３４の係合は前記バッグを畳み込まれた形態に
確実に維持する。本発明の一つの実施形態によれば、たとえ境界線の端部、すなわち折り
目１９，２１によって形成されるコンパートメントの収容力が低下した状態であっても、
前記開口２０は開いたまま（すなわち、上述したように部分的にあるいは完全に）であり
、この構成によりコンパートメント１２の内部へのアクセスを許す。使用者が収容量が減
少したコンパートメント内に、例えば携帯電話、車のキー等の物品を保管することを可能
とすることにより、前記バッグの機能を増やしており、これは有利な点である。換言する
と、前記バッグの畳み込める特徴は、上述したように、前記バッグのサイズを縮小して収
納を容易にすることができ、さらに様々な量の荷物に対応するために必要に応じて拡げま
たは畳み込むことができる、大きさを変更可能なバックとして用いることを可能としてい
る。
【００２８】
　本発明の別の形態おいて、折畳みバッグの他の典型的な実施形態として、図５Ａ～Ｅの
ものが提供される。図５Ａに示すように、システムは一般的に、品物（図示せず）を収容
するためのコンパートメント２１２を備えた、畳み込めるバッグ２００を有している。図
１～図４Ｄの実施形態に関して上述したように、コンパートメント２１２は、実質的に一
片の素材により構成してもよく、または、例えば、縫い合わせ、接着、溶着等によって共
に連結される、分離した複数の素材の部品により構成してもよい。
【００２９】
　前記コンパートメント２１２は、一対の側部２１５に沿って相互に連結された、第１の
本体パネル２１４及び互いに対向する第２の本体パネル２１６と、前記一対の側部２１５
に架け渡された底部２１８と、該底部と反対側に形成された開口２２０とを有している。
　さらに、必ずしも必要ではないが、前記開口２２０は閉鎖可能とされていてもよい。あ
る特定の実施形態としては、コンパートメント２１２の閉鎖装置は、ジッパー２２２であ
る。磁石、スナップ、フック、ループファスナー等に限定されないが、その他の閉鎖装置
が含まれる。
【００３０】
　前記第１の本体パネル２１４及び第２の本体パネル２１６の前記側部２１５は、相互に
直接的に連結されたものとすることができる。あるいは、図５Ａに示すように、前記第１
の本体パネル２１４及び第２の本体パネル２１６が前記サイドパネル２１３を通して互い
に接続されるように、２枚の本体パネル間にマチ等のさらなるサイドパネルを配設しても
よい。前記コンパートメント２１２は、革、織物、ナイロン製織物、折畳み可能な強度の
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ある素材によって形成されるが、種々の外観や季節的な選択に応じた、様々な素材が使用
される。
【００３１】
　本発明の別の実施形態においては、開閉自在のフラップ２１７は、前記本体パネル２１
４，２１６の一方に連結されていて、メーカーあるいは卸売業者をバッグに顕著に表示す
ることができるように、例えばロゴや商標等の証印を含んでいる。さらに、前記開閉自在
のフラップ２１７は、その内部の中身にアクセス容易に設けられて、前記バッグの収容量
を増やしてもよく、また前記開口２２０とは別の閉鎖手段を備えた外部ポーチまたはポケ
ットを形成してもよい。
【００３２】
　図５Ｂ～Ｅに示すように、前記開閉自在のフラップ２１７は、コンパートメント２１２
の開口２２０に近接した位置に配置されている。ストラップ２３０は、前記開閉自在のフ
ラップ２１７の下側、すなわち前記本体パネル２１４に隣接した表面において該フラップ
２１７に連結されている。前記ストラップは、前記フラップ２１７に連結されて保持ルー
プを形成する、第１及び第２の端部２３５，２３７を備えている。前記ストラップ２３０
は、革のような比較的硬い、非弾性材料で形成することができる。あるいは、前記ストラ
ップ２３０は、例えばエラストマ材料で形成する等して、延伸可能としてもよい。
【００３３】
　留め具部材の第１のセット２３２は、前記開閉自在のフラップ２１７の下側の、底部に
近接した位置に備え付けられている。同様に、留め具部材の第２のセット２３４は、前記
本体パネル２１４に設けられていて、該本体パネルの中央に近接した位置に配設されてい
る。前記バッグが拡がった形態と畳み込まれた形態とのいずれの時でも、前記留め具部材
の第１のセット２３２は留め具部材の第２のセット２３４と係合するために配置及び準備
される。そのようなものとして、前記留め具部材の第１のセットは雌型部材として形成す
ることができ、前記留め具部材の第２のセットは雄型部材として形成することができる。
　図示される前記留め具部材はスナップであるが、例えばフックやループファスナー、磁
石等の、代わりまたはさらなる留め具部材を使用することができる。
【００３４】
　本発明においては、もし要求されるならば、前記バッグ２００は該バッグの収容量が最
大になる拡げられた形態から、前記開口を通してバッグの中身へのアクセスを許すと同時
に、外形を縮小して、畳み込まれた形態に変形することができる。図５Ａ～Ｅに図示され
る典型的な実施形態において、使用者は、図５Ｂに示すように、ストラップ２３０を露出
させるために、前記開閉自在のフラップを開くまたは上方に回転させるようにして、留め
具部材の第２のセット２３４から留め具部材の第１のセット２３２をまず分離することが
