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(57)【要約】
　スライドファスナー（１）が一対のストリンガー（１
０）を備え、上記ストリンガーはそれぞれ、反対方向に
面する第１および第２の面（１１ａ，１１ｂ）と外側お
よび内側長手縁（１１ｃ，１１ｄ）を有する可撓性テー
プ（１１）と、上記テープ（１１）の上記第１の面（１
１ａ）に取り付けられており、もう一方のストリンガー
（１０）の前記テープ（１１）の対応する結合エレメン
ト（１３）と係合するための結合エレメント（１３）と
、を備えている。
　上記結合エレメント（１３）の分離状態において、前
記ストリンガー（１０）の内側長手縁部分（１０ａ）が
、上記結合エレメント（１３）が互いに係合したときに
上記ストリンガー（１０）の上記内側長手縁部分（１０
ａ）が実質的に重なり合った状態で互いに係合するよう
な範囲まで、それぞれの上記結合エレメント（１３）を
越えてもう一方のストリンガー（１０）の方へ突出する
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のストリンガー（１０）を備えているスライドファスナー（１）であって、前記ス
トリンガーはそれぞれ、
　反対方向に面する第１および第２の面（１１ａ、１１ｂ）と、外側および内側長手縁（
１１ｃ、１１ｄ）と、を有する可撓性テープ（１１）と、
　前記テープ（１１）の前記第１の面（１１ａ）に取り付けられており、もう一方のスト
リンガー（１０）の前記テープ（１１）の対応する結合エレメント（１３）と係合するた
めの結合エレメント（１３）と、を備えており、
　前記結合エレメント（１３）の分離状態において、前記ストリンガー（１０）の内側長
手縁部分（１０ａ）が、前記ストリンガー（１０）の前記結合エレメント（１３）が互い
に係合したときに前記ストリンガー（１０）の前記内側長手縁部分（１０ａ）が実質的に
重なり合う状態で互いに係合するような範囲まで、それぞれの前記結合エレメント（１３
）を越えてもう一方のストリンガー（１０）の方へ突出することを特徴とするスライドフ
ァスナー。
【請求項２】
　前記重なり合う状態で、前記ストリンガー（１０）の前記内側長手縁部分（１０ａ）が
、前記ストリンガー（１０）と基本的に平行な平面（Ａ－Ａ）に沿って重ねられる、請求
項１に記載のスライドファスナー。
【請求項３】
　前記重なり合う状態で、前記ストリンガー（１０）の前記内側長手縁部分（１０ａ）が
、前記ストリンガー（１０）と基本的に直交する平面（Ｂ－Ｂ）内で互いに当接する、請
求項１に記載のスライドファスナー。
【請求項４】
　各ストリンガー（１０）が、前記テープ（１１）の前記第１の面（１１ａ）上に、水密
材料からなるコーティング（１２）を備える、前記各請求項のいずれか一項に記載のスラ
イドファスナー。
【請求項５】
　水密材料の追加コーティング（１５）が、各テープ（１１）の前記第２の面（１１ｂ）
に設けられる、請求項４に記載のスライドファスナー。
【請求項６】
　前記重なり合う状態で、一方のテープ（１１）の前記第１の面（１１ａ）上の前記水密
コーティング（１２）が、もう一方のテープ（１１）の前記第２の面（１１ｂ）上に設け
られた前記追加水密コーティング（１５）上に重ねられる、請求項２および５に記載のス
ライドファスナー。
【請求項７】
　前記ストリンガー（１０）の前記内側長手縁部分（１０ａ）の前記重なり合う状態で、
一方のテープ（１１）の前記水密コーティング（１２）が、もう一方のテープ（１１）の
前記水密コーティング（１２）に当接する、請求項３および４に記載のスライドファスナ
ー。
【請求項８】
　前記テープ（１１）の前記内側長手縁（１１ｄ）が、傾斜した端部表面を有する、請求
項２に記載のスライドファスナー。
【請求項９】
　各テープ（１１）の前記第１の面（１１ａ）上の前記水密コーティング（１２）が、前
記対応するテープ（１１）の前記内側長手縁（１１ｄ）を越えて突出する、請求項４また
は請求項５に記載のスライドファスナー。
【請求項１０】
　前記テープ（１１）の前記内側長手縁（１１ｄ）が、擦り切れないように封止されてい
る、前記各請求項のいずれか一項に記載のスライドファスナー。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はスライドファスナーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術のスライドファスナーのあるタイプは、一対のストリンガーを備え、上記スト
リンガーはそれぞれ、反対方向に面する第１および第２の面と長手方向外側および内側の
