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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　肩ストラップに取り付けられるバッグ部分を含むバックパックであって、前記バッグ部
分は、前記バッグ部分の上方部分に上方区画を定め、前記バッグ部分の下方部分に下方区
画を定め、該下方区画は、前記バッグ部分の前記下方部分の右側及び左側に開口を有する
、バックパックと、
　容器とウエストベルトとを含むウエストバッグであって、前記容器は、前記ウエストベ
ルトの右翼及び左翼が前記容器から離れる方向に延びるよう、前記ウエストベルトに取り
付けられる、ウエストバッグとを含み、
　前記容器は、前記容器が前記下方区画内に収容されるのを可能にする断面の大きさ及び
形状を有するのに対し、前記ウエストベルトの前記右翼及び前記左翼は、前記下方区画及
び前記バッグ部分の前記下方部分の前記右側及び前記左側にある前記開口を通じて延び、
それにより、前記ウエストベルトは、前記バックパックが着用者の背中に着用されるとき
に、着用者の胴上部を取り囲むよう、前記ウエストベルト自体に締め付けられてよく、着
用者は、前記バックパックが着用者の背中に着用されるときに、前記ウエストバッグを、
前記容器が着用者の背中に隣接して前記下方区画内に収容される第１の位置から前記容器
が着用者の正面に隣接する第２の位置まで、着用者の胴上部の周りで回転させることがで
き、
　前記バッグ部分の前記下方部分の前記右側又は前記左側にある前記開口の一方は、前記
ウエストバッグの前記容器の通過を許容する程に十分に大きく、
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　前記バッグ部分の前記下方部分の前記右側又は前記左側にある前記開口の他方は、スロ
ットであり、該スロットは、前記ウエストベルトが該スロットを通じて延びるのを許容す
るが、前記容器の通過を許容せず、
　第１の連結バックル素子と第２の連結バックル素子とを含むバックルが設けられ、前記
第１の連結バックル素子は、前記下方区画に隣接して前記バッグ部分に取り付けられ、前
記第２の連結バックル素子は、前記容器が前記下方区画内に収容されるときに、前記バッ
グ部分が前記ウエストバッグに固定されてよいよう、前記ウエストバッグに取り付けられ
、前記ウエストバッグの前記容器は、前記下方区画内に固定される、
　バックパック及びウエストバッグ支持システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の参照）
　このＰＣＴ特許出願は、２０１１年１１月１０日に出願された「バックパック及びウエ
ストバッグ支持システム」という名称の米国仮特許出願第６１／５５８，３０７号のパリ
条約の下での利益及び優先権を主張し、その全文を全ての目的のために参照としてここに
援用する。
【０００２】
　本発明の分野は、有生着用者によて着用されるべき物品のための運搬体の分野であり、
具体的には、バックパックの分野である。
【背景技術】
【０００３】
　本願の発明者は、ＷＯ２００６／１１９２３０として刊行され且つ２００５年４月３０
日に出願された米国仮特許出願第６０／６７６，２５７の優先権を主張する「バックパッ
ク及びウエストバッグ支持システム」に関する国際特許出願ＰＣＴ／ＵＳ２００６／１１
９２３０で指名された発明者である。これらの出願中に記載されるバックパック及びウエ
ストバッグ支持システムは、使用者がバックパックを背中に着用している間にウエストバ
ッグを使用者の前方に容易に配置し得る第１のシステムであると考えられる。国際出願Ｐ
ＣＴ／ＵＳ２００６／０１６７０８及び米国仮特許出願第６０／６７６，２５７号の全文
を、恰もここに完全に示されているかのように本出願中に参照として組み込む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術のバックパック及びウエストバッグ支持システムを改良することが本発明の目
的である。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　バックパックが着用者の背中に着用されるときにウエストバッグの容器（受け）を着用
者のウエスト（胴上部）に隣接するバックパックの部分内に保持する種類の、改良された
バックパック及びウエストバッグ支持システムが提供される。バックパックは右側開口及
び左側開口を有し、ウエストバッグのベルトはそれらを通じて進む。容器をバックパック
の下方部分からバックパックの右側及び左側にある開口の１つを通じて着用者の前側に回
転させることによって、ウエストバッグの容器を着用者の正面に配置し得る。容器をバッ
クパックの後側に回転させることによって、容器をバックパックの下方部分に戻し得る。
【０００６】
　１つの例示的な実施態様では、その下方又は胴領域内に空間又は区画（コンパートメン
ト）を有するバックパックを含む支持システムが設けられる。バックパックは、区画への
アクセスをもたらす右側開口及び左側開口を有する。着用者が彼又は彼女の後側又は背中
にバックパックを着用している間に、ウエストバッグを着用者の胴上部について着用者の
前側に回転させ得るよう、ウエストバッグのベルトが着用者の胴上部の周りに固定される
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ときに、区画はウエストバッグの容器を解放可能に収容し得る。右側及び左側の開口の少
なくとも１つを覆って締めるドアが設けられ、容器は着用者の前側に進むようドアを通じ
て配置される。ドアはバックパックに取り付けられ、ドアが開口を締めるために必要とさ
れないときに、例えば、ウエストバッグの容器が着用者の前側に配置されるときに、右側
開口及び左側開口の１つから離れるよう張力付けられるのが好ましい。容器が区画内にあ
るときにドアを固定するために、バックルが設けられるのが好ましい。バックルはドアを
ウエストバッグに固定し得る。ドアが固定されないときでさえも、実質的に摩擦によって
容器を空間又は区画内に保持し得る。右側開口及び左側開口の他の１つは、ウエストバッ
グの容器がその開口を通過し得ないよう、ウエストバッグのベルトを収容するのに必要と
されるよりも大きくない大きさであり得る。ウエストバッグの容器が区画内にあり、ドア
が締められているとき、バックパックは普通の種類のウエストベルトを備えるバックパッ
クであるように見える。
【０００７】
　代替的に、ジッパ又は他の締付け装置を用いて、右側開口及び左側開口の１つの周りで
、支持システムのドアをバックパックに固定し得る。右側開口及び左側開口の両方は、そ
れぞれ、このようにして固定されるドアを備え得る。
【０００８】
　更に他の例示的な実施態様では、その下方又は胴領域内に空間又は区画を有するバック
パックを含む支持システムが設けられる。バックパックは、空間又は区画へのアクセスを
もたらし且つウエストバッグの少なくともベルトの通過を許容する右側開口及び左側開口
を有する。右側開口及び左側開口の少なくとも一方は、ウエストバッグの容器の通過を許
容する程に十分に大きい。着用者が彼又は彼女の背中にバックパックを着用している間に
、着用者がウエストバッグを着用者の胴上部について着用者の前側まで回転させ得るよう
、ウエストバッグのベルトが着用者の胴上部の周りに固定されるとき、空間又は区画はウ
エストバッグの容器を解放可能に収容し得る。容器を収容するための空間又は区画は、バ
ックパックの体接触壁とバックパックにおいて運搬されるべき物品を収容し得るバックパ
ック内に形成される区画との間に形成される。好適実施態様において、容器は実質的に摩
擦によって容器収容区画内に保持される。
【０００９】
　更に他の例示的な実施態様において、その下方又は胴領域内に空間又は区画を有するバ
ックパックを含む支持システムが提供される。バックパックは、空間又は区画へのアクセ
