
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
スライダーは、胴体１、引手２、爪杆３、板バネ４、カバー５から構成され、胴体１の上
翼板７の前後に取付柱１２を立設し、取付柱１２の上面に板バネ保持用の第１保持部１４
を設け、カバー５の内面前後に板バネ保持用の第２保持部３７を設け、各保持部１４，３
７間に板バネ４を架設可能に遊嵌し、板バネ４と上翼板７間に引手２の枢軸２６、爪杆３
を介在させ、カバー５を取付柱１２に固定してなることを特徴とする自動停止装置付スラ
イドファスナー用スライダー。
【請求項２】
板バネ４は、長方形板の少なくとも一端に第１保持部１４と第２保持部３７との双方が収
容できる凹部３１を形成してなる請求項１記載の自動停止装置付スライドファスナー用ス
ライダー。
【請求項３】
板バネ４は、長方形板の少なくとも一端に第１保持部１４と第２保持部３７の双方に収容
できる凸部３２を形成してなる請求項１記載の自動停止装置付スライドファスナー用スラ
イダー。
【請求項４】
第１保持部１４は、取付柱１２の上面から突出する突起１３から形成して板バネ４の凹部
３１を遊嵌し、第２保持部３７はカバー５の上壁３４内面から突出する突起３６から形成
して板バネ４の凹部３１を遊嵌してなる請求項１または２記載の自動停止装置付スライド
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ファスナー用スライダー。
【請求項５】
第１保持部１４は取付柱１２の上面から突出する２個の突起１３を対設して板バネ４の凸
部３２を遊嵌し、第２保持部３７はカバー５の上壁３４内面から突出する２個の突起３６
を対設して板バネ４の凸部３２を遊嵌してなる請求項１または３記載の自動停止装置付ス
ライドファスナー用スライダー。
【請求項６】
胴体１上の前後の取付柱１２に設けた第１保持部１４と、カバー５の上壁３４内面の前後
に設けた第２保持部３７とは、胴体１とカバー５とを組み付けたとき、前後に食い違い状
に配されるように形成してなる請求項１記載の自動停止装置付スライドファスナー用スラ
イダー。
【請求項７】
胴体１とカバー５は、胴体１に配設する第１保持部１４とカバー５に配設する第２保持部
３７との対向面に空間部２１，３９を形成してなる請求項１記載の自動停止装置付スライ
ドファスナー用スライダー。
【請求項８】
空間部２１，３９は、一方が胴体１の取付柱１２に設けて第２保持部３７を収容できる第
１収容部１５を形成し、他方がカバー５の内面に設けて第１保持部１４を収容できる第２
収容部３８を形成してなる請求項７記載の自動停止装置付スライドファスナー用スライダ
ー。
【請求項９】
第１保持部１４または第２保持部３７は、突起１３，３６の中央にＶ字溝１９を縦設して
左右に折曲可能に形成し、凹部３１を遊嵌してなる請求項１、２または４記載の自動停止
装置付スライドファスナー用スライダー。
【請求項１０】
第１保持部１４または第２保持部３７は、突起１３，３６の先端に膨大状の頭部２０を設
け、板バネ４の凹部３１を遊嵌可能に形成してなる請求項１、２または４記載の自動停止
装置付スライドファスナー用スライダー。
【請求項１１】
第１保持部１４または第２保持部３７は、２個の突起１３，３６を対設し、突起１３，３
６間に板バネ４の凸部３２を遊嵌し内方へ折曲可能に形成してなる請求項１、３または５
記載の自動停止装置付スライドファスナー用スライダー。
【請求項１２】
胴体１の前方の取付柱１２に設けた第１保持部１４の外側に第１収容部１５を設け、該取
付柱１２の内側に爪杆３の一端を収容する凹陥部１６を設け、後方の取付柱１２に設けた
第１保持部１４の外側に第１収容部１５を設け、該取付柱１２の内側に停止爪嵌挿用の爪
孔１７を設け、カバー５の上壁３４内面の前後端に第２保持部３７を設け、該保持部３７
の基部に第２収容部３８を設け、第１、２保持部１４，３７間に板バネ４を架設し、カバ
ー５を取付柱１２に固定可能に形成してなる請求項１記載の自動停止装置付スライドファ
