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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　堅い材料で作製され、内部容積を画定する第１の区画であって、第１のシェル部材およ
び第２のシェル部材を備えた第１の区画と、
　前記第１の区画に結合された第２の区画であって、可撓性のある材料で作製され、前記
第１の区画の前記内部容積から隔てられた内部容積を画定する第２の区画と、
　前記第２のシェル部材に取り付けられた柔らかい前部シェルと、
　前記第１のシェル部材に取り付けられた柔らかい後部シェルと、
　キャリング部材と、
　を備え、前記第１の区画は、前記柔らかい前部シェルと、前記柔らかい後部シェルとの
間に配置され、
　前記キャリング部材は、前記柔らかい後部シェルを介して前記第１のシェル部材に連結
される、
　ことを特徴とするキャリングケース。
【請求項２】
　請求項１に記載のキャリングケースであって、
　前記第１のシェル部材および前記第２のシェル部材が、前記第１の区画の前記内部容積
を画定し、前記第１のシェル部材が、前記内部容積の利用を可能にするために、前記第２
のシェル部材に対して移動するように配置されることを特徴とするキャリングケース。
【請求項３】



(2) JP 5836987 B2 2015.12.24

10

20

30

40

50

　請求項２に記載のキャリングケースであって、
　前記第２の区画が、前記第２のシェル部材に結合されることを特徴とするキャリングケ
ース。
【請求項４】
　請求項３に記載のキャリングケースであって、
　前記第２の区画と前記第２のシェル部材を取り付ける支持部材をさらに備えることを特
徴とするキャリングケース。
【請求項５】
　請求項４に記載のキャリングケースであって、
　前記支持部材が、前記第２の区画の前記内部容積の中に配置されることを特徴とするキ
ャリングケース。
【請求項６】
　請求項４に記載のキャリングケースであって、
　前記支持部材がフレームを備えることを特徴とするキャリングケース。
【請求項７】
　請求項４に記載のキャリングケースであって、
　前記支持部材が、バー、グロメットおよび平頭ねじからなる群の少なくとも１つを備え
ることを特徴とするキャリングケース。
【請求項８】
　請求項１に記載のキャリングケースであって、
　前記柔らかい後部シェルと前記第１のシェル部材を取り付ける支持部材をさらに備える
ことを特徴とするキャリングケース。
【請求項９】
　請求項８に記載のキャリングケースであって、
　前記支持部材が、前記柔らかい後部シェルによって画定される内部容積の中に配置され
ることを特徴とするキャリングケース。
【請求項１０】
　請求項８に記載のキャリングケースであって、
　前記支持部材がフレームを備えることを特徴とするキャリングケース。
【請求項１１】
　請求項８に記載のキャリングケースであって、
　前記柔らかい後部シェルが、前記支持部材と前記第１のシェル部材のうちの１つ以上に
結合された１つ以上の接続部材を有することを特徴とするキャリングケース。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のキャリングケースであって、
　前記接続部材が、ストラップおよびハンドルのうちの１つ以上を備えることを特徴とす
るキャリングケース。
【請求項１３】
　請求項１１に記載のキャリングケースであって、
　前記接続部材が、前記第１のシェル部材の中央に相当する位置で、前記支持部材と第１
のシェル部材のうちの１つ以上に結合されることを特徴とするキャリングケース。
【請求項１４】
　請求項１に記載のキャリングケースであって、
　前記柔らかい後部シェルが、前記キャリングケースを運ぶために、前記第１の区画に結
合された腰の支持体、および前記第１の区画に結合された１つ以上の肩ストラップを備え
ることを特徴とするキャリングケース。
【請求項１５】
　請求項１に記載のキャリングケースであって、
　前記前部シェルが複数の区画を含むことを特徴とするキャリングケース。
【請求項１６】
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　請求項２に記載のキャリングケースであって、
　前記第１のシェル部材および前記第２のシェル部材のうちの１つ以上が、前記第１のシ
ェル部材および前記第２のシェル部材が一緒に閉じられるとき、前記第１の区画の前記内
部容積を密閉するように構成されることを特徴とするキャリングケース。
【請求項１７】