スをもたらし且つウエストバッグの少なくともベルトの通過を許容する右側開口及び左側
開口を有する。右側開口及び左側開口の少なくとも一方は、ウエストバッグの容器の通過
を許容する程に十分に大きい。着用者が彼又は彼女の背中にバックパックを着用している
間に、着用者がウエストバッグを着用者の胴上部について着用者の前側まで回転させ得る
よう、ウエストバッグのベルトが着用者の胴上部に周りに固定されるとき、空間又は区画
はウエストバッグの容器を解放可能に収容し得る。容器を収容するための区画は、着用者
の背中に隣接するが、バックパックの体非接触壁と容器収容区画との間に配置される物品
を収容するための追加的な区画のための余地がもたらされるよう、バックパックの下方又
は胴領域全体を占めない。容器が容器収容区画内にあるときに右側開口及び左側開口の少
なくとも一方を締めるために、バックパックに取り付けられるドアを設け得る。ジッパ又
は他の締付け装置を用いて、右側開口及び左側開口の一方の周りで、ドアをバックパック
に固定し得る。右側開口及び左側開口の両方は、それぞれ、この実施態様の１つのバージ
ョンにおけるこの種類のドアを備え得る。
【００１０】
　本発明の他の目的、機能、及び利点は、好適実施態様の以下の詳細な記載、付属の請求
項、及び添付の図面から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ウエストバッグの容器がバックパックの内側に配置される第１の構造において人
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間又は着用者によって着用された状態で示されたウエストバッグ支持システムを備えるバ
ックパックの第１の好適実施態様を左側から示す斜視図である。
【図２】ウエストバッグの容器がバックパックの内側にある第１の構造において着用者に
よって着用されるウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第１の好適実施態
様を左側から示す斜視図である。
【図３】ウエストバッグの容器が着用者の正面又は前側に配置された第２の構造における
ウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第１の好適実施態様を右側から示す
斜視図である。
【図４】容器の上側が着用者から蝶番式に離された状態でウエストバッグの容器が着用者
の正面又は前側に配置された第２の構造におけるウエストバッグ支持システムを備えるバ
ックパックの第１の好適実施態様を右側から示す斜視図である。
【図５】ウエストバッグの容器が着用者の正面又は前側に配置された第２の構造における
ウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第１の好適実施態様を左側から示す
斜視図である。
【図６】ウエストバッグの容器がバックパックの内側に配置される第１の構造におけるウ
エストバッグ支持システムを備えるバックパックの第１の好適実施態様を正面又は体非接
触側から示す斜視図である。
【図７】ウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第１の好適実施態様を背後
又は体接触側から示す斜視図であり、ウエストバッグはバックパックから取り外されてい
る。
【図８】図６の平面８－８に沿って取られた、ウエストバッグの容器がバックパックの内
側にある第１の構造におけるウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第１の
好適実施態様を示す断面図である。
【図９】ウエストバッグが下方区画から取り外され且つ中央壁がバックパックのバッグ部
分の体接触壁に対して下げられたウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第
１の好適実施態様を示す代替的な断面図である。
【図１０】ウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第１の好適実施態様のウ
エストバッグを正面側から示す斜視図である。
【図１１】ウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第１の好適実施態様のウ
エストバッグを上側から示す斜視図である。
【図１２】ウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第１の好適実施態様のウ
エストバッグを上側から示す斜視図であり、容器内の区画を露わにするために、ウエスト
バッグの容器の上側が容器の体接触側から離れる方向に回転させられた状態で示されてい
る。
【図１３】ウエストバッグの容器がバックパックの内側に配置される第１の構造における
ウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第１の好適実施態様の右側の部分を
示す斜視図であり、その部分は仮想線の円１３によって図１に示されている。
【図１４】図１３に示されるウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第１の
好適実施態様の右側の部分を示す斜視図であるが、容器が見えるように、下方区画への右
手ドアは引っ込められている。
【図１５】ウエストバッグがバックパックの内側に収容される第１の構造におけるウエス
トバッグ支持システムを備えるバックパックの第２の好適実施態様の正面又は体非接触側
を示す斜視図である。
【図１６】ウエストバッグがバックパックの内側に収容される第１の構造におけるウエス
トバッグ支持システムを備えるバックパックの第２の好適実施態様の体接触側を示す斜視
図である。
【図１７】ウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第２の好適実施態様のウ
エストバッグの正面側を示す斜視図であり、ウエストバッグはバックパック部分と別個に
示されている。
【図１８】ウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第２の好適実施態様のウ
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エストバッグの上側を示す斜視図であり、ウエストバッグはバックパック部分と別個に示
されている。
【図１９】ウエストバッグがバックパックの内側に配置される第１の構造において人間又
は着用者によって着用された状態で示されたウエストバッグ支持システムを備えるバック
パックの第２の好適実施態様を右側から示す斜視図である。
【図２０】ウエストバッグがバックパックの内側に収容されるが開放されたドアを通じて
見えない第１の構造において人間又は着用者によって着用された状態で示されたウエスト
バッグ支持システムを備えるバックパックの第２の好適実施態様を右側から示す斜視図で
ある。
【図２１】ウエストバッグが着用者の胴上部を取り囲み且つウエストバッグの容器が着用
者の正面又は前側に配置される第２の構造におけるウエストバッグ支持システムを備える
バックパックの第２の好適実施態様を右側から示す斜視図である。
【図２２】ウエストバッグの容器がバックパック内に収容されるウエストバッグ支持シス
テムを備えるバックパックの第３の好適実施態様の正面又は体非接触側を示す斜視図であ
る。
【図２３】ウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第３の好適実施態様のウ
エストバッグの正面側を示す斜視図である。
【図２４】人間又は着用者によって着用された状態で示されたウエストバッグ支持システ
ムを備えるバックパックの第３の好適実施態様のバックパック部分を右側から示す斜視図
であり、ウエストバッグはバックパック部分から取り外されている。
【図２５】ウエストバッグの容器が着用者の胴上部を取り囲み且つウエストバッグの容器
