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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一樹脂組成物及び第二樹脂組成物を材料とする一体成形された成形面ファスナー１で
あって、該成形面ファスナー１は平板状の基材部１０と該基材部１０の一方の主表面から
突出した複数の係合素子３０とを備え、基材部１０の少なくとも一部は第一樹脂組成物で
構成されており、係合素子３０の少なくとも一部は第二樹脂組成物で構成されており、
第一樹脂組成物は熱可塑性ポリエステルが８０質量％以上を占め、磁性材料を含有して
おらず、
第二樹脂組成物は熱可塑性ポリエステル、熱可塑性ポリエステルエラストマー及び磁性
材料の合計含有量が９０質量％以上を占め、磁性材料の含有量は２０〜５０質量％であり
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、熱可塑性ポリエステル及び熱可塑性ポリエステルエラストマーの質量含有比が熱可塑性
ポリエステル／熱可塑性ポリエステルエラストマー＝５０／５０〜９０／１０の範囲であ
る成形面ファスナー。
【請求項２】
第二樹脂組成物において、熱可塑性ポリエステルエラストマーの融点をＴm1、熱可塑性
ポリエステルの融点をＴm2としたとき、Ｔm2−４０℃≦Ｔm1≦Ｔm2の関係にある請求項１
に記載の成形面ファスナー。
【請求項３】
第一樹脂組成物及び第二樹脂組成物の２６０℃におけるＭＶＲがともに０．３ｃｍ3／
１０分以上２０ｃｍ3／１０分以下である請求項１又は２に記載の成形面ファスナー。
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【請求項４】
第一樹脂組成物のＭＶＲ（ＭＶＲ1）に対する第二樹脂組成物のＭＶＲ（ＭＶＲ2）の比
率（ＭＶＲ2／ＭＶＲ1）が、０．５〜４０である請求項１〜３の何れか一項に記載の成形
面ファスナー。
【請求項５】
成形面ファスナー１は、その長手方向に沿った境界線を有する中央部とその左右両側部
の三つの領域で構成されており、三つの領域はそれぞれ基材部１０と係合素子３０を有し
、中央部は基材部１０と係合素子３０が共に第二樹脂組成物で構成され、左右両側部は基
材部１０と係合素子３０が共に第一樹脂組成物で構成されている請求項１〜４の何れか一
項に記載の成形面ファスナー。
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【請求項６】
成形面ファスナー１は、その長手方向に沿った境界線を有する中央部とその左右両側部
の三つの領域で構成されており、三つの領域はそれぞれ基材部１０と係合素子３０を有し
、中央部は基材部１０の少なくとも一部が第一樹脂組成物、係合素子３０の全てが第二樹
脂組成物で構成され、左右両側部は基材部１０と係合素子３０が共に第一樹脂組成物のみ
で構成されている請求項１〜４の何れか一項に記載の成形面ファスナー。
【請求項７】
基材部１０は体積割合で第二樹脂組成物よりも第一樹脂組成物が多く、係合素子３０は
体積割合で第一樹脂組成物よりも第二樹脂組成物が多い請求項１〜４の何れか一項に記載
の成形面ファスナー。
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【請求項８】
第一樹脂組成物に対する第二樹脂組成物の体積割合は、第二樹脂組成物／第一樹脂組成
物＝１０／９０〜９０／１０である請求項１〜７の何れか一項に記載の成形面ファスナー
。
【請求項９】
基材部１０の一方の主表面には、前記複数の係合素子３０よりも幅方向外側に長手方向
に沿って配された左右一対の防壁部２０を更に備え、当該防壁部２０は第一樹脂組成物で
構成されている請求項１〜８の何れか一項に記載の成形面ファスナー。
【請求項１０】
基材部１０の他方の主表面の少なくとも一部は第一樹脂組成物で構成されている請求項
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１〜９の何れか一項に記載の成形面ファスナー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は成形面ファスナーに関する。より詳細には、本発明は発泡体の成形時に同発泡
体表面に一体化される成形面ファスナーに関する。
【背景技術】
【０００２】
自動車や列車のシート、各種ソファー、事務用チェア等は、クッション体に表皮材を被
せた構造からなるが、着座姿勢の維持、長時間の着座に対しても疲れない等の条件を人間
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工学的に満足する陥没形状を有する構造が採用されている。このような陥没形状を有する
シート等にあっては、陥没形状部において表皮材がクッション体から浮き上がるのを防ぐ
ために、図１１に示すように陥没形状部に面ファスナー１１０を固着した発泡体をクッシ
ョン体１１１として用い、クッション体１１１に一体化した一方の面ファスナー１１０と
表皮材の裏面に取り付けた他方の面ファスナーとの係合によって、クッション体と表皮材
を固定している。
【０００３】
面ファスナーが表面に一体化されたクッション体の製造例を、図１２に示す。同図に示
すように所望の成形金型１２１内に面ファスナー１２２の係合素子面を成形金型面に対接
するように載置し、該成形金型１２１内に発泡樹脂原料を注入し、発泡樹脂原料を発泡さ
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せることにより面ファスナー１２２が一体化した発泡成形品であるクッション体が製造さ
れる。クッション体はポリウレタンフォームで構成されることが多い。面ファスナー１２
２を成形金型面上に固定する方法としては、従来から面ファスナーを構成する樹脂組成物
中に磁性材料を配合し、この磁性材料と成形金型１２１内に設置した磁石１２３の間の吸
着力により面ファスナーを固定する方法が知られている。
【０００４】
このような用途に使用される面ファスナーは一般に、平板状の基材部と該基材部から突
出した複数の係合素子（フック状又はループ状）を備えており、熱可塑性樹脂組成物を一
体成形することにより製造可能であることが知られている。
【０００５】
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特許文献１（国際公開２００３／０３０６７２）では、基材部又は係合素子に磁性材料
を配合することや、面ファスナーをポリエステル、ポリアミド、ポリオレフィン、ポリ塩
化ビニル、ポリウレタン、ポリオレフィン系エラストマー、ポリエステル系エラストマー
、ポリアミド系エラストマー、ポリイソプレン、その他の熱可塑性重合体を含有する樹脂
組成物などの合成樹脂を用いて一体成形することが提案されている。また、特許文献１で
は磁性粉末を配合した合成樹脂と、磁性粉末が配合されていない合成樹脂を押出機内のそ
れぞれ独立した経路から成形用キャビティ内に押し出す方法が開示されている。
【０００６】
特許文献２（米国特許第５，７２５，９２８号）では、基材部や係合素子を磁性材料及
び非磁性材料の混合物で構成し、非磁性材料をポリプロピレン、ポリエチレン、ポリアミ
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ド、ポリエステル、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、アセタール、アクリル、ポリカーボ
ネート、ポリフェニレンオキサイド、ポリウレタン、ポリサルフォン及び熱可塑性エラス
トマーを材料として面ファスナーを製造することが開示されている。また、基材部と係合
素子が共押出成形されることも開示されている。
【０００７】
特許文献３（実開平４−４０８０８号公報）には、体積混合率で１５〜４０％の磁性体
微粒子を含有した樹脂で、少なくとも係合素子又は基材部の一部を構成した成形面ファス
ナーを提案している。樹脂としてはポリエステル、ポリアミド、ポリオレフィン、ポリ塩
化ビニル、ポリウレタンなどの熱可塑性樹脂が開示されている。当該文献には成形面ファ
スナーの成形体に占める磁性材料の量が少ないと着磁力が弱く、正しい装着ができないこ
