
ファブリックヒータ

ご説明資料

1

https://youtu.be/gtdXr5G0BKs


会社案内

○ 本 社 〒060-0907
北海道札幌市東区北7条東3丁目15-30 SAKURA-N7 O室
TEL 011-300-0945 HP https://fabtech.jp/

○ 設 立 2015年8月12日
○ 資本金 8,000,000円
○ 代表取締役 鳥居 彰夫
○ 主要顧客
【NEXCO中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京(株)】
①融雪ナノマット」OEM製造
②ETC車両検知装置用 融雪装置着雪防止
③トンネル内融水凍結防止技術
④標識融雪

【佐鳥電機㈱】
①ＪＲ東日本研究開発センター 新幹線車両用融雪装置（開発中）
②JR東日本 駅ホーム融雪、屋根融雪など（開発中）
③ＪＲ西日本 駅ホーム融雪

【大成建設（株）、太陽工業㈱、札幌ドーム（株）】
①芝生グランド用 芝生養生兼融雪システム（開発中）

【三笠（株）】
①雨樋用融雪装置（2021年10月発売開始）
②医療用ヒーター（開発中） 2

https://fabtech.jp/


事業概要

〇 カーボンナノチューブをコーティングした導電性糸からなる
ファブリックヒータをベースとした【雪害対策製品】および【保温製品】の
開発および製造販売。

〇 ファブリックヒータを純ポリウレアでコーティングした耐久性、耐薬品性の
高い「ポリファヒータ」を新製品として2021年10月より販売開始。

〇 2021年度より北海道に営業所を設立し新製品開発及びファブリックヒー
タ製造技術コンサル業務を強化

3



4

導電繊維から発熱体へ

㈱Fabetechのファブリックヒーターの製造方法概略

通電すると緯糸が発熱

見た目は普通の織物

写真１ 茶久染色㈱製
（この状態では織物 )

図１ 電極施工状態
（この状態では電化製品）
※鳥居彰夫の特許5752821

①導電繊維織物を購入 ②SUS細線をミシンで縫製し電極とする

【両端に電極をつけた発熱体】

緯糸：CNTコーティングポリエステル

縦糸：ポリエステル

https://youtu.be/gtdXr5G0BKs
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導電繊維から発熱体へ（応用製品）

① 遮水シート（PVC)

② アルミ蒸着断熱シート

③ 絶縁・防水シート

④ ファブリックヒータ

⑤ 絶縁・防水シート

⑥ 強化繊維入り防滑シート

① 施工面
・コンクリート
・アスファルト
・鋼材

② 下地樹脂

③ ファブリックヒータ

④ 純ポリウレア使用

〇 融雪マット・保温マットなど

・ファブリックヒーターの絶縁/防水処理に
塩ビ、ゴムを利用したヒータ。
・低価格、汎用

〇 純ポリウレア発熱体

・耐薬品性、不燃性、強靭性に対応
・平面、垂直面に施工可能
・鋼材、木材、石など広い素材に対応
・家畜糞尿にも適応

〇 ＦＲＰヒーター

・炭素繊維、ガラス繊維含有タイプ
・エポキシ樹脂、ポリエステル樹脂含侵
・円柱、配管など成型品に加工可能

① 断熱材

② ガラス繊維

③ ファブリックヒータ

④ ガラス繊維

※ ポリエステル樹脂などを
全体含侵し硬化

成型

橋梁欄干

駅ホーム



前面ヒーターと発熱状態

足元ヒーター設置状態

製品名「融雪ナノマット：「NEXCO商標登録」

特徴

・薄く軽量（接着が可能）
・平面維持強度が高いので平面施工が容易
・速暖

製品使用例 ETC車両検知器用 「融雪ナノマット」）（NEXCO納入）

前面ヒーター

足元ヒーター

車両検知器設置場所 車両検知器の融雪場所
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量産品：納入先 NEXCO
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量産品（納入先 NEXCO）

弊社ファブリックヒーターは、ＮＥＸＣＯ中日本と共同

開発で融雪製品を開発しております。

「融雪ナノマット」はＮＥＸＣＯ中日本の商標登録さ

れ、弊社はＯＥＭ製造しております。

ＥＴＣ車両検知用ヒーター、トンネル内ツララ対策、

その他 一部正式採用されているものもありますが、

さらなる開発は継続しております。



NEXCOとの共同開発品

NEXCO（東日本、西日本、北海道)

高速バス 停留所付近 融雪シート

道路標識着雪対策（北海道旭川）
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NEXCO共同開発品

トンネル内ツララ発生状況
融水管下部に

ファブリックヒーター装着
ファブリックヒーター

発熱状況

ツララが発生していない

ＮＥＸＣＯ中日本と共同開発で融雪製品を開発しております、その中のトンネル内ツララ対策として評価した状況です。

融水排水管のツララも、下部に装着したファブリックヒーターの温かい上昇空気で全体のツララ発生を防ぐことが確認で
きております。

薄くて、軽量なファブリックヒーターならではの使用方法です
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JR東日本と共同開発

積雪寒冷地を走行する車両には、雪に関する

様々な課題があります。

弊社は、ファブリックヒーターとポリウレアを平野

用した耐久性と高い融雪機能をもつ車両部品と

してＪＲ東日本と研究開発を進めております。

北海道新幹線、東北新幹線向けの台車フサギ

板以外にも、開発が進められておりますが、軽

量で構造強度の開発品に期待を寄せています
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JR東日本と共同開発