スナー用スライダー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、スライダーが胴体、引手、爪杆、板バネ、カバーの五部材から構成された自
動停止装置付スライドファスナー用スライダーであって、スライダーの自動組立加工また
は手動組立において、スライダー胴体に対し板バネおよびカバーを安定した状態で装備で
きる形態のスライドファスナー用スライダーに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来の自動停止装置付スライダーは、図 に示すように、スライダー胴体の上翼板の上
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面前後に板バネを取り付けるための前柱と後柱（取付柱に相当）とを立設し、この前柱と
後柱には共に両側に背丈の低い肩部を設け、この肩部の間に上方へ突出する頭部を設け、
この頭部の表面に前柱は前方、後柱は後方の外側へ向かって下向きな湾曲面を形成し、こ
の前柱と後柱間に両端に頭部が嵌入できる切欠を設けた板バネを肩部に架設し、その上方
から頭部が嵌着できる凹溝を内部に設けたカバーを被嵌し、板バネを肩部とカバーの厚肉
部とで挟持した自動停止装置付スライドファスナー用スライダーが知られている。（例え
ば、特許文献１参照。）
【０００３】
また、図 に示すように、スライダー胴体の上翼板の前後に支片（後方取付柱に相当）
と支承部（前方取付柱に相当）とを立設し、カバーは内側壁の前部に前部板バネ支持部、
後部に後部板バネ支持部をそれぞれ突設して板バネを挿入し、前部板バネ支持部と後部板
バネ支持部との間に板バネを配置し、前部板バネ支持部および後部板バネ支持部をそれぞ
れ設置された板バネを覆う形に内側または外側へ折曲して板バネを遊嵌し、カバーを支片
と支承部に被着した自動停止装置付スライドファスナー用スライダーが知られている。（
例えば、特許文献２参照）。
【０００４】
さらに図 に示すように、スライダー胴体の上翼板の上面にカバーを取り付けるための
取付柱を前後に対設し、この取付柱間に板バネを載架し、取付柱の上面に板バネを仮止め
するための表面にＶ字溝を設けた係止部を突設し、この係止部に板バネを配してＶ字溝を
拡開して仮止めして遊嵌し、この状態で係止部をカバーの内面に凹設した被覆凹部によっ
て被包し、カバーを胴体に固定した自動停止装置付スライドファスナー用スライダーが知
られている。（例えば、特許文献３参照）。
【０００５】
【特許文献１】
実公昭６２－４１６０８号公報
（第３欄１７行～第５欄、図１～６）
【特許文献２】
実公平２－１９０４９号公報
（第４欄２３行～第６欄３６行、図１～７）
【特許文献３】
特開平９－６５９０９号公報
（段落番号００２２～００３７、図１～８）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
近年、スライドファスナーにおいては市場競争によって低価格化が進んでおり、競争力を
確保するためには、スライドファスナーの製造コストの削減を図ることが必要となってき
ている。そのためには、スライドファスナーの構成部材の一つであるスライダーの製造コ
ストの削減が必要である。スライダーの製造は世界各地に製造拠点を構えてグローバルに
展開されており、各製造拠点においてスライダーを低コストで生産するには自動組立機で
の組み立てが高い効率で大量に製造でき、かつ品質にばらつきが生じないので好ましい。
しかるに、自動組立機は高価であり、製造する地域によっては自動組立機を導入するより
多くの人材を活用して手で組み立てを行うほうが低コストで大量に製造できる場合がある
。
【０００７】
前項で述べた特許文献１，２，３の各公知のスライダーは、図 に示すスライダーが胴
体の前後に立設した前柱、後柱の上面に設けた頭部、肩部間に板バネを架設し、上方から
頭部が嵌入できる凹溝を設けたカバーを被着したものであるため、カバーを被着する前の
