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(57)【要約】
【課題】めっき層の割れ、及び導電糸の断線のない発熱
糸、及びこの発熱糸が構成糸の一部として用いられた織
編物を提供する。
【解決手段】絶縁糸と、この絶縁糸に巻き付けられた導
電糸１と、を備え、導電糸１は、絶縁性の芯糸１１と、
この芯糸１１の周面に設けられためっき層１２（銅めっ
き層等）と、を有し、芯糸１１は、初期引張抵抗度が４
．９ＧＰａ以上の高弾性糸（アラミド繊維等）である。
また、めっき層１２の表面に樹脂コーティング層（被覆
層１３、ポリウレタン系樹脂等を用いたコーティング層
）が設けられている、又はめっき層１２が銅めっき層で
あり、この銅めっき層の表面に錫めっき層又はニッケル
めっき層（被覆層１３）が設けられていることが好まし
い。更に、織編物には、前記の発熱糸が構成糸の一部と
して織り込まれている、又は編み込まれている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁糸と、
　前記絶縁糸に巻き付けられた導電糸と、を備える発熱糸であって、
　前記導電糸は、
　絶縁性の芯糸と、
　前記芯糸の周面に設けられためっき層と、を有し、
　前記芯糸は、初期引張抵抗度が４．９ＧＰａ以上の高弾性糸であることを特徴とする発
熱糸。
【請求項２】
　前記めっき層の表面に樹脂コーティング層が設けられている請求項１に記載の発熱糸。
【請求項３】
　前記めっき層が銅めっき層であり、前記銅めっき層の表面に錫めっき層又はニッケルめ
っき層が設けられている請求項１に記載の発熱糸。
【請求項４】
　請求項１乃至３のうちのいずれか１項に記載の発熱糸が織り込まれている、又は編み込
まれていることを特徴とする織編物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発熱糸及びそれを用いた織編物に関する。更に詳しくは、本発明は、特定の
初期引張抵抗度を有する高弾性糸を導電糸の芯糸として用いているため、この導電糸が絶
縁糸の周面に巻き付けられてなる発熱糸が屈曲したとき、及び発熱糸に引張応力が加わっ
たときなどに、芯糸が伸び等の変形を生じ難く、その周面に設けられためっき層が割れた
り、導電糸が断線したりすることのない発熱糸に関する。また、この発熱糸が構成糸の一
部として織り込まれており、又は編み込まれており、ヒータ部材として各種の用途におい
て用いることができる織編物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、各種の面状発熱体が車両用シートのヒータ部材等として用いられている。このよ
うな発熱体として、発熱線と絶縁線とを交互に配置し、縦糸の絶縁線、電極線と交織して
なる発熱シートが知られており（例えば、特許文献１参照。）、この発熱シートでは、合
成繊維の撚糸よりなる絶縁線に、発熱体としてステンレス抵抗発熱線を巻き付けてなる発
熱線が用いられている。また、車両、特に乗用車等のシートでは、表皮材の裏面にヒータ
部材を貼着し、冬期等に乗員を暖めることができるシートが知られている。このようなシ
ートに用いるヒータ部材として、通電により発熱する複数本の導電縦糸と、この導電縦糸
に対して電気絶縁される複数本の非導電横糸とから織成され、導電縦糸が、背もたれ側に
比べて反背もたれ側で密になるように配策されているシートヒータが知られている（例え
ば、特許文献２参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平７－１６１４５６号公報
【特許文献２】特開２００８－６７８５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１に記載された発熱シートでは、発熱体としてステンレス抵抗発熱線
が用いられている。そのため、絶縁線に巻き付けて応力分散を図ったとしても、発熱シー
トが屈曲したとき、及び発熱シートに引張応力が加わったときなどに、発熱体も屈曲し、
