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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ファスナーテープに、例えばパイソン柄の模様
などの動物の革模様に類似した質感のある装飾が施され
たスライドファスナーを提供する。
【解決手段】表面２２にパイソン柄の模様が形成された
ファスナーテープ２０と、表面に凹凸形状３１が設けら
れ、ファスナーテープ２０の上記模様を視認可能にファ
スナーテープ２０に固着されたフィルム部材３０と、を
備える。ファスナーテープ２０の上記模様及びフィルム
部材３０の凹凸形状３１は、動物の革の模様及び凹凸形
状にそれぞれ関連付けされており、ファスナーテープ２
０の長手方向に亘ってそれぞれ連続形成されている。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　表面（２２）に模様（２６、２７）が形成された一対のファスナーテープ（２０）と、
　前記一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部（２１）に沿って設けられた一対
のファスナーエレメント列（４０）と、
　前記一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダー（４２）と、
　前記模様を視認可能に前記一対のファスナーテープの表面に固着されたフィルム部材（
３０）と、を備えるスライドファスナー（１０）であって、
　前記フィルム部材には、その表面に凹凸形状（３１、３３）が設けられ、
　前記ファスナーテープの模様（２６、２７）及び前記フィルム部材の凹凸形状（３１、
３３）は、動物の革の模様及び凹凸形状にそれぞれ関連付けされていることを特徴とする
スライドファスナー（１０）。
【請求項２】
　前記ファスナーテープの模様（２６、２７）及び前記フィルム部材の凹凸形状（３１、
３３）は、長さが異なる対角線（ｖ１、ｖ２、ｖ３、ｖ４）を有する略矩形状の複数の単
位パターン（２５、３５）をそれぞれ備え、
　前記模様（２６、２７）及び凹凸形状（３１、３３）は、前記対角線のうち長い方の対
角線（ｖ１、ｖ３）が前記ファスナーテープの長手方向に沿うように配置された状態で、
前記ファスナーテープの長手方向に亘ってそれぞれ連続形成されていることを特徴とする
請求項１に記載のスライドファスナー（１０）
【請求項３】
　表面（２２）に模様が形成された一対のファスナーテープ（２０）と、
　前記一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部（２１）に沿って設けられた一対
のファスナーエレメント列（４０）と、
　前記一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダー（４２）と、
　前記模様を視認可能に前記一対のファスナーテープの表面に固着されたフィルム部材（
３０）と、を備えるスライドファスナー（１０）であって、
　前記フィルム部材には、その表面に凹凸形状が設けられ、
　前記ファスナーテープの模様及び前記フィルム部材の凹凸形状は、繊維や竹ひごを織編
することで形成される織編物の模様及び凹凸形状にそれぞれ関連付けされていることを特
徴とするスライドファスナー（１０）。
【請求項４】
　表面（２２）に模様（５０）が形成された一対のファスナーテープ（２０）と、
　前記一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部（２１）に沿って設けられた一対
のファスナーエレメント列（４０）と、
　前記一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダー（４２）と、
　前記模様を視認可能に前記一対のファスナーテープの表面に固着されたフィルム部材（
３０）と、を備えるスライドファスナー（１０）であって、
　前記フィルム部材には、その表面に凹凸形状（６０）が設けられ、
　前記ファスナーテープの模様（５０）及び前記フィルム部材の凹凸形状（６０）は、木
目の模様及び凹凸形状にそれぞれ関連付けされていることを特徴とするスライドファスナ
ー（１０）。
【請求項５】
　表面（２２）に模様（５１）が形成された一対のファスナーテープ（２０）と、
　前記一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部（２１）に沿って設けられた一対
のファスナーエレメント列（４０）と、
　前記一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダー（４２）と、
　前記模様を視認可能に前記一対のファスナーテープの表面に固着されたフィルム部材（
３０）と、を備えるスライドファスナー（１０）であって、
　前記フィルム部材には、その表面に凹凸形状（６１）が設けられ、