板バネの位置が不安定で、カバーを被着する時に板バネとカバーとが接触し、板バネが柱
の上面から落下し易く、手動で組み付けることが難しい。
【０００８】
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また図 に示すスライダーは、カバーに板バネを嵌入し、前部板バネ支持部と後部板バ
ネ支持部との間に板バネを配し、前部および後部の板バネ支持部をそれぞれ板バネの前、
後端部分を覆うように折曲するものであるため、板バネは胴体との組み付け以前に予めカ
バーと組み付けられるもので板バネの位置が安定する。しかるに、胴体、引手、爪、板バ
ネ、カバーを上方から順次供給して組み付けることによって高い効率での製造が可能とな
る自動組立機にあっては、カバーに板バネを組み付ける時に、まずカバーの姿勢の上下を
反転させたうえで、すなわちカバーの姿勢を逆さまの状態にして、板バネを上方からカバ
ー内部に挿入して組み付け、その後、カバーの姿勢の上下を再度反転させて元の姿勢に戻
す工程が必要なため、自動組立機の構造が複雑になり、自動組み立てには適用し難い。
【０００９】
さらに図 に示すスライダーは、上面に板バネを仮止めするための係止部を備えた取付
柱に対し板バネを載置し、カバーの内面に凹設した被覆凹部によって係止部を被包し板バ
ネの抜脱を防いだものであるため、胴体に組み付けられた板バネの位置が安定し、取付柱
にカバーを被着する時に、取付柱からの板バネの落下を防ぐことができる。しかるに、板
バネをカバーと取付柱の双方に組み付け可能な形態を有してなく、板バネをカバーに組み
付ける場合と、板バネを胴体に組み付ける場合とに応じて対応することができない問題点
がある。
【００１０】
この発明は、上述の問題点を考慮して発明されたものであり、請求項１記載の発明は、自
動停止装置付スライダーが、胴体、引手、爪杆、板バネ、カバーの五部材から構成され、
この自動停止装置付スライダーを自動組み立てでも、手動組み立てでも簡単に行うことが
でき、しかも装備される板バネがきわめて安定した状態で保持され、円滑な作動ができる
自動停止装置付スライドファスナー用スライダーを提供することが主たる目的である。
【００１１】
請求項２および３記載の発明は、それぞれ請求項１記載の発明の目的に加え、自動停止装
置付スライダーに使用する板バネの形状を特定し、胴体とカバーとに設けた保持部が干渉
し合うことなく板バネを安定した状態で保持し、円滑な作動ができる自動停止装置付スラ
イドファスナー用スライダーを提供することが目的である。
【００１２】
請求項４および５記載の発明は、それぞれ請求項１および２または３記載の発明の目的に
加え、胴体およびカバーに設置する板バネを保持するための保持部の形態を特定すること
によって、各種の形状の板バネを有効かつ安定した状態で保持し、円滑な作動ができる自
動停止装置付スライドファスナー用スライダーを提供することが目的である。
【００１３】
請求項６，７および８記載の発明は、それぞれ請求項１記載の発明の目的に加え、胴体に
設置する保持部とカバーに設置する保持部との関連を特定することによって、各保持部の
存在がカバーと胴体の組み付けに障害となることなく、板バネを安定した状態で保持し、
理想的な作動を行わせることができる自動停止装置付スライドファスナー用スライダーを
提供することが目的である。
【００１４】
請求項９，１０および１１記載の発明は、それぞれ請求項１記載の発明の目的に加え、板
バネを保持する胴体の保持部またはカバーの保持部の形態を特定することによって、板バ
ネが保持部から抜脱することなく、安定した状態で確実に保持することができる自動停止
装置付スライドファスナー用スライダーを提供することが目的である。
【００１５】
請求項１２記載の発明は、胴体、引手、爪杆、板バネ、カバーの五部材を理想的に配置す
ることができ、かつスライダーの自動組立加工または手動組立作業がきわめて簡易に行え