縁を有する可撓性テープと、上記テープの上記第１の面に取り付けられた、もう一方のス
トリンガーのテープの第１の面上に設けられた対応する結合エレメントと係合するための
結合エレメントとを備える。
【０００３】
　かかる従来のスライドファスナーでは、連続的なコイル状の結合エレメントがストリン
ガーテープの一方の面に取り付けられる。かかるファスナーの閉じた状態では、テープは
ただ並置されるだけで、その間にある間隙は目に触れる状態のままになっており、美的観
点から生じ得る問題を抱えている。この間隙は、少なくともある程度の水密性が望まれる
、または必要とされる特定の用途で問題になることもある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、従来技術のスライドファスナーがもつ制約および不便さを克服できる
ようにする、先に定義した種類の改良型のスライドファスナーを提供することである。
【０００５】
　上記およびその他の目的は、本発明によると、初めに定義した種類のスライドファスナ
ーが、上記結合エレメントの分離状態において、上記ストリンガーの内側長手縁部分が、
上記結合エレメントが互いに係合したときに上記ストリンガーの上記内側長手縁部分が実
質的に重なり合う状態で互いに係合するような範囲まで、それぞれの上記結合エレメント
を越えてもう一方のストリンガーの方へ突出することを特徴とすることによって実現され
る。
【０００６】
　ある実施形態では、上記重なり合う状態で、上記ストリンガーの上記内側長手縁部分が
、上記ストリンガーと基本的に平行な平面内で互いに重ねられる。
【０００７】
　他の実施形態では、上記重なり合う状態で、上記ストリンガーの上記内側長手縁部分が
、上記ストリンガーと基本的に直交する平面内で互いに当接する。
【０００８】
　ある実施形態では、特にポリマー材料（ポリウレタンなど）からなる水密コーティング
が、上記テープの上記第１の面に適用される。
【０００９】
　本発明の他の態様によると、水密材料、特にポリマー材料からなる追加コーティングを
、上記テープの第２の面に設けることができる。
【００１０】
　一実施形態では、上記配置が、上記で定義した重なり合う状態で、一方のテープの上記
第１の面上の上記水密コーティングが、もう一方のテープの上記第２の面上に設けられた
上記追加水密コーティングに重ねられるようなものになっている。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　本発明の他の特徴および利点は、単なる例として示す非限定的な以下の説明から、各図
面を参照して明らかになるであろう。
　図１は、本発明によるスライドファスナーのストリンガーの概略横断面図であり、部分
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的に重なり合う第１の状態にあるストリンガーを示している。
　図２は、図１に例示されているストリンガーの概略横断面図であり、第２の重なり合う
状態にあるストリンガーを示している。
　図３～５は、本発明によるスライドファスナーのためのストリンガーを製造する方法の
連続するステップを示している概略横断面図である。
　図６および７は、それぞれ開放状態、閉じた状態にある、本発明による別のファスナー
を示している概略横断面図である。
　図８は、代替実施形態を示している概略横断面図である。
　図９は、重なり合う使用状態にある図８のストリンガーを示している横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１および２に、本発明によるスライドファスナーが全体的に１で示されている。スラ
イドファスナー１の上下や左右の方向は、図１を基準とする。上側とは図１の紙面に対し
て上側、下側とは図１の紙面に対して下側、右側とは図１の紙面に対して右側、左側とは
図１の紙面に対して左側とする。また、長手方向とは、図１の紙面に対して直交する方向
である。
【００１３】
　スライドファスナー１は、互いに実質的に鏡像になっている左右一対のファスナースト
リンガー１０を備え、この左右一対のファスナーストリンガー１０は、Ａ－Ａで示される
全般的な平面内に位置している。この平面Ａ－Ａは、ストリンガー（１０）と基本的に平
行な平面である。
【００１４】
　各ストリンガー１０は可撓性を有した布地を備える。布地としては、１２～１６ｍｍの
細幅のテープが好ましいが、衣料品、袋、カバー等の物品を形作る布地そのものであって
もよい。以下の説明では、布地の例としてテープ１１を具体的に説明する。テープ１１は
、反対方向に面する第１および第２の面１１ａ、１１ｂと、長手方向に延びる外側および