平面、垂直面に耐久性の高いポリウレア

樹脂をファブリックヒーターに含浸させて

表目に接着させる施工方法です。

ＪＲ東日本では、駅ホームの歩行面と側

面のツララ対策として弊社ファブリックヒー

ターで開発を進めてまいりました。

開発が終了し、令和元年より民間へ提供

することを進めております。

すでに商業施設のお客様出入り口などへ

の施工が開始しております。

従来の電熱線を埋設する工法に比較して

工事費用、ランニングコストが削減できる

工法です。



JR東日本と共同開発
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電熱線ヒーターは、線間の温度が低いため均一な融

雪や着氷防止が苦手です。

ファブリックヒーターは全面均一な温度ですのでムラ

なく融雪、着雪防止が可能です。

ＪＲ東では、安全確認用にワンマンミラー、一般では

カーブミラーなど、クリアな鏡面を維持する為に利用さ

れます。



① 純ポリウレア、他樹脂成型品

・円筒など形状設計の自由度が高い

・垂直面のコンクリート壁、鋼製面へ

接着施工が可能

・防水性、絶縁性が確保 ・耐久性が

高い

② 純ポリウレア、PETフィルムラミ

・配管への脱脱着が容易 ・加熱保温

部分の温度が均一

・低温（常温～80°）の温度を高精度

で制御可能 ・小口径配管でも装着

が可能

③ 蓄電池との連結

・小型バッテリー利用の携帯式ヒータ

ーが可能 ・再生可能エネルギー＋

蓄電池＋ファブリックヒーターの連携

可能

Youtube動画配信中
「ハンカチヒーター検索」
・DC12V、約7時間40℃維持

木材、セラミックに接着 ポリエステル樹脂で円筒成型

配管の外周へ装着

携帯バッテリーに接続
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自社開発品



〇 弊社ファブリックヒーターは、全面温度分布が均一であることより、PID＆SSR制御装置で省

エネ制御が可能となります。

〇 この制御を車のアクセルに例えると、上り坂ではアクセルを踏み、平たんな道ではアクセル

をゆるめます。車は人の感覚でアクセルをコントロールしますが、ヒーターの温度の変化を

自動検知（PID)し、ヒーターヘの電力を制御（SSR)するのが省エネ制御です。

〇 この制御方法のメリットは、あらかじめヒーター性能を高くした設計で利用し、広い範囲の温

度制御が可能となることです。再度車に例えると最高時速２００ｋｍの車で時速１００ｋｍに

到達する時間と燃費に比較して、最高時速１００ｋｍの車の場合はどうでしょう？突然の豪

雪などにも対応可能であり、また無駄な消費をしない制御装置です。
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省エネ制御装置

雪が多い ・・・ ヒーター表面温度が下がる → 消費電力をあげる
雪が少ない ・・・・ ヒーター表面温度が上昇 → 消費電力を少なくする。
融雪が完了 ・・・・ ヒーター表面温度が安定 → 消費電力OFF

制御装置の動作
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融雪製品

主電源

電力調整器

温度コントローラー

漏電ブレーカー

電力調整器

温度コントローラー

融雪製品

電装BOX

電流

降雪センサーなど
（オプション）

融雪システムの制御装置は、最大720A、16CHまで、「インテリジェント制御出力分配器（IOPD）を使用して

制御可能です。その他、小規模の省エネシステムもありますので、ご相談下さい。

16CH、最大720Aまでの制御回路例

IOPD

電力調整器

温度コントローラー

融雪製品

系列1 系列2 ～系列16

省エネ制御装置
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消費電力（Ｗ/㎡）
・max250（Ｗ/㎡）ですが設定温度40℃に
なると70-90 （Ｗ/㎡）となり、融雪時には
120-150 （Ｗ/㎡）を維持し融雪します。

融雪面の温度（℃）
・表面温度は5-10℃の範囲を維持するよう
にファブリックヒーター温度を設計していま
すので、待機中は常時この温度範囲にあり
ます、降雪が開始すると融雪により温度が
さがりますが約2℃で融雪（吸熱）と発熱（
電気消費）のエネルギーがバランスしてい
ます。

待機中 降雪中 降雪停止

ファブリックヒーター表面温度（℃）
・待機中は設定温度40℃を維持し、降雪時
には融雪で熱量を奪われ損失した熱量の
みが供給され温度を維持しています。

・樹脂板の裏側にファブリックヒーターを装着。
・ファブリックヒーターの温度が40℃を維持するプログラムで電力制御運転。
・待機中は消費電力が約３６％を維持し、降雪開始で上昇し最大60%となり降雪停止で再び待機消費電
量に戻ります。
・通常のON/OFF運転では0％か100％のどちらかであり積雪が無くても100％消費することもある。

省エネ制御事例



異分野連携新事業分野開拓計画 事業認定 （東

北経済産業局）が、国土強靭化民間の取り組み

事例集（平成31年4月）に弊社製品が掲載されま

した。

生成エネルギーには風力、水力、地中熱など、災

害時に利用可能なシステムがあります。弊社の

ファブリックヒーターは、融雪以外にも、保温にも

適応できます。
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https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujin

ka/h31_minkan/

異業種連携新事業

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_kyoujinka/h31_minkan/


☆ 平成29年2月5日

ＳＥＮＤＡＩ for Starttups! ビジネスグランプリ2017 優秀賞受賞（仙台市）

【事業タイトル：導電性繊維からなる新しい面状発熱体の製品化】

☆ 平成29年6月9日

異分野連携新事業分野開拓計画 事業認定 （東北経済産業局）

【認定事業内容】
面状発熱体と独立型電源による交通機関・住宅などの
融雪ネットワークサービスの開発と提供
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受賞



保有特許
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平成27年5月29日にファブリックヒータの

電極加工に関する特許を取得しております。

共同出願者である（株）クラレは令和2年1月に権利放棄し

ており

現在、鳥居彰夫（（株）Ｆabtech））が

単独権利者となっております。