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とや、磁性材料の量が多いと面ファスナーの可撓性が低下し、耐屈曲性が悪くなることが
開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際公開２００３／０３０６７２
【特許文献２】米国特許第５，７２５，９２８号
【特許文献３】実開平４−４０８０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００９】
上述したような用途に使用されるフック状係合素子をもつ成形面ファスナーには、実用
的な剛性が要求されるとともに、クッション体の成形型内に設置した磁石に対する吸着力
とともに、ループ状係合素子との着脱操作時に容易に破損しないような高い靱性を有する
ことが望ましい。
【００１０】
従来、面ファスナーを構成する樹脂材料として多様な熱可塑性ポリマーが提案されてい
るが、このような特性を兼備する成形面ファスナーは未だ開発されていない。ＰＢＴ等の
熱可塑性ポリエステル組成物は優れた機械的特性を有するが、これに鉄粉等の磁性材料を
配合すると、磁性材料表面にある水分の影響によりポリエステルが劣化して脆くなってし
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まう。このため、このような樹脂組成物でフック状の係合素子を形成するとループ状係合
素子との着脱操作によってクラックが入るおそれが高い。
【００１１】
一方、熱可塑性エラストマーはフック状係合素子のクラックを抑制する効果がある点で
有用であるが、剛性に不安が残る。更に、熱可塑性エラストマーをフック状の係合素子に
使用し、熱可塑性ポリエステルを基材部に使用するというように部位によって樹脂の使い
分けを試みても、両者の流動性の違いから、係合素子と基材部の共押出成形が困難である
。
【００１２】
また、特許文献３で提案されているような体積混合率で磁性体微粒子を樹脂に配合する
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と、樹脂の溶融粘度が増大してしまうため、磁性体微粒子を配合しない樹脂との共押出成
形が困難となる。
【００１３】
本発明は上記事情に鑑みて創作されたものであり、実用的な剛性を確保する一方で、磁
石に対する吸着力を有し、ループ状係合素子との着脱操作時に容易に破損しない一体成形
可能な成形面ファスナーを提供することを課題の一つとする。好ましくは、本発明は更に
共押出成形可能な成形面ファスナーを提供することを課題の一つとする。また、本発明は
そのような成形面ファスナーの製造方法を提供することを別の課題の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
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本発明者は、上記課題を解決するため鋭意検討したところ、熱可塑性ポリエステル及び
熱可塑性ポリエステルエラストマーを所定の割合で配合した樹脂組成物は磁性材料を混合
しても成形性が高く、その上、当該樹脂組成物の成形品は靱性に優れていることから、成
形面ファスナーの係合素子として好適であることを見出した。本発明は当該知見を基礎と
して完成したものである。
【００１５】
本発明は第一の側面において、第一樹脂組成物及び第二樹脂組成物を材料とする一体成
形された成形面ファスナーであって、該成形面ファスナーは平板状の基材部と該基材部の
一方の主表面から突出した複数の係合素子とを備え、基材部の少なくとも一部は第一樹脂
組成物で構成されており、係合素子の少なくとも一部は第二樹脂組成物で構成されており
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、第一樹脂組成物は熱可塑性ポリエステルが８０質量％以上を占め、磁性材料を含有して
おらず、第二樹脂組成物は熱可塑性ポリエステル、熱可塑性ポリエステルエラストマー及
び磁性材料の合計含有量が９０質量％以上を占め、磁性材料の含有量は２０〜５０質量％
であり、熱可塑性ポリエステル及び熱可塑性ポリエステルエラストマーの質量含有比が熱
可塑性ポリエステル／熱可塑性ポリエステルエラストマー＝５０／５０〜９０／１０の範
囲である成形面ファスナーである。
【００１６】
本発明に係る成形面ファスナーの一実施形態においては、第二樹脂組成物において、熱
可塑性ポリエステルエラストマーの融点をＴm1、熱可塑性ポリエステルの融点をＴm2とし
たとき、Ｔm2−４０℃≦Ｔm1≦Ｔm2の関係にある。
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【００１７】
本発明に係る成形面ファスナーの別の一実施形態においては、第一樹脂組成物及び第二
樹脂組成物の２６０℃におけるＭＶＲがともに０．３ｃｍ3／１０分以上２０ｃｍ3／１０
分以下である。
【００１８】
本発明に係る成形面ファスナーの更に別の一実施形態においては、第一樹脂組成物のＭ
ＶＲ（ＭＶＲ1）に対する第二樹脂組成物のＭＶＲ（ＭＶＲ2）の比率（ＭＶＲ2／ＭＶＲ1
）が、０．５〜４０である。
【００１９】
本発明に係る成形面ファスナーの更に別の一実施形態においては、成形面ファスナーは
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、その長手方向に沿った境界線を有する中央部とその左右両側部の三つの領域で構成され
ており、三つの領域はそれぞれ基材部と係合素子を有し、中央部は基材部と係合素子が共
に第二樹脂組成物で構成され、左右両側部は基材部と係合素子が共に第一樹脂組成物で構
成されている。
【００２０】
本発明に係る成形面ファスナーの更に別の一実施形態においては、成形面ファスナーは
、その長手方向に沿った境界線を有する中央部とその左右両側部の三つの領域で構成され
ており、三つの領域はそれぞれ基材部と係合素子を有し、中央部は基材部の少なくとも一
部が第一樹脂組成物、係合素子の全てが第二樹脂組成物で構成され、左右両側部は基材部
と係合素子が共に第一樹脂組成物のみで構成されている。
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【００２１】
本発明に係る成形面ファスナーの更に別の一実施形態においては、基材部は体積割合で
第二樹脂組成物よりも第一樹脂組成物が多く、係合素子は体積割合で第一樹脂組成物より
も第二樹脂組成物が多い。
【００２２】
本発明に係る成形面ファスナーの更に別の一実施形態においては、第一樹脂組成物に対
する第二樹脂組成物の体積割合は、第二樹脂組成物／第一樹脂組成物＝１０／９０〜９０
／１０である。
【００２３】
本発明に係る成形面ファスナーの更に別の一実施形態においては、基材部の一方の主表
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面には、前記複数の係合素子よりも幅方向外側に長手方向に沿って配された左右一対の防
壁部を更に備え、当該防壁部は第一樹脂組成物で構成されている。
【００２４】
本発明に係る成形面ファスナーの更に別の一実施形態においては、基材部の他方の主表
面の少なくとも一部は第一樹脂組成物で構成されている。
【発明の効果】
【００２５】
本発明において提案する磁性材料を配合した樹脂組成物は優れた靱性を有することから
、当該樹脂組成物を使用して成形面ファスナーのフック状係合素子を構成すれば、磁石と
の吸着力を有しつつ、ループ状係合素子との着脱操作に起因する破損が抑制された成形面
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ファスナーが提供される。そして、基材部は磁石を含有しないポリエステル樹脂組成物を
使用することで、実用的な剛性が確保され、また、材料コストを下げることが可能となる
。
【００２６】
更に、本発明に係る成形面ファスナーの好ましい実施態様では、磁性材料を含有しない
樹脂組成物（第一樹脂組成物）と、磁性材料を含有する樹脂組成物（第二樹脂組成物）を
共押出成形可能である。このため、一体成形性が容易で生産効率が高まり、更なる製造コ
ストの低減も可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】

