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(57)【要約】
　【課題】構成部品点数の減少によりコストが低減され
、且つ、自動組立装置等を用いて円滑に且つ効率的に組
み立てを行うことが可能な自動停止機構付スライドファ
スナー用スライダーを提供する。
　【解決手段】本発明は、スライダー胴体(2,72,92) 、
引手(8) 、前記スライダー胴体(2) に固定された引手保
持体(3,73,93) 、前記上翼板(21)上に摺動可能に配され
る摺動部材(4) 、停止爪体(6,88)、前記停止爪体(6,88)
を付勢する停止爪体付勢部(53,86,96)、及び前記摺動部
材(4) を付勢する摺動部材付勢部(54,87,97)とを備え、
前記引手(8) の取り付けが可能な自動停止機構付スライ
ドファスナー用スライダー(1) であって、前記停止爪体
付勢部(53,86,96)と前記摺動部材付勢部(54,87,97)とが
単一の弾性部材(5,75,95) により構成されてなることに
特徴を有する。
　【選択図】図１



(2) JP 2009-106611 A 2009.5.21

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下翼板(21,22) を有するスライダー胴体(2,72,92) と、取付軸部(13)を有する引手(8
) と、前記スライダー胴体(2,72,92) の前記上翼板(21)に片持状に固定され、前記引手(8
) の前記取付軸部(13)を保持する引手保持体(3,73,93) と、前記上翼板(21)上に摺動可能
に配される摺動部材(4) と、前記上翼板(21)に上下揺動可能に配され、前記引手(8) の前
記取付軸部(13)を収容可能な作動凹溝(65,89) を有する停止爪体(6,88)と、前記停止爪体
(6,88)を付勢して同停止爪体(6,88)の一部を前記スライダー胴体(2,72,92) の前記上下翼
板(21,22) 間に形成されたエレメント案内路(24)に突出させる停止爪体付勢部(53,86,96)
と、前記摺動部材(4) を一方の摺動方向に沿って付勢する摺動部材付勢部(54,87,97)とを
備え、前記摺動部材(4) は、前記上翼板(21)と前記引手保持体(3,73,93) の自由端(32)側
との間に形成される間隙(33)を前記引手(8) の前記取付軸部(13)が通過可能に開口する通
過位置と、同取付軸部(13)の通過を遮断する遮断位置との間を摺動し、且つ、前記摺動部
材付勢部(54,87,97)により前記遮断位置に向けて付勢され、同摺動部材(4) を前記摺動部
材付勢部(54,87,97)の付勢に抗して前記通過位置に摺動させることにより、前記引手(8) 
を前記引手保持体(3,73,93) に取り付けることが可能な自動停止機構付スライドファスナ
ー用スライダー(1,71,91) であって、
　前記停止爪体付勢部(53,86,96)と前記摺動部材付勢部(54,87,97)とが単一の弾性部材(5
,75,95) により構成されてなることを特徴とする自動停止機構付スライドファスナー用ス
ライダー。
【請求項２】
　前記引手保持体(3,73)の内面には、前記弾性部材(5,75)の一部を固定する固定部(36a,8
1a) が設けられてなる請求項１記載の自動停止機構付スライドファスナー用スライダー。
【請求項３】
　前記弾性部材は、金属製の第１板ばね部材(5) により構成され、
　前記第１板ばね部材(5) は、その一端部が前記引手保持体(3) 内の固定端(31)側の上面
部に配された前記固定部(36a) に固定され、その中間部が前記引手保持体(3) 内の自由端
(32)側の上面部に配された係着部(36b) に係着されることにより前記引手保持体(3) 内に
保持され、
　前記停止爪体付勢部(53)は、前記固定部(36a) と前記係着部(36b) との間に下凸状に屈
曲して形成された屈曲部を有し、
　前記摺動部材付勢部(54)は、前記係着部(36b) よりも前記第１板ばね部材(5)の他端部
側に、前記係着部(36b) から下方に向けて湾曲した湾曲部と、同湾曲部から前記摺動部材
に向けて連続的に延びて同摺動部材に当接する延在部とを有してなる、
請求項２記載の自動停止機構付スライドファスナー用スライダー。
【請求項４】
　前記弾性部材は、前記停止爪体(88)が一体化された金属製の第２板ばね部材(75)により
構成され、
　前記第２板ばね部材(75)は、その一端部が前記引手保持体(73)内の上面部に配された前
記固定部(81a) に固定されることにより前記引手保持体(73)内に保持され、
　前記停止爪体付勢部(86)は、前記固定部(81a) から断面視にて略Ｕ字状に湾曲したＵ字
状湾曲部と、同Ｕ字状湾曲部から連続的に延在する第１延在部とを有し、
　前記摺動部材付勢部(87)は、前記Ｕ字状湾曲部から分岐して前記摺動部材に向けて延び
、同摺動部材に当接する第２延在部を有し、
　前記停止爪体(88)は、前記停止爪体付勢部(86)の前記第１延在部側の端部から連続的に
設けられてなる、
請求項２記載の自動停止機構付スライドファスナー用スライダー。
【請求項５】
　前記弾性部材は、金属製の第３板ばね部材(95)により構成され、
　前記第３板ばね部材(95)は、前記スライダー胴体(92)に組み付けられた前記停止爪体(6
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) 及び前記摺動部材(4) 上に載置され、同第３板ばね部材(95)の一端部及び中間部が前記
引手保持体(93)内の上面部とそれぞれ接触する第１接触部(98)及び湾曲状の第２接触部(9
9)を有し
　前記停止爪体付勢部(96)は、前記第１及び第２接触部(98,99) 間に下凸状に屈曲して形
成された屈曲部を有し、
　前記摺動部材付勢部(97)は、前記第２接触部よりも前記第３板ばね部材(95)の他端部側
に、前記第２接触部(99)から前記摺動部材(4) に向けて連続的に延びて同摺動部材(4) に
当接する延在部とを有してなる、
請求項１記載の自動停止機構付スライドファスナー用スライダー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、引手保持体が固定されたスライダー胴体に対して引手を後から取り付けるこ
とが可能なスライドファスナー用スライダーに関し、特に、構成部品点数を少なくして組
み立てを容易に行うことが可能なスライドファスナー用スライダーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　衣服や鞄等の開口部を開閉するために、その開口部にはスライドファスナーが取り付け
られている。一般に、このようなスライドファスナーに用いられるスライダーは、案内柱
により所定の間隔をおいて前端側が連結された上下翼板を有するスライダー胴体、スライ
ダーを容易に操作するための摘み部となる引手、及び、スライダー胴体の上翼板との間で
引手を移動及び回動可能に保持する引手保持体の３つの部品により主に構成されている。
【０００３】
　従来のスライドファスナーでは、例えば衣料品や鞄等のメーカー側にて顧客の要求や好
みに容易に対応できるように、色や形態が異なる各種タイプの引手から所望の引手を任意
に選択し、その引手を引手保持体が固定されているスライダー胴体に対して後から取り付
けることが可能なように構成されたスライダーが多く用いられている。またその他に、例
えばスライドファスナーの開閉操作が行われないときに、ファスナーエレメント列に対し
てスライダーの摺動を自動停止させる自動停止機構を備えているスライダーも多用されて
いる。
【０００４】
　更に、例えば実公平４－３２９７４号公報（特許文献１）や特開２００４－１８７９３
５号公報（特許文献２）等には、引手を後から取り付けることが可能であり、且つ、自動
停止機構を備えているスライドファスナー用スライダーが開示されている。特に、前記特
許文献１に記載されているスライダーは、引手が後付けできるだけでなく、引手保持体に
一度取り付けた引手を容易に取り外して交換することが可能なように構成されている。こ
こで、特許文献１のスライダーについて、図２３及び図２４を参照しながら説明する。
【０００５】
　特許文献１のスライダー１００は、軸孔１１５を有する取付片１１６がスライダー胴体
１０１の上翼板上面に立設され、この取付片１１６にピン１１７を用いて、停止爪体１０
３が上下揺動可能に軸支されるとともに、下向き凹状の引手保持体１０２の一端部が外嵌
されて片持状に固着されている。また、スライダー胴体１０１の上翼板には、同上翼板を
上下に貫通した係止窓孔１０４が形成されている。
【０００６】
　停止爪体１０３は、基端部１０３ａと、同基端部１０３ａから後方に延出した２本のア
ーム部１０３ｂと、下側アーム部１０３ｂの先端に形成された係止爪部１０３ｃとを有し
、２本のアーム部１０３ｂの間には、引手１０６の取付軸部１０６ａを収容するための作
動凹溝１０７が形成されている。
【０００７】
　また、停止爪体１０３の基端部下面側には、第１コイルばね１１８がスライダー胴体１
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０１の前端部に形成された小孔内に介装されて配されており、停止爪体１０３は、同第１
コイルばね１１８によって、係止爪部１０３ｃがスライダー胴体１０１の係止窓孔１０４
からエレメント案内路へ突出するように常に付勢されている。
【０００８】
　引手保持体１０２は、左右の壁部の後口側寄りに凹状に形成された退避空間１１１と、
肩口側寄りに凹状に形成された収納空間１１２と、退避空間１１１と収納空間１１２の間
に連続して形成された連続縁部１１３とを有している。また、引手保持体１０２の後口側
の端部とスライダー胴体１０１の上翼板との間には、引手１０６の取付軸部１０６ａが挿
通可能な間隙部１０８が形成されている。
【０００９】
　スライダー胴体１０１の上翼板には、前記間隙部１０８を開閉する開閉部材１０９が後