できる。使用者は、側部２１５（もし存在するならば、同様にマチまたはサイドパネル２
１３も）を本体パネル２１６の後方に重なるように折畳むことができ、そして、それは例
えば図５Ｃ中に示す折り目２１９のように、前記バッグの境界線の端部を形成する。その
後、使用者は、本体パネル２１６に重なるように底部２１８を上方に折畳み、例えば図５
Ｄ中に示す折り目２２１のように、前記バッグの下部の境界線の端部を形成することがで
きる。図５Ｅに示すように、前記ストラップ２３０は、そのとき、前記本体パネル２１４
，２１６、側部２１５、及び境界線の端部すなわち折り目２１９のような縮小された外形
のコンパートメントのまわりを、前記ストラップの周囲部によって形成された保持ループ
内に保持されるようにループで囲むか、またはくるむ。前記開閉自在のフラップ２１７は
、留め具部材２３２，２３４の係合を回復するために、このステップの間、下に回転する
。
【００３５】
　図５Ｅに示すように、留め具部材２３２，２３４の係合は前記バッグが畳み込まれた形
態に確実に維持する。つまり、前記ストラップ２３０は、該ストラップ２３０の前記保持
ループが偶然コンパートメント２１２から落下または外れて下方へ移動することを防ぐ。
　上述したように、開口２２０は開いたまま（すなわち、上述したように部分的にまたは
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完全に）であり、この構成によりコンパートメント２１２の内部へのアクセスを許してい
るため、図１～図４Ｄに図示される典型的な実施形態に関して同じ利点が生じる。
【００３６】
　本発明の別の形態おいて、折畳みバッグの他の典型的な実施形態としては、図６Ａ～Ｄ
のものが提供される。図６Ａに示すように、前記システムは一般的に、品物（図示せず）
を収容するためのコンパートメント３１２、及び２つの手提げ３５０ａ，３５０ｂを備え
た、畳み込めるバッグ３００を有している。図１～図４Ｄの実施形態に関して上述したよ
うに、コンパートメント３１２は、実質的に一片の素材により構成してもよく、または、
例えば、縫い合わせ、接着、溶着等によって共に連結される、分離した複数の素材の部品
から形成してもよい。
【００３７】
　前記コンパートメント３１２は、一対の側部３１５に沿って相互に連結された、第１の
本体パネル３１４及び互いに対向する第２の本体パネル３１６と、前記一対の側部に架け
渡された底部３１８と、該底部と反対側に形成された開口３２０とを有している。さらに
、必ずしも必要ではないが、前記開口３２０は閉鎖自在であってもよい。ある特定の実施
形態では、コンパートメント３１２の閉鎖装置は、ジッパー３２２である。磁石、スナッ
プ、フック、ループファスナー等に限定されないが、その他の閉鎖装置が含まれる。
【００３８】
　前記第１の本体パネル３１４及び第２の本体パネル３１６の前記側部３１５は、相互に
直接的に連結されたものとすることができる。あるいは、図６Ａに示すように、前記第１
の本体パネル３１４及び第２の本体パネル３１６が前記サイドパネル３１３を通して互い
に接続されるように、２枚の本体パネル間にマチ等のさらなるサイドパネルを配設するこ
とができる。前記コンパートメント３１２は、革、織物、ナイロン製織物、折畳み可能な
強い素材によって形成されるが、多数の外観や季節的な選択に適した、様々な素材も使用
される。
【００３９】
　図６Ａ～Ｄに示すように、ストラップ３３０は、コンパートメントにおける底部３１８
に近接する位置に連結されて保持ループを形成する端部３３２，３３４を備えている。
　前記ストラップ３３０は固定長としてもよく、またあるいは、前記ストラップ３３０は
、延伸可能に、例えばエラストマ材料により形成することができ、該ストラップを前進さ
せて底部３１８からより遠くの距離に延ばし、また前記コンパートメントに収納させるよ
うにすることができる。これは、図７及び図８に関して上述したように、前記バッグが拡
げられた形態であるとき、前記ストラップ３３０は１つまたは複数のハウジング内に収納
することができ、したがって、損傷、望まれないまたは使用者の邪魔になったりすること
がないという点で有利である。
【００４０】
　本発明の実施形態では、もし要求されるならば、前記バッグは該バッグの収容量が最大
になる拡げられた形態から、前記開口を通してバッグの中身へのアクセスを許すと同時に
、外形を縮小して、畳み込まれた形態に変形することができる。図６Ａ～Ｄに図示される
典型的な実施形態において、使用者は、側部３１５（もし存在するならば、同様にマチま
たはサイドパネル３１３も）を、本体パネル３１６の後方に重なるように折畳むことがで
き、そして、それは例えば図６Ｂ中に示す折り目３１９のように、前記バッグの境界線の
端部を形成する。その後、使用者は、本体パネル３１６に重なるように底部３１８を上方
に折畳み、例えば図６Ｃ中に示す折り目３２１のように、前記バッグの下部の境界線の端
部を形成することができる。下記に記載されているように、前記手提げ３５０Ａ及び／ま
たは３５０Ｂは、そのときストラップ３３０の保持ループに通される。
【００４１】
　図６Ｄに示すように、保持ループの中に手提げ３５０Ａのポジションは、前記バッグが
畳み込まれた形態を確実に維持する。つまり、手提げ３５０Ａが前記本体パネルにしっか