40

【図１】本発明の一実施形態に係る成形面ファスナーを示す部分斜視図である。
【図２】図１の実施形態に係る成形面ファスナーを示す平面図である。
【図３】図２のＡ−Ａ線断面図である。
【図４】図２のＢ−Ｂ線断面図である。
【図５】図２のＣ−Ｃ線断面図である。
【図６（ａ）】本発明の一実施形態に係る成形面ファスナーにおいて、第二樹脂組成物で
構成された箇所を図３に対応する断面図を用いて示す。
【図６（ｂ）】本発明の一実施形態に係る成形面ファスナーにおいて、第二樹脂組成物で
構成された箇所を図４に対応する断面図を用いて示す。
【図６（ｃ）】本発明の一実施形態に係る成形面ファスナーにおいて、第二樹脂組成物で
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構成された箇所を図５に対応する断面図を用いて示す。
【図７（ａ）】本発明の別の一実施形態に係る成形面ファスナーにおいて、第二樹脂組成
物で構成された箇所を図２に対応する平面図を用いて示す。
【図７（ｂ）】本発明の別の一実施形態に係る成形面ファスナーにおいて、第二樹脂組成
物で構成された箇所を図４に対応する断面図を用いて示す。
【図７（ｃ）】本発明の別の一実施形態に係る成形面ファスナーにおいて、第二樹脂組成
物で構成された箇所を図５に対応する断面図を用いて示す。
【図８（ａ）】本発明の更に別の一実施形態に係る成形面ファスナーにおいて、第二樹脂
組成物で構成された箇所を図２に対応する平面図を用いて示す。
【図８（ｂ）】本発明の更に別の一実施形態に係る成形面ファスナーにおいて、第二樹脂
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組成物で構成された箇所を図４に対応する断面図を用いて示す。
【図８（ｃ）】本発明の更に別の一実施形態に係る成形面ファスナーにおいて、第二樹脂
組成物で構成された箇所を図５に対応する断面図を用いて示す。
【図９（Ａ）】ダブルモールド法により成形面ファスナーを製造する場合の第一成形品用
の製造装置の模式図である。
【図９（Ｂ）】ダブルモールド法により成形面ファスナーを製造する場合の第二成形品用
の製造装置の模式図である。
【図１０（Ａ）】共押出成形法により成形面ファスナーを製造する場合の製造装置の模式
図である。
【図１０（Ｂ）】共押出成形法により成形面ファスナーを製造する場合の押出ダイの構造
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を示す図である。
【図１１】成形面ファスナーを一体固定したクッション体の斜視図である。
【図１２】成形面ファスナーが載置されたクッション体用の成形金型内の様子を示す断面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
（１．第一樹脂組成物）
本発明に係る成形面ファスナーは一実施形態において、第一樹脂組成物及び第二樹脂組
成物を材料とする一体成形された成形面ファスナーであって、該成形面ファスナーは平板
状の基材部と基材部の一方の主表面（「上面」ともいう。）から突出した複数の係合素子
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とを備え、基材部の少なくとも一部は第一樹脂組成物で構成されている。第一樹脂組成物
は熱可塑性ポリエステルが主体であり、磁性材料を配合していないため、ポリウレタンフ
ォームから構成されることの多いクッション体と面ファスナーを一体化させるときの密着
性に優れている。このため、クッション体と接触面積が多くなる樹脂基材部の他方の主表
面（「下面」ともいう。）を第一樹脂組成物で構成することにより、クッション体との密
着性を確保することができる。基材部の残部は第二樹脂組成物で構成してもよい。
【００２９】
第一樹脂組成物は適度な剛性を安定して付与することが可能であるという利点もある。
更に、組成がシンプルなため、材料コストが安くて済むという利点もある。このため、第
一樹脂組成物を基材部の少なくとも一部に使用することで、成形面ファスナーの実用的な
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剛性の確保及び材料コストの低下が実現可能となる。第一樹脂組成物は、上記理由のため
必ずしも樹脂基材部の下面に備える必要はない。より高い密着性を確保するための別の手
段として例えば、樹脂基材部の下面を凹凸形状としたアンカー手段や、あるいは織製、編
製、不織布などの部材を裏面に接着したりすることでも達成できる。
【００３０】
クッション体との密着性の確保のために基材の下面の一部に第一樹脂組成物を利用する
場合は、具体的には、基材部の下面の２０％以上の面積を第一樹脂組成物で占めることが
好ましく、基材部の下面の４０％以上の面積を第一樹脂組成物で占めることがより好まし
く、基材部の下面の６０％以上の面積を第一樹脂組成物で占めることが更により好ましく
、基材部の下面の８０％以上の面積を第一樹脂組成物で占めることが更により好ましく、
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基材部の下面の１００％の面積を第一樹脂組成物で占めることが更により好ましい。
【００３１】
また、本発明に係る成形面ファスナーの一実施形態においては、基材部の体積の３０％
以上を第一樹脂組成物で構成することができ、基材部の体積の５０％以上を第一樹脂組成
物で構成することができ、基材部の体積の７０％以上を第一樹脂組成物で構成することが
でき、基材部の体積の９０％以上を第一樹脂組成物で構成することができ、基材部の体積
の１００％を第一樹脂組成物で構成することができる。第二樹脂組成物は成形面ファスナ
ーの基材部側よりも係合素子側に多くなるようにする必要があるため基材部の体積は第二
樹脂組成物よりも第一樹脂組成物のほうが多くなるように構成されることが好ましい。こ
のような構成とすることで、磁石による吸着力を基材部の下面側よりも上面側（係合素子
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側）が強くなるようにすることができるため、好適に金型内に設置された磁石に成形面フ
ァスナーを配置することができる。
【００３２】
係合素子においても、その一部を第一樹脂組成物で構成することもできるが、磁石との
吸着力を確保する必要があることから全体を第一樹脂組成物で構成することはできない。
例示的には成形面ファスナーに存在する係合素子の全体積の６０％以下を第一樹脂組成物
で構成することができ、係合素子の全体積の４０％以下を第一樹脂組成物で構成すること
ができ、係合素子の全体積の２０％以下を第一樹脂組成物で構成することもできる。磁力
による吸着力を確保するためには係合素子の全体積に占める第一樹脂組成物と第二樹脂組
成物の割合は、第二樹脂組成物のほうが多くなるように構成されるほうが好ましい。
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【００３３】
第一樹脂組成物の組成について詳しく説明する。第一樹脂組成物は熱可塑性ポリエステ
ルが８０質量％以上を占める一方で、磁性材料を含有しない。第一樹脂組成物は、好まし
くは熱可塑性ポリエステルが８５質量％以上を占め、より好ましくは９０質量％以上を占
め、更により好ましくは９５質量％以上を占め、例示的には１００質量％を占めることも
できる。第一樹脂組成物にはその他のポリマー及び／又は添加剤（例：顔料、染料、熱安
定剤、耐候剤、耐加水分解剤、酸化防止剤、帯電防止剤、難燃剤、離型剤、紫外線吸収剤
など）を本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、これらの合計含有量が２０質量％以下、好ま
しくは１５質量％以下、より好ましくは１０質量％以下、更により好ましくは５質量％以
下となるように適宜添加することが可能である。例えば、第一樹脂組成物中にはその他の
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ポリマーを合計で２０質量％以下、典型的には１５質量％以下、より典型的には１０質量
％以下、更には５質量％以下の含有量、更には０質量％の含有量となるように添加しても
よく、添加剤を合計で２０質量％以下、典型的には１５質量％以下、より典型的には１０
質量％以下、更には５質量％以下、更には０質量％の含有量となるように添加してもよい
。ポリマー及び添加剤はそれぞれ一種類を使用してもよいし、二種類以上を組み合わせて
使用してもよい。
【００３４】
熱可塑性ポリエステルは一般に、ジカルボン酸（又はそのエステル形成誘導体）とジオ
ール（又はそのエステル形成誘導体）とを主成分とする重縮合反応によって得られる重合
体又は共重合体であって加熱により軟化する性質を有するものである。ジカルボン酸とし
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ては、例えば、テレフタル酸、イソフタル酸、２，６−ナフタレンジカルボン酸、１，５
−ナフタレンジカルボン酸、ビス（ｐ−カルボキシフェニル）メタン、アントラセンジカ
ルボン酸、４，４