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　前記ファスナーテープの模様（５１）及び前記フィルム部材の凹凸形状（６１）は、石
張りの模様及び凹凸形状にそれぞれ関連付けされていることを特徴とするスライドファス
ナー（１０）。
【請求項６】
　表面（２２）に模様（２６）が形成された一対のファスナーテープ（２０）と、
　前記一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部（２１）に沿って設けられた一対
のファスナーエレメント列（４０）と、
　前記一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダー（４２）と、
　前記模様を視認可能に前記一対のファスナーテープの表面に固着されたフィルム部材（
３０）と、を備えるスライドファスナー（１０）であって、
　前記フィルム部材には、その表面に凹凸形状（３１）が設けられ、
　前記ファスナーテープの模様（２６、２７）及び前記フィルム部材の凹凸形状（３１、
３３）は、長さが異なる対角線（ｖ１、ｖ２、ｖ３、ｖ４）を有する略矩形状の複数の単
位パターン（２５、３５）をそれぞれ備え、
　前記模様（２６、２７）及び凹凸形状（３１、３３）は、前記対角線のうち長い方の対
角線（ｖ１、ｖ３）が前記ファスナーテープの長手方向に沿うように配置された状態で、
前記ファスナーテープの長手方向に亘ってそれぞれ連続形成されていることを特徴とする
スライドファスナー（１０）。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、スライドファスナーに関し、特に、ファスナーテープ表面に、例えば、パイ
ソン柄の模様などの装飾が施されたスライドファスナーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ファスナーテープの表面にパイソン柄の模様を印刷し、該模様が印刷された表面
に透明なフィルムを接着するものが知られている。
　また、特許文献１では、図６に示すように、インクジェットによりファスナーテープ１
０１の表面に模様１０２を印刷し、更にその表面を透明なフィルム１０３でコーティング
したスライドファスナー１００が記載されている。また、図７に示すスライドファスナー
１００では、透明なフィルム１０３の表面に溝形状の凹凸１０４を形成することで、滑り
易さの低減や装飾性の向上が図られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第２００９／６８８４８号
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、パイソン柄の模様を有したファスナーテープでは、パイソン調の風合いがで
ないという課題があった。上記特許文献１に記載のスライドファスナーでは、ファスナー
テープ表面に模様を印刷して、透明なフィルムをコーティングしたものや、複数の溝から
なる凹凸パターンを有したものが記載されているが、上記課題を解決するものではない。
【０００５】
　本考案は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、ファスナーテープ
に、例えばパイソン模様などの動物の革模様に類似した質感のある装飾が施されたスライ
ドファスナーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本考案の上記目的は、下記の構成により達成される。
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（１）表面に模様が形成された一対のファスナーテープと、
　一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部に沿って設けられた一対のファスナー
エレメント列と、
　一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダーと、
　模様を視認可能に一対のファスナーテープの表面に固着された透明フィルムと、を備え
るスライドファスナーであって、
　フィルム部材には、その表面に凹凸形状が設けられ、
　ファスナーテープの模様及び透明フィルムの凹凸形状は、動物の革の模様及び凹凸形状
にそれぞれ関連付けされていることを特徴とするスライドファスナー。
（２）ファスナーテープの模様及び透明フィルムの凹凸形状は、長さが異なる対角線を有
する略矩形状の複数の単位パターンをそれぞれ備え、
　模様及び凹凸形状は、対角線のうち長い方の対角線がファスナーテープの長手方向に沿
うように配置された状態で、ファスナーテープの長手方向に亘ってそれぞれ連続形成され
ていることを特徴とする（１）に記載のスライドファスナー。
（３）表面に模様が形成された一対のファスナーテープと、
　一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部に沿って設けられた一対のファスナー
エレメント列と、