がバックパック内に収容されるウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第３
の実施態様を右側から示す斜視図である。
【図２６】ウエストバッグが着用者の胴上部を取り囲み且つウエストバッグの容器がバッ
クパックの内側に収容される第１の構造において人間又は着用者によって着用された状態
で示されたウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第４の好適実施態様を右
側から示す斜視図である。
【図２７】図２６中の仮想線の円２７によって示されるウエストバッグ支持システムを備
えるバックパックの第４の実施態様の右側の一部を示す斜視図であり、開放されるべき下
方及び内側区画を固定するドアを示し、その区画内に収容された容器を示している。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に図面を参照すると、本発明に従ったウエストバッグ支持システムを備えるバックパ
ックの第１の好適実施態様が概ね参照番号１によって示されている。システム１及びその
構成部品は図１－１５に描写されている。
【００１３】
　ウエストバッグ支持システム１を備えるバックパックは、２つの協働する構成部品、即
ち、バックパック１０及びウエストバッグ１５０を含む。バックパック１０は、第１の区
画（コンパートメント）又は上方区画１８を定めるバッグ部分１２と、ウエストバッグ１
５０を受け入れる下方区画１００とを有し、それによって、ウエストバッグ１５０とバッ
クパック１０との間の動作的な接続をもたらしている。隠れ線において参照番号２によっ
て示される着用者は、図１、２、６、及び８に示す第１の構成にあるときの通常のバック
パックと丁度同じような、バックパック１０とウエストバッグ１５０との組み合わせを着
用し得る。
【００１４】
　バックパック１０は、着用者の背中又は後側でバックパック１０のバッグ部分１２を支
持する肩ストラップ８０，８２を有する。第１の構成において、ウエストバッグ１５０は
、バックパック１０を支持するのを助ける。ウエストバッグ１５０は、着用者２の腰上部
（ウエスト）を取り囲むウエストベルト１８０を有し、それはウエストバッグ１５０の容
器１６０（受け）を支持し、そして、第１の構成において、下からの支持をもたらすこと
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によって、着用者の背側又は後側でバックパック１０のバッグ部分１２を支持する、
【００１５】
　第１の構成、即ち、図１、２、６、及び８に示されるウエストバッグ支持システム１を
備えるバックパックの構成において、ウエストバッグ１５０の容器１６０は、下方区画１
００内に中心化される。ウエストバッグ１５０のウエストベルト１８０は、着用者の臀部
より概ね上で胴上部を取り囲み、バックパック１０のためのウエストベルトとして作用す
る。このバックパック１０及びウエストバッグ１５０の構成は、ウエストベルトを備える
従来的なバックパックと同様に作動する。図面から分かるように、容器１６０は観察者に
見えないので、この構成はウエストベルトを備える従来的なバックパックの外観も有する
。
【００１６】
　図３－５に示されるバッグ支持システム１を備えるバックパックの第２の構成では、好
ましくは、ウエストベルト１８０が着用者の腰上部との摩擦によって運動に抗しないよう
バックル１８６ａ，１８６ｂの一方又は両方でウエストベルト１８０を緩めた後に、着用
者２は下方区画１００からウエストバッグ１５０の容器１６０を引っ張り出し、ウエスト
ベルト１８０が着用者の胴の周りにバックル（締め金）で締められいる間に、ウエストバ
ッグ１５０の容器１６０を着用者の正面又は前側に回転させる。肩ストラップ８０，８２
が容器１６０の動作と干渉することによってウエストバッグ１５０の回転を妨げないよう
、ウエストバッグ１５０は肩ストラップ８０，８２の上に着用されることが分かるであろ
う。
【００１７】
　ウエストバッグ支持システム１を備えるバックパックの第１の構成において、ウエスト
バッグ１５０の容器１６０は、バックパック１０の下方区画１００内に配置される。容器
１６０は、ウエストバッグ１８０との組み合わせにおいて、バックパック１０の重量の全
部又は一部を支持し得る。これは、バックパック１０の重量がウエストバッグ１５０で支
持され、従って、着用者２の臀部で支持されるよう、着用者２が肩ストラップ８０，８２
を緩め得ることを意味する。バックパック１０が全体的にウエストバッグ１５０によって
支持されるよう、着用者２は肩ストラップ８０，８２を彼又は彼女の肩から滑動させさえ
し得る。この構成（図示せず）では、バックパック１０の上方端は、着用者から離れる方
向に回転しがちであるが、ジッパ２２によって開閉されるバックパック１０の体接触壁２
０の開口を介して上方区画１８の内容物にアクセスするために、彼又は彼女がバックパッ
ク１０を彼又は彼女の腰上部について回転させるならば、着用者はこれが有用であると知
るであろう。図７及び８は、ジッパ２２の場所を示している。
【００１８】
　図３－５に示されるバックパック１０及びウエストバッグ１５０の第２の構成における
ように、バックパック１０が着用者２の体に着用され、バッグ部分１２（よって、着用者
２の後側又は背側）から着用者２の前側又は正面側に回転させられる間に、ウエストバッ
グ１５０の容器１６０をバックパック１０のバッグ部分１２における下方区画１００の右
側から引き出し得る。よって、着用者２からバックパック１０を取り外さずに、ウエスト
バッグ１５０全体が着用者の腰上部の周りで回転させられる。この構成において、着用者
２は、バックパック１０を取り外すことを必要とせずに、ウエストバッグ１５０の容器１
６０の内容物へのアクセスを有する。ウエストバッグ１５０は、バックパック１０に動作
的に接続されたままである。
【００１９】
　着用者は、バックパック１０又はウエストバッグ１５０のいずれかを先ず取り外すこと
を必要とせずに、所望の時に、ウエストバッグ１５０を移動させ或いは回転させて、図１
、２、６、及び８に示される第１の構成に戻し得る。第１の構成にあるときに、ウエスト
ベルトを備える従来的なバックパックのように、ウエストバッグ支持システム１を備える
バックパックを着用者の背中に着け得る。ウエストバッグ支持システム１を備えるバック
パックを装着者から取り外し、例えば、手によって、（ウエストバッグ支持システム１を
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備えるバックパックがそれ自体で示されており、着用者に取り付けられていない、図６に
おけるように）１つのユニットとして運び得る。この点に関して、ウエストバッグ支持シ
ステム１を備えるバックパックは、第１の構成にあるときに、ウエストベルトを備えるい
ずれかの従来的なバックパックのように作動し且つ用いられ得る。
【００２０】
　使用者又は着用者は、所望であれば、ウエストバッグ１５０を備えないバックパック１
０又はバックパック１０を備えないウエストバッグ１５０を着用し得る。図７及び９は、
ウエストバッグ１５０との何らの動作的な関連もなく、バックパック１０を単独で示して
いる。図１０－１２は、ウエストバッグ１５０を単独で示している。
【００２１】
　図１－９に示されるバックパック１０は、バックパック１０が、体接触壁２０と、左右
の側壁４０，５０、頂壁６０、及び底壁７０によって接合された概ね反対側の平行な体非
接触壁３０とを有する点で、同等の従来的なバックパック又はリュックサックである。（
この明細書において、バックパック１０及びウエストバッグ１５０に関して用いられる右
及び左の用語は、バックパック１０及びウエストバッグ１５０の容器１６０が着用者の後
側又は背中に着用されるときの着用者の右及び左を指す）。体接触壁２０は、頂壁６０及