りと連結されているため、本体パネルの上に与えられている前記手提げ３５０Ａに対する
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者が、ストラップ３３０に設けられた保持ループ３３０から手提げ３５０Ａを故意に取外
すまでは、畳み込まれた形態に保持される。上述したように、前記開口３２０は開いたま
ま（すなわち、上述したように部分的にまたは完全に）であり、この構成によりコンパー
トメント３１２の内部へのアクセスを許しているため、図１～図４Ｄに図示される典型的
な実施形態に関して同じ利点が生じる。あるいは、前記手提げ３５０Ｂは、前記手提げ３
５０Ａについてここで説明されているのと同様に、該手提げ３５０Ａに代えてまたは追加
して使用することができる。
【００４２】
　ここで開示されるそれぞれの典型的な実施形態において、１つまたは複数の手提げ５０
は、前記バッグ１００を持ち運ぶために、前記コンパートメント１２における上端の開口
２０に近接した位置に取り付けられている。また、前記手提げの長さは、要望に応じて異
なるものとすることができる。例えば、前記バッグが、ハンドバッグに対してショルダー
バッグのように使用される時には、より長い手提げ長さが用いられる。また、前記コンパ
ートメントのサイズは手提げの長さに影響を与えることがある。同様に、手提げの幅およ
び厚さについては、要望に応じて異なることがある。
【００４３】
　ここに提示される方法及び構造は、バックパック、ブリーフケース、スーツケース、ト
ートバック、ポケットブック等、様々な種類のサイズや形のバッグに使用される。さらに
、ここで明らかにされた様々な構成要素、例えば本体パネル、パッチ、ストラップ、手提
げ等は、縫い合わせ、接着、溶接、または当技術分野における公知の適当な手段により連
結することができる。
【００４４】
　本明細書において、本発明を特定の典型的な実施形態に関して説明したが、当業者は、
開示された発明に対して、その特許請求の範囲から逸脱しない範囲で様々な変更や改良を
加えることができることが認識されるであろう。さらに、本発明のある実施形態の個々の
特徴が、この説明または図面によって示された１つの実施形態及び示されていない他の実
施形態が議論されるかもしれないが、ある実施形態の個々の特徴に、別の実施形態の１つ
または複数の特徴または複数の実施形態の特徴が結合されるかもしれないことは明らかで
ある。
【００４５】
　下記で特許請求されている特定の実施形態に加えて、本発明は、上記で開示され下記で
特許請求された従属する特徴に関して、他の実施形態が有しているその他の可能な組合せ
にも向けられる。そのように、上記で開示され従属する請求項に存在する個々の特徴は、
本発明の範囲内で別の方法で互いに組み合わせることができ、本発明が他の可能な組合せ
を有する実施形態にも明確に向けられることが認識されるであろう。すなわち、本発明に
おける特定の実施形態についての前述の説明は、説明及び図示を目的として提示されたも
のである。それは、本発明がそれらの開示された実施形態に網羅あるいは限定されること
を目的としない。
【００４６】
　開示された方法及びシステムは、本発明の精神と範囲から逸脱することなく様々な変更
及び変形が可能であることは当業者にとっては明らかであろう。すなわち、本発明は、添
付された請求範囲とその同等物の範囲内にある変更と変形とを含むものである。



(11) JP 6073225 B2 2017.2.1

【図１】

【図２】

【図３】

【図４Ａ－４Ｄ】 【図５Ａ－５Ｅ】



(12) JP 6073225 B2 2017.2.1

【図６Ａ－６Ｄ】 【図７】

【図８】



(13) JP 6073225 B2 2017.2.1

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ジョシュ　ブラー
            アメリカ合衆国，ニューヨーク　１０１２８，ニューヨーク，エイティーナインス　ストリート　
            イースト　１４６
(72)発明者  ポール　シクルナ
            アメリカ合衆国，ペンシルベニア　１９０４７，ペンデル，オークランド　アベニュ　９７７

    審査官  青木　良憲

(56)参考文献  特開２００２－０１０８１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０２０３８９５２（ＵＳ，Ａ）　　　
              実開昭４８－０７６０１９（ＪＰ，Ｕ）　　　
              仏国特許出願公開第０２７６７０３７（ＦＲ，Ａ１）　　
              米国特許第０６６４０８５６（ＵＳ，Ｂ１）　　
              米国特許第０１７１９４５５（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０１６０４６５８（ＵＳ，Ａ）　　　
              実開昭４９－１３９２１２（ＪＰ，Ｕ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４５Ｃ　　　７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