−ジフェニルエーテルジカルボン酸、ビフェニル−４，４

−ジカル

ボン酸、５−ナトリウムスルホイソフタル酸などの芳香族ジカルボン酸、アジピン酸、セ
バシン酸、アゼライン酸、ドデカジオン酸などの脂肪族ジカルボン酸、１，３−シクロヘ
キサンジカルボン酸、１，４−シクロヘキサンジカルボン酸などの脂環式ジカルボン酸及
びこれらのエステル形成誘導体などが挙げられる。これらは単独で用いることもでき、二
種以上を組み合わせて用いてもよい。また、ジオールとしては、例えば、エチレングリコ
ール、１，３−プロパンジオール、１，４−ブタンジオール、ネオペンチルグリコール、
１，５−ペンタンジオール、１，６−ヘキサンジオール、１，１０−デカンジオールなど
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の炭素数２〜２０の脂肪族グリコール、シクロヘキサンジメタノール、シクロヘキサンジ
オールなどの炭素数２〜２０の脂環式グリコール及びこれらのエステル形成誘導体などが
挙げられる。これらを二種以上用いてもよい。
【００３５】
熱可塑性ポリエステル樹脂の具体例としては、ポリブチレンテレフタレート、ポリブチ
レン（テレフタレート／イソフタレート）、ポリブチレン（テレフタレート／アジペート
）、ポリブチレン（テレフタレート／セバケート）、ポリブチレン（テレフタレート／デ
カンジカルボキシレート）、ポリブチレンナフタレート、ポリエチレンテレフタレート、
ポリエチレン（テレフタレート／イソフタレート）、ポリエチレン（テレフタレート／ア
ジペート）、ポリエチレン（テレフタレート／セバケート）、ポリエチレン（テレフタレ
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ート／５−ナトリウムイソフタレート）、ポリエチレン（テレフタレート／ビフェニル−
４，４′−ジカルボキシレート）、ポリエチレンナフタレート、ポリトリメチレンテレフ
タレート、ポリトリメチレン（テレフタレート／イソフタレート）、ポリトリメチレン（
テレフタレート／アジペート）、ポリトリメチレン（テレフタレート／セバケート）、ポ
リトリメチレン（テレフタレート／デカンジカルボキシレート）、ポリトリメチレンナフ
タレート、ポリシクロヘキサンジメチレンテレフタレートなどが挙げられる。これらを二
種以上含有してもよい。これらのうち、成形性の観点から、ポリブチレンテレフタレート
、ポリブチレン（テレフタレート／デカンジカルボキシレート）、ポリブチレンナフタレ
ート、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリシクロヘキサンジ
メチレンテレフタレートなどが好ましい。また、強度、耐熱性及び形状保持性能の観点か
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ら、ポリブチレンテレフタレートがより好ましい。
【００３６】
（２．第二樹脂組成物）
本発明に係る成形面ファスナーの一実施形態においては、複数の係合素子の少なくとも
一部を第二樹脂組成物で構成する。先述したように係合素子の残部は第一樹脂組成物で構
成してもよい。第二樹脂組成物を少なくとも一部に用いて係合素子を構成することで、磁
石に対する吸着力を高め、しかも優れた靱性を有する係合素子が得られる。そして、第二
樹脂組成物はポリエステル系の樹脂成分を使用することから第一樹脂組成物との親和性（
接着力）が高く、第一樹脂組成物との一体成形性に優れている。成形面ファスナーを構成
する複数の係合素子の全体積の３０％以上を第二樹脂組成物で構成することができ、その
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全体積の５０％以上を第二樹脂組成物で構成することができ、その全体積の７０％以上を
第二樹脂組成物で構成することができ、その全体積の９０％以上を第二樹脂組成物で構成
することができ、その全体積の１００％を第二樹脂組成物で構成することもできる。
【００３７】
成形面ファスナーを構成する基材部においては、その一部を第二樹脂組成物で構成する
こともできる。例えば、基材部の体積の６０％以下を第二樹脂組成物で構成することがで
き、基材部の体積の４０％以下を第二樹脂組成物で構成することができ、基材部の体積の
２０％以下を第二樹脂組成物で構成することもでき、典型的には基材部の体積の０％以上
５０％以下を第二樹脂組成物で構成することもできる。
【００３８】
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第一樹脂組成物と第二樹脂組成物の構成を成形面ファスナー全体からみた場合、実質的
に二つの樹脂組成物は一定の境界を持って別々の部分を構成する。すなわち、第一樹脂組
成物と第二樹脂組成物は互いに完全に混ざりあっているわけではない（但し、第一樹脂組
成物と第二樹脂組成物の境界では一部混ざることは許容される。)。このような構成とす
ることで、別に記載したような第一樹脂組成物の特徴と第二樹脂組成物の特徴を最大限に
発揮できるようになる。
【００３９】
第一樹脂組成物と第二樹脂組成物の配合比を成形面ファスナー全体からみた場合、第二
樹脂組成物の比率を高めることで成形面ファスナーの磁石への吸着力を高めることができ
る。従って、成形面ファスナー全体における第一樹脂組成物に対する第二樹脂組成物の体
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積割合（第二樹脂組成物／第一樹脂組成物）は１０／９０以上であることが好ましく、２
０／８０以上であることがより好ましく、３０／７０以上であることが更により好ましく
、４０／６０以上であることが更により好ましい。一方で、第二樹脂組成物の比率を高め
ると第一樹脂組成物の比率が低下するが、第一樹脂組成物は成形面ファスナーとクッショ
ン体の密着性を高めるという役割を果たす。また、第一樹脂組成物は第二樹脂組成物に比
べて材料費が安価であることからコストダウンにも寄与する。このため、成形面ファスナ
ー全体における第一樹脂組成物に対する第二樹脂組成物の体積割合（第二樹脂組成物／第
一樹脂組成物）は９０／１０以下であることが好ましく、８０／２０以下であることがよ
り好ましく、７０／３０以下であることが更により好ましく、６０／４０以下であること
が更により好ましい。
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【００４０】
第二樹脂組成物は、熱可塑性ポリエステル、熱可塑性ポリエステルエラストマー及び磁
性材料の合計含有量が９０質量％以上を占めることができる。第二樹脂組成物中で、これ
ら３種類の成分の合計含有量は好ましくは９４質量％以上を占め、更により好ましくは９
６質量％以上を占め、更により好ましくは９８質量％以上を占め、例示的には１００質量
％を占めることもできる。第二樹脂組成物にはその他のポリマー及び／又は添加剤（例：
顔料、染料、熱安定剤、耐候剤、耐加水分解剤、酸化防止剤、帯電防止剤、難燃剤、離型
剤、紫外線吸収剤など）を本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、これらの合計含有量が１０
質量％以下、好ましくは６質量％以下、より好ましくは４質量％以下、更により好ましく
は２質量％以下となるように適宜添加することが可能である。例えば、第二樹脂組成物中
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にはその他のポリマーを合計で１０質量％以下、典型的には６質量％以下、より典型的に
は４質量％以下、更には２質量％以下、更には０質量％の含有量となるように添加しても
よく、添加剤を合計で１０質量％以下、典型的には６質量％以下、より典型的には４質量
％以下、更には２質量％以下、更には０質量％の含有量となるように添加してもよい。ポ
リマー及び添加剤はそれぞれ一種類を使用してもよいし、二種類以上を組み合わせて使用
してもよい。
【００４１】
第二樹脂組成物中で、磁性材料の含有量は、磁石に対する吸着力を確保するという観点
から２０質量％以上が好ましく、２５質量％以上がより好ましく、３０質量％以上が更に
より好ましい。一方で、磁性材料の含有量は高くなるにつれて第二樹脂組成物の粘性が増
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加して成形性を阻害することから、５０質量％以下が好ましく、４５質量％以下がより好
ましい。第二樹脂組成物中の磁性材料の含有量を体積割合で議論すると、磁石に対する吸
着力を確保するという観点から５体積％以上が好ましく、７体積％以上がより好ましく、
９体積％以上がより好ましい。また、成形性の観点からは２０質量％以下とすることが好
ましく、１５質量％以下とすることがより好ましく、１４質量％以下とすることもでき、
１３質量％以下とすることもでき、更には１２質量％以下とすることもできる。特許文献
３には、体積混合率で１５％以上であることが必要であると記載されているが、本発明者
の検討結果によれば、１５体積％未満であっても十分に磁石との吸着力を確保できること
が分かっている。
【００４２】
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磁性材料としては、例えば、鉄粉の他、フェライト、コバルト、ニッケル、鉄アルミニ
ウム合金、鉄コバルト合金、鉄コバルトクロム合金、鉄ニッケル合金、鉄ニッケルクロム
合金、コバルトニッケル合金、コバルトニッケルマンガン合金、ニッケルマンガン合金な
どの粒子が挙げられる。例示的には磁性材料は平均粒径（質量基準としたＤ５０）が１５
〜２５０μｍのものを使用することができる。
【００４３】
第二樹脂組成物中における熱可塑性ポリエステル及び熱可塑性ポリエステルエラストマ
ーの質量含有比も係合素子の破損防止及び共押出成形性の観点から重要である。具体的に
は、係合素子の破損防止を効果的に防止するという理由により、熱可塑性ポリエステルエ
ラストマーに対する熱可塑性ポリエステルの配合比率（熱可塑性ポリエステル／熱可塑性
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ポリエステルエラストマー）は５０／５０以上であることが好ましく、６０／４０以上で
あることがより好ましく、７０／３０以上であることがより好ましい。また、共押出成形
性を高めるという理由により、熱可塑性ポリエステル／熱可塑性ポリエステルエラストマ
ーは９０／１０以下であることが好ましく、８５／１５以下であることがより好ましい。
【００４４】
第二樹脂組成物で使用する熱可塑性ポリエステルは第一樹脂組成物において述べたのと
同様であり、好ましい態様も同様である。
【００４５】
一方、第二樹脂組成物では熱可塑性ポリエステルエラストマーを使用する。本発明にお
いて熱可塑性ポリエステルエラストマーとは、結晶性のハードセグメントと、非結晶性の
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ソフトセグメントから構成される共重合体であり、ハードセグメントがポリエステル構造
単位を有し、加熱により軟化する性質を有するものを指す。
【００４６】
ハードセグメントを構成するポリエステル構造単位としては、限定的ではないが、ポリ
ブチレンテレフタレート、ポリエチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテレフタレー
ト等のポリアルキレンテレフタレート、ポリブチレンナフタレート、ポリエチレンナフタ
レート、ポリトリメチレンナフタレート等のポリアルキレンナフタレートが挙げられる。
ポリエステル構造単位は一種類であってもよいし、二種類以上を組み合わせて用いてもよ
い。
【００４７】
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ソフトセグメントは、限定的ではないが、ポリエチレングリコール及びポリプロピレン
グリコール等のポリエーテル構造単位、芳香族ポリエステル及び脂肪族ポリエステル等の
ポリエステル構造単位、ポリカーボネート構造単位を構成要素とすることができる。これ
らの構造単位は一種類であってもよいし、二種類以上を組み合わせて用いてもよい。
【００４８】
第二樹脂組成物において、熱可塑性ポリエステルエラストマーの融点をＴm1、熱可塑性
ポリエステルの融点をＴm2としたとき、一般にＴm1≦Ｔm2以下であるが、Ｔm1がＴm2より
も過度に低いと流動性が高くなり過ぎて成形性に悪影響が出る。特に、熱可塑性ポリエス
テルを主体とする第一樹脂組成物との共押出成形を難しくするという弊害がある。そのた
め、Ｔm2−４０℃≦Ｔm1≦Ｔm2の関係にあることが好ましく、Ｔm2−２０℃≦Ｔm1≦Ｔm2
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の関係にあることがより好ましい。
【００４９】
（３．共押出成形性）
本発明に係る成形面ファスナーは、第一樹脂組成物と第二樹脂組成物を共押出成形する
ことで製造してもよい。共押出成形により製造可能であると、生産効率が高まり、製造コ
ストが低下するという利点が得られる。優れた共押出成形性を得るためには、第一樹脂組
成物のメルトボリュームレート（ＭＶＲ1）に対する第二樹脂組成物のメルトボリューム
レート（ＭＶＲ2）の比率（ＭＶＲ2／ＭＶＲ1）が、近いほうが望ましい。具体的には、
ＭＶＲ2／ＭＶＲ1は０．５以上４０以下であることが好ましく、１以上３０以下であるこ
とがより好ましく、１以上２０以下であることが更により好ましく、典型的には１０以上