口側寄りの間隙閉鎖位置と肩口側寄りの間隙開口位置との間を摺動できるように配設され
ている。この開閉部材１０９は、第２コイルばね１２０によって間隙閉鎖位置方向に向け
て常に付勢されている。
【００１０】
　また、開閉部材１０９は上面視にて略Ｕ字状を呈しており、その二股状のアーム部には
、上方に突出した第１閉鎖部１１０と第２閉鎖部１１４とがそれぞれ基端側と先端側に形
成されている。これにより、開閉部材１０９は、開閉部材１０９が付勢されて間隙閉鎖位
置にあるときに、前記間隙部１０８を引手１０６の取付軸部１０６ａが通過できないよう
に第１閉鎖部１１０により閉鎖し、また、引手保持体１０２の連続縁部１１３とスライダ
ー胴体１０１の上翼板との間の間隙を引手１０６の取付軸部１０６ａが通過できないよう
に第２閉鎖部１１４により閉鎖している。
【００１１】
　上述のような構成を有する特許文献１のスライダー１００は、先ずスライダー胴体１０
１に停止爪体１０３、開閉部材１０９、引手保持体１０２などの部品を組み付けて１次組
立体１１９を形成し、その後、得られた１次組立体１１９に対して引手１０６を取り付け
ることによって組み立てられている。
【００１２】
　この場合、引手１０６の取り付けは、図２４に示したように、先ず、引手１０６の取付
軸部１０６ａを前記間隙部１０８内に押し込むことにより、開閉部材１０９を前方の間隙
開口位置まで摺動させ、更に、引手１０６の取付軸部１０６ａを引手保持体１０２の退避
空間１１１内へ移動させる。このとき、引手１０６の取付軸部１０６ａが退避空間１１１
内へ移動すると、開閉部材１０９が第２コイルばね１２０の付勢により、図２４に示した
元の間隙閉鎖位置に戻される。
【００１３】
　次に、引手１０６の取付軸部１０６ａを、引手保持体１０２の退避空間１１１から、開
閉部材１０９の第１及び第２閉鎖部１１０，１１４間に形成された凹部へ移動させ、更に
、スライダー胴体１０１の前方に向けて押し込むことにより、開閉部材１０９を間隙開口
位置まで移動させる。このとき、引手１０６の取付軸部１０６ａは、開閉部材１０９の前
記凹部内に納められた状態で連続縁部１１３の下端を通過して、停止爪体１０３の作動凹
溝１０７内に収容される。
【００１４】
　その後、引手１０６を上方へ移動させて取付軸部１０６ａを引手保持体１０２の収納空
間１１２内へ移動させると、取付軸部１０６ａと開閉部材１０９の第２閉鎖部１１４との
干渉がなくなるため、開閉部材１０９は第２コイルばね１２０の付勢によって図２４の間
隙閉鎖位置へ戻される。これによって引手１０６の取付けが完了し、引手保持体１０２に
保持されるように取り付けられた引手１０６は、開閉部材１０９が第２コイルばね１２０
により間隙閉鎖位置に付勢されていることにより、スライダー１００から自由に抜脱する
ことが防止される。
【００１５】
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　一方、引手１０６が取り付けられた後において、同引手１０６をスライダー１００から
取り外す場合には、開閉部材１０９を指等で間隙閉鎖位置と間隙間口位置との間で摺動さ
せながら引手１０６を上記と逆の手順で移動させる。これにより、引手１０６を容易に取
り外すことができ、またその後、引手１０６とは異なるタイプの引手を新たに取り付ける
ことが可能となる。
【００１６】
　そして、上述のように引手１０６が取り付けられたスライダー１００を操作する場合に
は、引手１０６を摘んで斜め上方向又はスライダー摺動方向に向けて引くことにより、同
引手１０６の取付軸部１０６ａによって停止爪体１０３が第１コイルばね１１８の付勢力
に抗して持ち上げられるため、停止爪体１０３の係止爪部１０３ｃがスライダー胴体１０
１のエレメント案内路から退避する。これにより、ファスナーチェーンに対してスライダ
ー１００を自由に摺動させることができ、エレメント列の噛合又は離脱を容易に行うこと
が可能となる。
【００１７】
　また、スライダー１００を停止させて引手１０６を手放したときには、停止爪体１０３
が第１コイルばね１１８に付勢されて、停止爪体１０３の係止爪部１０３ｃが上翼板の係
止窓孔１０４からエレメント案内路に突出する。これにより、その係止爪部１０３ｃが、
ファスナーチェーンのエレメント間に自動的に挿入されて係合し、スライダーの停止状態
を維持することができる。
【００１８】
　前記特許文献２に記載されているスライダーは、図２５及び図２６に示したように、ス
ライダー胴体２０１と、同スライダー胴体２０１に片持状に固定される引手保持体２０２
と、引手保持体２０２の一端部をスライダー胴体２０１に固定するピン２０３と、スライ
ダー胴体２０１の上翼板２１１に上下揺動可能に配される停止爪体２０４と、同停止爪体
２０４を付勢する板ばね部材２０５とを有する組立体２００に対して、図示しない引手が
取り付けられることにより構成されている。
【００１９】
　この場合、スライダー胴体２０１の上翼板２１１には、同上翼板２１１を上下に貫通し
た係止窓孔２１２と、停止爪体２０４を支持する支持凹溝２１３とが形成されている。停
止爪体２０４は、スライダー胴体２０１の支持凹溝２１３に嵌入する頭部と、同頭部から
二股に分岐して延出した２本のアーム部と、下側アーム部の先端に形成された停止爪２２
１とを有し、２本のアーム部の間には、引手の取付軸部を収容するための作動凹溝２２２
が形成されている。
【００２０】
　板ばね部材２０５は、停止爪体２０４を付勢するために下凸状に屈曲した停止爪体付勢
部２３１を有しており、同停止爪体付勢部２３１を停止爪体２０４の上面に当て付けるこ
とにより、停止爪２２１がスライダー胴体２０１の係止窓孔２１２からエレメント案内路
内に突出するように停止爪体２０４を付勢している。また、板ばね部材２０５の一端部２
２３は、湾曲部を介して折り返され、停止爪体２０４の上側アーム部２１４と上翼板２１
１との間に挿し入れられている。
【００２１】
　このような特許文献２のスライダーにおいて組立体２００に引手を取り付ける場合には
、引手の取付軸部を引手保持体２０２の自由端側とスライダー胴体２０１の上翼板２１１
との間に形成されている間隙に挿入し、同間隙に沿って押し込む。これにより、板ばね部
材２０５の一端部２２３と停止爪体２０４の上側アーム部２１４とが引手の取付軸部によ
り押し上げられて、同取付軸部が停止爪体２０４の作動凹溝２２２内に進入する。更に、
取付軸部が進入して同取付軸部と板ばね部材２０５の一端部２２３との干渉がなくなるこ
とにより、板ばね部材２０５の一端部２２３がその弾性復帰力により元の位置に戻されて
前記間隙が閉鎖される。これにより、引手の取付けが完了する。
【００２２】
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　この特許文献２のスライダーは、前記特許文献１と同様に、引手を摘んでスライダーを
摺動させる場合、停止爪体２０４の作動凹溝２２２内に収容された引手の取付軸部によっ
て停止爪体２０４が板ばね部材２０５の付勢力に抗して持ち上げられる。これにより、停
止爪２２１がエレメント案内路から退避するため、スライダーを自由に摺動させることが
できる。また、スライダーの操作終了後に引手を放すことにより、停止爪体２０４が板ば
ね部材２０５に付勢されて停止爪２２１が係止窓孔２１２からエレメント案内路に突出す
るため、スライダーの停止状態を維持することができる。
【特許文献１】実公平４－３２９７４号公報
【特許文献２】特開２００４－１８７９３５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　スライドファスナー用スライダーでは、スライドファスナーのコストダウンを図るため
に、例えば構成部品の点数を減らすことや、スライダーの組み立て作業を容易にして生産
性を高めること等が求められている。更に現在において、スライダーの組み立ては手作業
によって行われることもあるが、人件費を抑えるために円周方向に回転するターンテーブ
ルを有する自動組立装置等を用いて機械的に行われることが多い。このため、スライダー
の構成を、機械的な流れ作業において組み立て易いように設計することも要望されている
。
【００２４】
　これらの点に関して、前記特許文献１に記載されているスライダー１００では、図２３
にその分解図を示したように、スライダー胴体１０１にその他の構成部品を所定の位置に
順番に嵌め込んで固定することによって組み立てられる。このため、スライダー１００（
１次組立体１１９）の組み立て工程では複雑な作業を求められることが少ない。従って、
例えば手作業によってスライダー１００の組み立てを簡単に行うことができ、また、ター
ンテーブルを有する自動組立装置等を用いた機械的な流れ作業によってもスライダー１０
０の組み立てを円滑に行うことが可能である。
【００２５】
　しかしながら、特許文献１のスライダー１００は、例えば前記特許文献２に記載のスラ
イダーに比べて、より多くの部品を用いて構成されており、しかも、停止爪体１０３や開
閉部材１０９を付勢するための弾性部材として、板ばねよりも高価なコイルバネ１１８，
１２０が用いられている。このため、特許文献１のスライダー１００では、製造コストを
抑えることが難しく、またスライダーを機械的に自動で組み立てる場合に、部品点数の多
さから組立作業の効率化が図れないという問題があった。
【００２６】
　これに対して、前記特許文献２のスライダーは、構成部品の点数が少なく、また、停止
爪体２０４を付勢する弾性部材に板ばね部材２０５が使用されているという利点を有する
。しかしながら、この特許文献２のスライダーの組み立てを行う場合、板ばね部材２０５
の停止爪体付勢部２３１を停止爪体２０４の上面に当て付けるとともに、板ばね部材２０
５の湾曲一端部２２３を停止爪体２０４の上側アーム部２１４と上翼板２１１との間に挿
し入れた状態で停止爪体２０４と板ばね部材２０５とをスライダー胴体２０１に載置し、
更に、停止爪体２０４及び板ばね部材２０５の上に引手保持体２０２を被せて固定すると
いった作業が必要となる。
【００２７】
　即ち、特許文献２のスライダーは、前記特許文献１における摺動部材１０９のようなス