　請求項２に記載のキャリングケースであって、
　前記第１のシェル部材の前記第２のシェル部材に対する移動を可能にするためのヒンジ
部材をさらに備えることを特徴とするキャリングケース。
【請求項１８】
　請求項１に記載のキャリングケースであって、
　前記第２の区画が複数の区画を備えることを特徴とするキャリングケース。
【請求項１９】
　請求項１に記載のキャリングケースであって、
　前記キャリングケースがバックパックとして構成されることを特徴とするキャリングケ
ース。
【請求項２０】
　請求項１に記載のキャリングケースであって、
　前記キャリングケースを運ぶために、前記第１の区画に結合された１つ以上の肩ストラ
ップと、
　前記第１の区画に結合された腰の支持体と、
　をさらに備えることを特徴とするキャリングケース。
【請求項２１】
　請求項１に記載のキャリングケースであって、
　前記キャリング部材は、前記第２の区画に結合された１つ以上の肩ストラップを備える
ことを特徴とするキャリングケース。
【請求項２２】
　キャリングケースを製造する方法であって、
　堅い材料で作製された第１の区画を用意するステップであって、前記第１の区画が内部
容積を画定するとともに第１のシェル部材および第２のシェル部材を備える、ステップと
、
　前記第１の区画に結合された第２の区画を用意するステップであって、前記第２の区画
が可撓性のある材料で作製され、前記第２の区画が、前記第１の区画の前記内部容積から
隔てられた内部容積を画定する、ステップと、
　前記第２のシェル部材に取り付けられた柔らかい前部シェルを用意するステップと、
　前記第１のシェル部材に取り付けられた柔らかい後部シェルを用意するステップと、
　キャリング部材を用意するステップと、
　前記第１の区画を、前記柔らかい前部シェルと前記柔らかい後部シェルとの間に配置す
るステップと、
　前記キャリング部材を、前記柔らかい後部シェルを介して前記第１のシェル部材に連結
するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　キャリングケースを製造する方法であって、
　後部の柔らかいシェルおよび前部の柔らかいシェルを用意するステップと、
　前記後部の柔らかいシェルを堅いシェルの後部半分に結合するステップと、
　前記前部の柔らかいシェルを前記堅いシェルの前部半分に結合するステップと、
　前記堅いシェルの前記前部半分を前記堅いシェルの前記後部半分に結合するステップと
、
　前記柔らかい後部シェルに連結されたキャリング部材を用意するステップと、
　前記堅いシェルの前記前部半分と前記堅いシェルの前記後部半分の少なくとも一つを、
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前記柔らかい後部シェルと前記柔らかい前部シェルとの間に配置するステップと、
　前記キャリング部材に、前記柔らかい後部シェルを介して前記堅いシェルの前記後部半
分を連結するステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の方法であって、前記後部の柔らかいシェルを堅いシェルの後部半分
に結合するステップが、
　支持部材を用意するステップと、
　前記後部の柔らかいシェルを前記支持部材に取り付けるステップと、
　前記堅いシェルの前記後部半分を前記支持部材に取り付けるステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２５】
　請求項１に記載のキャリングケースであって、
　前記柔らかい後部シェルは、前記第１の区画の少なくとも一部を受け入れるべく構成さ
れた凹部を含む、ことを特徴とするキャリングケース。
【請求項２６】
　請求項１に記載のキャリングケースであって、
　前記キャリング部材は、前記第１のシェル部材に直接固定されていない、ことを特徴と
するキャリングケース。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　様々な実施形態は、一般的にキャリングケースの分野に関し、詳細な実施形態では、バ
ックパック型のキャリングケースに関する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　キャリングケースは、（それだけに限らないが）第１の区画および第２の区画を含む。
第１の区画は堅い材料で作製される。第１の区画は内部容積を画定する。第２の区画は第
１の区画に結合される。第２の区画は可撓性のある材料で作製される。第２の区画は、第
１の区画の内部容積から隔てられた内部容積を画定する。