内側の縁１１ｃ、１１ｄを有する。図示例によれば、第１の面１１ａはテープ１１の下側
に位置し、第２の面１１ｂはテープ１１の上側に位置する。内側の縁１１ｄとは、他方の
テープ１１に対して近い側の縁である。外側の縁１１ｃとは、内側の縁１１ｄの反対側に
位置し、他方のテープ１１に対して遠い側の縁である。
【００１５】
　テープ１１は、織る、編む、または不織布や積層材で製造することなどができる。
【００１６】
　水密材料のコーティング層１２を、各テープ１１の第１の面１１ａに設けることができ
る。
【００１７】
　かかるコーティングはポリマー材料で都合の良いように製造でき、それぞれのテープ上
に積層させることができる。
【００１８】
　代替方法として、コーティング１２を、例えばプラズマ溶射法などのその他周知の方法
でテープ１１の第１の面１１ａ上に適用することもできる。
【００１９】
　テープ１１は例えば約０．３ｍｍの厚みを有することができ、場合によりそこに適用さ
れるコーティング層１２は全般にそれよりはるかに薄く、その厚みは例えば約０．０５ｍ
ｍである。
【００２０】
　コーティング層１２を場合により備えるテープ１１のその同じ第１の面１１ａに、それ
自体周知の種類のそれぞれの結合エレメント１３が、例えば縫い合わせなどによって取り
付けられる。
【００２１】
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　結合エレメント１３は特に、糸１４によってテープ１１にしっかりと縫い合わされる連
続的なコイル状の結合エレメントである。左右の結合エレメントは、互いに結合または分
離する。図示例では、結合エレメント１３がテープ１１の下側に配置されている。
【００２２】
　図４に、結合エレメント１３の開放状態すなわち互いに分離した状態を例示する、上記
で説明したスライドファスナーが示されている。
【００２３】
　この図から分かるように、スライドファスナー１の開放状態では、ストリンガー１０の
長手方向内側の縁部分１０ａが、左右方向において、それぞれの結合エレメント１３を越
えてもう一方のストリンガーの方へ突出する。
【００２４】
　ストリンガー１０の上記縁部分１０ａがそれぞれの結合エレメント１３を越えて延びる
範囲は、エレメント１３が図１および２に示されているように互いに係合したときに縁部
分１０ａが実質的に重なり合う状態で互いに係合するようなものになっている。
【００２５】
　図１を再び参照すると、上述の重なり合う状態において、ストリンガー１０の長手方向
の縁部分１０ａを、ストリンガー１０と基本的に平行な平面に沿って互いに単純に重ねる
ことができる。すなわち、各ストリンガー１０の長手方向の縁部分１０ａは、上下方向に
向かい合っている。
【００２６】
　図２を参照すると、上記の重なり合う状態において、ストリンガー１０の長手方向内側
の縁部分１０ａを、ストリンガー１０の平面Ａ－Ａと基本的に直交する平面Ｂ－Ｂ内で互
いに当接させることができる。すなわち、各ストリンガー１０の長手方向の縁部分１０ａ
は、左右方向に向かい合っている。
【００２７】
　周知の設計の従来のスライダ（図示せず）に対し、ストリンガー１０の縁部分１０ａは
図１に示されているようにいっそう重なり合いやすくなっているが、所望に応じて、その
ようなスライダは、ストリンガーの縁部分１０ａを図２に示すように重なり合わせて配置
することは容易である。
【００２８】
　ただし、様々なパラメータによっては、ならびに特に瞬間的な使用状態では、同じファ
スナーが閉じた状態で、図１に示されている構成を帯びることも、図２に示されている構
成を帯びることもある。
【００２９】
　上述の構成では両方とも、閉じた状態で、ストリンガーテープ１１がそれぞれのコーテ
ィング層１２を備える場合は特に、スライドファスナー１は実質的に水密になる。
【００３０】
　図１に示されている構成では、上側のストリンガーの水密コーティング１２が下側のス
トリンガーのテープ１１に当接し、ファスナーの上から下への水の浸入を妨げ、その逆も
同様に妨げるが、図２に示されている構成では、２つのストリンガーの水密コーティング
層１２が２つのシールリップのように互いに当接し、スライドファスナーの特に上から下
への水の浸入を妨げる。
【００３１】
　いずれにしても、コーティング層１２が無い場合であっても、本発明によるスライドフ
ァスナー１は、そのストリンガーの長手方向内側の縁部分の重なり合いにより一定の水密
性が実現する。
【００３２】
　ストリンガー１０の長手方向内側の縁部分１０ａがそれぞれの結合エレメント１３を越
えて突出する範囲は、使用時にストリンガー１０が互いを引き離す傾向を有する引っ張り
応力を受けたときにも図１または図２の重なり合う状態がやはり維持されるようなサイズ