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また、引き伸ばされ、発熱体であるステンレス抵抗発熱線が断線することがある。更に、
ステンレス抵抗発熱線と比べて柔軟な発熱体、例えば、ポリエステル繊維等の周面にめっ
き層を形成した発熱体を用いた場合は、引張応力が加わったときなどに、発熱体が伸長し
、めっき層が割れて剥がれてしまうことがある。また、引用文献２に記載されたシートヒ
ータのように、車両用シートに用いられる場合、乗員の乗り降り等にともない、ヒータ部
材には相当に大きな応力が加わる。従って、より断線等が生じ難いヒータ部材であること
が必要とされる。
【０００５】
　本発明は前記の従来の状況に鑑みてなされたものであり、特定の初期引張抵抗度を有す
る高弾性糸を導電糸の芯糸として用いているため、発熱糸が屈曲したとき、及び発熱糸に
引張応力が加わったときなどに、芯糸が伸び難く、その周面に設けられためっき層が割れ
たり、導電糸が断線したりすることのない発熱糸を提供することを課題とする。また、こ
の発熱糸が構成糸の一部として織り込まれており、又は編み込まれており、ヒータ部材と
して有用な織編物を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は以下のとおりである。
　１．絶縁糸と、前記絶縁糸に巻き付けられた導電糸と、を備える発熱糸であって、
　前記導電糸は、絶縁性の芯糸と、前記芯糸の周面に設けられためっき層と、を有し、前
記芯糸は、初期引張抵抗度が４．９ＧＰａ以上の高弾性糸であることを特徴とする発熱糸
。
　２．前記めっき層の表面に樹脂コーティング層が設けられている前記１．に記載の発熱
糸。
　３．前記めっき層が銅めっき層であり、前記銅めっき層の表面に錫めっき層又はニッケ
ルめっき層が設けられている前記１．に記載の発熱糸。
　４．前記１．乃至３．のうちのいずれか１項に記載の発熱糸が織り込まれている、又は
編み込まれていることを特徴とする織編物。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の発熱糸では、導電糸の芯糸として、特定の初期引張抵抗度を有する高弾性糸を
用いており、導電糸の耐屈曲性が高く、且つ長さ方向の強度が大きい。そのため、この導
電糸が絶縁糸に巻き付けられてなる発熱糸が屈曲したときに、導電糸の芯糸が容易に伸長
せず、その周面に設けられためっき層が割れることがなく、発熱糸に引張応力が加わった
ときに、導電糸が断線したりすることもない。
　また、めっき層の表面に樹脂コーティング層が設けられている場合は、めっき層が樹脂
コーティング層によって保護され、めっき層の酸化劣化及びそれによる抵抗値の変化が防
止されるとともに、めっき層の摩耗も防止される。
　更に、めっき層が銅めっき層であり、銅めっき層の表面に錫めっき層又はニッケルめっ
き層が設けられている場合は、銅めっき層が、銅と比べて酸化され難く、且つ耐摩耗性に
優れる錫又はニッケルからなるめっき層により覆われ、保護される。そのため、銅めっき
層の酸化劣化及びそれによる抵抗値の変化が防止されるとともに、銅めっき層の摩耗も防
止される。
　本発明の織編物では、本発明の発熱糸が構成糸の一部として織り込まれており、又は編
み込まれており、織編物に応力が加わって変形したときなどに、導電糸のめっき層の割れ
、及び導電糸の断線等を生じることがない。従って、例えば、車両用シートのヒータ部材
等として用いたときに、優れた発熱性能が維持される織編物とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】芯糸と、その周面に設けられためっき層とを有し、絶縁糸に巻き付けられて用い
られる導電糸の横断面の模式図である。



(4) JP 2012-87434 A 2012.5.10

10

20

30

40

50

【図２】芯糸と、その周面に設けられためっき層と、その表面に設けられた樹脂コーティ
ング層又はめっき層とを有し、絶縁糸に巻き付けられて用いられる導電糸の横断面の模式
図である。
【図３】絶縁糸に導電糸が巻き付けられてなる発熱糸の側面図であり、（ａ）は導電糸が