　一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダーと、
　模様を視認可能に一対のファスナーテープの表面に固着された透明フィルムと、を備え
るスライドファスナーであって、
　フィルム部材透明フィルムには、その表面に凹凸形状が設けられ、
　模様及び凹凸形状は、繊維や竹ひごを織編することで形成される織編物の模様及び凹凸
形状にそれぞれ関連付けされていることを特徴とするスライドファスナー。
（４）表面に模様が形成された一対のファスナーテープと、
　一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部に沿って設けられた一対のファスナー
エレメント列と、
　一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダーと、
　模様を視認可能に一対のファスナーテープの表面に固着された透明フィルムと、を備え
るスライドファスナーであって、
　フィルム部材透明フィルムには、その表面に凹凸形状が設けられ、
　ファスナーテープの模様及びフィルム部材の凹凸形状は、木目の模様及び凹凸形状にそ
れぞれ関連付けされていることを特徴とするスライドファスナー。
（５）表面に模様が形成された一対のファスナーテープと、
　一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部に沿って設けられた一対のファスナー
エレメント列と、
　一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダーと、
　模様を視認可能に一対のファスナーテープの表面に固着された透明フィルムと、を備え
るスライドファスナーであって、
　フィルム部材透明フィルムには、その表面に凹凸形状が設けられ、
　ファスナーテープの模様及びフィルム部材の凹凸形状は、石張りの模様及び凹凸形状に
それぞれ関連付けされていることを特徴とするスライドファスナー。
（６）表面に模様が形成された一対のファスナーテープと、
　一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部に沿って設けられた一対のファスナー
エレメント列と、
　一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダーと、
　模様を視認可能に一対のファスナーテープの表面に固着された透明フィルムと、を備え
るスライドファスナーであって、
　透明フィルムには、その表面に凹凸形状が設けられ、
　ファスナーテープの模様及び透明フィルムの凹凸形状は、長さが異なる対角線を有する
略矩形状の複数の単位パターンをそれぞれ備え、
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　模様及び凹凸形状は、対角線のうち長い方の対角線がファスナーテープの長手方向に沿
うように配置された状態で、ファスナーテープの長手方向に亘ってそれぞれ連続形成され
ていることを特徴とするスライドファスナー。
【考案の効果】
【０００７】
　本考案のスライドファスナーによれば、表面に模様が形成されたファスナーテープと、
表面に凹凸形状が設けられ、ファスナーテープの模様を視認可能にファスナーテープに固
着された透明フィルムと、を備え、ファスナーテープの模様及び透明フィルムの凹凸形状
は、動物の革、織編物、木目、石張りのいずれかの模様及び凹凸形状にそれぞれ関連付け
されているので、ファスナーテープに形成された模様に特有の質感のある装飾とすること
ができ、スライドファスナーの商品価値が向上する。
【０００８】
　また、本考案のスライドファスナーによれば、ファスナーテープの模様及び透明フィル
ムの凹凸形状は、長さが異なる対角線を有する略矩形状の複数の単位パターンをそれぞれ
備え、模様及び凹凸形状は、対角線のうち長い方の対角線がファスナーテープの長手方向
に沿うように配置された状態で、ファスナーテープの長手方向に亘ってそれぞれ連続形成
されているので、パイソン革と同様の質感のある装飾が施されたスライドファスナーが得
られ、商品価値を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本考案に係るスライドファスナーの斜視図である。
【図２】（ａ）はファスナーテープに施された模様の一例であるパイソン柄の模様の平面
図、（ｂ）はパイソン柄の模様に同調する凹凸形状が形成されたフィルム部材の平面図で
あり、（ｃ）は（ａ）のＩＩ部拡大図、（ｄ）は（ｂ）のＩＩ´部拡大図である。
【図３】（ａ）はファスナーテープに施された模様の他の一例であるワニ柄模様の平面図
、（ｂ）はワニ柄模様に同調する凹凸形状が形成されたフィルム部材の平面図である。
【図４】（ａ）はファスナーテープに施された模様の他の一例である木目模様の平面図、
（ｂ）は木目模様に同調する凹凸形状が形成されたフィルム部材の平面図である。