る自動停止装置付スライドファスナー用スライダーを提供することが目的である。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
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前記の目的を達成するため、この発明のうち請求項１記載の発明は、自動停止装付スライ
ダーは、胴体１、引手２、爪杆３、板バネ４、カバー５の五部材から構成され、胴体１の
上翼板７の前後に間隔をおいて取付柱１２を立設し、前後に立設した取付柱１２の上面に
は板バネ４を保持するための第１保持部１４を設け、カバー５の内面前後端に板バネ４を
保持するための第２保持部３７を設け、これらの保持部１４，３７間に板バネ４を遊嵌状
に架設し、設置した板バネ４と上翼板７との間に引手２の枢軸２６と爪杆３とを介在させ
、その上方からカバー５を上翼板７の上面に立設した取付柱１２に固定した自動停止装置
付スライドファスナー用スライダーを主な構成とするものである。
【００１７】
請求項２記載の発明は、請求項１記載の発明の構成に加え、胴体１に設置する板バネ４は
、長方形の板体であって、両端に胴体に設置した第１保持部１４と、カバー５に設置した
第２保持部３７との双方が収容できる凹状に切欠した凹部３１を形成した自動停止装置付
スライドファスナー用スライダーである。
【００１８】
請求項３記載の発明は、請求項１記載の発明の構成に加え、胴体１に設置する板バネ４は
、長方形の板体であって、両端に胴体１に設置した第１保持部１４と、カバー５に設置し
た第２保持部３７との双方に収容させることができる凸状に突出する凸部３２を形成した
自動停止装置付スライドファスナー用スライダーである。
【００１９】
請求項４記載の発明は、請求項１または２記載の発明の構成に加え、第１保持部１４は胴
体１に立設した取付柱１２の上面に、上方へ突出する突起１３から形成して板バネ４の凹
部３１を遊嵌し、第２保持部３７はカバー５の上壁３４内面に、下方へ突出する突起３６
から形成して板バネ４の凹部３１を遊嵌した自動停止装置付スライドファスナー用スライ
ダーである。
【００２０】
請求項５記載の発明は、請求項１または３記載の発明の構成に加え、第１保持部１４は胴
体１に立設した取付柱１２の上面に、上方へ突出する２個の突起１３を対設して板バネ４
の凸部３２を遊嵌し、第２保持部３７はカバー５の上壁３４内面に、下方へ突出する２個
の突起３６を対設して板バネ４の凸部３２を遊嵌した自動停止装置付スライドファスナー
用スライダーである。
【００２１】
請求項６記載の発明は、請求項１記載の発明の構成に加え、胴体１の上面の前後に立設し
た取付柱１２に設けた第１保持部１４と、カバー５の上壁３４内面の前後に設けた第２保
持部３７とは、胴体１とカバー５とを組み付けたとき、前後に食い違い状すなわちそご状
に配されるように形成した自動停止装置付スライドファスナー用スライダー。
【００２２】
請求項７記載の発明は、請求項１記載の発明の構成に加え、胴体１とカバー５は、胴体１
とカバー５とを組み付けたとき、互いに干渉し合わないように胴体１の取付柱１２に設置
する第１保持部１４と、カバー５の上壁３４内面に設置する第２保持部３７との、対向面
に空間部２１，３９を形成した自動停止装置付スライドファスナー用スライダーである。
【００２３】
請求項８記載の発明は、請求項７記載の発明の構成に加え、空間部２１，３９は、一方が
胴体１に立設した取付柱１２に設置して、カバー５の第２保持部３７を収容できる第１収
容部１５を形成し、他方がカバー５の上壁３４内面に設置して、胴体１の取付柱１２に設
けた第１保持部１４を収容できる第２収容部３８を形成した自動停止装置付スライドファ
スナー用スライダーである。
【００２４】
請求項９記載の発明は、請求項１記載の発明の構成に加え、胴体１の取付柱１２に設置す
る第１保持部１４、またはカバー５の上壁３４内面に設置する第２保持部３７は、突起１