Ｓ方向に巻き付けられており、（ｂ）は導電糸がＺ方向に巻き付けられている。
【図４】絶縁糸に導電糸が巻き付けられてなる発熱糸の側面図であり、導電糸がＳ、Ｚ両
方向に巻き付けられている。
【図５】本発明の発熱糸が構成糸の一部として編み込まれている編み物の模式的な正面図
である。
【図６】本発明の織編物がヒータ部材として表皮材の裏面に配設された車両用シートの模
式的な斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明を図１～６を参照して詳しく説明する。
　ここで示される事項は例示的なもの及び本発明の実施形態を例示的に説明するためのも
のであり、本発明の原理と概念的な特徴とを最も有効に且つ難なく理解できる説明である
と思われるものを提供する目的で述べたものである。この点で、本発明の根本的な理解の
ために必要である程度以上に本発明の構造的な詳細を示すことを意図してはおらず、図面
と合わせた説明によって本発明の幾つかの形態が実際にどのように具現化されるかを当業
者に明らかにするものである。
【００１０】
［１］発熱糸
　本発明の一実施形態の発熱糸１０は、絶縁糸１０１と、この絶縁糸１０１に巻き付けら
れた導電糸１と、を備え、導電糸１は、絶縁性の芯糸１１と、この芯糸１１の周面に設け
られためっき層１２と、を有し、芯糸１１として、初期引張抵抗度が４．９ＧＰａ以上の
高弾性糸を用いる（図１、３、４参照）。
【００１１】
　前記「絶縁糸１０１」としては、ポリエステル、ポリアミド等の合成樹脂を用いてなる
合成繊維、植物系及び動物系の天然繊維、レーヨン等の再生繊維、アセテート等の半合成
繊維等を用いてなる糸が挙げられる。絶縁糸としては、合成繊維を用いてなる糸が好まし
く、ポリエステル繊維を用いてなる糸がより好ましい。これらの絶縁糸は１種のみ用いて
もよく、２種以上を併用してもよい。また、絶縁糸としてはフィラメント糸を用いること
が好ましく、マルチフィラメントでもよく、モノフィラメントでもよいが、マルチフィラ
メントがより好ましい。更に、絶縁糸の繊度も特に限定されないが、１０～２０００ｄｔ
ｅｘ、特に８４～５５０ｄｔｅｘであることが好ましい。また、絶縁糸は、仮撚加工等が
施された加工糸であってもよい。
　尚、これらの絶縁糸は、通常、比抵抗が１０８Ω・ｃｍを超え、絶縁性である。
【００１２】
　前記「導電糸１」は、絶縁性の芯糸１１と、その周面に設けられためっき層１２とを有
し、この導電糸１が絶縁糸１０１に巻き付けられて前記「発熱糸１０」が形成される（図
３、４参照）。発熱糸１０は、導電糸１が絶縁糸１０１の周面にＳ方向又はＺ方向にカバ
リングされたシングルカバリング糸でもよく、Ｓ方向及びＺ方向の両方向にカバリングさ
れたダブルカバリング糸でもよい。また、実測撚数は特に限定されないが、シングルカバ
リング糸である場合、及びダブルカバリング糸である場合ともに、５０～１０００Ｔ／ｍ
、特に１００～５００Ｔ／ｍであることが好ましい。実測撚数が前記の範囲であれば、実
用上、十分に発熱し得る発熱糸１０とすることができる。
【００１３】
　前記「絶縁性の芯糸１１」としては、初期引張抵抗度が４．９ＧＰａ以上の高弾性糸が
用いられる。高弾性糸は強度が大きく、且つ伸びが小さいため、発熱糸１０が屈曲したり
、発熱糸１０に引張応力が加わったりしたときに、芯糸１１が伸び等の変形を生じ難い。
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そのため、めっき層１２の割れが防止されるとともに、導電糸１の断線が防止される。
【００１４】
　前記「高弾性糸」としては、産業用ポリエステル糸、高強力ポリエチレン糸等を用いる
こともできるが、より好ましくは高強度、高融点であり、且つ難燃性に優れるパラ系アラ
ミド繊維、メタ系アラミド繊維、ポリアリレート繊維、ポリパラフェニレンベンゾビスオ
キサゾール繊維、ポリフェニレンサルファイド繊維、ポリエーテルエーテルケトン繊維、
ポリイミド繊維、ＰＡＮ系炭素繊維等の各種の繊維を用いてなる糸が挙げられる。高弾性
糸の初期引張抵抗度は４．９ＧＰａ以上であり、４．９～６００ＧＰａ、特に５４～２８