【０００３】
　様々な実施形態において、第１の区画は、第１のシェル部材および第２のシェル部材を
含む。第１のシェル部材および第２のシェル部材は、第１の区画の内部容積を画定する。
第１のシェル部材は、内部容積の利用を可能にするために、第２のシェル部材に対して移
動するように配置される。
【０００４】
　いくつかの実施形態において、第２の区画は、第１のシェル部材および第２のシェル部
材の一方に結合される。他の実施形態において、キャリングケースは、第２の区画、なら
びに第１のシェル部材および第２のシェル部材の当該一方を取り付ける支持部材を含む。
さらに他の実施形態において、支持部材は、第２の区画の内部容積の中に配置される。さ
らに他の実施形態において、支持部材はフレームを備える。さらに他の実施形態において
、支持部材は、バー、グロメットおよび平頭ねじからなる群の少なくとも１つを備える。
【０００５】
　いくつかの実施形態において、第２の区画は、第１のシェル部材および第２のシェル部
材の当該一方に結合された前部シェル、ならびに第１のシェル部材および第２のシェル部
材の当該一方の他方に結合された後部シェルを含む。他の実施形態において、キャリング
ケースは、第２の区画の後部シェル、ならびに第１のシェル部材および第２のシェル部材
の当該他方を取り付ける支持部材を含む。さらに他の実施形態において、支持部材は、第
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２の区画の後部シェルによって画定される内部容積の中に配置される。さらに他の実施形
態において、支持部材はフレームを備える。さらに他の実施形態において、第２の区画の
後部シェルは、支持部材、第１のシェル部材および第２のシェル部材の当該他方、ならび
に第１のシェル部および第２のシェル部材の当該一方のうちの１つ以上に結合された１つ
以上の接続部材を有する。他の実施形態において、接続部材は、ストラップおよびハンド
ルのうちの１つ以上を備える。他の実施形態において、接続部材は、実質的に第１のシェ
ル部材および第２のシェル部材の当該他方の中央に相当する位置で、支持部材、ならびに
第１のシェル部材および第２のシェル部材の当該他方のうちの１つ以上に結合される。
【０００６】
　他の実施形態において、第１のシェル部材および第２のシェル部材は、第２の区画の後
部シェルと第２の区画の前部シェルの間に配置される。他の実施形態において、後部シェ
ルは、キャリングケースを運ぶために、第１の区画に結合された腰の支持体、および第１
の区画に結合された１つ以上の肩ストラップを備える。他の実施形態において、前部シェ
ルは複数の区画を含む。
【０００７】
　様々な実施形態において、第１のシェル部材および第２のシェル部材のうちの１つ以上
は、第１のシェル部材および第２のシェル部材が一緒に閉じられるとき、第１の区画の内
部容積を密閉するように構成される。
【０００８】
　様々な実施形態において、キャリングケースは、第１のシェル部材の第２のシェル部材
に対する移動を可能にするためのヒンジ部材をさらに含む。
【０００９】
　様々な実施形態において、第２の区画は複数の区画を備える。
【００１０】
　様々な実施形態において、キャリングケースはバックパックとして構成される。
【００１１】
　様々な実施形態において、キャリングケースは、１つ以上の肩ストラップ、および腰の
支持体を含む。１つ以上の肩ストラップは、キャリングケースを運ぶために第１の区画に
結合される。腰の支持体は第１の区画に結合される。
【００１２】
　様々な実施形態において、キャリングケースは、キャリングケースを運ぶために、第１
の区画に結合された１つ以上の肩ストラップを含む。
【００１３】
　キャリングケースを製造する方法は（それだけに限らないが）、（ｉ）堅い材料で作製
された第１の区画を用意するステップであって、第１の区画が内部容積を画定する、ステ
ップと、（ｉｉ）第１の区画に結合された第２の区画を用意するステップであって、第２
の区画が可撓性のある材料で作製され、第２の区画が、第１の区画の内部容積から隔てら
れた内部容積を画定する、ステップとのうちの任意の１つまたは組合せを含む。
【００１４】
　キャリングケースを製造する方法は（それだけに限らないが）、（ｉ）後部の柔らかい
シェルおよび前部の柔らかいシェルを用意するステップと、（ｉｉ）後部の柔らかいシェ
ルを堅いシェルの後部半分に結合するステップと、（ｉｉｉ）前部の柔らかいシェルを堅
いシェルの前部半分に結合するステップと、（ｉｖ）堅いシェルの前部半分を堅いシェル
の後部半分に結合するステップとのうちの任意の１つまたは組合せを含む。