３，３６の中央にＶ字溝１９を縦方向に設け、この突起１３，３６の上面を左右に折曲で
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きるように形成し、板バネ４の凹部３１を遊嵌した自動停止装置付スライドファスナー用
スライダーである。
【００２５】
請求項１０記載の発明は、請求項１記載の発明の構成に加え、胴体１の取付柱１２に設置
する第１保持部１４、またはカバー５の上壁３４内面に設置する第２保持部３７は、突起
１３，３６の先端に膨大状の頭部２０を設け、板バネ４の凹部３１を遊嵌できるように形
成した自動停止装置付スライドファスナー用スライダーである。
【００２６】
請求項１１記載の発明は、請求項１記載の発明の構成に加え、胴体１の取付柱１２に設置
する第１保持部１４、またはカバー５の上壁３４内面に設置する第２保持部３７は、２個
の突起１３，３６を対設して、突起１３，３６間に板バネ４の凸部３２を遊嵌し、または
突起１３，３６を内方へ折曲できるように形成した自動停止装置付スライドファスナー用
スライダーである。
【００２７】
請求項１２記載の発明は、請求項１記載の発明の構成に加え、胴体１の前方に立設した取
付柱１２に設けた第１保持部１４の外側に第１収容部１５を設け、この取付柱１２の内側
に爪杆３の一端を収容することができる凹陥部１６を設け、胴体１の後方に立設した取付
柱１２に設けた第１保持部１４の外側に第１収容部１５を設け、この取付柱１２の内側に
爪杆３の停止爪２３を嵌挿できる爪孔１７を設け、カバー５の上壁３４内面の前後端に第
２保持部３７を設け、この保持部３７の基部内側に第２収容部３８を設け、第１保持部１
４および第２保持部３７間に板バネ４を架設し、上方からカバー５を被覆して取付柱１２
に固定できるように形成した自動停止装置付スライドファスナー用スライダーである。
【００２８】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の自動停止装置付スライドファスナー用スライダーの実施の形態について
、図面を参照しながら具体的に説明する。
【００２９】
この発明の自動停止装置付スライドファスナー用スライダーは、図１に示すように胴体１
、引手２、爪杆３、板バネ４、カバー５の五部材から構成され、これらの部材はアルミニ
ウム合金、亜鉛合金などをダイカスト成形、またはブラス、ステンレス鋼などをプレス加
工手段によって形成し、あるいはポリアミド、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリブ
チレンテレフタレートなどの合成樹脂を用いて射出成形加工手段によって、胴体１、引手
２、爪杆３、カバー５などを成形して自動停止機構を備えたスライダーに組み立てる。
【００３０】
胴体１は、上翼板７と下翼板８とを案内柱９によって連結し、上下の翼板７，８または一
方の翼板７，８の両側にファスナーエレメントをガイドするガイドフランジ１０を屈設し
て内部にガイド溝１１を形成する。上翼板７の上面の肩口側と後口側にカバー５を取り付
けるための取付柱１２を立設し、この取付柱１２の上面に突起１３を突設して板バネ４を
保持できる第１保持部１４を設ける。
【００３１】
胴体１の前方すなわち肩口側の取付柱１２に設けた第１保持部１４の外側に凹状の空間部
２１を設けて第１収容部１５を形成し、胴体１の後方すなわち後口側の取付柱１２に設け
た第１保持部１４の外側に凹状の空間部２１を設けて第１収容部１５を形成し、それぞれ
カバー５に設けた第２保持部３７を収容する。前方の取付柱１２の内側の基部に爪杆３の
一端に設けた係合突部２２を収容できる凹陥部１６を設け、後方の取付柱１２の内側の基
部に爪杆３の他端に設けた停止爪２３が嵌挿できる爪孔１７を穿設する。上翼板７の上面
中央部分には引手２の枢軸２６をガイドできる斜面部１８を取付柱１２の内側に一体に設
けることによって対設する。
【００３２】
引手２は一端に摘み部２５、他端に枢軸２６を設けて上翼板７の上面に回動可能に取り付