０ＧＰａであることが好ましい。
　尚、高弾性糸の初期引張抵抗度は、ＪＩＳ　Ｌ　１０１３　８．１０に基づいて測定し
た値である。
【００１５】
　より好ましい高弾性糸の具体例としては、デュポン社製、商品名「ケブラー」（登録商
標）、帝人社製、商品名「テクノーラ」（登録商標）等の初期引張抵抗度が５４～１９９
ＧＰａのパラ系アラミド繊維、クラレ社製、商品名「ベクトラン」（登録商標）等の初期
引張抵抗度が７４～１０４ＧＰａのポリアリレート繊維、及び東洋紡社製、商品名「ザイ
ロン」（登録商標）等の初期引張抵抗度が１８０～２８０のポリパラフェニレンベンゾビ
スオキサゾール繊維などを用いてなる高弾性糸が挙げられる。
【００１６】
　高弾性糸はフィラメント糸であり、マルチフィラメントでもよく、モノフィラメントで
もよいが、マルチフィラメントが好ましい。また、単糸繊度は特に限定されないが、０．
１～３０ｄｔｅｘ、特に１～２０ｄｔｅｘであることが好ましい。単糸繊度が０．１～３
０ｄｔｅｘであれば、導電糸１を絶縁糸１０１に容易に巻き付けることができる。
【００１７】
　絶縁性の芯糸１１である高弾性糸の周面に前記「めっき層１２」が設けられ、導電糸１
が形成される（図１参照）。このめっき層１２は無電解めっき法により形成され、優れた
導電性を有する金属、例えば、銅、銀、ニッケル等を用いためっき層であることが好まし
く、安価である銅を用いためっき層、及び耐食性に優れるニッケルを用いためっき層であ
ることがより好ましい。このめっき層１２の厚さは、金属の種類等、及び織編物の用途等
によって設定することができ、例えば、０．１～１０μｍ、特に０．３～５μｍとするこ
とができる。また、めっき層１２は、特に銅めっき層である場合は、酸化劣化することが
あり、銅は硬度の低い金属でもあるため、耐摩耗性も必ずしも十分であるとはいえない。
そのため、特に銅めっき層であるときは、その表面に耐酸化性、及び耐摩耗性を有する被
覆層１３を設け、保護することが好ましい（図２参照）。
【００１８】
　前記のように、めっき層１２の酸化劣化及び摩耗を抑えるための被覆層１３は特に限定
されないが、めっき層１２の表面に樹脂コーティング層１３を設ける方法が挙げられる。
これにより、めっき層１２が樹脂コーティング層１３により保護されるため、優れた導電
性が維持される導電糸１とすることができる。更に、本発明の発熱糸１０１を用いた織編
物からなるヒータ部材の両端部近傍に、通電のための接続部材を接続するときは、樹脂コ
ーティング層を剥がしてめっき層を露出させ、電気的に確実に接続することができる。ま
た、樹脂コーティング層の形成に用いる樹脂は特に限定されず、ポリウレタン樹脂、アク
リル樹脂、シリコーン樹脂、ポリエステル樹脂等が挙げられ、耐久性の観点でポリウレタ
ン樹脂が好ましい。
【００１９】
　樹脂コーティング層１３の厚さは、樹脂の種類及びその耐久性等、並びに織編物の用途
等によって設定することができ、例えば、０．１～５０μｍ、特に０．５～１０μｍとす
ることができる。更に、樹脂コーティング層１３の形成方法も特に限定されないが、芯糸
１１の周面にめっき層１２が設けられた導電糸１を、樹脂分散液に浸漬し、又は液中を通
過させて樹脂を付着させ、その後、加熱し、次いで、冷却して固着させる方法が挙げられ
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る。また、樹脂粉末又は溶融樹脂を導電糸に付着させ、又は融着させ、必要に応じて加熱
し、その後、冷却して固着させることもできる。
【００２０】
　更に、芯糸１１の周面に設けられためっき層１２が銅めっき層である場合、保護用の被
覆層１３として、銅めっき層の表面に、銅より耐酸化性及び耐摩耗性が高い金属を用いて
なるめっき層（被覆層１３）を無電解めっき法又は電解めっき法により設けることもでき
る。このようなめっき層としては、例えば、錫めっき層、ニッケルめっき層等が挙げられ
、錫及びニッケルは、銅と比べて酸化され難いため好ましい。このめっき層（被覆層１３
）の厚さは、金属の種類等、及び織編物の用途等によって設定することができ、例えば、
０．１～１０μｍ、特に０．３～５μｍとすることができる。