ライダー胴体上を摺動する部材の配設を省略してスライダーの構成部品点数を減少させて
いるため、スライダーの組み立て時に、板ばね部材２０５を停止爪体２０４の上面側から
上側アーム部２１４の下面側に回り込ませるように配置して組み付けるといった極めて煩
雑な組み付け作業が必要となる。
【００２８】
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　従って、特許文献２では、スライダーの構成部品点数は少ないものの、例えばスライダ
ーの組み立てを手作業により行う場合には、生産性を向上させることが困難となる。また
、スライダーの組立作業を自動組立装置等を用いて機械的に行う場合には、装置の構造が
複雑にならざるを得ず、コストダウンを図る上で大きな障害となっていた。
【００２９】
　本発明は上記従来の課題に鑑みてなされたものであって、その具体的な目的は、引手を
後から取り付けることが可能な自動停止機構付スライドファスナー用スライダーにあって
、構成部品点数の減少によりコストが低減され、しかも、自動組立装置等を用いて円滑に
且つ効率的に組み立てを行うことが可能なスライダーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　上記目的を達成するために、本発明により提供される自動停止機構付スライドファスナ
ー用スライダーは、基本的な構成として、上下翼板を有するスライダー胴体と、取付軸部
を有する引手と、前記スライダー胴体の前記上翼板に片持状に固定され、前記引手の前記
取付軸部を保持する引手保持体と、前記上翼板上に摺動可能に配される摺動部材と、前記
上翼板に上下揺動可能に配され、前記引手の前記取付軸部を収容可能な作動凹溝を有する
停止爪体と、前記停止爪体を付勢して同停止爪体の一部を前記スライダー胴体の前記上下
翼板間に形成されたエレメント案内路に突出させる停止爪体付勢部と、前記摺動部材を一
方の摺動方向に沿って付勢する摺動部材付勢部とを備え、前記摺動部材は、前記上翼板と
前記引手保持体の自由端側との間に形成される間隙を前記引手の前記取付軸部が通過可能
に開口する通過位置と、同取付軸部の通過を遮断する遮断位置との間を摺動し、且つ、前
記摺動部材付勢部により前記遮断位置に向けて付勢され、同摺動部材を前記摺動部材付勢
部の付勢に抗して前記通過位置に摺動させることにより、前記引手を前記引手保持体に取
り付けることが可能な自動停止機構付スライドファスナー用スライダーであって、前記停
止爪体付勢部と前記摺動部材付勢部とが単一の弾性部材により構成されてなることを最も
主要な特徴とするものである。
　特に、本発明に係るスライドファスナー用スライダーにおいて、前記引手保持体の内面
には、前記弾性部材の一部を固定する固定部が設けられていることが好ましい。
【００３１】
　また本発明のスライダーにおいて、前記弾性部材は、金属製の第１板ばね部材により構
成され、前記第１板ばね部材は、その一端部が前記引手保持体内の固定端側の上面部に配
された前記固定部に固定され、その中間部が前記引手保持体内の自由端側の上面部に配さ
れた係着部に係着されることにより前記引手保持体内に保持され、前記停止爪体付勢部は
、前記固定部と前記係着部との間に下凸状に屈曲して形成された屈曲部を有し、前記摺動
部材付勢部は、前記係着部よりも前記第１板ばね部材の他端部側に、前記係着部から下方
に向けて湾曲した湾曲部と、同湾曲部から前記摺動部材に向けて連続的に延びて同摺動部
材に当接する延在部とを有していることが好ましい。
【００３２】
　一方、本発明において、前記弾性部材は、前記停止爪体が一体化された金属製の第２板
ばね部材により構成され、前記第２板ばね部材は、その一端部が前記引手保持体内の上面
部に配された前記固定部に固定されることにより前記引手保持体内に保持され、前記停止
爪体付勢部は、前記固定部から断面視にて略Ｕ字状に湾曲したＵ字状湾曲部と、同Ｕ字状
湾曲部から連続的に延在する第１延在部とを有し、前記摺動部材付勢部は、前記Ｕ字状湾
曲部から分岐して前記摺動部材に向けて延び、同摺動部材に当接する第２延在部を有し、
前記停止爪体は、前記停止爪体付勢部の前記第１延在部側の端部から連続的に設けられて
いることも可能である。
【００３３】
　更に、前記弾性部材は、金属製の第３板ばね部材により構成され、前記第３板ばね部材
は、前記スライダー胴体に組み付けられた前記停止爪体及び前記摺動部材上に載置され、
同第３板ばね部材の一端部及び中間部が前記引手保持体内の上面部とそれぞれ接触する第
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１接触部及び湾曲状の第２接触部を有し、前記停止爪体付勢部は、前記第１及び第２接触
部間に下凸状に屈曲して形成された屈曲部を有し、前記摺動部材付勢部は、前記第２接触
部よりも前記第３板ばね部材の他端部側に、前記第２接触部から前記摺動部材に向けて連
続的に延びて同摺動部材に当接する延在部とを有していることも可能である。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明に係る自動停止機構付スライドファスナー用スライダーには１つの弾性部材が配
されており、同弾性部材は、スライダー胴体の上翼板に摺動可能に配された摺動部材を付
勢する摺動部材付勢部と、同上翼板に上下揺動可能に配された停止爪体を付勢する停止爪
体付勢部とを有している。
【００３５】
　このような弾性部材を備える本発明のスライダーは、例えば前記特許文献１のような摺
動部材付勢部と停止爪体付勢部とがそれぞれ別々の弾性部材（コイルスプリング）によっ
て構成されているスライダーに比べて、構成部品点数を少なくして構成することができる
ため、製造コストの低減や組立作業の効率化を容易に図ることができる。
【００３６】
　更に、本発明に係るスライダーは、弾性部材により遮断位置に向けて付勢される摺動部
材を有し、この摺動部材を弾性部材の付勢に抗して通過位置に摺動させることにより、引
手を引手保持体に取り付けることが可能なように構成されている。即ち、本発明では、こ
のような摺動部材を配設した上で構成部品点数の減少を図っているため、例えばスライダ
ーの組み立てを行う際に、弾性部材を摺動部材及び停止爪体の上面側から単純に組み付け
ることにより、弾性部材が摺動部材及び停止爪体を付勢している状態でスライダーを容易
に組み立てることが可能となり、摺動部材を備えない前記特許文献２のスライダーのよう
に弾性部材を停止爪体の上面側から下面側に回り込ませるように組み付ける煩わしい作業
が求められることはない。
【００３７】
　従って、本発明のスライダーは、例えば手作業によって簡単に組み立てることができ、
また、ターンテーブルを有する自動組立装置等を用いた機械的な流れ作業によっても円滑
に且つ効率的に組み立てることができるため、生産性の向上を図ることができる。しかし
て、摺動部材と同摺動部材及び停止爪体を付勢する弾性部材とを配設したことにより、例
えば特許文献２のスライダーに比べてその構成部品点数が多くなったとしても、組み立て
効率や生産性が大幅に向上するため、結果的にコストの削減を図ることができる。
【００３８】
　更に、本発明に係るスライダーは、弾性部材により遮断位置に向けて付勢される摺動部
材を有し、この摺動部材を弾性部材の付勢に抗して通過位置に摺動させることにより、引
手を引手保持体に取り付けることが可能なように構成されている。本発明では、このよう
な摺動部材を有することにより、スライダーの組み立てを行う際に、例えば弾性部材を摺
動部材及び停止爪体の上面側から単純に組み付けることによって、弾性部材が摺動部材及
び停止爪体を付勢している状態でスライダーを容易に組み立てることが可能となる。
【００３９】
　従って、本発明においては、摺動部材を備えない前記特許文献２のスライダーのように
弾性部材を停止爪体の上面側から下面側に回り込ませるように組み付ける煩わしい作業が
求められることはなく、例えば手作業によってスライダーの組み立てを簡単に行うことが
でき、また、ターンテーブルを有する自動組立装置等を用いた機械的な流れ作業によって
も円滑に且つ効率的にスライダーを組み立てることができるため、生産性の向上を図るこ
とができる。
【００４０】
　特に、本発明のスライダーにおいて、前記引手保持体の内面に前記弾性部材の一部を固
定する固定部が設けられている場合、弾性部材を引手保持体内面に予め固定保持した状態
で引手保持体をスライダー胴体に組み付けることによってスライダーを容易に組み立てる
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ことが可能となる。これにより、スライダーの組み立て作業を円滑に安定して行うことで
き、また、弾性部材の取付位置がずれることを防いで弾性部材の組み付け状態を安定させ
ることができるため、組み立て不良の発生防止を図ることができる。
【００４１】
　このような本発明のスライダーにおいて、摺動部材付勢部と停止爪体付勢部とを有する
弾性部材は金属製の第１板ばね部材により構成されている。また、同第１板ばね部材は、
その一端部が引手保持体内の固定端側上面部に配された固定部に固定されるとともに、そ
の中間部が引手保持体内の自由端側上面部に配された係着部に係着されることによって、
引手保持体内に保持されている。
【００４２】
　この第１板ばね部材における停止爪付勢部は、引手保持体の固定部と係着部との間に下
凸状に屈曲して形成された屈曲部を有しており、また、摺動部材付勢部は、係着部から下
方に向けて湾曲した湾曲部と、その湾曲部から摺動部材に向けて連続的に延びて同摺動部
材に当接する延在部とを有している。
【００４３】
　このような形態を有する第１板ばね部材を用いることにより、停止爪付勢部と摺動部材
付勢部とを有する弾性部材を容易に構成することができる。また、同第１板ばね部材を引
手保持体の内面に固定した状態でその引手保持体をスライダー胴体の上翼板に固定するこ
とにより、第１板ばね部材が摺動部材及び停止爪体を付勢している状態に容易に組み付け