【００１５】
　様々な実施形態において、後部の柔らかいシェルを堅いシェルの後部半分に結合するス
テップは、支持部材を用意するステップと、後部の柔らかいシェルを支持部材に取り付け
るステップと、堅いシェルの後部半分を支持部材に取り付けるステップとを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
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【図１】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な図である。
【図２】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な図である。
【図３】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な図である。
【図４】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な図である。
【図５】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な図である。
【図６】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な図である。
【図７Ａ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な図である。
【図７Ｂ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な図である。
【図８Ａ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な図である。
【図８Ｂ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な図である。
【図９Ａ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な図である。
【図９Ｂ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な図である。
【図１０Ａ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な構成要素を示す図であ
る。
【図１０Ｂ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な構成要素を示す図であ
る。
【図１０Ｃ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な構成要素を示す図であ
る。
【図１０Ｄ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な構成要素を示す図であ
る。
【図１０Ｅ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な構成要素を示す図であ
る。
【図１０Ｆ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの様々な構成要素を示す図であ
る。
【図１１Ａ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの、後部の柔らかいシェルを示
す図である。
【図１１Ｂ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの、後部の柔らかいシェルを示
す図である。
【図１１Ｃ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの、前部の柔らかいシェルを示
す図である。
【図１１Ｄ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの、後部の柔らかいシェルおよ
び後部の堅いシェルを示す図である。
【図１１Ｅ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの、後部の柔らかいシェルおよ
び後部の堅いシェルを示す図である。
【図１１Ｆ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの、前部の柔らかいシェルおよ
び前部の堅いシェルを示す図である。
【図１１Ｇ】本開示の様々な実施形態によるバックパックを示す図である。
【図１２Ａ】本開示の様々な実施形態によるキャリングケースを示す図である。
