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１． はじめに 

本研究会のグループ（光メタルセンター株式会社、新立電機株式会社、徳山工業高等専門学校）では、

ステンレス箔を発熱体テープ（以下、テープヒーター）として活用する植物体局所加温テープヒーターシス

テムの開発、普及に取組んでおり、主に施設園芸への適用に関して研究・調査してきた。ステンレス箔の

テープヒーターは、発熱体形状の自由度が高い単純な抵抗負荷であることから、電子的な制御が適用し

易く、実用的で高効率な加温システムを構築できるという特長を有する。 

本年度の研究会では、このステンレス箔を部材としたヒーターを一層普及させるために、ステンレス箔

によるヒーターを面状に展開することで面状加温を可能とする構造とし、用途分野を拡充することを研究

開発目標とした。特に、このステンレス箔ヒーターに自己加温制御機能を付加することで温度制御性能を

向上させることを試作実験等により明らかにすることを目指した。 

研究開発では、下記の観点で試作実験や市場性調査を実施し、自己加温制御機能を付加したステン

レス箔面状ヒーター（以下、プレートヒーター）の実用化に取り組んだ。 

・ステンレス箔ヒーターを面状構造とすることで平面加温を実現する。 

・面状構造のステンレス箔ヒーターの設計・解析手法を確立する。 

・ステンレス箔ヒーターに NTC抵抗※を組込むことで自己加温制御機能を付加する。 

・プレートヒーターの市場性に関して調査する。 

 

 

２． 概要 

ステンレス箔は、精密部品の部材として広く使用されており、非常に高い寸法精度（厚さ、平面度など）

と無疵痕などの高い品質で製造されている。その中で板厚 100μm 以下のステンレス箔は、その材料特

性から耐食性、強度、電気抵抗、柔軟性に優れている。このことから、光メタルセンター株式会社を中心

に、ステンレス箔をテープ状に整形し、樹脂等で被覆することで 100℃以下の低温ヒーター（テープヒータ

ー）とする研究開発が進められ、商品化に至っている（商標：クラウンヒーター）。 

本研究では、このステンレス箔部材の特長をさらに活かし、平面加温が可能な面状構造ヒーターを検

討するとともに、自己加温制御機能を付加することを試みた。具体的には、以下に示すプレートヒーター

の設計・解析、試作実験、市場性調査を実施した。 

１）プレートヒーターの機械形状とステンレス箔加工法の検討。 

２）プレートヒーターへ NTC抵抗を組込むことによる自己加温制御機能の付加。 

３）FEM（有限要素法）によるプレートヒーターの伝熱解析。 

４）自己加温制御機能を付加したプレートヒーターの試作と実験評価。 

５）プレートヒーターの育苗用分野への適用展開に関する市場性調査。 

 試作実験により、自己加温制御機能の検証はできたが、ステンレス箔ヒーター部と NTC 抵抗体間の伝

熱構造についての課題点が明らかになった。実用化には、更なる改良が必要である。 

 

※NTC 抵抗：温度の上昇に対して抵抗値が小さくなる抵抗体のこと。通常の抵抗では、温度上昇

にともなって抵抗値が大きくなる。 



３． 研究成果および今後の課題 

 

【研究の背景】 

研究会の主体企業である光メタルセンター株式会社は、ステンレス素材を高精度な圧延により板厚 

100μm 以下まで薄くしたステンレス箔を加工・商品化している。このステンレス箔は、アルミ箔や銅箔に

比べて耐食性、強度、電気抵抗等に優っているため、精密部品材料として広く使用されている。 

平成 21年度より、厚さ 100μｍ以下のステンレス箔をテープ状に成型し、局所打ち抜き加工を施し、樹

脂被覆による絶縁処理をして 100℃以下の低温ヒーター（テープヒーター）としての開発・製品化に取り組

んできた。この局所加温テープヒーター（商標：クラウンヒーター）は、柔軟で強靭であるため形状を自由

に設定でき、加温対象部位との接触面積が大きい等の利点を持っており、植物体などの加温に適するた

め、園芸農作物のイチゴ株元（クラウン部）の加温用途で普及してきている。 

イチゴ栽培において、ビニールハウス等の施設の加温では、温湯や温風加温機を用い、8℃以上に施

設内全体を加温するため、生産者の暖房コスト負担は大きい。このような状況の中で、植物体の温度感

応性が高い部位を局所加温テープヒーターで集中的に加温することで、施設全体の温度を下げて、暖房

経費を削減する技術を開発してきた。この省エネルギー技術は生産者から大きく注目されており、イチゴ

栽培での省エネルギーを図る革新的な暖房デバイスとして事業展開している。図 1 に局所加温テープヒ

ーターの局所発熱状態のサーモグラフィーとテープヒーターをイチゴ株元に設置した例を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１：局所加温テープヒーター（®クラウンヒーター）の構造と適用例 

