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(57)【要約】
本発明は、ユーザのベルト（１０）上で物品を携行する
装置である。当該装置は、外側表面上に複数のループ（
２２）を有するベルト（１０）と、第１の端部において
キャリアのボディに対して縫われ、第２の端部（４４）
においてキャリアのボディに対して着脱可能に接続され
るスリーブ（４０）を有する物品キャリア（１）とを有
する。剛性なタブ（６０）は、その一端においてスリー
ブに対するキャリアのボディの縫いつけ接続へと縫われ
る。タブの他端（６４）は、取り付けられず、ベルトか
らキャリアを担持するようベルトの周囲に巻かれる際に
、スリーブによって覆われる。タブの自由端がベルト上
のループを介して挿入されキャリアがベルトに対して適
切な位置において固定される場合ではない限り、キャリ
アは、ベルトに沿って動かされ、異なる位置に置かれ得
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キャリア装置であって、
　着用者の身体からみて外方を向く外側表面及び前記着用者の前記身体に対して面する内
側表面を有する、人間等である有生の着用者によって着用される細長い平面部材と、
　前記部材の前記外側表面に対して取り付けられる、少なくとも１つのループと、
　前記部材への取外し可能な接続に対する、少なくとも１つの物品に対するキャリアと、
　を有し、
　前記少なくとも１つの物品に対するキャリアは、ボディと、前記キャリアの前記ボディ
に対して取り付けられる第１の端部及び前記キャリアの前記ボディに対する着脱可能な取
付けの手段を有する第２の端部を有するスリーブとを有し、前記スリーブの前記第１の端
部及び前記第２の端部は、前記キャリアの前記ボディに対する取付けの夫々の場所におい
て間隔をあけられ、前記スリーブの前記第２の端部は、前記部材にわたって折りたたまれ
得、且つ前記キャリアの前記ボディに対して取り付けられ得、
　前記少なくとも１つの物品に対するキャリアは、更に、前記キャリアに対する前記スリ
ーブの前記第１の端部の連結部において又はその近くで前記キャリアに対して取り付けら
れる第１の端部及び取り付けられないままにされる第２の端部を有する、剛性な材料を有
して作られる、タブを有し、前記タブは、前記スリーブと一般的に位置を合わせられる軸
を有し、前記タブの前記第２の端部は、前記スリーブが前記部材に対する前記キャリアの
取付けに対して前記部材にわたって折りたたまれ、それによって前記部材に対して前記キ
ャリアを固定する際に、前記部材の前記外側表面に対して取り付けられるループの１つを
介して挿入され得るため、前記キャリアは、前記部材に沿って実質的に摺動し得ず、一方
では、前記スリーブが前記部材にわたって折りたたまれる際に前記タブがループへと挿入
されない場合、前記キャリアは、前記部材に対して実質的に固定されず、前記部材に沿っ
て摺動し得る、
　キャリア装置。
【請求項２】
　前記部材は、２つの端部を有するベルトであり、前記２つの端部を接合するようバック
ルを更に有する、
　請求項１記載のキャリア装置。
【請求項３】
　前記タブは十分に長く、物品に対するキャリアが前記部材に対して接続される際に、前
記タブの前記第２の端部が前記スリーブの前記第２の端部の前記取付けの手段に近接する
ようにする、
　請求項１記載のキャリア装置。
【請求項４】
　前記タブの前記第２の端部は、前記物品に対するキャリアが前記部材に対して接続され
る際に、前記スリーブの前記第２の端部の取付けの前記手段に対して実質的に取り付けら
れる、
　請求項３記載のキャリア装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の分野は、人間等である有生の着用者によって担持される物品キャリア（ａｒｔ
ｉｃｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒｓ）の分野である。
【背景技術】
【０００２】
　人間は、長い間、ウェスト又は腰の周囲で着用されるベルトに対して取り付けることに
よって物品を携行（ｃａｒｒｙ）している。かかる対象は、調理用品、武器、食品キャリ
ア、及び同等のものを有している。現在では、例えば写真家は、カメラ、望遠レンズ系等