られる。
【００４４】
　一方、本発明では、摺動部材付勢部と停止爪体付勢部とを有する弾性部材は、停止爪体
も一体化された金属製の第２板ばね部材により構成されていても良い。この場合、同第２
板ばね部材は、その一端部が引手保持体内の上面部に配された固定部に固定されることに
よって引手保持体内に保持されている。
【００４５】
　この第２板ばね部材における停止爪体付勢部は、固定部から断面視にて略Ｕ字状に湾曲
したＵ字状湾曲部と、同Ｕ字状湾曲部から連続的に延在する第１延在部とを有しており、
また、摺動部材付勢部は、Ｕ字状湾曲部から分岐して摺動部材に向けて延び、同摺動部材
に当接する第２延在部を有している。更に、同第２板ばね部材に一体形成された停止爪体
は、停止爪体付勢部の第１延在部側の端部から連続的に設けられた延設部分によって構成
されており、これにより、停止爪体は停止爪体付勢部により常に付勢された状態となる。
【００４６】
　このような形態を有する第２板ばね部材を用いることによっても、停止爪付勢部と摺動
部材付勢部とを有する弾性部材を容易に構成することができる。また、同第２板ばね部材
を引手保持体の内面に固定した状態でその引手保持体をスライダー胴体の上翼板に固定す
ることにより、第２板ばね部材が摺動部材を付勢している状態に容易に組み付けられる。
【００４７】
　更に、本発明では、摺動部材付勢部と停止爪体付勢部とを有する弾性部材を、引手保持
体に固定保持されずにスライダー胴体に直接組み付けられる金属製の第３板ばね部材によ
り構成されていても良い。この場合、第３板ばね部材は、スライダー胴体に組み付けられ
た停止爪体及び摺動部材上に載置され、同第３板ばね部材の一端部及び中間部が引手保持
体内の上面部とそれぞれ接触する第１接触部及び湾曲状の第２接触部を有している。
【００４８】
　この第３板ばね部材における停止爪体付勢部は、前記第１及び第２接触部間に下凸状に
屈曲して形成された屈曲部を有しており、また、摺動部材付勢部は、湾曲状の第２接触部
から摺動部材に向けて連続的に延びて同摺動部材に当接する延在部とを有している。
【００４９】
　このような形態を有する第３板ばね部材を用いることによっても、停止爪付勢部と摺動
部材付勢部とを有する弾性部材を容易に構成することができる。また、同第３板ばね部材
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を、スライダー胴体に組み付けた停止爪体及び摺動部材上に載置し、更に同スライダー胴
体の上翼板に引手保持体を固定することにより、第３板ばね部材が摺動部材及び停止爪体
を付勢している状態に容易に組み付けられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５０】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、実施例を挙げて図面を参照しながら詳細に
説明する。
【実施例１】
【００５１】
　図１～図１１は、本発明の実施例１に係る自動停止機構付スライドファスナー用スライ
ダーを示している。ここで、図１は同スライドファスナー用スライダーが分解された状態
を示す斜視図であり、図２は同スライダーにおけるスライダー胴体及び引手保持体の前端
部を拡大して示す部分拡大図である。図３は同スライダーが備える引手保持体の縦断面図
である。
【００５２】
　また、図４は引手保持体の横断面図であり、（ａ）は第１板ばね部材を固定保持する前
の引手保持体を示し、（ｂ）は第１板ばね部材を固定保持した後の引手保持体を示してい
る。更に、図５は、引手保持体をスライダー胴体に固定したときの状態を示す要部上面図
であり、図６は、図５に示したＶＩ－ＶＩ線断面図である。更にまた、図７～図１１は、
引手を取り付けるときの手順を説明する断面図である。
【００５３】
　本実施例１に係る自動停止機構付スライドファスナー用スライダー１は、図１に示すよ
うに、スライダー胴体２、引手保持体３、摺動部材４、弾性部材として機能する第１板ば
ね部材５、停止爪体６、及び、引手８の６つの構成部品を用いて形成されている。
【００５４】
　本実施例１のスライダー１において、引手保持体３や停止爪体６は、ステンレスや銅合
金等の金属材料を使用してプレス成形やダイキャスト成形により製造することができる。
一方、スライダー胴体２、摺動部材４、引手８は、アルミニウム合金、亜鉛合金などの金
属材料を使用してダイキャスト成形によって製造することができる。なお、これらの部品
は、金属材料に代えて、それぞれポリアミド、ポリプロピレン、ポリアセタール、ポリブ
チレンテレフタレート等の熱可塑性樹脂や耐摩耗性強化材を添加した熱可塑性樹脂材料な
どを使用して射出成形により製造することも可能である。
【００５５】
　前記スライダー胴体２は、図１や図７等に示すように、上翼板２１と、下翼板２２と、
この上下翼板２１，２２の前端部を連結する案内柱２３とを有しており、上下翼板２１，
２２の左右側部には、左右の上下フランジ２１ａ，２２ａがそれぞれ配されている。この
スライダー胴体２は、上下翼板２１，２２の間にＹ字形のエレメント案内路２４が形成さ
れており、更に、スライダー胴体２の後端には後口が形成され、前方には２つの肩口が左
右に形成されている。
【００５６】
　前記上翼板２１の前部には爪体支持部２７が立設しており、この爪体支持部２７は、停
止爪体６を嵌着可能な間隔をもって離間した左右壁部２７ａ，２７ｂと、これら左右壁部
２７ａ，２７ｂ間に形成され、停止爪体６を上下揺動可能に枢支する枢支凸部２７ｃとを
有している。なお、前記左右壁部２７ａ，２７ｂの外側面には、引手保持体３をスライダ
ー胴体２に組み付ける際に、引手保持体３の後述する左右側壁部３４ａの一部を外面側か
ら押圧して嵌入するための第１固定用凹部１４が設けられている。
【００５７】
　同上翼板２１には、図１及び図２に示したように、引手保持体３の固定端３１を嵌着す
るための嵌着溝部２８が、爪体支持部２７の前方部から左右側方部に渡って形成されてい
る。この嵌着溝部２８は、爪体支持部２７後部の左右側方に配された第１嵌着溝部２８ａ
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と、爪体支持部２７前部の左右側方と爪体支持部２７の前方部とに配され、第１嵌着溝部
２８ａから段部を介して左右方向に幅広に形成された第２嵌着溝部２８ｂとを有している
。
【００５８】
　これらの第１及び第２嵌着溝部２８ａ、２８ｂは、前面側から見たときに、上翼板２１
の上面から下方に所定の深さで凹設された縦溝と、同縦溝の下端から同縦溝に対して左右
外側に向けて直角に延設された横溝とにより形成されている。また、上翼板２１の上面に
は、第１嵌着溝部２８ａの縦溝に沿って左右の隆起部２５が設けられている。
【００５９】
　また本実施例１の上翼板２１において、爪体支持部２７の後方側には、上翼板２１の上
面からエレメント案内路２４に貫通する爪孔３０が形成されている。更に、上翼板２１の
上面側には、同上翼板２１の後端から爪孔３０の左右側方部にかけて凹設され、摺動部材
４を嵌着してスライダー長さ方向に摺動させる摺動部材収容部２９ａと、上翼板２１の後
端部に配され、摺動部材収容部２９ａの底面から突設した左右の突起部２９ｂとが形成さ
れている。
【００６０】
　この場合、前記摺動部材収容部２９ａの左右側壁には、摺動部材４の後述するガイド部
４３を嵌着するガイド部嵌着溝２９ｃが設けられている。また、前記突起部２９ｂは、摺
動部材４を摺動部材収容部２９ａに嵌着した後に、左右の突起部２９ｂの上部をスライダ
ー胴体２の幅方向中央部に向けて押し曲げることにより、摺動部材４のストッパーとして
の役割を果たす。なお、左右の突起部２９ｂの基端部内側には、突起部２９ｂを押し曲げ
易くするために、凹部２９ｄがスライダー前後方向に沿って形成されている。
【００６１】
　前記引手保持体３は下向きに略凹状に湾曲した形状を有しており、その内部には左右側
壁部３４ａと天井部３４ｂとにより囲まれた内部空間が形成されている。この引手保持体
３は、その一端（固定端３１）側が上翼板２１の前部に固定されることにより、スライダ
ー胴体２に対して長さ方向に片持状に取り付けられて、他端（自由端３２）側とスライダ
ー胴体２との間には間隙３３が形成される。
【００６２】
　また、引手保持体３の内側上面には、図３に示したように、第１板ばね部材５の一端部
を固定して保持する固定部３６ａと、第１板ばね部材５の中間部を係着する係着部３６ｂ
とが垂設されている。固定部３６ａと係着部３６ｂとは、それぞれ引手保持体３の前端部
と後部とに配されており、それぞれが二股状の脚部３６ｃを有している。この場合、固定
部３６ａ及び係着部３６ｂは、第１板ばね部材５を保持する前の状態では、図４（ａ）に
示すように、脚部３６ｃが下方にまっすぐに延びた形態を有している。
【００６３】
　そして、固定部３６ａに第１板ばね部材５を固定保持するとともに、係着部３６ｂに第
１板ばね部材５を係着する場合には、第１板ばね部材５が、同第１板ばね部材５の後述す
る孔部５１，５２を固定部３６ａ及び係着部３６ｂの各脚部３６ｃの位置に合わせて引手
保持体３に組み合わせられた状態で、図４（ｂ）に示すように各脚部３６ｃを左右方向に
開脚するように屈曲させる。これにより、引手保持体３の内部空間内に第１板ばね部材５
が安定して装着される。なおこの場合、係着部３６ｂでは、第１板ばね部材５の後述する
停止爪体付勢部５３を円滑に伸縮させるために、第１板ばね部材５がスライダー長手方向
の微小な範囲内で動くことができるように係着されている。
【００６４】
　また、引手保持体３の固定端３１には、スライダー胴体２の嵌着溝部２８に嵌着するフ
ランジ３５が配されている。このフランジ３５は、固定端３１の後部側に配された第１フ
ランジ３５ａと、固定端３１の前部側に配され、左右への突出幅を第１フランジ３５ａよ
りも大きく形成した第２フランジ３５ｂとを有しており、これらの第１及び第２フランジ
３５ａ，３５ｂは、それぞれがスライダー胴体２の上翼板２１に形成した第１及び第２嵌