【図１２Ｂ】本開示の様々な実施形態によるキャリングケースを示す図である。
【図１３】本開示の様々な実施形態によるキャリングケースを示す図である。
【図１４Ａ】本開示の様々な実施形態によるキャリングケースを示す図である。
【図１４Ｂ】本開示の様々な実施形態によるキャリングケースを示す図である。
【図１５Ａ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの一部を示す図である。
【図１５Ｂ】本開示の様々な実施形態によるバックパックの一部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　様々な実施形態は、１つ以上の堅い（かつ／または密閉された）区画、および１つ以上
の柔らかい（例えば織物の）区画を組み合わせるキャリングケースに関する。堅い区画は
、柔らかい区画より優れた（例えば、水、埃、衝撃などに対する）保護をもたらす。
【００１８】
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　図１～図１１Ｇを参照すると、様々な実施形態に従って、バックパック１０は、第１の
区画５０および第２の区画６０を含む。第１の区画５０は、それだけに限らないが、プラ
スチック、樹脂、ゴム、金属など全体的に堅い材料で作製される。第１の区画５０は、１
つ以上の品目（例えば、ラップトップコンピュータ、タブレット、カメラ、電子機器など
）を収容するための内部容積５５を含む。
【００１９】
　第１の区画５０は、第１の区画５０の内部容積５５の利用を可能にするために互いに対
して移動するように配置された、堅い後部シェル１５０および堅い前部シェル２５０を含
む。第１の区画５０の堅い後部シェル１５０および堅い前部シェル２５０は、内部容積５
５に入れられた品目を（例えば、水、埃、衝撃などから）保護するように構成される。
【００２０】
　様々な実施形態において、第１の区画５０は、水、埃、および衝撃からの保護のうちの
１つ以上をもたらすように構成することができる。具体的な実施形態において、第１の区
画５０は、内部容積５５を密閉するように構成することができる。例えば、堅い後部シェ
ル１５０および堅い前部シェル２５０が一緒に閉じられるときに密閉を可能にするために
、Ｏリングなどの密閉部材（図示せず）を、堅い後部シェル１５０および堅い前部シェル
２５０のうちの１つ以上に配置することができる。
【００２１】
　第２の区画６０は、それだけに限らないが、織物、布、帆布、メッシュなど可撓性のあ
る材料（または第１の区画５０より堅くない材料）で作製される。第２の区画６０は、１
つ以上の品目を収容するための内部容積６５を含む。様々な実施形態において、第１の区
画５０の内部容積５５は、第２の区画６０の第２の内部容積６５から隔てられ、第２の内
部容積６５から利用することができない。
【００２２】
　バックパック１０は、柔らかい後部シェル１００（例えば図１１Ａ～図１１Ｂ）および
柔らかい前部シェル２００（例えば図１１Ｃ）を含む。柔らかい前部シェル２００は、第
２の区画６０に相当するようにすることができる。様々な実施形態において、堅い後部シ
ェル１５０および堅い前部シェル２５０は、柔らかい後部シェル１００と柔らかい前部シ
ェル２００の間に配置される。柔らかい後部シェル１００は、陥凹部１１０を画定する壁
部１０２を含む。陥凹部１１０は、堅い後部シェル１５０の少なくとも一部を受け入れる
。様々な実施形態において、柔らかい後部シェル１００は、１つ以上の肩ストラップ１４
０を含むか、または１つ以上の肩ストラップ１４０に結合される。様々な実施形態におい
て、バックパック１０は、それだけに限らないが、車輪、ヒップベルト、ネックストラッ
プ、ハンドル、引き具など、バックパック１０の運搬または移動を容易にするための他の
支持部材を含むことができる。
【００２３】
　例えば図１１Ｄおよび図１１Ｅに示されるように、柔らかい後部シェル１００は、堅い
後部シェル１５０に結合される。いくつかの実施形態において、柔らかい後部シェル１０
０は、堅い後部シェル１５０に取り付ける、あるいは固定するために、陥凹部１１０の外
部にある支持ストラップ１１４またはハンドル（またはその他同種のもの）などの接続部
材を含む。外部の支持ストラップ１１４は、堅い後部シェル１５０の一部１５４（例えば
堅い後部シェル１５０の側面）にボックス状に縫い付ける（１１４ａ）、ねじで留める、
あるいは固定することができる。
【００２４】
　いくつかの実施形態において、柔らかい後部シェル１００は、堅い後部シェル１５０に