40

３０以下とすることができる。本発明において、メルトボリュームレート（ＭＶＲ）はＩ
ＳＯ１１３３に準拠して測定したときに、２６０℃で１０分間に流れ出たポリマーメルト
の体積を指す。
【００５０】
また、共押出成形性を高める上では、第一樹脂組成物及び第二樹脂組成物の２６０℃に
おけるＭＶＲがともに０．３ｃｍ3／１０分以上２０ｃｍ3／１０分以下であることが好ま
しく、０．４ｃｍ3／１０分以上１５ｃｍ3／１０分以下であることがより好ましく、０．
５ｃｍ3／１０分以上１３ｃｍ3／１０分以下であることが更により好ましい。
【００５１】
（４．成形面ファスナーの具体例）
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以下、図面を参照しながら、本発明に係る成形面ファスナーの具体例について説明する
。図１は本発明の一実施形態に係る成形面ファスナーを示す部分斜視図であり、図２はそ
の平面図である。図３は図２のＡ−Ａ線断面図である。図４は図２のＢ−Ｂ線断面図であ
る。図５は図２のＣ−Ｃ線断面図である。以下の説明においては、成形面ファスナーの基
材部における長手方向を前後方向と規定し、基材部における幅方向を左右方向と規定する
。また、基材部における表裏方向を上下方向と規定し、特に、基材部に対して係合素子が
突設されている側の方向を上方とし、その反対側の方向を下方とする。
【００５２】
本発明の一実施形態に係る成形面ファスナー１は、平板状の基材部１０と、基材部１０
の左右の側縁寄りの上面（第一面）に設けられた防壁部２０と、左右の防壁部２０間に配
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された複数の係合素子３０（フック状係合素子）と、幅方向に沿って配された横壁部５０
と、基材部１０の左右側縁から外側に向けて幅方向に延設されたヒレ片部６０とを有する
。
【００５３】
基材部１０は、成形面ファスナー１を上下方向に屈曲可能なように板厚を薄くして形成
されている。また、基材部１０の上面側には、長手方向に所定の取付ピッチで配された係
合素子３０の間に平坦面が形成されている。一方、基材部１０の下面側には、成形面ファ
スナー１をクッション体に一体成形したときに成形面ファスナー１と発泡体との接合面積
を大きくして固着強度を高めるために、長手方向に平行な複数の凹溝部１１（又は突条部
）が形成されている。そして、基材部１０の下面の少なくとも一部は第一樹脂組成物で構
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成されており、これによりクッション体との密着性が確保可能である。
【００５４】
左右の防壁部２０の存在により、クッション体の発泡成形時に発泡樹脂材料が係合素子
形成領域に侵入することを防ぐことができる。左右の防壁部２０は、基材部１０の左右側
縁から僅かに内側に入った側縁寄りの位置に配されている。左右の防壁部２０は、長手方
向に沿って配された３列の縦壁部２１と、隣接する列に配された縦壁部２１間を連結する
連結部２２と、最も外側に配された縦壁部２１の外壁面側に配された補強部２３とをそれ
ぞれ有している。各列の縦壁部２１は、長手方向に所定の取付ピッチをもって間欠的に配
された複数の縦壁２４を有しており、長手方向に隣接する２つの縦壁２４の間には間隙２
８が設けられている。
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【００５５】
本実施形態においては、係合素子３０側に最も近い列の縦壁部２１を第一列の縦壁部２
１ａとし、その第一列の縦壁部２１ａの外側に配された列の縦壁部２１を第二列の縦壁部
２１ｂとし、最も外側に配された列の縦壁部２１を第三列の縦壁部２１ｃとする。
【００５６】
左右の防壁部２０において、各列の縦壁部２１に配される各縦壁２４の長手方向の取付
ピッチは、後述する係合素子３０の長手方向における取付ピッチの１／２の大きさに設定
されている。また、第一列〜第三列の縦壁部２１ａ〜２１ｃにおける縦壁２４は、各列間
にて互い違いの位置関係となるように千鳥状に配置されており、特に、第一列の縦壁部２
１ａと第二列の縦壁部２１ｂの間、及び第二列の縦壁部２１ｂと第三列の縦壁部２１ｃの
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間では、互いに取付ピッチの１／２の大きさで長手方向にずらされて配されている。
【００５７】
なお、本発明において、各列の縦壁部に配される縦壁の長手方向の取付ピッチは、係合
素子の長手方向の取付ピッチの１／２以下の大きさに設定されていてもよい。このように
縦壁の取付ピッチが設定されることにより、各縦壁の長手方向における寸法を短くできる
とともに、係合素子の取付ピッチごとに、各列の縦壁部において縦壁間に成される間隙を
２つ以上設けることができるため、成形面ファスナーの柔軟性を更に向上させることがで
きる。
【００５８】
一方、縦壁の取付ピッチが小さくなり過ぎると、隣接する列の縦壁部間を連結する連結
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部の配設密度が却って大きくなり過ぎて成形面ファスナーの柔軟性を損なう虞があるため
、各列に配される縦壁部の取付ピッチは、係合素子の取付ピッチの１／４以上の大きさに
設定されることが好ましい。
【００５９】
各縦壁２４は、基材部１０から起立する柱部２５と、柱部２５の上端に配された上面部
２６とを有しており、各縦壁２４の基材部１０からの高さ寸法（上下方向の寸法）は、係
合素子３０の基材部１０からの高さ寸法と同じ大きさに設定されている。
【００６０】
各縦壁２４の柱部２５は、長手方向に細長い四角錘台状に形成されており、柱部２５の
内壁面と外壁面（左右の側壁面）は互いに平行な位置関係に配されている。また、柱部２
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５の前壁面と後壁面とは、柱部２５の長手方向の寸法が上方に向けて漸減するように上下
方向に対して傾斜して配されており、柱部２５を左右の側壁面側から見た場合に柱部２５
は略台形状を呈している。
【００６１】
各縦壁２４の上面部２６は、柱部２５の上端よりも長手方向及び幅方向に張り出して形
成されており、また、上面部２６の上面は平坦に形成されている。各列の縦壁部２１に配
される縦壁２４がこのような上面部２６を有していることにより、成形面ファスナー１を
クッション体用の成形金型内に成形面ファスナー１の係合素子３０が配された上面を成形
金型面に対接するように載置するときに、成形面ファスナー１の縦壁部２１（縦壁２４）
と成形金型との密着面積を増大させて、成形面ファスナー１の成形金型との密着性を向上
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させることができる。
【００６２】
ヒレ片部６０は、基材部１０の左右側縁から外側に向けて舌片状に延設されており、左
側のヒレ片部６０と右側のヒレ片部６０とは、長手方向に所定の取付ピッチをもって互い
違いに配されている。また、左右のヒレ片部６０の上面は、基材部１０の上面と同一平面
上に配されており、ヒレ片部６０の下面側には、基材部１０の下面側と同様に、長手方向
に平行な複数の凹溝部１１（又は突条部）が形成されている。これらの左右のヒレ片部６
０は、クッション体の発泡成形時に同クッション体の内部に埋設される部分であり、成形
面ファスナー１をクッション体に強固に固定する役割を担う。
【００６３】
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連結部２２は、各列の縦壁部２１に配された縦壁２４の前端部と、その列に隣接する列
の縦壁部２１に配された縦壁２４の後端部とを相互に連結するように配されている。即ち
、連結部２２は、第一列の縦壁部２１ａ及び第三列の縦壁部２１ｃに配された縦壁２４の
前端部と第二列の縦壁部２１ｂに配された縦壁２４の後端部とを連結し、また、第二列の
縦壁部２１ｂに配された縦壁２４の前端部と第一列の縦壁部２１ａ及び第三列の縦壁部２
１ｃに配された縦壁２４の後端部とを連結している。この場合、各連結部２２は、各列に
配された縦壁２４の前壁面側の角部（前端縁）と、その列に隣接する列に配された縦壁２
４の後壁面側の角部（後端縁）とを相互に連結している。
【００６４】
このような連結部２２を有することにより、一つの縦壁２４に対して、隣接する列の縦
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壁部２１において隣り合って配された２つの縦壁２４が連結された状態となる（第二列の
縦壁部２１ｂに配された縦壁２４は、第一列の縦壁部２１ａに配された２つの縦壁２４と
、第三列の縦壁部２１ｃに配された２つの縦壁２４とに連結部２２を介して連結されるた
め、合計で４つの縦壁２４と連結された状態となる）。
【００６５】
防壁部２０に連結部２２が上述のように配されていることにより、防壁部２０が立設さ
れている高さ寸法の範囲において、防壁部２０の外部側（即ち、クッション体が成形され
る領域側）と係合素子３０が配されている内部側（即ち、係合素子形成領域側）とを、縦
壁部２１と連結部２２とにより完全に分断することができる。このため、クッション体を
発泡成形するときに、発泡性樹脂材料が防壁部２０を超えて防壁部２０の外部側から内部
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側に侵入することを確実に防止することができる。
【００６６】
複数の前記係合素子３０は、クッション体に被せられる表皮材に配されたループ状係合
素子との間で所望の結合力（係着力）が得られるように、長手方向及び幅方向に所定の取
付ピッチをもって立設されている。本実施形態における係合素子３０は、長手方向に所定
の取付ピッチで列状に配されるとともに、その係合素子３０の列が幅方向に５列に並べら
れることにより、係合素子形成領域が形成されている。各係合素子３０は、基材部１０の
上面から垂直に立ち上がるステム部３１と、そのステム部３１の上端から前方又は後方に
湾曲しながら延出するフック状の係合頭部３２とを有している。係合素子３０の形状、寸
法、取付ピッチ等は特に限定されるものではなく、適宜変更することができる。
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【００６７】
複数の前記係合素子３０の少なくとも一部は第二樹脂組成物で構成されている。第二樹
脂組成物から成形された係合素子３０は、面ファスナーの脱着操作に起因して係合素子３
０が破損しにくくなる。また、第二樹脂組成物中に含まれる磁性材料によって成形面ファ
スナー１を磁石へ吸着させることが可能となる。
【００６８】
前記横壁部５０は、防壁部２０における第二列の縦壁部２１ｂと左端又は右端の係合素
子３０との間に、及び、幅方向に互いに隣接する係合素子３０の間に、幅方向に沿って配
されている。また、各横壁部５０は、隣り合って配される係合素子３０と概ね下半部分同
士が連結されており、これにより、横壁部５０と係合素子３０とは互いに補強されている
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。
【００６９】
本実施形態に係る成形面ファスナー１では、縦壁２４、連結部２２、横壁部５０、及び
係合素子３０の基材部１０からの高さ寸法が何れも同じ大きさに設定され、これらの上面
又は上端が同一平面上に配されている。このため、クッション体の発泡成形を行う際に成
形面ファスナー１をクッション体用の成形金型内に係合素子３０が配された上面を成形金
型面に対接するように載置するときに、成形面ファスナー１と成形金型との密着面積が増
大する。これにより、発泡性樹脂材料が、縦壁部２１を越えて幅方向から係合素子形成領
域に侵入することを防止できるとともに、横壁部５０及び係合素子３０を越えて長手方向
から侵入することも防止できる。