(12) JP 2009-106611 A 2009.5.21

10

20

30

40

50

着溝部２８ａ，２８ｂの横溝に嵌入可能な寸法で形成されている。
【００６５】
　第１フランジ３５ａの上面には、引手保持体３をスライダー胴体２に組み付けて固定す
る際に、上翼板２１に形成した隆起部２５を上面側から押圧して、上翼板２１の裏面側を
第１フランジ３５ａに嵌着固定するための第２固定用凹部１５が設けられている。第２フ
ランジ３５ｂの上面側には、同第２フランジ３５ｂに隣接して、引手保持体３の左右側壁
部３４ｂから突出した突出部４０が形成されている。
【００６６】
　この突出部４０は、第２フランジ３５ｂに比べて左右方向への突出幅が小さく、スライ
ダー胴体２の上翼板２１に形成した第２嵌着溝部２８ｂの縦溝に嵌入するように形成され
ている。なお、第２フランジ３５ｂ及び突出部４０は、引手保持体３の前端に近づくにつ
れて左右方向への突出幅が漸減するように形成されている。更に、引手保持体３の自由端
３２側の左右側面部には、退避部３７と収容部３８とが、スライダー胴体２に対向して凹
状に形成されており、退避部３７と収容部３８との間には突出縁部３９が配されている。
【００６７】
　前記摺動部材４は、スライダー胴体２の上翼板２１にスライダー長手方向に摺動可能に
嵌着され、また、同摺動部材４が摺動したときに爪孔３０と干渉しないように、平面視に
て略Ｕ字状に形成されている。この摺動部材４の左右側縁部には、上翼板２１の摺動部材
収容部２９ａに形成したガイド部嵌着溝２９ｄに摺動可能に嵌着するガイド部４３が設け
られている。
【００６８】
　また、摺動部材４の二股状のアーム部には、上方に向けて凸状に形成された基端側の第
１遮断部４１と先端側の第２遮断部４２とが配されている。本実施例１では、このような
摺動部材４が上翼板２１に摺動可能に配されていることにより、後述するように引手８の
取り付けを円滑に行うことが可能となる。
【００６９】
　前記第１板ばね部材５は、ステンレス鋼などの連続する長尺な金属製板材から所定形状
の金属片を打ち抜き、その得られた金属片に曲げ加工を施すことによって形成されている
。この第１板ばね部材５には、その一端部と中間部とにそれぞれ孔部５１，５２が形成さ
れており、これらの孔部５１，５２間には、下凸状に屈曲した屈曲部を有する停止爪体付
勢部５３が配されている。
【００７０】
　なお、本実施例１において、第１板ばね部材５の一端部に配されている孔部５１は、前
端側に開口した切欠きタイプの孔部に形成されており、中間部に配されている孔部５２は
、周辺が閉じた穴タイプの孔部に形成されている。しかし、本発明はこれに限定されず、
例えば板ばね部材５の一端部に配される孔部を穴タイプに形成することや、中間部に配さ
れる孔部を左右側縁側に開口した切欠きタイプに形成することが可能である。
【００７１】
　また第１板ばね部材５において、中間部に形成した孔部５２から第１板ばね部材５の他
端部側には、孔部５２から下方に向けて湾曲した湾曲部と、同湾曲部から摺動部材４に向
けて連続的に延在する延在部とを有する摺動部材付勢部５４が配されている。更に、第１
板ばね部材５の延在部先端には、同延在部に対して直角に屈曲した屈曲部５５が形成され
ている。これにより、本実施例１のスライダー１を組み立てたときに、第１板ばね部材５
の延在部先端を摺動部材４に引っ掛けて安定して当接させることができる。
【００７２】
　前記停止爪体６は、スライダー胴体２の枢支凸部２７ｃに枢着する枢支凹溝６６が形成
された爪体基部６１と、爪体基部６１から二股に分岐して延設した上側アーム部６２及び
下側アーム部６３と、下側アーム部６３の先端に形成され、スライダー胴体２の爪孔３０
を介してエレメント案内路２４に突出する爪部６４とを有している。また、上下のアーム
部６２，６３間には作動凹溝６５が設けられている。
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【００７３】
　前記引手８は、短冊状板材により構成されている。この引手８の一端側には引手保持体
３が挿入される環状部１１が形成され、この環状部１１から他端側にかけて把手部１２が
形成されている。また、環状部１１の先端部には、円形断面をもつ取付軸部１３が配され
ている。この取付軸部１３の長さは、引手保持体３の幅寸法よりも大きく設定されている
。
【００７４】
　次に、本実施例１の自動停止機構付スライドファスナー用スライダー１を組み立てる手
順について説明する。
　始めに、スライダー胴体２に摺動部材４と停止爪体６とを取り付ける第１組立工程を行
う。この第１組立工程では、摺動部材４のガイド部４３を上翼板２１の摺動部材収容部２
９ａに嵌入し、摺動部材４を上翼板２１の後端側から挿し込んでスライダー胴体２に摺動
可能に嵌着させる。
【００７５】
　その後、摺動部材収容部２９ａの入口側（スライダー後端側）に配した左右の突起部２
９ｂを、スライダー胴体２の幅方向中央部に向けて押し曲げる。このとき、突起部２９ｂ
の基端部内側には凹部２９ｄが形成されているため、突起部２９ｂの押し曲げを容易に行
うことができる。このように突起部２９ｂを押し曲げることにより、摺動部材４がスライ
ダー胴体２の上翼板２１に脱落不能に組み付けられる。更に、同スライダー胴体２の爪体
支持部２７に停止爪体６を上方から嵌入し、停止爪体６の枢支凹溝６６を爪体支持部２７
の枢支凸部２７ｃに係着させることにより、停止爪体６をスライダー胴体２に上下揺動可
能に枢支する。
【００７６】
　また、上述のような第１組立工程を行う一方で、その第１組立工程とは別に、引手保持
体３の内部空間内に第１板ばね部材５を装着させる第２組立工程を行う。この第２組立工
程では、第１板ばね部材５の一端部と中間部とに形成した各孔部５１，５２を、引手保持
体３の固定部３６ａと係着部３６ｂの位置にそれぞれ合わせて第１板ばね部材５を引手保
持体３に組み合わせ、第１板ばね部材５の各孔部５１，５２に固定部３６ａ及び係着部３
６ｂの各脚部３６ｃを挿入する。その後、第１板ばね部材５を引手保持体３に組み合わせ
た状態で固定部３６ａ及び係着部３６ｂの各脚部３６ｃを左右方向に開脚するように屈曲
させる。これにより、引手保持体３の内部空間内に第１板ばね部材５が装着される。
【００７７】
　次に、摺動部材４と停止爪体６とが取り付けられたスライダー胴体２に、第１板ばね部
材５が装着された引手保持体３を固定する第３組立工程を行う。この第３組立工程では、
先ず、引手保持体３のフランジ３５をスライダー胴体２の嵌着溝部２８に嵌着し、固定す
る。具体的には、スライダー胴体２に対して引手保持体３を前方側にずらした状態で引手
保持体３の第１フランジ３５ａをスライダー胴体２の第２嵌着溝部２８ｂに上方から挿入
する。
【００７８】
　続いて、同引手保持体３を嵌着溝部２８に沿って後方にスライドさせることにより、引
手保持体３の第１及び第２フランジ３５ａ，３５ｂをスライダー胴体２の第１及び第２嵌
着溝部２８ａ，２８ｂの横溝にそれぞれ嵌入するとともに、引手保持体３の突出部４０を
スライダー胴体２の第２嵌着溝部２８ｂの縦溝に収容して引手保持体３をスライダー胴体
２に嵌着させる（図５を参照）。
【００７９】
　その後、引手保持体３の固定端３１側の左右側壁部３４ａの一部を、スライダー胴体２
の爪体支持部２７に形成した第１固定用凹部１４に向けて押圧することにより、図６に示
したように、その左右側壁部３４ａの一部を第１固定用凹部１４に嵌着して引手保持体３
を爪体支持部２７に加締め固定する。これにより、引手保持体３の上下方向への引張り力
に対する取付強度を増大させることができる。
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【００８０】
　またこのときに、上翼板２１に形成した隆起部２５を引手保持体３の第１フランジ３５
ａに形成した第２固定用凹部１５に向けて押圧することにより、上翼板２１の裏面側の一
部を第２固定用凹部１５内に入り込むように塑性変形させる。これにより、引手保持体３
の取付強度を更に増大させて、引手保持体３が前後方向（引手保持体３のスライド方向）
へ移動することを防止し、引手保持体３をスライダー胴体２に安定して固定することがで
きる。
【００８１】
　上述のような第３組立工程において第１板ばね部材５が装着された引手保持体３をスラ
イダー胴体２に固定することによって、摺動部材４及び停止爪体６が第１板ばね部材５に
より付勢された状態の１次組立体１０が得られる。このとき、１次組立体１０は、図７に
示したように、スライダー胴体２の爪体支持部２７に枢支されている停止爪体６が、第１
板ばね部材５の停止爪体付勢部５３により下方に向けて付勢されているため、停止爪体６
の爪部６４を爪孔３０からエレメント案内路２４に突出させている。
【００８２】
　また、スライダー胴体２の上翼板２１に摺動可能に嵌着されている摺動部材４は、第１
板ばね部材５の摺動部材付勢部５４により付勢されて、引手保持体３の自由端３２側とス
ライダー胴体２の上翼板２１との間に形成されている間隙３３と、引手保持体３の突出縁
部３９と上翼板２１との間に形成されている間隙とを、摺動部材４の第１遮断部４１及び
第２遮断部４２によって引手８の取付軸部１３が通過できないように狭くした遮断状態に
保持している。このときの摺動部材４の位置を、引手８の取付軸部１３の通過を遮断する
遮断位置とする。
【００８３】
　そして、このような１次組立体１０に引手８を取り付けるためには、先ず、引手８の取
付軸部１３を、１次組立体１０の後端側から前記間隙３３に向けて押し込む。これにより
、摺動部材４が、第１板ばね部材５の摺動部材付勢部５４の付勢力に抗して、上翼板２１
の摺動部材収容部２９ａに沿って前方に摺動し、引手８の取付軸部１３を通過可能に前記
間隙３３が開口する通過位置に移動する。
【００８４】
　従って、引手８の取付軸部１３は、開口した間隙３３を通過し、更に摺動部材４の第１
遮断部４１の後側傾斜面に導かれて、図８に示したように、引手保持体３の退避部３７内
に移動する。そして、引手８の取付軸部１３が退避部３７に移動すると、取付軸部１３に
よって前方に押し込まれていた摺動部材４は、取付軸部１３との干渉が解除されるため、
第１板ばね部材５の摺動部材付勢部５４により付勢されることにより前記遮断位置に戻っ
て前記間隙３３を遮断状態する。
【００８５】
　その後、図９に示したように、引手保持体３の退避部３７に収容されている引手８の取
付軸部１３を下方に移動させて同取付軸部１３を摺動部材４の第１及び第２遮断部４１，
４２間に収容してから、取付軸部１３をスライダー胴体２の前方側に向けて押し込む。
【００８６】
　これにより、摺動部材４が再び上翼板２１の摺動部材収容部２９ａに沿って、第１板ば
ね部材５の付勢力に抗して前方に摺動するため、引手保持体３の突出縁部３９と上翼板２
１との間に形成されている間隙が開口し、その開口した間隙を介して、引手８の取付軸部
１３が、図１０に示したように引手保持体３の退避部３７から収容部３８側に移動する。
このとき、引手８の取付軸部１３は、停止爪体６の上下のアーム部６２，６３間に導かれ
て作動凹溝６５内に収容される。
【００８７】
　そして、引手８の取付軸部１３が引手保持体３の収容部３８内に移動すると、引手８の
取付軸部１３と摺動部材４の第２遮断部４２との干渉がなくなるため、前方に押し込まれ
ていた摺動部材４は、図１１に示したように、第１板ばね部材５の摺動部材付勢部５４に