び底壁７０と概ね平行であり且つ頂壁６０と底壁７０との中間に配置される中央壁又は分
割壁９０によって、体非接触壁３０にも接合される。
【００２２】
　バックパック１０のバッグ部分１２は、上方部分又は高位部分１４と、下方部分又は下
位部分１６とを含む。上方部分１４は、中央壁９０より概ね上にある。下方部分１６は、
中央壁９０より概ね下にあり且つバックパック１０のバッグ部分１２が着用者の背中に着
用されるときに着用者の背骨の腰部分に近接する、バックパック１０のバッグ部分１２の
部分である。
【００２３】
　上方部分１４は、体接触壁２０、体非接触壁３０、左右の側壁４０，５０、頂壁６０、
及び中央壁９０によって形成される。これらの壁は、共に、第１の区画又は上方区画１８
を定める。上方区画１８は、頂壁６０、右側壁４０、及びジッパ６２によって可逆的に締
められる左側壁５０にある開口を介して、並びにジッパ６２によって可逆的に締められる
体接触壁２０にある開口によってアクセスされる。
【００２４】
　バックパック１０の下方部分１６は、下方区画１００を定める体接触壁２０、体非接触
壁３０、底壁７０、及び中央壁９０で構成される。下方部分１６は、バックパック１０が
着用者の背中に着用されるときに着用者の腰領域及び胴上部に近接する、バッグ部分１２
の部分である。
【００２５】
　図８に示されるような中央壁９０は、体接触壁２０の内側に縫い付けられる織物－シー
ト－織物のサンドイッチであるのが好ましい。中央壁９０は、対応するフック細片９４及
びループ細片９６を用いて体非接触壁３０に固定される。フック細片９４は、体非接触壁
３０に縫い付けられるフラップ９２に取り付けられる。ループ細片９６は、中央壁９０が
体非接触壁３０まで延長されるときに体非接触壁３０に隣接する中央壁９０の端に取り付
けられる。
【００２６】
　フック細片９４及びループ細片９６の位置を逆転させ得ることが理解されよう。加えて
、中央壁９０を体接触壁３０に取り付けるためにジッパのような他の装置を利用し得るこ
とが理解されよう。中央壁９０を体非接触壁３０に縫い付け、中央壁９０を体接触壁３０
に取り付けるためにフック細片９４及びループ細片９６を用い得ることも理解されよう。
【００２７】
　図９は、フック細片９４及びループ細片９６から取り外し、且つ体接触壁の下方部分に
対して位置するよう中央壁９０を矢印９８によって示される方向において回転させること
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によって、中央壁９０を体非接触壁３０からどのように取り外し得るかを示している。図
７及び９に示されるように、ウエストバッグ１５０がバックパック１０のバッグ部分１２
に動作的に接続されておらず、着用者がバックパック１０のバッグ部分１２の上方区画１
８内に適合しない長々しい望遠レンズのような大きな物体を運ぶことを望むとき、この中
央壁９０の構成は有用であり得る。
【００２８】
　バックパック１０のバッグ部分１２が着用者の背中に着用されるときにバックパック１
０を支持するために、左右の弛緩した支持部材又は肩ストラップ８０，８２が設けられる
。肩ストラップ８０，８２の各々は、その両端で、体接触壁２０の頂部及び底部でバック
パック１０のバッグ部分１２に取り付けられ、そう配置されることで、肩ストラップ８０
，８２の各々は、バックパック１０のバッグ部分１２が着用者の背中又は後側で着用され
るときに、着用者の肩の一方を越える。現時点で好適な実施態様において、肩ストラップ
８０，８２は、上方パッド付きストラップ部分８４が帯紐調節バックルによって下方パッ
ド無しストラップ部分８６に連結される、従来的な二部設計を有する。本出願のバックパ
ック及びウエストバッグ支持システムのこの場所及び他の場所における使用のための適切
な帯紐調節バックルは、大韓民国を本拠とする会社であるWoojin　Plastic　Companyによ
って作製されるSingle　Bar　E-Lock帯紐ウェビング調節バックルである。
【００２９】
　図１－６、８、及び１０－１２に示されるウエストバッグ１５０は、それが体接触壁１
６２と、左右の側壁１６６，１６８によって接合される概ね反対側の平行な体非接触壁１
６４と、頂壁１７０と、内部区画１７４を定める底壁１７２とを有する容器１６０を有す
る点において、同等の従来的なウエストバッグである。「体接触」という用語は「着用者
の体に最も近い」ことを意味し、「体非接触」という用語は「着用者の体から最も遠い側
」を意味することが理解されよう。ウエストバッグ１５０の代替的な実施態様では、容器
がウエストベルトの一部を形成するのではなくむしろ、着用者の胴上部を完全に取り囲む
ウエストベルトに容器１６０を取り付け得る。このバージョンのウエストバッグ１５０に
おける容器１６０は、ウエストベルト１８０が着用者の体と容器１６０との間にある故に
ウエストバッグ１５０が回転させられるときに着用者の体に実際には接触しない、体接触
壁１６２を有する。
【００３０】
　ウエストベルト１８０は、容器１６０の体接触壁１６２の両側にそれぞれ取り付けられ
る、左右の翼１８０ａ，１８０ｂを有する。左右の翼１８０ａ，１８０ｂは、例えば、織
物－フォームシート－織物のサンドイッチを形成することによって、パッド付きであるの
が好ましい。何故ならば、それらは着用者の臀部の腸骨稜に合致するからである。左右の
翼１８０ａ，１８０ｂは、帯紐調節バックル１８６ａ，１８６ｂに取り付けられ、帯紐調
節バックルは、帯紐ストラップ１８４に滑動的に取り付けられる。バックル部分１８２ａ
，１８２ｂは、帯紐ストラップ１８４の上に持ち込まれる。これはその円周を調節するた
めに２つの地点を備えるベルトを提供するための既知の構成である。
【００３１】
　容器１６０の内部区画１７４は、頂壁１７０と、体接触壁１６２と、右側壁１６６と、
ジッパ１７６によって可逆に締められる左側壁１６８との接合部にある開口を介してアク
セスされる。ジッパ１７６が締められていないとき、容器１６０の上側１７０が、図４に
示されるように、矢印１９８によって示される方向において、着用者２から離れるよう回
転する。
【００３２】
　容器１６０は、例えば、縫合によって、ウエストベルト１８０の左右の翼１８０ａ，１
８０ｂに取り付けられる。図１０－１２に示される構造において、体接触壁１６２は、ウ
エストベルト１８０の一部である。
【００３３】
　ウエストベルト１８０は、着用者２の胴上部の周りに着用されることが意図され、従来
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的なウエストベルトの方法において、バックル１８２によって締められる。図面に示され
るバックル１８２は、従来的な側方解放設計であり、２つの解放可能に噛み合う構成部品
、即ち、雌部分１８２ａ及び雄部分１８２ｂを含む。
【００３４】
　着用者は、ウエストバッグ１５０を手で図３中に矢印１７８によって示される方向にお
いて着用者の体の概ね長手軸（本質的には背骨）について回転させることによって、ウエ
ストバッグ１５０の容器１６０を着用者の後側から前側に移動し得るし、その逆も可能で
ある。着用者２は、ウエストベルト１８０の左右の端にそれぞれ隣接して取り付けられる
ハンドル１８８，１９０の一方を握ることによって、ウエストバッグ１５０を回転させ得
る。この目的のために、着用者１６０の右側壁に取り付けられるハンドル１９２（図１０
を参照）も有用であり、容器１６０を下方区画１００から引き出すことにおいても最も有
用である。
【００３５】
　回転動作中の着用者の胴上部とウエストベルト１８０との間の摩擦を低減させるために
、回転の前にウエストベルト１８０を緩めることが勧められる。着用者がウエストベルト
１８０を緩め或いは締め付け得るよう、帯紐調節バックル１８６ａ，１８６ｂを通じて帯
紐１８４を移動させることによって、バックル１８２が締められるときに、ウエストベル
ト１８０の円周を調節し得る。
【００３６】