【００２１】
［２］織編物
　本発明の織編物は、構成糸の一部として、本発明の発熱糸が織り込まれた、又は編み込
まれた織編物であり、織物であってもよく、編み物であってもよい。
　本発明の織編物は、構成糸の一部が本発明の発熱糸であるため、面状のヒータ部材とし
て有用であり、シートヒータ、電気毛布、ホットカーペット、融雪用ヒータ等の各種の用
途においてヒータ部材として用いることができる。また、センサや電極、アンテナとして
用いることもできる。
【００２２】
　以下、本発明の一実施形態の織編物が車両用シート３のヒータ部材として用いられる編
み物２である場合について詳述する（図５、６参照）。
　この編み物２（図５参照）としては、緯編、経編の限定はないが、緯編組織を有する編
み物が好ましい。緯編組織を有する編み物は、コース方向に供給される糸でループを形成
し、これを順次ウエール方向に連結させることによって得られる編み物であり、この緯編
の種類は特に限定されず、丸編及び横編のいずれであってもよい。また、緯編機の種類も
特に限定されず、丸編機及び横編機を用いることができ、いずれの場合もシングルベット
編機、ダブルベット編機を使用することができる。更に、編機としては、無地機とジャガ
ード編機とが挙げられ、いずれを用いてもよい。
【００２３】
　構成糸の一部として編み込まれる複数の発熱糸１０同士の間隔は特に限定されないが（
図５参照）、この間隔は１～１００ｍｍ、特に５～６０ｍｍ程度が好ましい。また、編み
物のウエール方向［車両用シートのシートクッション（図６のシートクッション３１参照
）では前後方向、シートバック（図６のシートバック３２参照）では上下方向］における
発熱糸の配置は特に限定されず、発熱糸は略等間隔に編み込まれていてもよく、等間隔で
なくてもよい。発熱糸が略等間隔に編み込まれておれば、シートクッション及びシートバ
ックの全面をより均等に暖めることができる。一方、着座した人の特定箇所、例えば、大
腿部、肩、背部等を特に十分に暖めたい場合は、ヒータ部材（図６のヒータ部材３３１、
３３２参照）の対応する箇所において発熱糸を相対的に密に配置させ、他の箇所において
相対的に粗に配置させればよい。
【００２４】
　更に、発熱糸は、非発熱糸の間に１本のみを編み込んでもよく、非発熱糸の間に複数本
、例えば、２～１０本、特に２～５本の発熱糸を連続して編み込んでもよい。この場合も
、連続して編み込まれた複数の発熱糸の、編み物のウエール方向における配置は略等間隔
でもよく、等間隔でなくてもよい。このように、車両用シートのシートクッション及びシ
ートバックを均等に暖めるか、特定箇所をより十分に暖めるかは、発熱糸を配置させる間
隔、及び連続して編み込むときの本数等によって調整することができる。
【００２５】
　また、このヒータ部材では、各々の発熱糸の両端部近傍に、発熱糸をＥＣＵに接続する
ための接続部材が接続され、ＥＣＵからの信号で電源から電力が供給されて発熱糸が発熱
し、ヒータ部材が昇温する。この際、ヒータ部材の両端部近傍には、編み込まれた非発熱
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糸、発熱糸が有する絶縁糸及び導電糸（芯糸、めっき層、樹脂コーティング層等）が混在
している。そのため、少なくとも非発熱糸及び樹脂コーティング層が設けられている場合
は、この樹脂コーティング層は、接続部材を取り付ける前に除去しておく必要がある。
【００２６】
　前記の非発熱糸等の除去方法は特に限定されないが、例えば、ヒータ部材の両端部近傍
を加熱し、非発熱糸等を溶融させ、又は燃焼させることにより効率よく除去することがで
きる。そのため、発熱糸を構成する絶縁糸及び導電糸の芯糸のうちの少なくとも芯糸は、
非発熱糸と比べて高い耐熱性を有していることが好ましい。言い換えれば、加熱により溶
融する温度、又は溶融しない糸である場合は、分解温度が非発熱糸より高いことが好まし
い。即ち、非発熱糸より高融点であるか、又は燃焼し難い糸であることが好ましい。
　尚、溶融する糸であっても、燃焼させることにより容易に除去することができ、非発熱