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にすることができる。
【００３３】
　図５に、水密材料、特にポリマー材料の追加コーティング層１５がテープ１１の第２の
面１１ｂに設けられた派生形態が示されている。
【００３４】
　この場合、この配置は、図１に関して上記で説明した重なり合う状態において、一方の
テープ１１の第１の面１１ａにおける水密コーティング１２が、もう一方のテープ１１の
第２の面１１ｂに設けられた追加水密コーティング１５上に重ねられるようになっている
。
【００３５】
　かかる構成により、スライドファスナー１が閉じたときに水密効果が高まる。
【００３６】
　追加コーティング層１５の厚みは層１２と同程度であると好都合である。
【００３７】
　上述のスライドファスナー１は、次に特に図３～５を参照して明らかになる方法で製造
することができる。
【００３８】
　図３に示されている第１のステップでは、テープ１１がそれぞれ、所望であればその水
密コーティング層１２を備えている。
【００３９】
　これは、例えばラミネート加工やプラズマ溶射など周知の技法のいずれかで実現するこ
とができる。
【００４０】
　これに関して、スライダがスライドファスナーの開閉時に繰り返し使用されることによ
って使用中引き起こされる擦り切れからテープ１１を保護するために、テープ１１の加工
時にその内側長手縁１１ｄを封止できると好都合であることに留意されたい。
【００４１】
　テープ１１が溶融可能な糸または布地を備え、かつ／または１つまたは複数のポリマー
フィルムを備えている場合は、その内側長手縁１１ｄを例えばソニックブレードなどによ
って封止することができる。
【００４２】
　図４に示されているように、その後の方法ステップで、水密コーティング１２を場合に
より備えている左右のテープ１１のそれぞれの面に、一対の結合エレメント１３が取り付
けられる。
【００４３】
　結合エレメント１３は、その外側縁１１ｃからそれぞれの距離のところで、テープ１１
に取り付けられる。
【００４４】
　その後のステップで、所望の場合、図５に示されているように、テープ１１の第２の面
１１ｂに水密材料からなる追加コーティング層１５が適用される。
【００４５】
　かかる追加コーティング層１５は全耐水効果に寄与し、特に、結合エレメント１３がス
トリンガー１０に取り付けられる縫い目を通過する水の漏れを防止する。
【００４６】
　テープ１１の最も内側の縁１１ｄは、図６に示されているように傾斜させることができ
るが、少なくとも互いに実質的に平行になっている。
【００４７】
　かかる傾斜させた裁断の結果、得られたストリンガー１０の長手方向内側の縁部分１０
ａは、スライドファスナー１が閉じたときに図７に示されている形でより重なり合いやす
くなる。この形は、図１に関して上記で説明したのと同じ種類の重なり合う構成に実質的
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【００４８】
　ストリンガー１０は、スライドファスナーにとって典型的であるスライダ、エンドスト
ップなどの通常の付属品を備えることができる。
【００４９】
　図８および９に他の実施形態が示されている。
【００５０】
　これらの図では、前述の図に関してすでに説明した部品および構成部品は、前に使用し
た同じ参照番号にやはり割り当てられている。
【００５１】
　図８および９による実施形態では、各テープ１１の第１の面１１ａに設けられた水密コ
ーティング１２が内側の縁部分１２aを有し、内側の縁部分１２aは対応するテープ１１の
内側の縁１１ｄを越えて突出する。さらに、この配置は、図９に示されているファスナー
１の閉じた状態で、基本的にコーティング層１２の上記内側の縁部分１２ａだけが互いに
重なり合い、したがってスライドファスナーの一方の面からもう一方の面への水の浸入を
防止する二重の障壁を形成する。
【００５２】
　本発明によるスライドファスナーは、結合エレメント１３が下側の方を向くように、あ
るいは好ましい場合は上側の方を向くように、衣料品またはその他の物品の部品に取り付
けることができる。
【００５３】
　上記の前者の事例では、スライドファスナーを閉じると、結合エレメントが衣料品また
はその他の物品の部品の外観からほとんど識別できなくなる。
【００５４】
　当然ながら、本発明の原理はそのままで、様々な派生形態および変更形態を、添付の特
許請求の範囲で最終的に定義される本発明の範囲から逸脱することなく当業者は想定する
ことができる。
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