　バックパック１０のバッグ部分１２は、下方部分１４の左右に開口を有し、それらはバ
ッグ部分１２の外側から下方区画１００内への並びにその逆へのアクセスをもたらす。こ
れらの開口は、ウエストバッグ１５０が着用者の胴上部について回転することを許容し、
よって、容器１６０が下方区画１００から出入りすることを許容する。
【００３７】
　右側壁４０の下方端は、側方ドア１１０を含み、側方ドア１１０は、体接触壁２０と、
体非接触壁３０と、底壁７０と、中央壁９０にある及び中央壁９０より上にある右側壁４
０の領域との間に定められる開口１０２を覆い得る。側方ドア１１０は、それが開かれて
いるとき、容器１６０を容器１６０が開口１０２を通じて下方区画１００に出入りするの
を許容し、それが閉じられているとき、容器１６０を下方区画１００の内側に固定する。
【００３８】
　スロット開口５２が、下方区画１００の近傍において左側壁５０と体接触壁２０との間
に定められる。スロット開口５２は、（容器１６０を含まない）ウエストベルト１８０が
スロット開口５２を通じて進むのを許容するような大きさとされる。
【００３９】
　殆どの着用者は右利きであり、容器１６０を下方区画１００から引き出すために側方ド
ア１１０を彼らの右手で緩めることを好むので、側方ドア１１０はバッグ部分１２の右側
にあることが理解されよう。左利きの着用者の便宜のために、側方ドア１１０をバッグ部
分１２の左側にも全く同じ様に配置し得る。
【００４０】
　着用者１６０は、バックパック１０の下方部分１６に定められる下方区画１００内に受
け入れられるような大きさ及び形状にされる。下方部分１６は、着用者の胴領域及び胴上
部に隣接するバックパック１０の部分である。
【００４１】
　体接触壁１６２、体非接触壁１６４、頂壁１７０、及び底壁１７２は、容器１６０が、
体接触壁１６２、体非接触壁１６４、頂壁１７０、及び底壁１７２を、バッグ部分１２の
下方部分１６の下方区画１００を形成する体接触壁２０、体非接触壁３０、中央壁９０、
及び底壁７０とそれぞれ近接接触して配置するのに十分な程にゆったりと下方区画１００
内に適合するのを可能にする寸法を有するのが好ましい。
【００４２】
　図１０及び１１に示されるように、容器１６０は非対称的に成形される。容器１６０は
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、それが左側に比べて右側でより広く且つより高いように先細い。この非対称性は２つの
目的を有する。第１の目的は、下方区画１００内への容器１６０の容易な進入をもたらす
ことである。容器１６０の左側は、下方区画１００への開口１０２よりも小さく、従って
、開口１０２内により直ちに嵌入する。この構成の利点は、下方区画１００を定めるバッ
クパック１２の壁、即ち、バッグ部分１２の下方部分１６の下方区画１００を形成する体
接触壁２０、体非接触壁３０、中央壁９０、及び底壁７０が、容器１６０を下方区画１０
０内に受け入れ得るよう下方区画１００の形状を維持するために、剛的である必要はない
ことである。換言すれば、これらの壁は可撓性を有し得る。これはバックパック１０がよ
り軽量でより柔軟であり得ることを意味する。何故ならば、ポリエチレン板のような強化
材料は不要だからである。
【００４３】
　第２の目的は、下方区画１００内の容器１６０の確実な摩擦受入れをもたらすことであ
る。容器１６０は、その非対称性の故に、ソケットを塞ぐプラグのように成形される。先
ず、より狭い又はテーパ状の端が開口に入り、次に、プラグの空洞を塞ぐより広い端が入
り、その結果、確実な摩擦嵌めがもたらされる。容器１６０は下方区画１００内に確実に
保持される。容器１６０はスロット開口５２を通じて出ることができない。何故ならば、
容器１６０はスロット開口５２を通じて進むには広すぎるからである。着用者２が意図的
に容器を取り除かない限り、摩擦は容器１６０が下方区画１００から出るのを防止する傾
向を有する。以下に議論するように、側方ドア１１０が下方区画１００内にあり、バック
パック１０に通常のバックパックの外観を付与するとき、側方ドア１１０及びバックル１
９４は、容器１６０を隠すために使用される。バックパックが着用者の背中に着用されず
、預入れ旅行用かばん類の場合のように酷く取り扱われるときに、それらは容器が下方区
画１００から取り除かれないという保証ももたらす。
【００４４】
　容器１６０の体接触壁１６２、体非接触壁１６４、頂壁１７０、及び底壁１７２は、バ
ックパック１０のバッグ部分１２の体接触壁２０及び体非接触壁３０に概ね対応する水平
又は左右寸法を有するのが好ましいが、これは必須ではない。容器のこれらの寸法は、バ
ックパック１０の下方部分１２の体接触壁２０及び体非接触壁３０の水平又は左右寸法よ
りも小さくあり得る。
【００４５】
　容器１６０の左右側壁１６６，１６８は、容器１６０が下方区画１００内で中心化され
るときに、下方区画１００の左側及び右側と概ね面一になるのが好ましい。その場合、容
器１６０は下方区画１００を満たす。この構成では、特に側方ドア１１０が以下に記載す
るように締められるときに、支持システム１は、最も目の肥えた観察者を除き、バックパ
ックであるように思われるであろう。この構成において、容器１６０は、バックパック１
０のバッグ部分１２と容器１６０との間の揺動又は相対動作を伴わずに、バックパック１
０によって支持される。
【００４６】
　改良されたバックパック及びウエストバッグ支持システム１の好適実施態様の内部構成
が、図８の断面図に示されている。一般的に、図面に示される改良されたバックパック１
０及びウエストバッグ支持システム１の好適実施態様は、織物及びストラップ片、フォー
ム詰物、及び互いに縫い合わされた強化シート材料で作製される。体接触壁２０は、過剰
な剛性を伴わずに何らかの形状保持をもたらすフォーム詰物の層を含むよう示されている
。
【００４７】
　容器１６０は、図８に示されるように、概ね台形の断面を有する。バックパック１０内
の下方区画１００は、対応する断面を有する。図１１に示されるように右から左に狭くな
るよう、容器１６０もテーパ状にされる。既述の通り、この狭まりは、下方区画１００の
壁が幾分変形されるとしても、容器１６０がより容易に下方区画１００に入ることを許容
する。
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【００４８】
　容器１６０は、部分的には摩擦によって下方区画１００内に保持され、バックル１９４
を用いた好ましくはウエストバッグ１５０への側方ドア１１０の取り付けによって、下方
区画１００内に固定され得る。
【００４９】
　バックル１９４としての使用のために現時点で好適な種類のバックルは、独国ハノーバ
ーに本拠を置く会社であるFidlock　GmbHによって製造される自動係止スライダ磁石バッ
クルである。このバックルの製造、動作原理、及び使用は、Joachim　Fiedlerによって出
願され且つFidlock　GmbHに譲渡された米国特許出願公開第２０１１／０１３８５８３号
に記載されている。米国特許出願公開第２０１１／０１３８５８３号の開示を、恰もここ
に完全に示されているかのように、ここに参照として援用する。
【００５０】
　側方ドア１１０は、バックル１９４の（側方ドア１１０に取り付けられる）バックル部
分１９４ａ及び（ウエストバッグ１５０に取り付けられる）１９４ｂが分離されるときに
、図３、４、及び１４中に矢印１４５によって示される方向において、よって、開口１０
２から下方区画１００に離れる方向において、上に回転する設計される。これは容器１６
０が開口１０２を通じて下方区画１００から容易に取り外されることを許容し、容器１６
０が開口１０２を通じる側方ドアの出入りを妨げられずに下方区画１００に戻らされるこ
とも可能にする。
【００５１】
　側方ドア１１０は、それぞれ伸縮性があるが耐久性がある織物で作製された重なり合せ
られた外部層１１２及び内部層１１６で作製されるのが好ましい。（Spandexとしても知