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のレンズ系、及び他の写真用の道具等をウェスト又はヒップの周囲で着用されるベルトか
らサスペンドされるポーチ又はキャリアにおいて携行され得る。
【０００３】
　ベルトによって携行されるべき物品は、ベルト上の定位置に対して恒久的又は取外し可
能に取り付けられ得る。あるいは、物品は、スリーブ等によってベルトに対して取り付け
られ得るため、物品は、手が物品に届くよう又は最も快適な位置においてそれを着用する
よう、必要に応じてベルトに沿って動かされ得る。
【０００４】
　着用者の選択によって、どちらの種類の取付けも与えるベルトキャリア装置は、必要と
される。
【０００５】
　Ｒｏｇｅｒｓによる米国特許第５，８８１，９３３号明細書（特許文献１）「Ｔｒａｃ
ｋ　Ｍｅｍｂｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ」は、トラック部材（ｔｒａｃｋ　ｍｅｍｂｅｒ）から
サスペンドされる容器（ｃｏｎｔａｉｎｅｒ）を携行する装置を開示する。該トラック部
材は、身体を取り巻くベルトに対して取り付けられ得るか、実質的に平行である一組の突
出したトラックを有する衣服に対して取り付けられ得る。また、該トラック部材からは、
物品を保持する容器が容器上のクリップによってサスペンドされる。該容器は、トラック
に対してその長さに沿ういずれかの位置において取付け可能であるか、あるいは、トラッ
クのテイパされた端部において摺動させることによってトラック上の縦方向に位置付け可
能である。この装置は、平面のウェッジの形状におけるクランプを有し、容器がトラック
に沿って所望しない位置に摺動することを防ぐようトラック上の適所において容器をロッ
クし、クランプを取り除かずにトラックからクリップ及び容器を意図せず強硬に除去する
ことを妨げる。Ｒｏｇｅｒｓによるトラック部材装置は、製造が複雑且つ高価である。こ
れは、その構造が、２つの平行した突出部材と、平行な部材を受け且つそれによってベル
ト上のキャリアを保持するよう特に形成されるキャリアに対して取り付けられる剛性なク
リップと、を与えられることを求めるためである。クリップのキャリアに対する取付けの
安全性は、クリップがいかに十分に部材を封入するかに依存するため、封入の失敗によっ
てキャリアがベルトから外れる。加えて、平面ウェッジクランプは、複雑であり、追加的
な構成要素を与えることを求める。
【特許文献１】米国特許第５，８８１，９３３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　必要とされるのは、物品がベルト上の固定位置において着脱可能に取り付けられるよう
、あるいは、物品がベルトに対して摺動可能であるよう与えられるベルトに対して物品を
取り付けるよう与えられる、改善されたキャリア装置である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、細長い平面部材又はベルトと、少なくとも１つのループ又はポケットと、少
なくとも１つの物に対するキャリアとを有する装置である。該細長い平面部材又はベルト
は、着用者の身体からみて外方を向く外側表面及び着用者の身体に対して面する内側表面
を有し、人間等である有生の着用者によって着用されるべきものである。前出の少なくと
も１つのループ又はポケットは、ベルトの外側表面に対して取り付けられる。前出の少な
くとも１つのキャリアは、キャリアのボディに対して取り付けられる第１の端部とキャリ
アのボディに対して着脱可能に取り付けられる第２の端部とを有するスリーブを有する。
スリーブの第１の端部及び第２の端部は、キャリアのボディに対する夫々の取付け場所に
おいて間隔をあけられるため、スリーブの第２の端部は、ベルトにわたって折りたたまれ
且つキャリアのボディに対して取り付けられ得る。前出の少なくとも１つのキャリアは更
に、タブを有する。該タブは、剛性な材料を有し、キャリアに対するスリーブの第１の端
部の接点において又はその近くで、キャリアに対して取り付けられる第１の端部と、取り



(4) JP 2008-513162 A 2008.5.1

10

20

30

40

50

付けられないままにされる第２の端部とを有する。タブは、スリーブと一般的に位置を合
わせられる軸を有する。第２のタブは、スリーブがベルトに対するキャリアの取付けに対