(15) JP 2009-106611 A 2009.5.21

10

20

30

40

50

より付勢されて前記遮断位置に戻る。
【００８８】
　これにより、引手８の取り付けが完了して、本実施例１のスライドファスナー用スライ
ダー１を得ることができる。このとき、遮断位置に付勢されている摺動部材４は、その第
２遮断部４２により、引手保持体３の突出縁部３９と上翼板２１との間に形成される間隙
を引手８の取付軸部１３が通過できない遮断状態に保持している。このため、引手８の取
付軸部１３が停止爪体６の作動凹溝６５内から抜出することを確実に防止することができ
る。
【００８９】
　一方、本実施例１のスライダー１において、引手８を１次組立体１０から取り外す場合
には、先ず、引手８の取付軸部１３を引手保持体３の収容部３８内に移動させた状態で摺
動部材４を第１板ばね部材５の付勢力に抗して前進させる。続いて、取付軸部１３を摺動
部材４の第１及び第２遮断部４１，４２間に収容し、更に、摺動部材４を遮断位置に向け
て摺動させる。これにより、引手８の取付軸部１３を収容部３８から退避部３７側に移動
させることができる。
【００９０】
　その後、例えば指等で第１板ばね部材５の摺動部材付勢部５４を押圧するとともに、摺
動部材４を通過位置に移動させて引手保持体３の自由端３２側と上翼板２１との間の間隙
３３を開口した状態に保持する。これにより、引手８を容易に取り外すことができ、その
後に前記引手８とは異なるタイプの引手を新たに取り付けることが可能となる。
【００９１】
　以上のように、本実施例１のスライダー１は、１次組立体を組み立てた後から引手８の
取り付けや取り替えを行うことができるとともに、停止爪体６が第１板ばね部材５により
付勢されて爪部６４がエレメント案内路２４に突出することによって、エレメント案内路
２４に挿通したファスナーエレメント列に対してスライダー１の摺動を自動停止させる自
動停止機構を備えている。
【００９２】
　その上、同スライダー１は、摺動部材４を付勢する摺動部材付勢部５４と停止爪体６を
付勢する停止爪体付勢部５３とが単一の第１板ばね部材５により構成されており、コスト
がかかるコイルバネ等が使用されていない。これにより、スライダー１の構成部品点数を
少なくして、製造コストの低減や組立作業の効率化を容易に図ることができる。
【００９３】
　特に本実施例１のスライダー１は、スライダー胴体２に配した爪体支持部２７の枢支凸
部２７ｃに停止爪体６を上下揺動可能に枢支するとともに、第１板ばね部材５が引手保持
体３内に固定保持されて構成されている。このため、本実施例１では、例えば前記特許文
献１のスライダー１００において停止爪体１０３を軸支しているピン１１７の配設も省略
でき、構成部品点数の更なる削減が図られている。
【００９４】
　更に、本実施例１のスライダー１は、摺動部材４が上翼板２１上を摺動可能に配されて
おり、且つ、第１板ばね部材５を固定保持した引手保持体３を上翼板２１に上面側から挿
入して固定することにより、第１板ばね部材５が摺動部材４及び停止爪体６を付勢してい
る状態で組み付けられるように構成されている。
【００９５】
　これにより、スライダー１の組立工程において、スライダー胴体２に対して摺動部材４
、停止爪体６、及び、第１板ばね部材５が固定保持された引手保持体３を所定の位置に順
番に単純に組み付けて固定することによって、スライダー１の組み立てを容易に行うこと
が可能となり、例えば前記特許文献２のように板ばね部材を回り込ませるように組み付け
る複雑で煩わしい組立作業が求められることはない。
【００９６】
　従って、スライダー１は、例えば手作業によって簡単に組み立てることができる。また
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、ターンテーブルを有する自動組立装置等を用いた機械的な流れ作業によってスライダー
１の組み立てを行う場合でも、スライダーを円滑に且つ効率的に組み立てることができる
。このため、スライダー１の生産性を著しく向上させて、スライダーの更なるコストダウ
ンを図ることが可能となる。
【実施例２】
【００９７】
　図１２～図２０は、本発明の実施例２に係る自動停止機構付スライドファスナー用スラ
イダーを示している。ここで、図１２は同スライドファスナー用スライダーが分解された
状態を示す斜視図であり、図１３は同スライダーにおける引手保持体の縦断面図である。
また、図１４は引手保持体の横断面図であり、（ａ）は第２板ばね部材を固定保持する前
の状態を示し、（ｂ）は第２板ばね部材を固定保持した後の状態を示している。
【００９８】
　更に、図１５の（ａ）は同第２板ばね部材の曲げ加工が施される前の状態を示す正面図
であり、（ｂ）は、実施例２における別の例に係る第２板ばね部材の曲げ加工が施される
前の状態を示す正面図である。更にまた、図１６～図２０は、引手を取り付けるときの手
順を説明する断面図である。なお、本実施例２及び後述する実施例３において、前記実施
例１と同様の構成を有する部品及び部材については同じ符号を用いて表しており、それに
よって、その説明を省略することとする。
【００９９】
　本実施例２に係る自動停止機構付スライドファスナー用スライダー７１は、図１２に示
したように、スライダー胴体７２、引手保持体７３、摺動部材４、弾性部材として機能す
る第２板ばね部材７５、及び、引手８の５つの構成部品を用いて形成されている。
【０１００】
　前記スライダー胴体７２は、前記実施例１のスライダー胴体２に形成されている爪体支
持部２７の代わりに、支持部２７’が引手保持体７３をスライダー胴体２に安定して固定
するために上翼板２１に立設されている。この支持部２７’は、左右壁部２７ａ，２７ｂ
と、これら左右壁部２７ａ，２７ｂ間に形成された連結部２７ｄとを有している。更に、
同上翼板２１には、引手保持体７３のフランジ３５を嵌着する嵌着溝部２８が、支持部２
７’の前方部から左右側方部に渡って凹設されている。なお、本実施例２におけるスライ
ダー胴体７２において、支持部２７’以外の構成については前記実施例１と実質的に同様
である。
【０１０１】
　前記引手保持体７３は、図１３に示したように、その内側上面に、第２板ばね部材７５
の一端部を固定して保持する固定部８１ａが配されている。本実施例２における固定部８
１ａは、２組の二股状の脚部８１ｃを有しており、第２板ばね部材７５を保持する前の状
態では、図１４（ａ）に示すように、各脚部８１ｃが下方にまっすぐに延びた形態を有し
ている。なお、本実施例２における引手保持体７３は、固定部８１ａが前記実施例１の引
手保持体７３に配された固定部３６ａ及び係着部３６ｂの代わりに配されていること以外
については、前記実施例１と実質的に同様の構成を有している。
【０１０２】
　前記第２板ばね部材７５は、ステンレス鋼などの連続する長尺な金属製板材から、図１
５（ａ）に示したような形状を有する金属片８２ａを打ち抜き、その得られた金属片８２
ａに曲げ加工を施すことによって形成されている。
【０１０３】
　本実施例２において、第２板ばね部材７５の一端部には、左右方向に突出した突出部８
５ａを有する被固定部８５が設けられている。また、同第２板ばね部材７５には、被固定
部８５から断面視にて略Ｕ字状に湾曲したＵ字状湾曲部及び同Ｕ字状湾曲部から連続的に
延在する第１延在部を備えた停止爪体付勢部８６と、同停止爪体付勢部８６のＵ字状湾曲
部から分岐して摺動部材４に当接する第２延在部を備えた摺動部材付勢部８７とが配され
ている。
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【０１０４】
　更に、本実施例２の第２板ばね部材７５には、停止爪体付勢部８６の第１延在部側の端
部から屈曲部を介して連続的に延設された延設部分によって、停止爪体８８が一体的に形
成されている。この停止爪体８８は、断面が略Ｃ字状を呈する爪体基部８８ａと、爪体基
部８８ａの端部から屈曲して形成された爪部８８ｂとを有しており、爪体基部８８ａの内
側に形成された空間が引手８の取付軸部を収容する作動凹溝８９として機能する。
【０１０５】
　なお本発明において、停止爪体付勢部８６、摺動部材付勢部８７、及び停止爪体８８が
一体化された第２板ばね部材７５は、図１２（ａ）に示した形状の金属片８２ａだけでな
く、図１２（ｂ）に示した形状に打ち抜かれた金属片８２ｂに対して曲げ加工を施すこと
によっても、容易に形成することが可能である。
【０１０６】
　上述のような５つの構成部品を有する本実施例２のスライドファスナー用スライダー７
１は、以下のような手順によって組み立てられる。
　始めに、スライダー胴体７２に摺動部材４を取り付ける第１組立工程を行う。この第１
組立工程では、摺動部材４のガイド部４３を上翼板２１の摺動部材収容部２９ａに嵌入し
、摺動部材４を上翼板２１の後端側から挿し込んでスライダー胴体７２に摺動可能に嵌着
させる。その後、スライダー胴体７２に配した左右の突片部２９ｂを、スライダー胴体７
２の幅方向中央部に向けて押し曲げる。これにより、摺動部材４がスライダー胴体７２の
上翼板２１に脱落不能に組み付けられる。
【０１０７】
　また、上述のような第１組立工程を行う一方で、その第１組立工程とは別に、引手保持
体７３の内部空間内に第２板ばね部材７５を装着させる第２組立工程を行う。この第２組
立工程では、先ず、曲げ加工が施された所定の形状を有する第２板ばね部材７５を引手保
持体７３に組み合わせる。
【０１０８】