糸及び芯糸等がともに溶融する糸である場合も、発熱糸を構成する絶縁糸及び導電糸の芯
糸のうちの少なくとも芯糸は、非発熱糸より燃焼し難い糸であることが好ましい。
【００２７】
　前記のように、発熱糸の両端部を取り出す場合、本発明の発熱糸では、芯糸の高弾性糸
を難燃性を併せて有する糸とすることで、通常、非発熱糸として多用されるポリエステル
繊維等より融点や分解温度を高くすることができる。そのため、非発熱糸は溶融し、芯糸
は溶融しない温度で加熱することにより、非発熱糸を容易に除去することができる。一方
、導電糸が巻き付けられる絶縁糸としてもポリエステル繊維等が用いられることが多く、
この場合、融点差によって、非発熱糸と同様に除去される。
【００２８】
　燃焼性の指標としては、ＪＩＳ　Ｋ　７２０１及びＪＩＳ　Ｌ　１０９１（１９９９）
　８．５Ｅ－２法に準拠して測定される限界酸素指数（ＬＯＩ）を用いることができる。
芯糸として用いられる高弾性糸及び難燃性を有する糸のＬＯＩは、通常、２５以上、特に
２８～６８である。一方、非発熱糸を構成するポリエステル繊維のＬＯＩは、通常、１８
～２０であり、ナイロン６等の脂肪族ポリアミド繊維のＬＯＩは、通常、２０～２２であ
って、いずれも高弾性糸及び難燃性を有する糸より相当に低く、高弾性糸と比べて燃焼し
易いため、燃焼させて除去することも容易である。
【００２９】
　加熱手段は特に限定されず、電熱加熱による発熱部材等を接触させる方法、炭酸ガスレ
ーザ、ＹＡＧレーザ、エキシマレーザ等のレーザを照射する方法等が挙げられるが、レー
ザを照射する方法が好ましい。
【００３０】
　レーザを照射する方法であれば、非発熱糸の材質等によって、レーザの強度及び出力を
非発熱糸の溶融、燃焼に必要とされるレベルに容易に調整することができ、非発熱糸等を
効率よく除去することができる。更に、レーザは、ヒータ部材のいずれの面から照射して
もよく、ヒータ部材の表面に対して焦点位置をずらして照射することにより、一時に幅広
に加工することもでき、ウエール方向に往復して照射した後、非発熱糸等を帯状に除去す
ることもできる。また、レーザの照射とともに、窒素ガス、ヘリウムガス等の不活性ガス
を吹き付けることにより、過熱によるめっき層の酸化劣化を防止、又は少なくとも抑える
こともできる。
【実施例】
【００３１】
　以下、本発明を実施例により具体的に説明する。
実施例１
　繊度３３０ｄｔｅｘ、フィラメント数７２本のポリエチレンテレフタレート（以下、「
ＰＥＴ」という。）マルチフィラメント仮撚加工糸を絶縁糸として用いた。また、繊度２
８ｄｔｅｘ、フィラメント数５本のポリアリレート繊維（高弾性糸、初期引張抵抗度；７
４ＧＰａ、クラレ社製、商品名「ベクトラン」）を芯糸とし、この芯糸の周面に厚さ０．
３０μｍの銅めっき層を形成し、その後、銅めっき層の表面に厚さ０．２０μｍのニッケ
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ルめっき層を形成し、導電糸として用いた。発熱糸は、絶縁糸の表面に、導電糸をＳ及び
Ｚ方向に５００Ｔ／ｍカバリングして作製した。次いで、熱セットすることにより導電糸
が所定位置からずれないようにした。このようにして、単位長さ（１ｃｍ）当たりの抵抗
値が１．０Ωのダブルカバリング糸を作製した。
【００３２】
　その後、緯編機として、両面選針機（福原精機製作所製、型式「Ｖ－ＬＥＣ４ＤＳ」、
釜径３０インチ、１８ゲージ、給糸口４８）を用いてダブルジャージの編み物を編成した
。糸は２４本使用し、そのうちの一部の糸として発熱糸（前記のダブルカバリング糸）を
用いるとともに、３種類の他の線材［第一線材；原着ＰＥＴ加工糸（色調；ベージュ、繊
度；３３４ｄｔｅｘ、フィラメント数；４８本）、第二線材；ＰＥＴ加工糸（通常捲縮、
繊度；１６７ｄｔｅｘ、フィラメント数；４８本）及び第三線材；ＰＥＴ加工糸（強い捲
縮糸、繊度；３３４ｄｔｅｘ、フィラメント数；４８本）］を使用した。
【００３３】
　また、編成には、４８口のうち給糸口として２４口を使用し、給糸口番号（１及び「４
の倍数＋１」）の給糸口から第一線材を供給した。また、供給路番号（「４を除く偶数」