30

【００７０】
以上のような構造をもつ成形面ファスナー１は、第一樹脂組成物及び第二樹脂組成物の
一体成形品として製造することが可能である。成形面ファスナー１において第一樹脂組成
物及び第二樹脂組成物をどの箇所に配置するかは先述した指針に従って適宜設定すればよ
いが、幾つかの実施形態を図６〜８を参照しながら例示する。図６〜８においては、第二
樹脂組成物で構成されている箇所を塗りつぶしている。
【００７１】
まず、図６の実施形態について説明する。図６（ａ）は図３に対応する断面であり、図
６（ｂ）は図４に対応する断面であり、図６（ｃ）は図５に対応する断面を表す。図６の
実施形態においては、基材部１０はすべて第一樹脂組成物で構成されている。このため、
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成形面ファスナー１とクッション体との高い密着性を確保することができる。また、図６
の実施形態においては、防壁部２０もすべて第一樹脂組成物で構成されている。防壁部２
０は基材部１０と同様にクッション体と接触する箇所であるから、防壁部２０が第一樹脂
組成物で構成されていることで、成形面ファスナー１とクッション体との密着性が向上す
る。
【００７２】
図６の実施形態においては、係合素子３０はすべて第二樹脂組成物で構成されている。
このため、クッション体に被せられる表皮材に配されたループ状係合素子との着脱時にク
ラック防止性能が高く、しかも、磁石との高い吸着力が確保できる。そして、係合素子３
０はすべて第二樹脂組成物で構成されていることから、磁性材料は長手方向に沿って成形
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面ファスナー１の全長に配されることになる。そのため、成形面ファスナー１をクッショ
ン体用の成形型面上に載置すると、成形面ファスナー１は成形型内に設置した磁石からの
磁力を受けて、成形面ファスナー１の前後方向が磁石の磁極方向に合致するように自動的
に方向付けされて固定されることができる。
【００７３】
本発明では、このように成形面ファスナーが磁力によって自動的に方向付けされる機能
をセルフアライメント性と呼ぶ。セルフアライメント性を高めることで成形面ファスナー
をクッション体用の成形型面上に載置するときの作業効率が上昇するという利点が得られ
る。図６の実施形態においては、横壁部５０もすべて第二樹脂組成物で構成されている。
横壁部５０も第二樹脂組成物で構成することで磁石との吸着力及びセルフアライメント性