結合するために陥凹部１１０の中に配置された支持ストラップ１１２またはハンドル（ま
たはその他同種のもの）などの接続部材を含む。特定の実施形態において、堅い後部シェ
ル１５０の後部表面１５２を、フレーム１２０（例えば、Ｈ形のバーフレーム）などの支
持部材に結合することができる。内部の支持ストラップ１１２は、フレーム１２０の結合
部分１２２（例えば、フレーム１２０の中央、フレーム１２０の側面など）に、ボックス
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状に縫い付ける（１１２ａ）、ねじで留める、あるいは固定することができる。フレーム
１２０は、（それだけに限らないが）ねじ１２３、または他の留め具などを介することを
含めた任意の適切な形で、柔らかい後部シェル１００および／または堅い後部シェル１５
０に結合される。特定の実施形態において、ねじ１２３は、ねじ１２３を受け入れるため
のフレーム１２０の開口部１２４の中に配置することができる。
【００２５】
　内部の支持ストラップを、堅い後部シェル１５０（例えば、堅い後部シェル１５０の中
央）の（例えば、フレーム１２０の結合部分１２２に対応する）結合点に結合することに
よって、負荷が堅い後部シェル１５０の結合点および使用者の背に伝えられるようになる
ため、バックパック１０を運ぶ使用者は、（例えば、堅い後部シェル１５０から離れる方
向に身をかがめるような）別の範囲の動きが可能になる。実際には、堅い後部シェル１５
０が使用者と共に傾くことを可能にする、枢動する動きがもたらされる。いくつかの実施
形態において、外部の支持部材１１４は、負荷を変えるように、例えば負荷を使用者の背
によりしっかりと固定するように調節することができる。
【００２６】
　様々な実施形態において、フレーム１２０は、一群のまっすぐなバーを備えることがで
きる。さらに他の実施形態では、グロメット、平頭ねじまたは他の支持部材を、フレーム
１２０の代わりに（またはフレーム１２０に加えて）使用することができる。そうした実
施形態では、例えば内部の支持ストラップ１１２を、まっすぐなバー、グロメット、平頭
ねじなどに固定することができる。いくつかの実施形態では、内部の支持ストラップ１１
２が、堅い後部シェル１５０に直接接続される。他の実施形態では、バックパック１０を
組み立てるために、支持ストラップ１１２および／または支持ストラップ１１４を、任意
の適切な構成要素に接続することが可能であることに留意すべきである。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、柔らかい後部シェル１００は、フレーム１２０および堅い後
部シェル１５０の後部表面１５２の利用を可能にするための開口１０３を設けるように、
蓋部１０６を含むことができる。柔らかい後部シェル１００をフレーム１２０に結合した
後、蓋部１０６を閉じることができる。
【００２８】
　図１１Ｆに示されるように、柔らかい前部シェル２００が堅い前部シェル２５０に結合
される。特定の実施形態では、柔らかい前部シェル２００および堅い前部シェル２５０を
結合するために、柔らかい前部シェル２００の内部容積６５の中にフレーム２２０などの
支持部材が設けられる。フレーム２２０は、（それだけに限らないが）ねじ２２３または
他の固定具などを介することを含めた任意の適切な方法で、柔らかい前部シェル２００お
よび／または堅い前部シェル２５０に結合される。特定の実施形態において、ねじ２２３
は、ねじ２２３を受け入れるためのフレーム２２０の開口部２２４の中に配置することが
できる。他の実施形態において、フレーム２２０は、まっすぐなバーの群を備えることが
できる。さらに他の実施形態では、グロメット、平頭ねじまたは他の支持部材を、フレー
ム２２０の代わりに（またはフレーム２２０に加えて）使用することができる。
【００２９】
　図１１Ｇに示されるように、柔らかい後部シェル１００は柔らかい前部シェル２００に
結合され、堅い後部シェル１５０は堅い前部シェル２５０に結合される。特定の実施形態
では、堅い後部シェルおよび堅い前部シェル２５０を結合するために、ヒンジ１６０が設
けられる。いくつかの実施形態では、１つ以上の側面のストラップ１４４を用い、例えば
バックルなどを用いて、柔らかい後部シェル１００を柔らかい前部シェル２００と結合す
ることができる。側面のストラップ１４４は、バックパック１０の側面の圧縮を可能にす
ることもできる。いくつかの実施形態では、１つ以上の底部のストラップ１４２を用い、
例えばバックルなどを用いて、柔らかい後部シェル１００を柔らかい前部シェル２００と