及び「４の倍数＋３」）の給糸口から第二線材を供給した。更に、給糸口番号（３）の給
糸口から発熱糸を供給した。また、給糸口番号（４）の給糸口から第三線材を供給した。
尚、給糸口番号１３～２４には９～１２の編組織図を繰り返して用いた。発熱糸同士の間
隔は１０ｍｍであった。そして、編み物の編成時に発熱糸の断線の有無を目視により観察
したが、断線はみられなかった。
【００３４】
　次いで、前記のようにして編成した編み物に対して、精練（湯通し、８０℃）、中間熱
セット（１５０℃、１分間）、樹脂加工（ワックスとポリウレタン樹脂とを分散させた水
分散液に浸漬し、その後、乾燥した。）、編み物の一面への難燃剤のコーティング、及び
仕上げセットをこの順に実施した。また、布材の裏面に、パッド材（厚さ５ｍｍのポリウ
レタン樹脂シート）と裏基布（繊度１５ｄｔｅｘのナイロン６製のハーフトリコット）と
をこの順で配置し、更に前記のようにして加工処理された編み物の他面を裏基布に積層し
た後、フレームラミネーション法により一体化し、シート用積層材を作製した。
【００３５】
　その後、シート用積層材にレーザを照射してシート座面の主材となる所定寸法の表皮材
ピースを切り出した。レーザ照射には、炭酸ガスレーザ加工機（三菱電機社製、形式；２
５１２Ｈ２、発信機形式名；２５ＳＲＰ、レーザ定格出力；１０００Ｗ）を使用し、照射
条件は、速度５００ｍｍ／分、出力３０Ｗ、Ｄｕｔｙ７．７％、周波数２００Ｈｚとした
。更に、表皮材ピースの両側部の端部から１５ｍｍの位置において、裏面側（編み物が積
層された側）からレーザを照射し、長さ方向に走査させ、パッド材、裏基布、絶縁糸及び
第一～三線材を溶融させ、切断した。照射条件は、速度１５００ｍｍ／分、出力２０Ｗ、
Ｄｕｔｙ７．７％、周波数２００Ｈｚとした。このレーザの照射により、導電糸は溶融せ
ず、残存した。また、レーザ照射によるめっき層への影響もなかった。
【００３６】
　次いで、表皮材ピースの両側部を剥ぎ取り、パッド材、裏基布、絶縁糸及び第一～三線
材を除去することにより、導電糸の端部を露出させた。また、表皮材ピースの表面に帯状
の接続部材を縫製により取り付け、その後、導電糸と接続部材とを縫製により密着させて
接続した。
【００３７】
実施例２
　発熱糸としては実施例１と同じ発熱糸を使用し、これを第１緯糸として用いた。また、
他の線材として、先染めＰＥＴ仮撚加工糸（色調；ライトグレー、繊度；１６７ｄｔｅｘ
／２、フィラメント数；１４４本）を経糸及び第２緯糸として用いた。そして、ジャガー
ド織機を用いて、経糸を整経（１２４本／２．５ｃｍ）し、その後、第１緯糸と第２緯糸
とを打ち込むことで、緯糸密度５０本／２．５４ｃｍの布材原反を製織した。
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【００３８】
　その後、布材原反に、精練（湯通し、８０℃）と中間熱セット（１５０℃、１分間）と
を施し、次いで、製品となったときに裏面となる側にバッキング剤を付着させ、乾燥させ
て布材を作製した。バッキング剤としては、ブチルアクリレートとアクリロニトリルとを
共重合させてなるアクリル系ポリマー、及び難燃剤を主成分とするものを用いた。また、
バッキング剤の付着量は４５ｇ／ｍ２とし、乾燥条件は１５０℃で１分間とした。
【００３９】
　布材の仕上げ密度は、経が１３５本／２．５４ｃｍ、緯が５５本／２．５４ｃｍであり
、布材の５％モジュラスは経が９８Ｎ、緯が３３Ｎであった。そして、この布材の裏面（
バッキング剤が付着された面）に、パッド材（厚さ５ｍｍのポリウレタン樹脂シート）と
裏基布（繊度１５ｄｔｅｘのナイロン６製のハーフトリコット）とをこの順で配置し、そ
の後、フレームラミネーション法により一体化し、シート用積層材を作製した。次いで、
実施例１と同様にして導電糸の端部を露出させ、布材の表面に帯状の接続部材を縫製によ
り取り付け、その後、導電糸と接続部材とを縫製により密着させて接続した。
【００４０】
実施例３
　繊度３３０ｄｔｅｘ、フィラメント数７２本のＰＥＴマルチフィラメント仮撚加工糸を