 

しかし、現在商品化している「テープヒーター」や一般的な電熱線の「ケーブル状ヒーター」では、代表

点の温度を検出し、それを基に供給電力を ON/OFF するという方式を採っており、局所的な温度制御の

無い、開ループ制御に近い構成となっている。このような構成のヒーターの発熱体が、局所的な自己温度

に反応して通電量を自動制御しながら暖めると（自己加温制御方式）、全体的には消費電力が削減でき、

少ない電気量で対象物の加温が可能となると考えられる。そこで、温度が上昇すると抵抗値が減少する

特性を有する NTC抵抗をステンレス箔テープヒーターに組み込むことで、自己加温制御を実現する手法

に関して研究開発を行い、自己加温制御の可能性を見出してきた。しかしながら、NTC 抵抗素材は、主

に金属の混合物を焼結したもので、弾性が小さいため、柔軟なテープヒーターには不向きである上、テー

プヒーターとの接続など組み込み加工の難度も高いという問題があった。 

以上のことから、ステンレス箔と NTC 抵抗を組み合わせた自己加温制御機能を有するステンレス箔ヒ

ーターを比較的柔軟性を必要としない用途、具体的にはプレートヒーターやシートヒーターへの応用展開

を図ることを考えた。 

 

【設計・解析と実験結果】 

 ステンレス箔を面状に配置し、平面加温を行うプレートヒーターを実現するとともに、自己加温制御機能

を持たせるために NTC抵抗を組み込む構造を検討した。 

 図 2 は、NTC 抵抗を組込んだプレートヒーターの機械構造の一例である。温度が低い状況では、接続

点から接続点に向けてステンレス箔に電流が流れるが、温度が上昇して NTC 抵抗の抵抗値が減少する

イチゴ株元（クラウン部）に局所加温

テープヒーターを設置した例 



とステンレス箔への電流量が減少し、全体の発熱量が減少する。図 3はNTC 抵抗組込み型プレートヒ

ーターの等価回路である。電源を定電流源とすることで、ヒーター全体の電流量は一定で、温度

変化に伴い、ステンレス箔への電流量と NTC 抵抗への電流量が変わり、全体の発熱量が制御さ

れることになる。 

 試作したプレートヒーターは 100 ㎜×100 ㎜のサイズとした。このプレートヒーターを複数直

列に接続することで大きな平面を加温することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4は、ステンレス箔と NTC抵抗の材料特性 

を基にプレートヒーターの消費電力（発熱量）の温 

度変化を計算した例である。このように 0℃の時と 

比較し、70℃では 20%まで発熱量が減少する。 

図５は、FEMにより解析したプレートヒーターの 

伝熱特性である。中央部の赤くなっている部分が 

NTC抵抗であり、試作機でも高温になることが推 

測される。この問題は、実装上の構造として、今後 

の課題となったが、関連特許として出願している手 

法で解決できる見通しを得ている。 

図 6は FEMの解析で得られた周囲温度毎の N 

TC抵抗の昇温量である。前述のように NTC部の 

温度上昇は大きいが、周囲温度の上昇、すなわち 

プレートヒーターの温度上昇に伴い、NTC 部の温度上昇が低下することが分かる。この解析結果から、

NTC抵抗を組込んだプレートヒーターの自己加温制御機能が実現可能であることが明らかにできた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：NTC 抵抗組込み型プレートヒーター 

の基本構造 

図 3：NTC 抵抗組込み型プレート

ヒーターの等価回路 
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図 4：NTC 抵抗組込み型プレートヒーターの