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ける。爪杆３は一端に胴体１に設けた凹陥部１６に収容できる係合突部２８を形成し、他
端に胴体１の爪孔１７に嵌挿できる停止爪２９を曲設する。
また板バネ４は長方形の板体から形成し、両端には取付柱１２に設けた第１保持部１４と
カバー５の上壁内面に設けた第２保持部３７とが収容できる凹状の凹部３１を形成する。
【００３３】
カバー５は箱型で一面が開口し、両側壁３３に引手２の枢軸２６が挿通できる開口部３５
を設け、上壁３４の内面前後端に図３，４に示すように突起３６を突設して第２保持部３
７を形成し、板バネ４の両端を保持する。また第２保持部３７に隣接する上壁３４の内面
には取付柱１２に設けた第１保持部１４が嵌入できる凹状の空間部分を前後に設けて第２
収容部３８を形成する。第２保持部３７の突起３６は図４に示すように中央部分に縦方向
にＶ字溝１９を設けて左右に折曲できるように形成し、折り曲げたときに板バネ４の端部
がカバー５の上壁３４と突起３６の間に遊嵌された状態で保持される。またＶ字溝１９は
取付柱１２に設ける第１保持部１４にも適用できる。
【００３４】
第１保持部１４と第２保持部３７および板バネ４の変形例について説明すると、図１１，
１２に示すように胴体１の取付柱１２の上面に２個の突起１３を対向状に設け、突起１３
間に間隙を設けて第１保持部１４を形成する。またこの第１保持部１４の外側に設ける第
１収容部１５は凹状の空間部２１でなく、取付柱１２の上面と単に段差をつけ、すなわち
平坦状に切り欠いて空間部２１を設けて第１収容部１５を形成する。カバー５の上壁３４
内面の前後端に２個の突起３６を対向状に設け、突起３６間に間隙を設けて第２保持部３
７を形成する。この第２保持部３７の内側の上壁３４内面には凹状でも平坦でもよいが取
付柱１２に設けた第１保持部１４が収容できる第２収容部３８を形成する。
【００３５】
板バネ４は両端に凸状の凸部３２を設け、この凸部３２が取付柱１２の第１保持部１４の
突起１３間、およびカバー５の上壁３４内面に設けた第２保持部３７の突起３６間の間隙
に配置して保持させる。この際カバー５の上壁３４内面に突設した２個の突起３６による
第２保持部３７は、図１２に示すように板バネ４の両端に設けた凸部３２を両側から柔軟
に抱持させてもよい。第２保持部３７における２個の突起３６は折曲して板バネ４を抱持
しても、また突起を折曲せずに突出状態で取付柱１２の第１保持部１４と対向して板バネ
４を挟持させてもよい。
なおまた板バネ４の一端を凹部３１に形成し、他端を凸部３２に形成して取付柱１２の第
１保持部１４とカバー５の第２保持部３７とを板バネ４の端部の形状に対応する形態に形
成することによって方向性を付与させることもできる。
【００３６】
さらに図１３に示すように、板バネ４の両端には胴体１に立設した取付柱１２の上面に設
けた第１保持部１４としての突起１３、およびカバー５の上壁３４の内面の前後に設けた
第２保持部３７としての突起３６の双方が嵌入できる凹部３１が設けられ、カバー５の上
壁３４の内面に設けた突起３６は、先端に膨大状に拡幅された頭部２０を設け、この頭部
２０によって板バネ４の凹部３１を弾性変形させて係合させることもできる。膨大状の頭
部２０は取付柱１２の突起１３にも適用できる。なおカバー５の上壁３４の内面に設ける
凹状の第２収容部３８を平坦状に形成して第２収容部３８としてもよい。
【００３７】
スライダーの組み立ては、自動組立装置を用いる場合、図９に示すように胴体１の上面に
設けた斜面部１８間に引手２の枢軸２６を載置し、その上側へ爪杆３の係合突部２８を凹
陥部１６に挿入し、停止爪を爪孔１７に挿入して、胴体１の上翼板７に立設した前後の取
付柱１２の上面に設けた第１保持部１４に板バネ４を架設し、この際、引手２の枢軸２６
を板バネ４と斜面部１８との間に介在させ、その上側へ爪杆３を載置させた状態で、上方
から取付柱１２を被覆する形でカバー５を被せ、第１保持部１４が第２収容部３８、第２