【図５】（ａ）はファスナーテープに施された模様の他の一例である石張り模様の平面図
、（ｂ）は石張り模様に同調する凹凸形状が形成されたフィルム部材の平面図である。
【図６】従来のスライドファスナーの斜視図である。
【図７】従来の他のスライドファスナーの斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本考案に係るスライドファスナーの一実施形態について、図面に基づいて詳細に
説明する。なお、以後の説明において、ファスナーテープに関しては、表側とはファスナ
ーテープに施された模様のある側であるとともに、スライダーの摺動操作を行う引手を有
する側であり、裏側とは前記表側の反対面側でファスナーテープの模様のない側、上側と
は後述するコイル状ファスナーエレメントを噛合させるようにスライダーを摺動する側、
下側とはコイル状ファスナーエレメントを分離させるようにスライダーを摺動する側、左
側とはファスナーテープの表側に正対したときの左側、右側とはファスナーテープの表側
に正対したときの右側として説明する。また、ファスナーテープの左右方向を幅方向、フ
ァスナーテープの上下方向を長手方向とも言う。ここで、模様は、ファスナーテープの表
面に２色以上の染料で着色されたものを言う。
【００１１】
　本実施形態のスライドファスナー１０は、図１に示すように、左右一対のファスナーテ
ープ２０と、一対のファスナーテープ２０の表面に固着されるフィルム部材３０と、左右
一対のファスナーテープ２０の対向するテープ側縁部２１に沿ってそれぞれ設けられるフ
ァスナーエレメント列である左右一対のコイル状ファスナーエレメント４０と、左右のコ
イル状ファスナーエレメント４０列に取り付けられ、左右のコイル状ファスナーエレメン



(6) JP 3179861 U 2012.11.22

10

20

30

40

50

ト４０を噛合・分離させるスライダー４２と、を備える。なお、左右のコイル状ファスナ
ーエレメント４０の上、下端部には、図示しない上、下止部が設けられている。フィルム
部材３０は、フィルム部材３０を透過してファスナーテープ２０の表面の模様が視認可能
で、透明や半透明である。また、フィルム部材３０は、無色透明に限らず、色がついてい
てもよい。
【００１２】
　そして、スライダー４２を上下方向に移動させることにより、左右一対のコイル状ファ
スナーエレメント４０が噛合・分離される。また、スライダー４２の下方への摺動は下止
部により制限され、スライダー４２の上方への摺動は上止部により制限されて、スライダ
ー４２がコイル状ファスナーエレメント４０から抜け落ちないようになっている。
【００１３】
　左右一対のファスナーテープ２０は、長手方向（上下方向）に連続し、同一幅を有して
おり、織製されてなる左右一対のテープ部材を有する。織組織は、後述する模様を印刷す
る観点、或いは見映え上の観点から平坦であることが好ましく、１－１の平織や、２－２
の平織や、斜文織など、同一の組織がほぼテープ全体に亘って織製されるものがよい。ま
た、テープ部材は、編製されるものであってもよい。
【００１４】
　一対のファスナーテープ２０の表面２２には、例えば、インクジェットなどの印刷によ
り模様が形成されている。つまり、模様は、テープ部材の表面側に形成される。そして、
模様は、テープ側縁部２１に跨って、左右一対のファスナーテープ２０の全面に亘って連
続して形成されている。これにより、左右のファスナーテープ２０の境界で、模様の連続
性が途切れることがなくできる。なお、模様の形成はインクジェットによる印刷に限らず
、例えば、転写フィルムにインクジェットで模様を印刷し、その転写フィルムをテープ部
材の表面に載せた状態で加熱することで、転写フィルム上の模様をテープ部材に転写して
形成することもできる。
【００１５】
　本実施形態では、図２（ａ）に示すように、ファスナーテープ２０には、パイソン柄の
模様２６が施されている。ここでのパイソンは蛇を表しており、パイソン柄は、その蛇の
革の柄を表したものである。パイソン柄の模様２６は、図２（ｃ）に示すように、斑な色
彩を有するとともに、長さが異なる対角線ｖ１、ｖ２を有する略矩形状の複数の単位パタ
ーン２５が、長い方の対角線ｖ１をファスナーテープ２０の長手方向に沿うように配置さ
れて、ファスナーテープ２０の長手方向に亘って連続形成されてなる平面形状を有する。
ここで、テープ部材に形成される模様の単位パターン２５は、斑な色彩を構成し、その斑
を構成する１つを表している。つまり、斑な色彩は、１つの色に対し、その色に隣合う色
とは色合いが異なることで、隣合う色と境界を識別させ、その境界に囲まれる色を模様２
６の単位パターン２５と定義する。
【００１６】
　また、フィルム部材３０は、左右一対のファスナーテープ２０の表面２２（パイソン柄
の模様２６が印刷された側の面）に、熱溶着、接着などによって固着される透明なフィル
ムであり、その表面側には、パイソン柄の模様２６に同調した凹凸形状３１が施されてい
る。この凹凸形状３１も、図２（ｄ）に示すように、長さが異なる対角線ｖ３、ｖ４を有