10

が高まるという利点が得られ、成形も容易となる。
【００７４】
次に、図７の実施形態について説明する。図７（ａ）は図２に対応する平面図であり、
図７（ｂ）は図４に対応する断面を表し、図７（ｃ）は図５に対応する断面を表す。図７
の実施形態においては、成形面ファスナー１は、その長手方向に沿った境界線を有する中
央部Ｘとその左右両側部Ｙ、Ｚの三つの領域で構成されており、三つの領域はそれぞれ基
材部１０と係合素子３０を有し、中央部Ｘは基材部１０と係合素子３０が共に第二樹脂組
成物で構成され、左右両側部Ｙ、Ｚは基材部１０と係合素子３０が共に第一樹脂組成物で
構成されている。このように、長手方向の中央部Ｘのみを第二樹脂組成物で構成すること
により、成形面ファスナー１内で磁性材料を長手方向に細幅で延在させると、成形面ファ
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スナー１を磁石に近づけたときに成形面ファスナー１の前後方向が磁石の磁極方向に合致
しやすくなる、すなわちセルフアライメント性が高まるという利点が得られる。
【００７５】
中央部の幅方向の範囲は成形面ファスナー１に配置された磁性材料と磁石との間の磁力
を考慮して適宜設定すればよく、特に制限はない。しかしながら、セルフアライメント性
を高めるという観点からは、図示しない磁石の幅寸法よりも狭い幅となるように第二樹脂
組成物を構成すればよく、中央部Ｘの幅方向の範囲は成形面ファスナー１の基材部１０上
に幅方向に配列された係合素子３０のうち、８０％以下の数が包含される範囲とすること
が好ましく、７０％以下の数が包含される範囲とすることがより好ましい。一方で、中央
部Ｘの幅方向の範囲は広いほうが磁石との吸着力が増加し、また、係合素子３０に使用す
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る第二樹脂組成物の割合が増加することによってファスナーの着脱操作に起因する係合素
子３０の破損防止効果が高くなるため、中央部Ｘの幅方向の範囲は成形面ファスナー１の
基材部１０上に幅方向に配列された係合素子３０のうち、３０％以上の数が包含される範
囲とすることが好ましく、４０％以上の数が包含される範囲とすることがより好ましく、
５０％以上の数が包含される範囲とすることが更により好ましい。
【００７６】
最後に図８の実施形態について説明する。図８（ａ）は図２に対応する平面図であり、
図８（ｂ）は図４に対応する断面を表し、図８（ｃ）は図５に対応する断面を表す。図８
の実施形態は、中央部Ｘは基材部１０が第一樹脂組成物で構成されており、係合素子３０
が第二樹脂組成物で構成されている以外は、図７の実施形態と同様であり、中央部Ｘの幅
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方向の好ましい範囲も同様である。本実施形態によれば、基材部１０の下面は全体が第一
樹脂組成物で構成されるようになることから、クッション体との密着性が図７の実施形態
に比べて向上するという利点が得られる。また、成形面ファスナー１における第二樹脂組
成物の使用割合が減少することから、製造コストの低減にも寄与する。
【００７７】
（５．製造方法）
本発明に係る成形面ファスナーは、異種の樹脂組成物を一体成形可能な任意の公知の手
法によって製造すればよいが、第一モールドを成形し、次いで第二モールドを成形する二
段階の工程により一体化するダブルモールド法、及び、二つの押出口を使って二種類の溶
融樹脂組成物を同時に押し出す共押出成形法が代表例として挙げられる。
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【００７８】
ダブルモールド法により本発明に係る成形面ファスナーを製造する場合、例えば図９（
Ａ）及び図９（Ｂ）に示した製造装置１００、２００を用いることができる。ダブルモー
ルド法は、第一樹脂組成物と第二樹脂組成物の流動性に大きな違いがあり、共押出成形に
向かない場合であっても一体成形可能であるという利点がある。
【００７９】
まず、図９（Ａ）に示すように、第一の押出ダイ１０１の押出口１０１ａに対峙させて
第一のダイホイール１０２を配置する。第一のダイホイール１０２は図９（Ａ）において
紙面に垂直方向の回転軸周りに矢印の方向に回転する。第一のダイホイール１０２の回転
周面には一部の係合素子３０の成形用キャビティ１０２ａが形成されている。図示しては
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いないが、防壁部２０、横壁部５０等の他の部位を形成するためのキャビティも適宜ダイ
ホイール１０２に設けることもできる。第一の押出ダイ１０１と第一のダイホイール１０
２の間にはクリアランスが形成されており、溶融した合成樹脂１０３（例えば第二樹脂組
成物）が押出口１０１ａから第一のダイホイール１０２の回転周面に向けて連続的に押し
出される。このとき、第一のダイホイール１０２の周面に押し出された溶融樹脂は第一の
押出ダイ１０１の押出口１０１ａと第一のダイホイール１０２との間のクリアランスにて
成形面ファスナーの一部の基材部１０を連続して成形すると同時に、上述した成形用キャ
ビティ１０２ａにて、一部の係合素子３０を成形する。その後、第一のダイホイール１０
２から一部の基材部１０及び一部の係合素子３０を有する長尺の第一成形品１０５をピッ
クアップロール（図示せず）を用いて第一のダイホイール１０２から引き剥がす。
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【００８０】
次いで、図９（Ｂ）に示すように、第二の押出ダイ２０１の押出口２０１ａに対峙させ
て第二のダイホイール２０２を配置する。第二のダイホイール２０２は、図９（Ｂ）にお
いて、紙面に垂直方向の回転軸周りに矢印の方向に回転する。第二のダイホイール２０２
の回転周面には残りの係合素子３０の成形用キャビティ２０２ａが形成されている。また
、第二のダイホイール２０２の回転周面には先ほど成形した第一成形品１０５を収容する
ための収容凹部（図示せず）が設けられており、第一成形品１０５は案内部２０７を介し
てこの収容凹部に連続的に供給される。このようにして第二のダイホイール２０２の回転
周面にある収容凹部に第一成形品１０５が収容された後、溶融した合成樹脂２０３（例え
ば第一樹脂組成物）が押出口２０１ａから第二のダイホイール２０２の回転周面に向けて
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連続的に押し出される。回転周面に押し出された溶融樹脂は第二の押出ダイ２０１の押出
口２０１ａと第二のダイホイール２０２との間のクリアランスにて成形面ファスナー１の
残りの基材部１０を連続して成形すると同時に、上述した成形用キャビティ２０２ａにて
、残りの係合素子３０を成形する。図示してはいないが、防壁部２０、横壁部５０等の他
の部位を形成するためのキャビティも適宜ダイホイールに設けることもできる。次いで、
第二のダイホイール２０２から第一成形品１０５と第二成形品２０５が一体化された成形
品３０５をピックアップロール（図示せず）を用いて引き剥がし、その後、必要に応じて
ヒレ片部６０や凹溝部１１等を形状加工し、長尺の成形面ファスナーを製造可能である。
長尺の成形面ファスナーは所望の長さに切断して使用することができる。
【００８１】
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共押出成形法により本発明に係る成形面ファスナー１を製造する場合、例えば図１０（
Ａ）及び図１０（Ｂ）に示した二つの押出口４０１ａ、４０１ｂを有する製造装置４００
を用いることができる。共押出成形法は一度の成形プロセスで異種の樹脂組成物を一体成
形できるので、生産効率が高いという利点がある。
【００８２】
製造装置４００には、押出ダイ４０１の上下位置に押出口４０１ａ、４０１ｂが設けら
れており、２つの押出口４０１ａ、４０１ｂは、それぞれ別の合成樹脂材を押し出すこと
ができる。図１０（Ａ）に示すように、押出ダイ４０１の押出口４０１ａ、４０１ｂに対
峙させてダイホイール４０２を配置する。ダイホイール４０２は図１０（Ａ）において紙
面に垂直方向の回転軸周りに矢印の方向に回転する。ダイホイール４０２の回転周面には
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先述した第一成形品用のキャビティが形成されていると共に、先述した第二成形品用のキ
ャビティが形成されている。簡単のため、図中では、第一成形品用のキャビティと第二成
形品用のキャビティは区別せずに、共に４０２ａの符号を付与している。
【００８３】
図１０（Ｂ）に示すように、上位置にある押出口４０１ａの先端部には、ノズル部４０
１ａ−１と凹部４０１ａ−２とが形成されている。この凹部４０１ａ−２が形成されてい
ることにより、ノズル部４０１ａ−１から押し出された合成樹脂４０３ａ（例えば第二樹
脂組成物）は凹部４０１ａ−２に広がるのでダイホイール４０２の第一成形品用のキャビ
ティ全面に合成樹脂４０３ａを容易に充填することができる。また、下位置にある押出口
４０１ｂの先端部にはノズル部４０１ｂ−１とその周りの凹部４０１ｂ−２とが押出口４
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０１ｂの先端部に形成されている。ノズル部４０１ｂ−１から押し出された合成樹脂材４
０３ｂ（例えば第一樹脂組成物）は凹部４０１ｂ−２に広がるので、第二成形品用のキャ
ビティの全面に合成樹脂材４０３ｂを容易に充填することができる。
【００８４】
ダイホイール４０２を矢印の方向に回転させながら、溶融状態にある合成樹脂４０３ａ
を押出口４０１ａから押し出し、第一成形品用のキャビティ内に連続的に充填する。この
とき、押出ダイ４０１の上位置にある押出口４０１ａとダイホイール４０２との間のクリ
アランスにて成形面ファスナーの一部の基材部１０も連続して成形される。これにより第
一成形品を製造する。また、押出口４０１ｂからは、同時に溶融状態にある合成樹脂材４
０３ｂを押し出し、既に製造された第一成形品の上から第二成形品用のキャビティ内に連

20

続的に充填する。このとき、押出ダイ４０１の下位置にある押出口４０１ｂとダイホイー
ル４０２との間のクリアランスにて成形面ファスナーの残りの基材部１０も連続して成形
される。次いで、ダイホイール４０２から第一成形品と第二成形品が一体化された成形品
４０５をピックアップロール（図示せず）を用いて引き剥がす。その後、必要に応じてヒ
レ片部６０や凹溝部１１等を形状加工し、長尺の成形面ファスナーを製造可能である。長
尺の成形面ファスナーは所望の長さに切断して使用することができる。
【実施例】
【００８５】
以下、本発明の実施例を示すが、これらは本発明及びその利点をより良く理解するため
に提供するものであり、本発明が限定されることを意図しない。