られる）Lycra（登録商標）弾性繊維とCordura（登録商標）ナイロン繊維とで作製される
伸縮性の編物であるSpandura（登録商法）が、現時点で好適である（Spandura（登録商標
）は、H.　Warshow　&　Sons,　Inc.による登録商標であり、Cordura（登録商標）及びLy
cra（登録商標）は、それぞれ、invista　North　America　S.a.r.l.にそれぞれ譲渡され
且つ登録された登録商標である）。
【００５２】
　側方ドア１１０の上側は、右側壁４０に縫い付けられ、その左側の上方部分は、体非接
触壁３０に縫い付けられる。側方ドア１１０の織物１１２の外側層は、縫い目１１４に沿
って、織物１１６の内側層に固定される。
【００５３】
　側方ドア１１０の右下方の縁は、図１３に示されるように、フォームシーティング（被
覆用材）の３つの部分１１８ａ，１１８ｂ，１１８ｃによって強化される。フォームシー
ティング部分１１８ａは、側方ドア１１０の下方縁及び下方右手隅を強化し、側方ドアの
後者の領域は、バックル１９４の左手部分１９４ａ並びに以下に記載する張力システムの
アンカ１３２を支持する部分である。フォームシーティング部分１１８ｂは、側方ドアの
左手縁が非接触壁３０に縫い付けられる地点まで、側方ドア１１０の下方左手縁を強化す
る。フォームシーティング部分１１８ｃは、側方ドア１１０の右手縁を強化する。フォー
ムシーティング部分１１８ａ，１１８ｂ，１１８ｃによってもたらされる強化は、バッグ
部分１２の壁のいずれにも固定されない故に移動し得る側方ドア１１０の縁を弾性的に強
化する。
【００５４】
　一方ではフォームシーティング部分１１８ａ及び他方ではフォームシーティング部分１
１８ｂ，１１８ｃの間の接合部は、ヒンジ線１２０をもたらす。フォームシーティング部
分１１８ｂ，１１８ｃの上方縁は、側方ドア１１０の自由縁が、側方ドア１１０がバッグ
部分１２の壁に接合される場所と触れる２つの場所を接合する線の部分に沿って、側方ド
ア１１０の伸縮性材料との接合部を形成する。これはヒンジ線１２１である。以下に記載
する張力システムは、ヒンジ線１２０，１２１で折り畳まれることによって矢印１４５に
よって示される方向に沿って、側方ドア１１０を上及び左に回転させる（図３及び４を参
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照）。幾分は側方ドア１１０が可撓な材料で作製されるというだけで、側方ドア１１０も
折り畳まれる。
【００５５】
　側方ドア１１０を開口１０２から離れる方向に付勢するために、張力システムが設けら
れる。弾性コード１３０が、側方ドアを矢印１４５によって示される方向において回転さ
せる張力をもたらす。弾性コード１３０は、アンカ１３２によって、フォームシーティン
グ部分１１８ａを含む側方ドア１１０の下方部分に固定されるのが好ましい。アンカ１３
２は、円形に縫い付けられるバータックを含むのが好ましい。
【００５６】
　弾性コード１３０は、織物１１２の外側層に取り付けられるガイド１３４を通じて、体
非接触壁３０（及び好ましくは中央壁９０）に隣接するバッグ部分１２に縫い付けられる
帯紐タブ１３８によって固定されるリングガイド１３６に進む。次に、弾性コード１３０
は、上方部分１１２の上に沿って走る織物のフラップによって形成されるトンネルガイド
１４２を通過する。
【００５７】
　次に、弾性コード１３０は、体接触壁２０（及び好ましくは中央壁９０）に隣接してバ
ッグ部分１２に縫い付けられる帯紐タブアンカに取り付けられるトグルロック１４２を通
過する。着用者２は、トグルロック１４２を狭窄しながら弾性コード１３０をトグルロッ
ク１４２を通じて移動させることによって、弾性コード１３０内の張力を調節し得る。
【００５８】
　図１３及び１４の検討から、側方ドア１１０の中心が強化縁の方向において凸状である
湾曲線に沿って側方ドア１１０のフォームシーティング強化縁と触れることが分かるであ
ろう。Spandura（登録商標）のような伸縮性材料の２つの層で作製される側方ドア１１０
の中心は、容器１６０が下方区画１００内に挿入され或いは下方区画１００から取り外さ
れるときに、側方ドア１１０が容器１６０への道から外れるよう変形することを許容する
。図１４では、側方ドア１１０が上に折り畳まれるとき、湾曲線１１４が下向きに凹状で
あることが分かるであろう。
【００５９】
　従って、着用者がバックル１９４の２つの部分１９４ａ，１９４ｂを緩めた後、張力シ
ステムによって側方ドア１１０が上向きに及び左に折り畳まれるや否や、主として側方ド
ア１１０の伸縮性の中心は、下方区画１００に出入りする途中に容器１６０と接触する。
試作品を用いた実験が決定したことは、この明細書に記載する側方ドア１及び張力システ
ムの構造が、着用者が下方区画１００内に容器１６０を備えるバックパック１０を着用し
ながら、容器１６０に迅速にアクセスすることを可能にすることである。全ての着用者が
行わなければならないことは、バックル１９４の２つの部分を離れる方向に滑動させ、次
に、ハンドル１９２，１９０の一方を引っ張ることによって、容器１６０を下方区画１０
０から取り外すことである。次に、着用者２は、好ましくは容器１６０が着用者の胴の正
面の隣接するまでハンドル１９２を引き寄せることによって、着用者の胴上部の周りでの
容器１６０の移動を続ける。
【００６０】
　着用者２が容器１６０を下方区画１００に戻すことを欲するや否や、着用者２がなすべ
き全てのことは、容器１６０の頂壁１７０が容器１６０の残部の上に折り返されること（
これは必須ではないが、好ましくはジッパ１７６を用いてジッパ閉じされる）を確認する
ことである。次に、着用者２は、ハンドル１９２（又は初期的にはハンドル１８８）を握
り、容器１６０を下方区画１００の開口１０２に向かって着用者の胴の周りに引き戻し得
る。次に、着用者２は、引っ込められた側方ドア１１０の中心１１６を通じて容器１６０
を押し、或いは着用者の胴上部の周りでのウエストバッグ１５０の回転を続けるようハン
ドル１８８を引っ張り、それは側方ドア１１０の中心を越えて容器１６０を滑動させもす
る。次に、下方区画１００内で容器１６０を安全に取り外し得る。
【００６１】
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　次に、着用者２は、側方ドア１１０の下方右手隅をウエストバッグ１５０に固定するた
めに、バックル１９４の２つの部分１９４ａ，１９４ｂを互いに接続し得る。この作用は
互いのためににFidlockスライダバックルの２つの部分１９４ａ，１９４ｂの磁力によっ
て補助される。Fidlockバックルの代わりに非磁性バックルが用いられるならば、非磁性
バックルは、１つの部分を他の部分内に挿入させることによって、着用者が２つの部分を
噛み合わせることを必要とする。この目的のために、そのようなバックルの雌部分が余り
移動しないような方法において、そのようなバックルの雌部分をウエストベルト１８０又
は容器１６０のいずれかに取り付けさせることが望ましい。
【００６２】
　（ソケット内のプラグのような）下方区画１００内での非対称的な容器１６０のとまり
嵌めの故に、側方ドア１１０が緩められた状態でも、容器１６０は下方区画１００内に留
まり、そのように着用され得る。バックル１９４を締め付けることは、バックル部分１８
２ａ，１８２ｂを接続することによってウエストベルト１８０が着用者２の胴上部の周り
に締め付けられていないときに特に、容器１６０が下方区画１００内に留まるという余分
の保証をもたらす。バックパック１０が手で支持され、下方区画内の容器に対して圧力を
加える程に上方区画が一杯でないときに、バックル１９４を締め付けることも望ましい。
【００６３】
　容器１６０が下方区画１００の内側にあり、バックル１９４を締め付けることによって
側方ドア１１０がウエストバッグ１５０に取り付けられた状態で、バックパック１０及び