してベルトにわたって折りたたまれ、それによってベルトに対してキャリアを固定する際
、に、ベルトのループの１つを介して挿入され得るため、キャリアは、実質的にベルトに
沿って摺動し得ない。その一方、スリーブがベルトにわたって折りたたまれる際にタブが
ループへと挿入されない場合、キャリアは、ベルトに対して実質的に固定されず、したが
ってベルトに沿って摺動され得ない。
【０００８】
　本発明の目的及び利点は、着用者が器具を携行するための改善された装置を与えること
、である。
【０００９】
　他の目的及び利点は、着用者が器具を携行するための装置を与えることであり、該装置
は、着用者によって担持される部材に対して器具を確実に取り付け、器具が誤って外れる
ことが無いようにされる。
【００１０】
　他の目的及び利点は、着用者に対して確実に器具を取り付ける装置を与える、ことであ
る。該装置は、器具が着用者によって着用される部材に対して動かされ得るようにする一
方、器具は、該部材によってあるいは着用者の随意で担持され、部材に対して固定された
関係において器具が携行され得るようにする。
　本発明の他の目的及び利点は、製造が単純且つ安価である、着用者が器具を携行するた
めの装置を与える、ことである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　これより図面を参照すると、図１は、本発明に従ったキャリア装置の望ましい一実施例
を着用する有生の着用者（この場合は人）２を示す。キャリア装置１は、物品に対するキ
ャリア３０に対して取り付けられるベルト１０を有する。
【００１２】
　ベルト１０は、着用者の身体から見て外方を向く外側表面１４、及び、着用者の身体に
対して面する内側表面１６（図１中図示せず、図３を参照）を有する、細長い平面部材の
形状において形成される。
【００１３】
　ベルト１０は、図４中に断面で図示される。該ベルトは、望ましくは、発泡性の内部１
３を取り囲む織物管１２を有する。発泡性の内部１３は、望ましくはＥＶＡ（エチレン酢
酸ビニール）発泡体を有して作られる。
【００１４】
　しかしながら、ベルト１０の特別な構造及び材料は、本発明では重要ではない。ベルト
１０は、発泡性の内部１３を有さずに作られ得るか、あるいは、革又は本発明が関連する
技術において既知である他の材料を有して作られ得る。
【００１５】
　ベルト１０は、バックル１１によって着用者２の身体の周囲に固定される。図１中に示
されるバックルは、技術的に周知である種類の熱可塑性物質から形成される２つの接合し
且つ着脱可能な部分を有する。かかるバックルは、ＦＡＳＴＥＸ（登録商標）、ＤＵＲＡ
ＦＬＥＸ（登録商標）、及び他の商標のもとで販売されている。バックル１１の特定の構
造及び材料は、本発明にとって重要ではない。バックル１１は、多数の設計を有し得、ま
た、ベルトに対するバックルとして適切である限り、技術的に既知である異なる材料を有
して作られ得る。
【００１６】
　物品に対するキャリア３０は、ボディ３４及びスリーブ４０を有する。図示される物品
に対するキャリア３０は、写真撮影の分野において既知である種類のポーチであり、ファ
スナ３２によって固定される上部開口を有する内側メイン区画（図示せず）を有する。図
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示されるキャリア３０は、レンズ系及び同等のもの等の写真用の道具を保持するよう設計
される。物品に３０に対するキャリアのボディの形状及び構造は、本発明にとって重要で
はない。必要であることは、物品に対するキャリア３０が、着用者が携行することを望み
得る物品を携行するよう適切であること、のみである。本発明の装置は、拳銃に対するホ
ルスタ又は調理用品等である実質的にいかなる物品に対するキャリアを有しても使用され
得る。
【００１７】
　ひも（ｗｅｂｂｉｎｇ）２０は、ベルト１０の外側表面１４に対して一定の空間を空け
られたバータック（ｂａｒ　ｔａｃｋｓ）２２によって縫われる。バータック２２の間隔
は、ベルト１０の外側表面１４に沿って又はその上方で間隔をあけられたひも２０がルー
プ（又は底のないポケット）２４を形成するようにする。ひもは、望ましくはナイロン又
はポリエステルを有して作られる。
【００１８】
　少なくとも１つ又はそれ以上のループ２４は、物品に対するキャリア３０に対して取り