する略矩形状の複数の単位パターン３５が凹凸を施すことで形成され、長い方の対角線ｖ
３をフィルム部材３０の長手方向、即ち、固着した後のファスナーテープ２０の長手方向
に沿うように配置され、ファスナーテープ２０の長手方向に亘って連続形成されてなる。
これは、実際のパイソン（蛇）において、その革の柄が、頭部から延びる長手方向に沿う
ように配置されていることから、このようにすることで、パイソン柄を施したファスナー
テープ２０を、より実際のパイソンに近いものに表現することができる。ここで、フィル
ム部材３０に形成される凹凸形状３１の単位パターン３５は、フィルム部材３０の最もテ
ープ部材の表面に近い部分が凹部とした場合に、凹部から突出する凸部を有し、隣合う凸
部同士は、互いに境界がある。この境界によって識別される凸部を凹凸形状３１の単位パ
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ターン３５と定義する。
【００１７】
　なお、長い方の対角線ｖ１、ｖ３がファスナーテープ２０の長手方向に沿うように配置
されるとは、短い方の対角線ｖ２、ｖ４よりもファスナーテープ２０の長手方向に近けれ
ばよく、長い方の対角線ｖ１、ｖ３がファスナーテープ２０の長手方向に完全に一致しな
い場合も含まれる。
　また、フィルム部材３０の凹凸形状３１がファスナーテープ２０のパイソン柄の模様２
６に同調するとは、上述した共通の特徴を持った、模様２６の単位パターン２５と凹凸形
状３１の単位パターン３５とによって構成されればよく、互いに固着された状態で、模様
２６の単位パターン２５と凹凸形状３１の単位パターン３５が完全に一致しない場合も含
まれる。なお、対角線は、単位パターン２５、３５がひし形に近似することで対角線とす
る。ただし、ここでのひし形は、その角は丸みがあるが、その丸みの頂点を角と規定して
対角線を引く。
【００１８】
　フィルム部材３０は、不図示の離型紙の表面に樹脂層と、接着剤層とが層状に形成され
てなり、これをファスナーテープ２０のテープ部材の表面２２に押圧し、離型紙から樹脂
層及び接着剤層が剥離して、ファスナーテープ２０のテープ部材の表面２２に固着される
。なお、接着剤層に換えて熱溶着剤層であってもよい。熱溶着剤層は加熱することで溶融
し、ファスナーテープ２０のテープ部材の表面に固着される。
【００１９】
　このようなフィルム部材は、例えば、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリプロピレン、
ポリビニルクロライドなどの液状樹脂を、表面に略矩形状の単位パターンの凹凸が連続形
成された離型紙に塗布して固化させた後、更にその上に熱溶着剤や接着剤などを塗布する
ことで製作可能である。この場合、離型紙に塗布した液状樹脂が固化することでフィルム
部材３０となる。
【００２０】
　また、パイソン柄の模様２６に同調した凹凸形状３１は、外周面に凹凸形状３１が形成
されたローラを透明シートに加圧しながら転動させたり、透明シートにレーザを照射して
レーザ加工することでも製作可能である。
【００２１】
　フィルム部材３０は、パイソン柄の模様２６を有するファスナーテープ２０の表面２２
に熱溶着や接着などにより固着することで、フィルム部材３０を透過してパイソン柄の模
様２６を視認することができ、且つ表面に凹凸を有する本物のパイソン革に近い立体感の
ある質感が得られる。
【００２２】
　図１に示すように、コイル状ファスナーエレメント４０は、例えば、ポリアミドあるい
はポリエステルのモノフィラメントをコイル状に捲回して形成され、内部に芯紐４３を挿
通してテープ側縁部２１に沿い、ファスナーテープ２０の裏面２３（模様２６が印刷され
ていない側）に縫着糸４４によって縫着して固定される。または、ファスナーテープ２０
のテープ部材の織製、編製と同時にモノフィラメントをコイル状に捲回して織り込み、あ
るいは編み込んで固定される。
【００２３】
　本実施形態のスライドファスナー１０は、左右一対のファスナーテープ２０のテープ側
縁部２１に沿い、ファスナーテープ２０の裏面２３に左右一対のコイル状ファスナーエレ
メント４０を縫着し、左右一対のコイル状ファスナーエレメント４０が噛合した状態で、
一対のファスナーテープ２０の表面２２の全面に亘ってパイソン柄の模様２６を同時に印
刷する。
【００２４】
　次いで、一対のファスナーテープ２０の表面２２に、左右一対のファスナーテープ２０
の幅と同じ幅を有する広幅の１枚のフィルム部材３０を熱溶着や接着などによりパイソン
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柄の模様２６に上に固着した後、一対のファスナーテープ２０のテープ側縁部２１の中間
にて、テープ側縁部２１に沿ってフィルム部材３０を切断することにより製作される。
【００２５】
　以上説明したように、本実施形態のスライドファスナー１０によれば、表面２２に模様
２６、２７が形成されたファスナーテープ２０と、表面に凹凸形状３１、３３が設けられ