ウエストバッグ１５０の組み合わせは、ウエストベルトを備える普通のバックパックであ
るように見える。バックパック１０及びウエストバッグ１５０の組み合わせの外観につい
ての何ものも、専門化された又は他と異なった支持バッグの印象を与える可能性はなさそ
うである。着用者が背中にバックパック１０を着用しながら容器１６０にアクセスするま
で、それは従来的なバックパック１０であるように見える。例えば、世界の困難で危険な
地域における事象を受け持つ写真家には、気に障らない外観が重要であり、そこでは、写
真家は高価なカメラ及びレンズを運んでいる人であるという明かな外観を与えることを望
まない。同時に、カメラが容器１６０内にあるならば、写真家は彼又は彼女のカメラを数
秒内に利用可能にさせる。
【００６４】
　追加的な利益は、着用者が背中でバックパック１０内にカメラ又は（双眼鏡のような）
他の道具を安全に運びながら、バックパック１０を取り外すことなく、必要とされるや否
や、この装備を利用可能にさせ得ることである。着用者は、例えば登るとき又は懸垂下降
するときにこの装備が注意を散らせたり邪魔になったりし得る彼又は彼女の胴上部で或い
は彼又は彼女の胸で、ホルスター内の（或いはストラップに取り付けられた）カメラ又は
他の道具を運ぶ必要はない。
【００６５】
　本発明に従ったウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第２の好適実施態
様が、図１５－２１中に参照番号２００によって概ね示されている。ウエストバッグ支持
システムを備えるバックパックのこの実施態様は、ウエストバッグ２５０に動作的に接続
されるバックパック２１０を提供する。
【００６６】
　バックパック２１０は、概ね従来的な設計であり、肩ストラップ２４４に取り付けられ
たバッグ部分２１２を有する。バッグ部分２１２は、右側壁２２６、左側壁２３２、頂壁
２４０、及び底壁２４２に接続される体接触壁２２２と、右側壁２２６、左側壁２３２、
頂壁２４０、及び底壁２４２に接続される体非接触壁２２４とを含む。バッグ部分２１２
を含む壁は、上方区画２１８と、下方区画２２０とを定める。上述の第１の好適実施態様
のウエストバッグ支持システム１を備えるバックパックにおけるように、上方区画２１８
及び下方区画２２０は、中央壁によって分離される。
【００６７】
　バックパック２１０のバッグ部分２１２内の上方区画２１８へのアクセスは、右側壁２
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２６、頂壁２４０、ジッパ２１９によって締められる左側壁２３２の開口による。下方区
画２２０へのアクセスは、バッグ部分２１２の右側開口及び左側開口を固定する右側ドア
２２８及び左側ドア２３４によってもたらされる。右側ドア２２８は、体接触壁２２２及
び右側壁２２６に形成され、ジッパ２３０によって締められる。左側ドア２３４は、体接
触壁２２２及び左側壁２３２に形成され、ジッパ２３６によって締められる。
【００６８】
　ウエストバッグ２５０自体は、図１７及び１８に示されている。ウエストバッグ２５０
は、ウエストベルト２８０に接続される容器２６０を含む。上で議論した第１の好適実施
態様におけるように、容器２６０をウエストベルト２８０の一部として形成し得ることが
理解されよう。容器２６０は、ジッパによって締められる開口によってアクセスされる区
画を定める壁を含み、その点において、第１の好適実施態様のウエストベルト１５０の容
器１６０に匹敵する。ウエストベルト２８０は、第１の好適実施態様のウエストベルト１
８０に類似し、帯紐によって左帯紐調節バックル２８６ｂに取り付けられる雌係止バック
ル部分２８２ａと、帯紐によって右帯紐調節バックル２８６ａに取り付けられる雄係止バ
ックル部分２８２ｂとを含む。係止バックル部分２８２ａ，２８２ｂは互いに位置を交換
し得ることが理解されよう。次に、左右の帯紐調節バックル２８６ｂ，２８６ａは、容器
２６０を取り付けるウエストベルト２８０の主要部分の両端に取り付けられる。
【００６９】
　図１７及び１８に示されるように、ウエストバッグが着用者２０１によって着用され、
容器２６０を下方区画内に戻すために着用者２０１がウエストバッグ２５０を回転させる
ときに、容器２６０が下方区画２２０に容易に入るのを許容するために、容器２６０はそ
の右端及び左端で丸められる。
【００７０】
　図１５、１６、及び１９において、右側ドア２２８及び左側ドア２３４は、下方区画２
２０への如何なるアクセスをも閉塞するために、それらのそれぞれのジッパ２３０及び２
３６によって締められる。バックパック２１０は、ウエストベルトを備えないバックパッ
クに過ぎないように見える。
【００７１】
　図２０では、ジッパ２３０を開けることによって右側ドア２２８が開かれ、ウエストバ
ッグ２５０を含む下方区画２２０を現している。ウエストベルト２８０は、容器２６０と
体接触壁２２２との間に折り畳まれている。着用者２０１は、単に右手を背中に伸ばして
ジッパ２３６のジッパ取手を引っ張ることによって、ジッパ２３０を開け得る。
【００７２】
　同様に、着用者２０１は、彼又は彼女の背中にバッグ部分２１２を着用しながら、彼又
は彼女の左手で左側ドア２３４のジッパを開け得る。次に、着用者２０１は、彼又は彼女
の右手を下方区画２２０内に伸ばし、ウエストベルト２８０の右部分２８０ａを引き出し
得る。着用者２０１がバッグ部分２１２を彼又は彼女の背中に着用している間にこれを行
い得る。同様に、彼又は彼女は左手を下方区画２２０内に伸ばし、ウエストベルト２８０
の左部分２８０ｂを引き出し得る。次に、着用者２０１は、ウエストベルト２８０が着用
者の胴を取り囲むようウエストベルト２８０の両端を互いに固定するために、バックル部
分２８２ａ，２８２ｂを接合し得る。
【００７３】
　図２１では、容器２６０の内容物へのアクセスを着用者２０１に許容する構成にウエス
トバッグ２５０を配置するために、ウエストバッグ２５０を回転させ得る。
【００７４】
　次に、着用者２０１は、左側ドア２２８及び右側ドア２３４をそれぞれ閉じるために、
ジッパ２３０及び２３６のジッパ取手をジッパで閉め得る。配置されるウエストバッグ２
５０がバッグ部分２１２の体接触壁２２２の近傍における閉塞を妨げるので、着用者２０
１はジッパ２３０，２３６を完全に閉じ得ない。ジッパ２３０，２３６は、それらが体接
触壁２２２で終端する場所からそれらの他の端部までジッパで開けられるときに開き、そ
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れらが体接触壁２２２に向かってジッパで閉められるときに閉じる（ジッパスライダを着
用者２０１に向かって移動させる）ように配置されるのが好ましい。
【００７５】
　ジッパ２３０，２３６が配置済みウエストベルト２８０まで閉じられ、左側ドア２２８
及び右側ドア２３４が開口に亘って下方区画２２０まで締められるや否や、観察者はこの
構成のバックパック２１０がウエストベルトを備える普通のバックパックであると結論付
けそうである。バックパック２１０が回転するウエストバッグ機能を有することを決定す
るために、より詳細な説明が必要とされる。
【００７６】
　側方ドアの１つを第１の好適実施態様におけるようなスロット開口と交換することによ
って、ウエストバッグ支持システムを備えるバックパックの第２の好適実施態様を変更し
得る。
【００７７】
　ウエストバッグ支持システム３００を備えるバックパックの第３の好適実施態様が、図
２２－２５に示されている。バックパック３１０は、肩ストラップ３３０に取り付けられ
るバッグ部分３１２を含む。バッグ部分３１２は、物品を保持するための１つ又はそれよ
りも多くの区画を定める壁を含む。図２２、２４、及び２５において、バックパック３１
０は、水和システムを支持するためにランナー、自転車に乗る人、及びトレイルをハイキ
ングする人によって用いられる種類の小さいバックパックの形態において示されているが