付けられるタブ６０と協働するようベルト１０の外側表面１４上に与えられなければなら
ない（図５及び図７、並びに以下の説明を参照すること）。ループ２４の特定の構造及び
材料は、タブ６０と協働することができる少なくとも１つのループ２４が与えられる限り
、重要ではない。
【００１９】
　物品に対するキャリア３０は、織物を有して作られたスリーブ４０を備えられる。スリ
ーブ４０は、物品に対するキャリア３０に対して縫われたあるいは取り付けられた第１の
端部４２を有し、図３，５，６及び７において最もよく見受けられる。スリーブ４０の第
２の端部４４は、第１の端部４２の取付けから間隔をあけられる物品に対するキャリア３
０上の場所に対して着脱可能に接続し、スリーブ４０は、図１乃至４中に示される通り、
ベルト１０を封入するよう寸法決定されたループを形成する。
【００２０】
　図示される本発明の望ましい実施例では、スリーブ４０の第２の端部４４を物品に対す
るキャリア３０に対して取り付ける手段は、物品に対するキャリア３０及び近接するスリ
ーブ４０の第２の端部４４上へと夫々縫いつけられた接合フック及びループストリップ４
６及び４８の供給によるものである。フック及びループストリップが望ましいが、他スナ
ップ及び同等のもの等である着脱可能な接続の手段は、本発明における使用に対して適切
である。
【００２１】
　スリーブ４０の第２の端部４４を物品に対するキャリア３０のボディ３４に対して取り
付ける手段は、図４乃至７中に最もよく示される。接合フック及びループストリップ４６
及び４８は、図５乃至７中に示される物品に対するキャリア３０から離れてスリーブ４０
の第２の端部４４を回転させるよう、分離され得るため、物品に対するキャリア３０は、
ベルト１０に取り付けられ得るか、それから取り外され得る。
【００２２】
　スリーブ４０の特別の構造及び材料は、スリーブ４０がキャリア３０に対してその端部
の一方において取外し可能に固定され得る限り、重要ではない。
【００２３】
　図５乃至７において見られ得る通り、タブ６０は、キャリア３０とスリーブ４０の第１
の端部４２との間の第１の端部６２において縫いつけられることによって、キャリア３０
に対して取り付けられる。タブ６０は、望ましくは、縫いつけられ得るポリエチレン（Ｐ
Ｅ）板等の薄い剛性な材料を有して作られる。タブ６０の第２の端部６４は、縫われない
か、あるいは、何かに恒久的に取り付けられず、図５及び図７中に示される通り、ループ
２２の１つを介して挿入され得る。
【００２４】
　タブ６０は、スリーブ４０の第２の端部４４が物品に対するキャリア３０に対して取り
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付けられる際は物品に対するキャリア３０とスリーブ４０との間にあるため、物品に対す
るキャリア３０がその状態に有る際には観察されず、図２及び図３中に示される通り前方
及び後方から見られ得る。タブ６０は、スリーブ４０の第２の端部４４が図５乃至図７中
に示される通り物品に対するキャリア３０から取り外される際、容易に観察される。
【００２５】
　タブ６０の望ましい舌状構造は、図８中に示される。タブ６０の第１の端部６２は、「
Ｔ」字のクロスバーの形状において広げられ、物品に対するキャリア３０に対するその端
部の取付けにおける縫いつけに対して、より広い空間を与える。これは、タブの平面に沿
って側部から側部へとタブ６０の第２の端部６４の回転を防ぐよう役立ち、また、スティ
ッチ線のより大きな長さにより、タブ６０をキャリア３０に対してより安全に固定する。
【００２６】
　タブ６０の第２の端部６４は、図５及び７中に示される通り、ループ２２の１つを介す
る第２の端部６４の挿入を容易にするよう、丸みを帯びている。望ましくは上述されたＰ
Ｅ板等である剛性だが可撓性のある材料を有して作られたタブ６０は、ループ２２のうち
の１つを介する第２の端部６４の挿入を適切に容易にする。
【００２７】
　望ましくは、タブ６０は、十分に長く、スリーブ４０の第２の端部４４が物品に対する
キャリア３０のボディ３４に対して取り付けられる際に、第２の端部６４がフック及びル
ープストリップ４６及び４８と接触するが、スリーブ４０を下回って又はそれを越えて延
在しないようにする。タブ６０のこの位置付け及び長さは、図５乃至７中に示される。タ
ブ６０の第２の端部又は自由端６４は、フック及びループストリップ４６及び４８の間で