30

【００８６】
（１．材料）
以下の試験例では下記の材料を用いた。
＜第一樹脂組成物＞
・熱可塑性ポリエステル（ＰＢＴ樹脂、融点＝２２４℃、東レ株式会社製、商品名：トレ
コン５２０１Ｘ１１）
＜第二樹脂組成物＞
・熱可塑性ポリエステル（ＰＢＴ樹脂、融点＝２２４℃、東レ株式会社製、商品名：トレ
コン１４０１Ｘ０４）
・熱可塑性ポリエーテルエステルエラストマー（ＰＢＴ（ハードセグメント）とポリエー
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テル（ソフトセグメント）のブロック共重合体、融点＝２０８℃、東レ・デュポン株式会
社製、商品名：ハイトレル５５５７）
・熱可塑性ポリエーテルエステルエラストマー（ＰＢＴ（ハードセグメント）とポリエー
テル（ソフトセグメント）のブロック共重合体、融点＝１６４℃、東レ・デュポン株式会
社製、商品名：ハイトレル２５５１）
・熱可塑性ポリエステルエラストマー（ＰＢＴ（ハードセグメント）と脂肪族ポリエステ
ル（ソフトセグメント）のブロック共重合体、融点＝２０６℃、東洋紡株式会社製、商品
名：ペルプレンＳ２００１）
・熱可塑性ポリウレタンエラストマー（ポリウレタン（ハードセグメント）とポリエステ
ル（ソフトセグメント）のブロック共重合体、軟化点＝１２０〜１５０℃、ＢＡＳＦジャ
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パン株式会社製、商品名：エラストランＥＴ６９０）
・磁性材料（鉄粉、平均粒度４０μｍ）
【００８７】
（２．流動性試験）
第二樹脂組成物を構成する材料を試験番号に応じて表１に記載の質量割合で配合し、池
貝鉄工製二軸押出機ＰＣＭ４５を使用してシリンダ温度２６０℃、回転数１００ｒｐｍの
条件で溶融混合し、東洋精機製メルトインデックサＦ−Ｆ０１を使用して、ＩＳＯ１１３
３に準拠し、２６０℃でのＭＶＲ（Ｍｅｌｔ

Ｖｏｌｕｍｅ

Ｒａｔｅ）を測定した。結

果を表１に示す。表中、「ＯＶＥＲ」とあるのは高流動のため、サンプル流出が多く、測
定不能であったことを示す。なお、第一樹脂組成物のＭＶＲも参考例として掲載した。
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【００８８】
（３．面ファスナーの連続押出成形）
実施例１〜４及び比較例２については、第二樹脂組成物に使用する材料を試験番号に応
じて表１に記載の質量割合で配合した後、共押出成形装置を使用することで、第一樹脂組
成物と第二樹脂組成物を２６０℃の温度条件で共押出成形することによって図１に示す形
状の面ファスナーを連続的に一体成形した。この際、基材部全体を第一樹脂組成物で構成
し、係合素子全体を第二樹脂組成物で構成した。面ファスナーに占める第一樹脂組成物と
第二樹脂組成物の体積比は、第一樹脂組成物：第二樹脂組成物＝３：２とした。
また、比較例１及び３、並びに参考例については、一種類の樹脂組成物しか使用しない
ため、押出ノズルが一つの押出装置を使用して２６０℃の温度条件で押出成形することで
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、図１に示す形状の面ファスナーを連続的に一体成形した。この場合、製造される面ファ
スナーは基材部及び係合素子が共に同じ樹脂組成物で構成される。
各試験例に係る面ファスナーの押出成形時のステータスとして、第二樹脂組成物の流動
性が高すぎることで金型からの離型不良が発生する（結果的に係合素子のフック形状がば
らつく）場合、及び、第二樹脂組成物の流動性が低すぎることで不連続な成形品になる（
係合素子への未充填が発生する）場合を不良とし、それ以外を良あるいは可とした。結果
を表１に示す。
【００８９】
（４．フック一本掛け試験）
連続押出成形により得られた各試験例に係る面ファスナーに対して、フック一本掛け試

30

験を行い、係合素子の強度及びクラックの有無を評価した。フック一本掛け試験は面ファ
スナー（長さ５０ｍｍ×幅１５ｍｍ）を係合素子が形成された面が上になるように水平に
載置して治具に固定した上で、任意の一本の係合素子を選び、当該係合素子にループを引
っ掛けてＩＮＳＴＲＯＮ社製の引張試験機により直上に３００ｍｍ／分の速度で、フック
からループが離れるまで引っ張ったときの最大強度を測定した。結果を表１に示す。試験
後のクラックの有無は光学顕微鏡により係合素子を観察し、クラックが無かった場合を「
無」とし、クラックが発生した場合を「有」と評価した。
【００９０】
なお、ダイホイールの回転方向と係合素子がキャビティから離型するときの係合頭部の
フックの向きが反対である場合を「正抜き」と呼び、ダイホイールの回転方向と係合素子

40

がキャビティから離型するときの係合頭部のフックの向きが一致する場合を「逆抜き」と
呼ぶ。一般に、「正抜き」よりも「逆抜き」のほうが離型時の係合素子に掛かる応力が強
いため、係合素子がダメージを受けやすい。このため、フック一本掛け試験の値は逆抜き
側強度のほうが小さくなる傾向にある。
【００９１】
（５．磁石との吸着試験）
連続押出成形により得られた各試験例に係る面ファスナーに対して、磁石との吸着試験
を行った。磁石との吸着試験は面ファスナー（長さ５０ｍｍ×幅１５ｍｍ）を係合素子が
形成された面が露出するように治具に両面テープで固定した。次いで、磁石が埋め込まれ
た治具に近づけて吸着させた後、その剥離強度をＩＮＳＴＲＯＮ社製の引張試験機により
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１０ｍｍ／分の速度で、面ファスナーから磁石が離れるまで引っ張ったときの最大強度を
測定した。この試験において、吸着力が１．０Ｎ以上あれば実用上の問題はないと考えら
れる。
【００９２】
（６．考察）
比較例１は係合素子を構成する第二樹脂組成物中に熱可塑性ポリエステルエラストマー
が配合されていなかったため、フック一本掛け試験によってクラックが入ってしまった。
また、基材部も第二樹脂組成物で構成していることからクッション体との密着性が不十分
であり、材料コストも高いという不都合がある。比較例２は第二樹脂組成物中に熱可塑性
エラストマーを配合したが、ポリウレタンエラストマーであり、軟化点温度が低すぎて共
押出成形ができなかった。
比較例３は鉄粉の配合量が多すぎたため粘性が過剰に高くなり、成形ができなかった。
参考例は熱可塑性ポリエステルのみで面ファスナーを構成したときの結果であるが、磁
性材料を含まないため、磁石との吸着力を面ファスナーに付与するという目的を達成しな
い。
【００９３】
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【表１】
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【符号の説明】
【００９４】
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１

成形面ファスナー

１０

基材部

２０

防壁部

３０

係合素子

５０

横壁部

６０

ヒレ片部

１１

凹溝部

２１

縦壁部

２２

連結部

２３

補強部

２４

縦壁

２８

間隙

２１ａ

第一列の縦壁部

２１ｂ

第二列の縦壁部

２１ｃ

第三列の縦壁部

２５

柱部

２６

上面部

３０

係合素子

３１

ステム部

３２

係合頭部

１００

成形面ファスナーの製造装置（第一成形品用）

１０１

第一の押出ダイ

１０１ａ

押出口

１０２

第一のダイホイール

１０２ａ

キャビティ

１０３

合成樹脂

１０５

第一成形品

１１０

面ファスナー

１１１

クッション体

１２１

成形金型

１２２

面ファスナー

１２３

磁石

２００

成形面ファスナーの製造装置（第二成形品用）

２０１

第二の押出ダイ

２０１ａ

押出口

２０２

第二のダイホイール

２０２ａ

キャビティ

２０７

案内部

２０３

合成樹脂

２０５

第二成形品

３０５

一体成形品

４００

成形面ファスナーの製造装置（共押出成形用）

４０１

押出ダイ

４０１ａ

上側の押出口

４０１ｂ

下側の押出口

４０２

ダイホイール

４０２ａ

キャビティ

４０１ａ−１

ノズル部

４０１ａ−２

凹部

４０３ａ

合成樹脂
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４０１ｂ−１

ノズル部

４０１ｂ−２

凹部

４０３ｂ

合成樹脂材

４０５

一体成形品
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