　このとき、第２板ばね部材７５の被固定部８５に形成された左右の突出部８５ａの位置
を、引手保持体７３に形成された二組の固定部８１ａ間に合わせて、第２板ばね部材７５
を引手保持体７３に組み合わせる。その後、第２板ばね部材７５を引手保持体７３に組み
合わせた状態で、図１４（ｂ）に示すように固定部８１ａの各脚部８１ｃを内側に向けて
屈曲させることにより、引手保持体７３の内部空間内に第２板ばね部材７５が装着される
。
【０１０９】
　次に、摺動部材４が取り付けられたスライダー胴体７２に、第２板ばね部材７５が装着
された引手保持体７３を固定する第３組立工程を行う。この第３組立工程では、前記実施
例１と同様に、引手保持体３のフランジ３５をスライダー胴体２の嵌着溝部２８に嵌着し
、固定する。即ち、スライダー胴体２に対して引手保持体３を前方側にずらした状態で引
手保持体３の第１フランジ３５ａをスライダー胴体２の第２嵌着溝部２８ｂに上方から挿
入し、更に同引手保持体３を後方にスライドさせることにより、引手保持体３をスライダ
ー胴体２に嵌着させる。その後、引手保持体３の左右側壁部３４ａの一部を爪体支持部２
７の第１固定用凹部１４に向けて押圧し、また、上翼板２１の隆起部２５を引手保持体３
の第２固定用凹部１５に向けて押圧することにより、引手保持体３がスライダー胴体２に
固定される。
【０１１０】
　これにより、引手保持体７３がスライダー胴体７２に安定して組み付けられて、摺動部
材４が第２板ばね部材７５により付勢されている状態の１次組立体９０を得ることができ
る。この場合、第２板ばね部材７５に一体化されている停止爪体８８は、同第２板ばね部
材７５の停止爪体付勢部８６により付勢されて、その爪部８８ｂをスライダー胴体７２の
爪孔３０からエレメント案内路２４に突出させている。
【０１１１】
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　その後、この得られた１次組立体９０に引手８を取り付けるために、図１６に示したよ
うに、引手８の取付軸部１３を、１次組立体９０の後端側から、引手保持体７３の自由端
３２側とスライダー胴体７２の上翼板２１との間に形成されている間隙３３に向けて押し
込む。これにより、摺動部材４が、第２板ばね部材７５の摺動部材付勢部８７の付勢力に
抗して上翼板２１の摺動部材収容部２９に沿って前方に摺動し、引手８の取付軸部１３を
通過可能に前記間隙３３が開口する通過位置に移動する。このため、引手８の取付軸部１
３は、開口した間隙３３を通過し、更に摺動部材４の第１閉鎖部４１の後側傾斜面に導か
れて、引手保持体７３の退避部３７内に移動する（図１７を参照）。
【０１１２】
　そして、引手８の取付軸部１３が退避部３７に移動すると、取付軸部１３によって前方
に押し込まれていた摺動部材４は、取付軸部１３との干渉が解除されるため、第２板ばね
部材７５の摺動部材付勢部８７によって付勢されることにより、前記遮断位置に戻って前
記間隙３３を遮断状態する。
【０１１３】
　その後、図１８に示したように、引手保持体７３の退避部３７に収容されている引手８
の取付軸部１３を下方に移動させて同取付軸部１３を摺動部材４の第１及び第２閉鎖部４
１，４２間に収容し、更に、同取付軸部１３をスライダー胴体７２の前方側に向けて押し
込む。
【０１１４】
　これにより、摺動部材４が再び上翼板２１の摺動部材収容部２９ａに沿って、第２板ば
ね部材７５の付勢力に抗して前方に摺動するため、引手保持体７３の突出縁部３９と上翼
板２１との間に形成されている間隙が開口し、その開口した間隙を介して、引手８の取付
軸部１３が図１９に示したように引手保持体７３の退避部３７から収容部３８側に移動す
るとともに、停止爪体８８の作動凹溝８９内に収容される。
【０１１５】
　そして、引手８の取付軸部１３が引手保持体７３の収容部３８内に移動すると、引手８
の取付軸部１３と摺動部材４の第２閉鎖部４２との干渉がなくなるため、前方に押し込ま
れていた摺動部材４は、図２０に示したように、第２板ばね部材７５の摺動部材付勢部８
７により付勢されて遮断位置に戻る。
【０１１６】
　これにより、引手８の取り付けが完了して、本実施例２のスライドファスナー用スライ
ダー１を得ることができる。このとき、遮断位置に付勢されている摺動部材４は、その第
２遮断部４２により、引手保持体３の突出縁部３９と上翼板２１との間に形成される間隙
を引手８の取付軸部１３が通過できない遮断状態に保持している。このため、引手８の取
付軸部１３が停止爪体８８の作動凹溝８９内から抜出することを防止できる。
【０１１７】
　なお、本実施例２のスライダー７１において、引手８を１次組立体９０から取り外す場
合には、前記実施例１と同様の手順にて、引手８の取付軸部１３を収容部３８から退避部
３７側に移動させる。その後、指等で第２板ばね部材７５の摺動部材付勢部８７を押圧す
るとともに、摺動部材４を通過位置に移動させて引手保持体７３の自由端３２側と上翼板
２１との間の間隙３３を開口した状態に保持する。これにより、引手８を容易に取り外し
て引手８の取り替えを行うことが可能となる。
【０１１８】
　以上のように、本実施例２のスライダー７１は、引手８の取り付けや取り替えを後から
行うことができるとともに、停止爪体８８が第２板ばね部材７５により付勢されて爪部８
８ｂがエレメント案内路２４に突出することによって、エレメント案内路２４に挿通した
ファスナーエレメント列に対してスライダー１の摺動を自動停止させる自動停止機構を備
えている。
【０１１９】
　その上、同スライダー７１は、摺動部材４を付勢する摺動部材付勢部８７と停止爪体８
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８を付勢する停止爪体付勢部８６とが単一の第２板ばね部材７５により構成されており、
且つ、同第２板ばね部材７５には停止爪体８８も一体化されている。このため、スライダ
ー７１の構成部品点数を、前記実施例１のスライダー１よりも更に少なくすることができ
、より効果的に製造コストの低減や組立作業の効率化を図ることができる。
【０１２０】
　更に、本実施例２のスライダー７１は、前記実施例１と同様に、前記特許文献２のスラ
イダー組立時に行われるような複雑で煩わしい組立作業が求められることはなく、手作業
によって簡単に組み立てることができる。また、ターンテーブルを有する自動組立装置等
を用いてスライダー７１の組み立てを行う場合でも、スライダー７１を円滑に且つ効率的
に組み立てることができる。
【実施例３】
【０１２１】
　図２１及び図２２は、本発明の実施例３に係る自動停止機構付スライドファスナー用ス
ライダーを示している。ここで、図２１は同スライドファスナー用スライダーが分解され
た状態を示す斜視図であり、図２２は同スライドファスナー用スライダーの断面図である
。
【０１２２】
　本実施例３に係る自動停止機構付スライドファスナー用スライダー９１は、スライダー
胴体９２、引手保持体９３、摺動部材４、弾性部材として機能する第３板ばね部材９５、
停止爪体６、及び、引手８の６つの構成部品を用いて形成されている。
【０１２３】
　前記スライダー胴体９２は、上翼板２１に立設される爪体支持部２７″の左右壁部２７
ｅ，２７ｆにおける立設高さ（上翼板２１からの高さ）が、前記実施例１のスライダー胴
体２に形成されている爪体支持部２７の左右壁部２７ａ，２７ｂよりも高く設定されてい
る。なお、このスライダー胴体９２における左右壁部２７ｅ，２７ｆ以外の構成について
は、前記実施例１と実質的に同様である。
【０１２４】
　前記引手保持体９３においては、前記実施例１の引手保持体３の内面に配されている固
定部３６ａが排除されており、また、前記実施例１の係着部３６ｂの代わりに、第３板ば
ね部材９５の組み付け状態を安定させるための突起部９３ａが垂設されている。なお、本
実施例３の引手保持体９３における突起部９３ａ以外の構成については、前記実施例１と
実質的に同様である。
【０１２５】
　前記第３板ばね部材９５は、その一端部と湾曲した中間部とに引手保持体９３の内側上
面部と接触する第１及び第２接触部９８，９９とを有している。また、第３板ばね部材９
５の第２接触部９９には、引手保持体９３の突起部９３ａを挿入可能な孔部９９ａが形成
されており、この孔部９９ａと第３板ばね部材９５の一端部との間には屈曲部を有する停
止爪体付勢部９６が配されている。
【０１２６】
　第３板ばね部材９５の他端部側には、湾曲状の第２接触部９９から摺動部材４に向けて
連続的に延び、同摺動部材４に当接する延在部を有する摺動部材付勢部９７が配されてい
る。更に、第３板ばね部材９５の延在部先端には、同延在部に対して直角に屈曲した屈曲
部５５が形成されている。
【０１２７】
　上述のような６つの構成部品を有する本実施例３のスライドファスナー用スライダー９
１は、以下のような手順によって組み立てられる。
　始めに、第１組立工程として、摺動部材４のガイド部４３を上翼板２１の摺動部材収容
部２９ａに嵌入し、摺動部材４を上翼板２１の後端側から挿し込んでスライダー胴体９２
に摺動可能に嵌着させ、その後、スライダー胴体９２に配した左右の突起部２９ｂを押し
曲げる。更に、同スライダー胴体９２の爪体支持部２７″に停止爪体６を上方から嵌入し
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、停止爪体６の枢支凹溝６６を爪体支持部２７″の枢支凸部２７ｃに係着させることによ
り、停止爪体６をスライダー胴体９２に上下揺動可能に枢支する。
【０１２８】