トラップされることによって物品に対するキャリア３０のボディに対して固定されるため
、該構造は、ベルト１０に対して物品に対するキャリア３０をねじる傾向のある力を物品
に対するキャリア３０が受ける際、物品に対するキャリア３０のボディ３４への取付けに
対するタブ６０のねじれ又は回転を更に防ぐよう望ましい、ことは判明している。
【００２８】
　物品に対するキャリア３０は、２つのモードの一方又は他方において、ベルト１０に対
して取り付けられる。図５及び７は、第１の取付けモードを示す。該第１のモードでは、
スリーブ４０がベルト１０の周囲に巻かれる際、タブ６０がループ２２の１つを介して挿
入されるため、物品に対するキャリア３０は、ベルト１０に対して固定される。このモー
ドにおいては、物品に対するキャリア３０は、ベルトに沿って摺動又は移動できず、した
がって、ベルト１０自体が着用者の身体に対して同一の相対位置に残る限り、着用者の身
体に対して同一の位置を保持する。これは、物品に対するキャリア３０に対する望ましい
位置を着用者が見つけた場合、あるいは着用者が動いている間に単に物品に対するキャリ
ア３０がシフトしないことを望む場合に使用するモードである。
【００２９】
　取付けの他方の又は第２のモードは、図６中に示される。このモードでは、タブは、ス
リーブ４０がベルト１０の周囲に巻かれない際に、ループ２２の１つを介して挿入されな
い。このモードでは、物品に対するキャリア３０は、ベルトに沿って摺動又は移動できる
。着用者は、使用及び／又は快適性の必要に応じて、ベルト上で物品に対するキャリア３
０を摺動又は移動し得る。これは、着用者がベルト１０から物品に対するキャリア３０を
取り外すことなく、物品に対するキャリア３０の位置を調整することを望む場合に使用す
るモードである。例えば、着用者は、移動する際や座る又は立つ際の快適性又は利便性を
理由に、物品に対するキャリア３０をある位置において着用するが、キャリアに有される
物品により容易に手を伸ばせる位置に物品に対するキャリア３０をより早く動かすこと、
を望み得る。
【００３０】
　本発明は、望ましい実施例に関連して説明されてきたが、本発明をこの実施例に対して
制限することは意図されない、ことが理解される。一方、本発明は、添付の請求項によっ
て定義付けら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
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カバーするよう意図される。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】人によって着用される、本発明に従ったキャリア装置の望ましい一実施例の斜視
図である。
【図２】図１中に示される本発明に従ったキャリア装置の望ましい実施例の一部分の前面
図である。
【図３】図２中に示される本発明に従ったキャリア装置の部分の後面図である。
【図４】図２中に示される本発明に従ったキャリア装置の部分の部分的断面図である。
【図５】図２中に示される本発明に従ったキャリア装置の部分の右からの斜視図であり、
物品に対するキャリアに対して取り付けられるタブが、対象物に対するキャリアがベルト
に対して摺動することを防ぐよう、ベルトに対して取り付けられたループにどのように挿
入されるかを図示する。
【図６】図２中に示される本発明に従ったキャリア装置の部分の右からの斜視図であり、
物品に対するキャリアに対して取り付けられるタブが、物品に対するキャリアをベルトに
対して摺動させるよう、ベルトに対して取り付けられたループへとどのように挿入される
かを図示する。
【図７】図２中に示される本発明に従ったキャリア装置の部分の下方からの斜視図であり
、物品に対するキャリアに対して取り付けられるタブが、物品に対するキャリアがベルト
に対して摺動することを防ぐよう、ベルトに対して取り付けられたループへとどのように
挿入されるかを図示する。
【図８】別個の構成要素として示され、且つ物品に対するキャリアに対して取り付けられ
ないタブの斜視図である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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