、これは必須ではない。
【００７８】
　図２４及び２５を参照すると、バックパック３１０は、バッグ部分３１２の内壁３２０
の下方部分から離間する体接触壁３２２を有する。体接触壁３２２の下方部分は、バッグ
部分３１２内に定められる如何なる区画とも境界を成さない。むしろ、体接触壁３２２の
下方部分は、それ自体とバッグ部分３１２の内壁３２０との間に区画３２４を定める。区
画３２４は、ウエストバッグ３５０を収容するよう、左右に開放している。
【００７９】
　図２３は、ウエストバッグ３５０を示している。ウエストバッグ３５０は、ウエストベ
ルト３８０に取り付けられる容器３６０を含む。容器３６０は、ジッパによって締められ
る開口によってアクセスされる区画を定める壁を含み、容器３６０は、その点において、
第１の好適実施態様のウエストベルト１５０の容器及び第２の好適実施態様のウエストベ
ルト２５０の容器２６０に匹敵する。ウエストベルト３６０は、第２の実施態様のウエス
トベルト２８０に類似するよう示されている。第１の好適実施態様の場合におけるように
、ウエストバッグ３５０の容器３６０はウエストベルト３８０の一部であり得ることが理
解されよう。
【００８０】
　図２５に示されるようなウエストバッグ３５０は、容器３６０が区画３２４内に収容さ
れた状態で、着用者３０１の胴の周りに配置される。この構成において、観察者は、バッ
クパック３１０及びウエストバッグ３５０の組み合わせがウエストベルトを備える普通の
バックパックであると考えそうである。第２の構成において、着用者３０１は、容器３６
０の内容物にアクセスするために容器を彼又は彼女の正面に導くよう、いずれかの方向に
おいて、彼の胴についてウエストベルト３８０を回転させ得る。
【００８１】
　ウエストバッグ３５０が着用者３０１によって回転させられるときに容器３６０が下方
区画３２４に容易に入ることを許容するために、容器３６０はその右端及び左端で丸めら
れる。着用者３０１は、容器３６０を区画３２４内に戻すために、ウエストバッグ３５０
を回転させる。
【００８２】
　ウエストバッグ支持システム３００を備えるバックパックは、バックパックが充填時に
軽量であり、容器が比較的薄いならば、最良に働くと考えられる。重いバックパック３１
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０は、着用者の胴の背中を圧迫しがちであり、例えば、ポリエチレン（ＰＥ）板のような
強化素子を追加することによって、下方体接触壁３２２がより剛的に作製されないならば
、バックパック３１０が着用者の背中に着用されるとき、それは区画３２４内への容器３
６０の挿入をより困難にする。厚い容器はバッグ部分３１２を着用者３０１の胴から離れ
る方向に押しがちであり、不便であり得る。
【００８３】
　ウエストバッグ支持システム４００を備えるバックパックの第４の好適実施態様が、図
２６－２７に示されている。この実施態様は、第１の実施態様１に類似するが、バッグ部
分の下方部分全体を占めないバックパックのバッグ部分内の区画を提供する。
【００８４】
　バッグ支持システム４００を備えるバックパックは、バックパック４０２と、ウエスト
バッグ４５０とを含む。バックパック４０２は、肩ストラップに接合されるバッグ部分４
０４を含む（右肩ストラップ４３０が図２６に示されている）。
【００８５】
　バッグ部分４０４は、体接触壁４１４と、反対側の体非接触壁４１６とを含み、それら
は右側壁４１８、左側壁４１９、頂壁４２０、及び底壁４２４によって接合される。頂壁
４２０、体接触壁４１４、体非接触壁４１６、左右の側壁４１８，４１９、及び中央壁４
９０は、上方区画４０６を定める。中央壁４９０は、第１の好適実施態様のバックパック
１０の中央壁９０に類似する。上方区画４０６は、ジッパ４２２によって締められる開口
を通じてアクセスされる。
【００８６】
　底壁４２４、体接触壁４１４、体非接触壁４１６、中央壁４９０、右側壁４１８、及び
左側壁４１９は、外側下方区画４０８と、内側下方区画４４０とを定める。外側下方区画
４０８及び内側下方区画４４０は、垂直分割壁４７０によって分離される。内側下方区画
４４０は、体接触壁４１４に隣接し、外側下方区画４０８は、体非接触壁４１６に隣接す
る。
【００８７】
　開口が右側壁４１８、体非接触壁４１６、及び左側壁４１９に定められる。この開口は
、ジッパ４１２によって締められる。ジッパ４１２を開けることは、外側下方区画４０８
へのアクセスを許容するよう、右側壁４１８、非体接触壁４１６、及び左側壁４１９から
形成されるフラップ４１０をバッグ部分４０４から離れる方向に蝶番式に移動させる。
【００８８】
　内側下方区画４４０は、右側壁４１８の拡張であるドア４４２を備える右側壁４１８に
定められる開口を通じてアクセスされる。ドア４４２は、ジッパ４４４によって右側壁４
１８の隣接する部分に並びに底壁４２２に締められるフラップである。内側下方区画４４
０への開口の覆いを取るためにドア４４２を自由にするようジッパ４４４のスライダが移
動させられるとき、ドア４４２を矢印４８０によって示される方向において回転させ得る
。
【００８９】
　内側下方区画４４０への他の入口は、左側壁４１９と体接触壁４１４との間に定められ
るスロット開口４３４によってもたらされる。
【００９０】
　ウエストバッグ４５０は、ジッパ４５４によって締められる開口を通じてアクセスされ
る区画を定める壁を有する容器４５２を含む。容器４５２は、係止バックル４６６によっ
て着用者４０１の胴の周りに固定されるウエストベルト４６０に取り付けられ、ウエスト
ベルト４６０は、その円周を調節するために帯紐調節バックル４６２を有する。図２６及
び２７に示されるウエストバッグ４５０は、前の好適実施態様のウエストバッグと類似す
る。
【００９１】
　ウエストバッグ４５０は、ウエストバッグ４５０が着用者４０１の胴について締められ
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るときに内側下方区画４４０を通じて延びることによって、バックパック４０２に動作的
に接続される。容器４５２は、図２６及び２７に見られる構造における内側下方区画４４
０内に受け入れられるような大きさとされる。内側下方区画４４０内への容器４５２の進
入を容易化するよう、容器４５２も丸められる。
【００９２】
　前の好適実施態様におけるように、着用者４０１が容器４５２の内容物にアクセスする
のを許容するために、１つの構成では、容器４５２を着用者４０１の正面に導くために、
ウエストバッグ４５０を着用者４０１の胴の周りで回転させ、次に、図２６及び２７に示
される構成では、内側下方区画４４０に戻し得る。
【００９３】
　スロット４３４は容器４５２の通過を許容しないので、ウエストバッグを内側下方区画
４４０から取り外すために、ウエストバッグをいずれの方向にも回転し得ない。所望であ
れば、バッグ部分４０４の左側にドア４４２を配置し、右側にスロット４３４を配置し得
る。代替的に、第２の好適実施態様のウエストバッグ支持システム２００を備えるバック
パックにおけるように２つのドアを設け得る。更に、ドア４４２は、第１の好適実施態様
のドア１１０の様式における張力システムを備え得る。
【００９４】
　ウエストバッグ支持システム４００を備えるバックパックは、容器４５０が内側下方区
画４４０の内側に固定される構成におけるときのウエストベルトを備える普通のバックパ
ックに似る。
【００９５】
　本発明は好適実施態様と共に記載されたが、本発明をこの実施態様又はその特定の様式
の構成、材料又は構成素子に限定することは意図されていないことが理解されよう。逆に
、本発明は、付属の請求項によって定められるような発明の精神及び範囲内に含められ得
る変更物、修正物、及び均等物をカバーすることが意図されている。
【図１】 【図２】
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