結合することができる。
【００３０】
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　いくつかの実施形態では、バックパック１０を運ぶ間、使用者が快適であるように、柔
らかい後部シェル１００の後部表面１０５が、腰の支持体１０９（例えばパッド）などを
含むことができる。特定の実施形態では、後部表面１０５の下に、フレーム１２０の利用
を可能にするための蓋部１０６を設けることができる。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、堅い後部シェル１５０が、フレーム１２０などを介して柔ら
かい後部シェル１００に結合される。そうした実施形態では、例えば柔らかい後部シェル
１００が、堅い後部シェル１５０の後部表面を囲む、あるいは覆うことができる。他の実
施形態では、例えば図１５Ａ～図１５Ｂに示されるように、堅い後部シェル１５０が、柔
らかい後部シェル１００の後部表面１０５に直接接続される。いくつかの実施形態では、
柔らかい後部シェル１００は、腰の支持体１０９および肩ストラップ１４０を備える。腰
の支持体１０９および肩ストラップ１４０は、例えばピン（図示せず）などの留め具（図
示せず）を用いて、堅い後部シェル１５０に直接取り付けることができる。例えば腰の支
持体１０９は、留め具を用いて堅い後部シェル１５０の固定点１５６で、堅い後部シェル
１５０に固定することができる。肩ストラップ１４０は、腰の支持体１０９の一部に取り
付けることが可能であり、また例えば支持ストラップ１１４と堅い後部シェル１５０の一
部１５４の間の接続を介して、堅い後部シェル１５０に固定することができる。肩ストラ
ップ１４０は、固定点１５８で堅い後部シェル１５０に取り付けることもできる。例えば
固定点１５８は、ねじまたは他の留め具を受け入れるためのボスとすることができる。あ
るいは、例えば固定点１５８は、肩ストラップ１４０の端部を受け入れるための貫通溝と
することができる。肩ストラップ１４０の端部を貫通溝を通して挿入した後、肩ストラッ
プ１４０の端部を縫い付ける、または他の方法で肩ストラップ１４０の端部が貫通溝から
出るのを防止するように構成することができる。
【００３２】
　図１～図１１Ｇおよび図１５Ａ～図１５Ｂを参照すると、様々な実施形態において、第
１の区画５０はハンドル５８を含むことができる。いくつかの実施形態において、第２の
区画６０はハンドル（図示せず）を含むことができる。いくつかの実施形態において、バ
ックパック１０は、例えば拡張可能なハンドル（図示せず）などを引っ張ることによって
バックパック１０を移動させるために、車輪（図示せず）を含むことができる。
【００３３】
　様々な実施形態において、第２の区画６０は複数の区画を含むことができる。いくつか
の実施形態では、例えば図９Ａ～図９Ｂに示されるように、バックパック１０は、（それ
だけに限らないが）主要部をなす区画２６０（第２の区画６０に相当することがある）、
前部の区画２７０、書類挟み用のポケット２８０、頂部のポケット２８５、側面のポケッ
ト２９０および水筒用のポケット２９５を含む。
【００３４】
　様々な実施形態において、区画の１つ以上が書類挟みなどを含むことができる。言及さ
れる区画は例示的なものにすぎず、書類挟みの１つ以上を任意の区画に組み込むことが可
能であることに留意すべきである。例えば図１０Ａおよび図１０Ｆに示されるように、書
類挟み用のポケット２８０（例えば図９Ａ～９Ｂ）は、書類挟み用のポケット２８０の後
部の壁部に書類挟み２８２を含むことができる。書類挟み２８２は、（それだけに限らな
いが）ペンシル用のポケット２８２ａ、フラップ式のポケット２８２ｂ、メッシュのポケ
ット２８２ｃ、ジッパー式のポケット２８２ｄ、（例えば名刺用の）切込み式のポケット
２８２ｅ、ジッパー式のポケット内の追加のポケットなどを含むことができる。他の例と
して、図１０Ｃに示されるように、前部の区画２７０（例えば図９Ａ～９Ｂ）は、前部の
区画２７０の後部の壁部に書類挟み２７２を含むことができる。書類挟み２７２は、（そ
れだけに限らないが）切込み式のポケット２７２ａ、ファイル用のポケット２７２ｂ、切
込み式のポケット２７２ｃ、電源コード用のポケット２７２ｄ、プリーツ付きのポケット
２７２ｅなどを含むことができる。図１０Ｄに示されるように、前部の区画２７０は、前
部の区画２７０の前部の壁部に書類挟み２７４を含むことができる。書類挟み２７４は、