、ファスナーテープ２０の模様２６、２７を視認可能にファスナーテープ２０に固着され
たフィルム部材３０と、を備え、ファスナーテープ２０の模様２６、２７及びフィルム部
材３０の凹凸形状３１、３３は、パイソン革の模様及び凹凸形状にそれぞれ関連付けされ
ており、且つ、ファスナーテープ２０の長手方向に亘ってそれぞれ連続形成されているの
で、ファスナーテープ２０に形成されたパイソン柄の模様２６に特有の質感のある装飾と
することができ、スライドファスナー１０の商品価値が向上する。
【００２６】
　また、本考案のスライドファスナー１０によれば、ファスナーテープ２０の模様２６及
びフィルム部材３０の凹凸形状３１は、長さが異なる対角線ｖ１、ｖ２、ｖ３、ｖ４を有
する略矩形状の複数の単位パターン２５、３５をそれぞれ備え、模様２６及び凹凸形状３
１は、対角線のうち長い方の対角線ｖ１、ｖ３がファスナーテープ２０の長手方向に沿っ
て配置された状態で、ファスナーテープ２０の長手方向に亘ってそれぞれ連続形成されて
いるので、パイソン革と同様の質感のある装飾が施されたスライドファスナー１０が得ら
れ、スライドファスナー１０の商品価値を高めることができる。
【００２７】
　なお、本考案は上記実施形態に例示したものに限定されるものではなく、本考案の要旨
を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
　例えば、上記実施形態では、パイソン柄について述べたが、これに限定されず、例えば
、ワニ柄や、オーストリッチ柄などの動物の革の模様及び凹凸形状を有するものであって
もよい。
【００２８】
　具体的に、図３では、他の一例として、ワニ柄が例示される。図３（ａ）に示すように
、ワニ柄模様２７は、略矩形形状の単位パターン２８が、左右一対のファスナーテープ２
０の表面２２の全面に亘って連続して形成されている。また、フィルム部材３０には、図
３（ｂ）に示すように、その表面側にワニ柄模様２７と同調した略矩形形状の多数の単位
パターン３４からなる凹凸形状３３が形成されている。
【００２９】
　従って、フィルム部材３０は、ワニ柄模様２７を有するファスナーテープ２０の表面２
２に熱溶着や接着などにより固着することで、フィルム部材３０を透過してファスナーテ
ープ２０に形成されたワニ柄模様２７を視認することができ、且つ表面に凹凸を有するの
で、本物のワニ革に近い立体感のある質感が得られる。
【００３０】
　また、模様は動物の革に限らず、織製されたテープ部材の表面に、繊維を平織り又は綾
織りにより織編したときにできる模様を印刷することで形成される織物の模様にしてもよ
い。また、竹ひごを編んだときにできる模様をテープ部材の表面に印刷し、その模様に同
期するように、フィルム部材の表面に凹凸形状を形成することもできる。
　また、図４に表すように、テープ部材の表面に木目の模様５０を付け、左右一対のファ
スナーテープ２０の表面２２（木目の模様５０が印刷された側の面）に、熱溶着、接着な
どによってフィルム部材３０が取り付けられ、そのフィルム部材３０の表面には、木目の
模様５０に同調した凹凸形状６０が施されている。この場合、木目の模様５０は、相対的
に明るい部分と暗い部分とで構成され、凹凸形状６０は、相対的に明るい部分を凹部、相
対的に暗い部分を凸部とすることで形成される。
【００３１】
　また、図５に表すように、テープ部材の表面に石張りの模様５１を付け、左右一対のフ
ァスナーテープ２０の表面２２（石張りの模様５１が印刷された側の面）に、熱溶着、接
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張りの模様５１に同調した凹凸形状６１が施されている。ここで、石張りの模様５１とは
、複数の石を隙間が埋まるように並べた状態を表した模様である。この石にあたる部分が
石張りの模様の単位パターン５２であり、その石の模様に同調した凹凸のうち、石にあた
る凸部が凹凸形状６１の単位パターン６２である。なお、石張りの模様には、図５のよう
な模様の他に、石の模様が長方形としてレンガを並べたような模様にすることもできる。
この場合には、凹凸形状も長方形となる。
【００３２】
　また、本実施形態のスライドファスナー１０によれば、模様及び凹凸形状は、動物の革
に限らず、前記織編することで形成される織物の模様にそれぞれ関連付けされてもよく、
即ち、所望の対象物の模様及び凹凸形状に関連付けられることで、本物の対象物と同様の
質感のある装飾が施されたスライドファスナーが得られる。
【符号の説明】
【００３３】
１０　スライドファスナー
２０　ファスナーテープ
２１　テープ側縁部
２２　表面
２５、２８、３４、３５、５２、６２　単位パターン
２６、２７、５０、５１　模様
３０　フィルム部材
３１、３３、６０、６１　凹凸形状
４０   　コイル状ファスナーエレメント（ファスナーエレメント列）
４２   　スライダー

【図１】
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