保持部３７が第１収容部１５に対応して嵌装させた後、カバー５を取付柱１２に加締め固
定すれば自動停止装置付スライダーを組み立てることができる。
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【００３８】
手動組み立ての場合は、図６に示すように胴体１の上面に設けた斜面部１８間に引手２の
枢軸２６を載置し、その上側へ爪杆３の係合突部２８を凹陥部１６に挿入し、停止爪２９
を爪孔１７に挿入するとともに、カバー５の上壁３４内面に設けた前後端の突起３６の第
２保持部３７に板バネ４の凹部３１を嵌入しＶ字溝１９のある突起３６を左右に折り曲げ
て板バネ４を保持し、この状態のカバー５を取付柱１２に被せ、第１保持部１４が第２収
容部３８、第２保持部３７が第１収容部１５に対応嵌装させ、カバー５を取付柱１２に加
締め固定すれば自動停止装置付スライダーを組み立てることができる。
【００３９】
自動組み立ておよび手動組み立てのいずれの場合であっても、板バネ４の凹部３１には、
第１保持部１４の突起１３、第２保持部３７の突起３６が板バネ４の長さ方向に並んで収
容され、板バネ４の弾性変形を阻害することがないように形成される。
【００４０】
【発明の効果】
この発明の自動停止装置付スライドファスナー用スライダーは、以上説明したとおりの構
成であり、この構成によって下記の効果を奏するものである。
【００４１】
この発明のうち請求項１記載の発明は、スライダーが、胴体、引手、爪杆、板バネ、カバ
ーから構成され、胴体の上翼板の前後に取付柱を立設し、取付柱の上面に板バネ保持用の
第１保持部を設け、カバーの内面前後に板バネ保持用の第２保持部を設け、各保持部間に
板バネ４を架設可能に遊嵌し、板バネと上翼板間に引手の枢軸、爪杆を介在させ、カバー
を取付柱に固定したことによって、自動停止機構を備えたスライダーを、自動組み立てで
も、手動組み立てでも双方共にきわめて簡易に行うことができ、組み立てられたスライダ
ーは板バネが取付柱に設けた第１保持部と、カバーに設けた第２保持部によって保持され
るため、きわめて安定した状態で配設でき、しかも円滑に弾性機能が発揮できる効果があ
る。
【００４２】
請求項２および３記載の発明は、それぞれ請求項１および２または３記載の発明の効果に
加え、板バネは長方形板の両端に第１保持部と第２保持部との双方が収容できる凹部、ま
たは第１保持部と第２保持部との双方に収容できる凸部を設けたことによって、各保持部
が接触して干渉し合うことなく板バネの形状に拘らず、各種の形状の板バネを安定した状
態で保持し、円滑に弾性変形ができる効果がある。
【００４３】
請求項４および５記載の発明は、それぞれ請求項１記載の発明の効果に加え、第１保持部
は、取付柱の上面から突出する突起から形成して板バネの凹部を遊嵌し、第２保持部はカ
バーの上壁内面から突出する突起から形成して板バネの凹部を遊嵌するか、または、第１
保持部は取付柱の上面から突出する２個の突起を対設して板バネの凸部を遊嵌し、第２保
持部はカバーの上壁内面から突出する２個の突起を対設して板バネの凸部を遊嵌すること
によって、各種の形状の板バネを有効かつ安定した状態で第１保持部と第２保持部に保持
することができ、円滑に弾性変形ができる効果がある。
【００４４】
請求項６記載の発明は、請求項１記載の発明の効果に加え、胴体上の前後の取付柱に設け
た第１保持部と、カバーの上壁内面の前後端に設けた第２保持部とは、胴体とカバーとを
組み付けたとき、前後に食い違い状に配されるように形成したことによって、板バネを効
率よく保持して弾性変形を有効に行うことができる効果がある。
【００４５】
請求項７および８記載の発明は、請求項１記載の発明の効果に加え、胴体とカバーは、第
１保持部と第２保持部との対向面に空間部を形成し、さらに空間部は、一方が取付柱に設
けて第２保持部を収容できる第１収容部を形成し、他方がカバーの内面に設けて第１保持