絶縁糸として用いた。また、繊度１４ｄｔｅｘ、フィラメント数１本のポリアリレート繊
維（高弾性糸、初期引張抵抗度；７４ＧＰａ、クラレ社製、商品名「ベックリー」）を芯
糸とし、この芯糸の周面に厚さ０．３８μｍの銅めっき層を形成し、その後、銅めっき層
の表面に、ポリウレタン系樹脂を水系媒体に分散させて調製した分散液を、芯糸の周面に
形成された銅めっき層に付着させた後、乾燥させて、厚さ１．０μｍの樹脂コーティング
層を形成し、導電糸として用いた。発熱糸は、絶縁糸の表面に、導電糸をＳ及びＺ方向に
５００Ｔ／ｍカバリングして作製した。次いで、熱セットすることにより導電糸が所定位
置からずれないようにした。このようにして、単位長さ（１ｃｍ）当たりの抵抗が２．８
Ωのダブルカバリング糸を作製した。その後、このダブルカバリング糸（発熱糸）を第１
緯糸として使用し、実施例２と同様にして布材原反を製織した。次いで、実施例２と同様
にして、布材及びシート用積層材を作製し、同様にして、導電糸の端部を露出させ、導電
糸と接続部材とを縫製により密着させて接続した。
【００４１】
　その後、実施例１～３にて得られた織編物の外方側にサイド材を縫製により接続し、シ
ートカバーを作製して、シートクッションに被せた。また、比較用として、発熱糸が織編
物に織り込まれていない、又は編み込まれていない、及び導電糸の端部が接続部材に接続
されていない他は、同様の構成のシートカバーを作製し、シートクッションに被せた。こ
の場合、直径１．５ｍｍのニクロム線を樹脂で被覆した導電線を不織布面に貼着してなる
シートヒータを、５ｍｍ厚さの発泡ポリウレタンシートの下であって、ポリウレタン樹脂
シートを用いてなるパッドの上に載置した。
【００４２】
　上記のようにして作製した本発明の織編物（緯編組織を有する編み物、図５の編み物２
参照）をヒータ部材として用いた車両用シート（図６の車両用シート３参照）と、比較用
のシートとで仕立て性には差はなかった。しかし、シートクッション（図参照６の車両用
シート３のシートクッション３１参照）の座り心地は、比較用のシートでは導電線の硬さ
により違和感が感じられたのに対して、本発明の織編物をヒータ部材として用いたシート
では、違和感は全く感じられず、触感に優れていた。
【００４３】
　尚、前述の記載は単に説明を目的とするものでしかなく、本発明を限定するものと解釈
されるものではない。本発明を典型的な実施形態を挙げて説明したが、本発明の記述及び
図示において使用された文言は、限定的な文言ではなく、説明的および例示的なものであ
ると理解される。ここで詳述したように、その形態において本発明の範囲又は精神から逸
脱することなく、添付の特許請求の範囲内で変更が可能である。ここでは、本発明の詳述
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に特定の構造、材料及び実施形態を参照したが、本発明をここにおける開示事項に限定す
ることを意図するものではなく、寧ろ、本発明は添付の特許請求の範囲内における、機能
的に同等の構造、方法、使用の全てに及ぶものとする。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明は、発熱させ、昇温させることができる発熱シートの技術分野において利用する
ことができる。特に乗用車等の車両のシートのように屋内ではないところで用いられるシ
ート等を暖めるヒータ部材の商品分野において有用である。
【符号の説明】
【００４５】
　１；導電糸、１１；芯糸（高弾性糸）、１２；めっき層（銅めっき層）、１３；被覆層
（樹脂コーティング層、錫めっき層又はニッケルめっき層）、１０；発熱糸、１０１；絶
縁糸、２；編み物、２１；非発熱糸、３；車両用シート、３１；シートクッション、３２
；シートバック、３３１；シートクッションの表皮材の裏面に配設されたヒータ部材、３
３２；シートバックの表皮材の裏面に配設されたヒータ部材。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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