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（それだけに限らないが）ジッパー式のポケット２７４ａ、パッド付きの（タブレットな
どを収容するための）タブレット用のポケット２７４ｂなどを含むことができる。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、区画の１つ以上を、中に備えられた内容物を見ることができ
るように構成することが可能である。例えば図１０Ｂおよび図１０Ｆに示されるように、
書類挟み用のポケット２８０は、書類挟み用のポケット２８０の内容物を見ることができ
るように、メッシュのパネル２８４を含む。
【００３６】
　様々な実施形態において、第１の区画５０および第２の区画６０はそれぞれ、バックパ
ック１０の長さ寸法に沿って延びる。他の実施形態では、例えば図１２Ａおよび図１２Ｂ
に示されるように、第１の区画５０および第２の区画６０のうちの１つ以上は、バックパ
ック１０の長さ寸法の一部のみに沿って延びる。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、例えば図１３に示されるように、柔らかい後部シェル１００
は、第３の区画７０を備えることができる。それに応じて、第１の区画５０は、第２の区
画６０と第３の区画７０の間に配置される。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、バックパック１０が運ばれる間、第１の区画５０は第２の区
画６０と実質的に平行になるように配置される。しかしながら、第１の区画５０は、第２
の区画に対して任意の適切な形で配置することができる。例えばいくつかの実施形態では
、例えば図１４Ａに示されるように、第１の区画５０は、いくつかの区画より上および／
またはいくつかの区画の間に配置される。いくつかの実施形態では、例えば図１４Ｂに示
されるように、第１の区画は第２の区画６０より下に配置される。
【００３９】
　様々な実施形態は、バックパック型の構成を対象にしている。しかしながら、（それだ
けに限らないが）スーツケース、旅行かばん、カメラのキャリングケース、ダッフルバッ
グなどを含めた任意のタイプのキャリアを使用することが可能である。
【００４０】
　開示される実施形態に関するこれまでの説明は、当業者が本開示を作製および使用する
ことができるようにするために提供されるものである。こうした実施形態に対する様々な
変形形態が、当業者には容易に明らかになり、また本明細書に定義される概括的な原理は
、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の実施形態に適用することが可能であ
る。したがって、本開示は、本明細書に示される実施形態に限定されるものではなく、本
明細書に開示される原理および新規な特徴に一致する最も広い範囲に適合される。
【符号の説明】
【００４１】
　１０　バックパック、５０　第１の区画、５５　内部容積、５８　ハンドル、６０　第
２の区画、６５　内部容積、７０　第３の区画、１００　柔らかい後部シェル、１０２　
壁部、１０３　開口、１０５　後部表面、１０６　蓋部、１０９　腰の支持体、１１０　
陥凹部、１１２　内部の支持ストラップ、１１４　外部の支持ストラップ、外部の支持部
材、１２０　フレーム、１２２　結合部分、１２３　ねじ、１２４　開口部、１４０　肩
ストラップ、１４２　底部のストラップ、１４４　側面のストラップ、１５０　堅い後部
シェル、１５２　後部表面、１５６　固定点、１５８　固定点、１６０　ヒンジ、２００
　柔らかい前部シェル、２２０　フレーム、２２３　ねじ、２２４　開口部、２５０　堅
い前部シェル、２６０　主要部をなす区画、２７０　前部の区画、２７２　書類挟み、２
７２ａ　切込み式のポケット、２７２ｂ　ファイル用のポケット、２７２ｃ　切込み式の
ポケット、２７２ｄ　電源コード用のポケット、２７２ｅ　プリーツ付きのポケット、２
７４　書類挟み、２７４ａ　ジッパー式のポケット、２７４ｂ　タブレット用のポケット
、２８０　書類挟み用のポケット、２８２　書類挟み、２８２ａ　ペンシル用のポケット
、２８２ｂ　フラップ式のポケット、２８２ｃ　メッシュのポケット、２８２ｄ　ジッパ
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ー式のポケット、２８２ｅ　切込み式のポケット、２８４　メッシュのパネル、２８５　
頂部のポケット、２９０　側面のポケット、２９５　水筒用のポケット。

【図１】
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