部を収容できる第２収容部を形成したことによって、各保持部がカバーと胴体を組み付け
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た時に、カバーまたは胴体と当接して組み付けの障害物となることなく、板バネを安定し
た状態で強固に保持し、理想的な弾性機能が発揮できる効果がある。
【００４６】
請求項９、１０および１１記載の発明は、それぞれ請求項１記載の発明の効果に加え、第
１保持部または第２保持部は、突起の中央にＶ字溝を縦設して左右に折曲でき、板バネの
凹部を遊嵌するか、または突起の先端に膨大頭部を設けて板バネの凹部を遊嵌するか、あ
るいは２個の突起を対設して内方に折曲し、突起間に板バネの凸部を遊嵌したことによっ
て、各種の形態の保持部であっても板バネが簡易に抜脱することなく安定した状態で確実
に保持し、円滑な弾性変形ができる効果がある。
【００４７】
請求項１２記載の発明は、請求項１記載の発明の効果に加え、胴体の前方の取付柱に設け
た第１保持部の外側に第１収容部を設け、取付柱の内側に爪杆の一端を収容する凹陥部を
設け、後方の取付柱に設けた第１保持部の外側に第１収容部を設け、取付柱の内側に停止
爪用の爪孔を設け、カバーの上壁内面の前後端に第２保持部を設け、この保持部の基部に
第２収容部を設け、第１，２保持部間に板バネを架設し、カバーを取付柱に固定可能に形
成したことによって、具体的に胴体、引手、爪杆、板バネ、カバーの五部材を用いた自動
停止装置付スライダーを、各部材を理想的に配し自動組立加工または手動組立作業がきわ
めて簡易に行うことができる効果があるなど、この発明が奏する効果はきわめて顕著であ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】自動停止装置付スライダーの分解斜視図である。
【図２】スライダー胴体の断面図である。
【図３】カバーの断面図である。
【図４】図３におけるＡ－Ａ断面図である。
【図５】突起を塑性変形させた状態を示す断面図である。
【図６】手動組み立てにより板バネをカバーに保持させた状態を示す断面図である。
【図７】組み立てたスライダーの断面図である。
【図８】カバーの突起が取付柱の収容部に収容された状態を示す要部の断面図である。
【図９】自動組立加工によって取付柱上に板バネを載置した状態を示す断面図である。
【図１０】図９に示すカバーの突起が取付柱の収容部に収容された状態を示す要部の断面
図である。
【図１１】変形例に基づくスライダーの分解斜視図である。
【図１２】同上スライダーにおけるカバーの突起が取付柱の収容部に収容された状態を示
す要部の断面図である。
【図１３】他の変形例のカバーと板バネを示す斜視図である。
【図１４】公知の自動停止装置付スライダーの分解斜視図である。
【図１５】他の公知の自動停止装置付スライダーの分解斜視図である。
【図１６】さらに他の公知の自動停止装置付スライダーの分解斜視図である。
【符号の説明】
１　　　　　　胴体
２　　　　　　引手
３　　　　　　爪杆
４　　　　　　板バネ
５　　　　　　カバー
７　　　　　　上翼板
１２　　　　　　取付柱
１３　　　　　　突起（胴体）
１４　　　　　　第１保持部
１５　　　　　　第１収容部
１６　　　　　　凹陥部
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１７　　　　　　爪孔
１８　　　　　　斜面部
１９　　　　　　Ｖ字溝
２０　　　　　　頭部
２１　　　　　　空間部（胴体）
２６　　　　　　枢軸
３１　　　　　　凹部
３２　　　　　　凸部
３４　　　　　　上壁
３６　　　　　　突起（カバー）
３７　　　　　　第２保持部
３８　　　　　　第２収容部
３９　　　　　　空間部（カバー）

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】
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