　続いて、第２組立工程として、第３板ばね部材９５を摺動部材４及び停止爪体６の上面
側から挿入し、第３板ばね部材９５の屈曲部よりも先端側を爪体支持部の左右壁部２７ｅ
，２７ｆ間に嵌入するとともに、同第３板ばね部材９５を摺動部材４及び停止爪体６の上
に載置する。
【０１２９】
　次に、第３板ばね部材９５が載置されたスライダー胴体９２に、引手保持体９３を嵌着
して固定する第３組立工程を行う。この第３組立工程において、引手保持体９３を固定す
る方法については、前記実施例１と実質的に同様である。即ち、スライダー胴体９２に対
して引手保持体９３を前方側にずらした状態で引手保持体９３の第１フランジ３５ａをス
ライダー胴体９２の第２嵌着溝部２８ｂに上方から挿入し、同引手保持体９３を嵌着溝部
２８に沿って後方にスライドさせることにより、引手保持体３をスライダー胴体２に嵌着
させる。
【０１３０】
　このとき、第３板ばね部材９５は、その中間部（第２接触部９９）から他端部側が下り
傾斜した状態で載置されているため、引手保持体９３を上述のように上方から挿入してス
ライドさせる際に、引手保持体９３を第３板ばね部材９５に引っ掛からせることなく、ス
ライダー胴体２に円滑に嵌着させることができる。
【０１３１】
　その後、引手保持体９３の固定端３１側の左右側壁部３４ａの一部を、爪体支持部２７
″の第１固定用凹部１４に向けて押圧するとともに、上翼板２１の隆起部２５を引手保持
体９３の第２固定用凹部１５に向けて押圧する。これにより、引手保持体９３がスライダ
ー胴体９２に固定されて、摺動部材４及び停止爪体６が第３板ばね部材９５によって付勢
されている状態の１次組立体を得ることができる。
【０１３２】
　その後、この得られた１次組立体に対して、引手８を前記実施例１及び実施例２と同様
の操作を行って移動させることによって、図２２に示したように引手８を引手保持体９３
に取り付けることができる。なお、同引手８は容易に取り外して引手８の取り替えを行う
ことも可能である。
【０１３３】
　このような第３板ばね部材９５を引手保持体９３に固定しないようなタイプのスライダ
ー９１であれば、前記実施例１及び実施例２のように第１組立工程と第２組立工程とを独
立した別々の工程で行わずに、第１～第３組立工程を上述のように順番に連続的に行うこ
とが可能となるため、スライダー９１をより効率的に組み立てることができ、組立作業の
効率化や生産性の向上をより効果的に達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】本発明の実施例１に係る自動停止機構付スライドファスナー用スライダーが分解
された状態を示す斜視図である。
【図２】同スライダーにおけるスライダー胴体及び引手保持体の前端部を拡大して示す部
分拡大図である。
【図３】同スライダーが備える引手保持体の縦断面図である。
【図４】（ａ）は第１板ばね部材を固定保持する前の引手保持体を示す横断面図であり、
（ｂ）は第１板ばね部材を固定保持した後の引手保持体を示す横断面図である。
【図５】引手保持体をスライダー胴体に固定したときの状態を示す要部上面図である。
【図６】図５に示したＶＩ－ＶＩ線断面図である。
【図７】同スライダーの１次組立体に引手を取り付ける際の１次組立体と引手の状態を示
す縦断面図である。
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【図８】引手の取付軸部により摺動部材を摺動させて、同取付軸部が引手保持体の退避部
に移動した状態を示す縦断面図である。
【図９】同取付軸部が引手保持体の退避部に移動した後、摺動部材が遮断位置に戻った状
態を示す縦断面図である。
【図１０】引手の取付軸部により摺動部材を摺動させて、同取付軸部が引手保持体の収容
部に移動する状態を示す縦断面図である。
【図１１】引手の取付軸部が停止爪体の作動凹溝に収容された状態を示す縦断面図である
。
【図１２】本発明の実施例２に係る自動停止機構付スライドファスナー用スライダーが分
解された状態を示す斜視図である。
【図１３】同スライダーが備える引手保持体の縦断面図である。
【図１４】（ａ）は第２板ばね部材を固定保持する前の引手保持体を示す横断面図であり
、（ｂ）は第２板ばね部材を固定保持した後の引手保持体を示す横断面図である。
【図１５】（ａ）は実施例２の第２板ばね部材における曲げ加工が施される前の状態を示
す模式図であり、（ｂ）は第２板ばね部材の変形例における曲げ加工が施される前の状態
を示す模式図である。
【図１６】同スライダーの１次組立体に引手を取り付ける際の１次組立体と引手の状態を
示す縦断面図である。
【図１７】引手の取付軸部により摺動部材を摺動させて、同取付軸部が引手保持体の退避
部に移動した状態を示す縦断面図である。
【図１８】同取付軸部が引手保持体の退避部に移動した後、摺動部材が遮断位置に戻った
状態を示す縦断面図である。
【図１９】引手の取付軸部により摺動部材を摺動させて、同取付軸部が引手保持体の収容
部に移動する状態を示す縦断面図である。
【図２０】引手の取付軸部が停止爪体の作動凹溝に収容された状態を示す縦断面図である
。
【図２１】本発明の実施例３に係る自動停止機構付スライドファスナー用スライダーが分
解された状態を示す斜視図である。
【図２２】同スライダーが組み立てられたときの状態を示す縦断面図である。
【図２３】従来のスライダーの分解斜視図である。
【図２４】従来のスライダーの１次組立体と引手を示す縦断面図である。
【図２５】従来のスライダーの分解斜視図である。
【図２６】従来のスライダーの１次組立体を示す縦断面図である。
【符号の説明】
【０１３５】
　　１　　　　　　　　自動停止機構付スライドファスナー用スライダー
　　２　　　　　　　　スライダー胴体
　　３　　　　　　　　引手保持体
　　４　　　　　　　　摺動部材
　　５　　　　　　　　第１板ばね部材（弾性部材）
　　６　　　　　　　　停止爪体
　　８　　　　　　　　引手
　１０　　　　　　　　１次組立体
　１１　　　　　　　　環状部
　１２　　　　　　　　把手部
　１３　　　　　　　　取付軸部
　１４　　　　　　　　第１固定用凹部
　１５　　　　　　　　第２固定用凹部
　２１　　　　　　　　上翼板
　２１ａ　　　　　　　上フランジ
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　２２　　　　　　　　下翼板
　２２ａ　　　　　　　下フランジ
　２３　　　　　　　　案内柱
　２４　　　　　　　　エレメント案内路
　２５　　　　　　　　隆起部
　２７　　　　　　　　爪体支持部
　２７’　　　　　　　爪体支持部
　２７″　　　　　　　爪体支持部
　２７ａ　　　　　　　左壁部
　２７ｂ　　　　　　　右壁部
　２７ｃ　　　　　　　枢支凸部
　２７ｄ　　　　　　　連結部
　２７ｅ　　　　　　　左壁部
　２７ｆ　　　　　　　右壁部
　２８　　　　　　　　嵌着溝部
　２８ａ　　　　　　　第１嵌着溝部
　２８ｂ　　　　　　　第２嵌着溝部
　２９ａ　　　　　　　摺動部材収容部
　２９ｂ　　　　　　　突起部
　２９ｃ　　　　　　　ガイド部嵌着溝
　２９ｄ　　　　　　　凹部
　３０　　　　　　　　爪孔
　３１　　　　　　　　固定端
　３２　　　　　　　　自由端
　３３　　　　　　　　間隙
　３４ａ　　　　　　　左右側壁部
　３４ｂ　　　　　　　天井部
　３５　　　　　　　　フランジ
　３５ａ　　　　　　　第１フランジ
　３５ｂ　　　　　　　第２フランジ
　３６ａ　　　　　　　固定部
　３６ｂ　　　　　　　係着部
　３６ｃ　　　　　　　脚部
　３７　　　　　　　　退避部
　３８　　　　　　　　収容部
　３９　　　　　　　　突出縁部
　４０　　　　　　　　突出部
　４１　　　　　　　　第１閉鎖部
　４２　　　　　　　　第２閉鎖部
　４３　　　　　　　　ガイド部
　５１，５２　　　　　孔部
　５３　　　　　　　　停止爪体付勢部
　５４　　　　　　　　摺動部材付勢部
　５５　　　　　　　　屈曲部
　６１　　　　　　　　爪体基部
　６２　　　　　　　　上側アーム部
　６３　　　　　　　　下側アーム部
　６４　　　　　　　　爪部
　６５　　　　　　　　作動凹溝
　６６　　　　　　　　枢支凹溝
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　７１　　　　　　　　自動停止機構付スライドファスナー用スライダー
　７２　　　　　　　　スライダー胴体
　７３　　　　　　　　引手保持体
　７５　　　　　　　　第２板ばね部材（弾性部材）
　８１ａ　　　　　　　固定部
　８１ｃ　　　　　　　脚部
　８２ａ，８２ｂ　　　金属片
　８５　　　　　　　　被固定部
　８５ａ　　　　　　　突出部
　８６　　　　　　　　停止爪体付勢部
　８７　　　　　　　　摺動部材付勢部
　８８　　　　　　　　停止爪体
　８８ａ　　　　　　　爪体基部
　８８ｂ　　　　　　　爪部
　８９　　　　　　　　作動凹溝
　９０　　　　　　　　１次組立体
　９１　　　　　　　　自動停止機構付スライドファスナー用スライダー
　９２　　　　　　　　スライダー胴体
　９３　　　　　　　　引手保持体
　９３ａ　　　　　　　突起部
　９５　　　　　　　　第３板ばね部材
　９６　　　　　　　　停止爪体付勢部
　９７　　　　　　　　摺動部材付勢部
　９８　　　　　　　　第１接触部
　９９　　　　　　　　第２接触部
　９９ａ　　　　　　　孔部
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