消費電力（発熱量）の変化 計算値例 

横軸（温度［℃］）、縦軸（消費電力［W］） 

図 5：FEM 解析例（左側半面での解析）ステンレス部は一様に温度上昇してい 

る（緑部）。また、中央赤く表示されている NTC 部の温度上昇が大きい。 



ステンレス箔は、100μm以下の厚さでは、 

柔軟ではあるが、強靭であるため超音波カッ 

ターなどの金属製の刃では切断が困難であ 

る。そこで、柔軟なステンレス箔を厚い金属 

で挟み込みワイヤ放電加工機により形状成 

型した。この方法は加工費が高くなる欠点が 

あるため、製造法の開発が必要である。 

写真１に試作したプレートヒーターを示す。 

中央部の緑の基板上に実装しているのが、 

NTC抵抗である。任意の特性を持った NTC 

抵抗を入手することは困難であるため、NTC 

のチップ抵抗を複数組み合わせることで、特 

性の調整を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自己加温制御機能の検証実験では、プレ 

ートヒーターを電子制御された定温プレート上 

に設置し、サーモグラフィーにより NTC部の 

温度上昇を観測した（図 7）。ステンレス箔部は、 

薄いため保温能力は低く、熱量は定温プレート 

に移動し温度上昇は観測されない。実際の使用 

では、定温プレート部が培地などの保温性を持 

つ物質なので、ステンレス箔部も昇温する。 

 図 8は、１A定電流駆動でプレートヒーターを 

駆動し、定温プレートの温度（横軸）を変化させ 

た時の NTC部の温度上昇を計測した例である。 

図 8 より、定温プレートの温度が上昇するに従い、 

NTC部の温度上昇が低下していること、すなわち、発熱量が減少していることが分かる。このことより、プレ

ートヒーターへ NTC 抵抗を組込むことで自己加温制御機能を付加できることが明らかにできた。また、こ

の実験結果は、FEM で解析した結果（図 6）と良く合致しており、プレートヒーターの開発に今回の設計・

解析手法が有効であることも示している。 

 

【育苗用ヒーターマットの市場性調査】 

開発を進めているプレートヒーターの市場性調査のため、大規模システム農場 花の海（山口県山陽

小野田市）の育苗ハウスを訪問見学した（2018年 3月 9日）。 
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図 7：NTC 部の温度上昇特性（サーモグラフィー） 

（全電流１A，室温 14.5℃） 

図 8：NTC 部の温度上昇特性 

横軸（定温プレート温度［℃］）、縦軸（温度［℃］） 
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図 6：NTC 抵抗組込み型プレートヒーターの

NTC 部の温度上昇傾向（FEM 解析） 

横軸（周囲温度［℃］）、縦軸（温度［℃］） 

写真 1：NTC 抵抗組込み型プレート

ヒーターの試作例 



育苗では、電熱加温シートを使用する場合もあるとのことだが、現在は、主に温湯管（写真 2）による加

温システムを使用して育苗ポット（写真 3）を加温していた。温湯管方式には、以下の問題点がある。①育

苗棚に温湯管を固定することになる、②育苗ポット個別の温度調整が困難、③加温制御機器（ボイラー）

が大型で場所をとる、④燃油代調整が難しい。写真 3 の様に育苗ポットは、温湯管を下部に配置した棚

上（幅1.5m×長さ20m程度）に置かれている。この場合、棚の幅方向の中心部の温度が高くなり易いため、

苗の生育が中心部で早くなる傾向がある。野菜などの生産量調整のため、その苗は同一の生育状態で

出荷する必要がある。このため、適宜、手作業により中心部の育苗ポッドと外側の育苗ポッドを入れ替え

る作業が必要となる。 

 自己加温制御機能を有する面状ヒーター（プレートヒーターなど）が実用化できれば、①育苗ポット部の

効率的な加温が可能となりハウスの省エネ化につながる、②育苗ポットを均一に加温でき苗の生育を均

一にできる、③固定式の温湯管と異なり任意の棚を加温棚にできる、④電気制御のため制御器が小型に

できる、などの利点が生じ、育苗ハウス運用の省エネ化、省力化に大きく貢献できるものと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まとめ】  

解析・実験を通し、NTC 抵抗体を組み込んだステンレス箔を使用した面状ヒーター（プレートヒーター）

の基本的な構造と設計手法を示せた。また、FEM を使用した伝熱シミュレーションにより、プレートヒータ

ーの自己加温制御機能を明らかにし、試作実験により検証することができた。実装上の構造の問題があ

ることが明らかになったが、これまでテープヒーターの応用で開発した関連特許に示す手法により改善で

きると考えられる。 

 

４．おわりに 

 今回の研究会活動では、面状ヒーターの構造検討と自己加温制御機能を如何に実現するか、また、そ

の検証に多くの時間を割くことになり、残念ながら育苗用途に適した面状ヒーター構造の開発までには至

らなかった。市場性調査から推測するとプレートヒーターは、省エネ化、省力化の観点から、第２の局所加

温テープヒーター（®クラウンヒーター）に発展できる可能性を持っていると考えられる。育苗棚に適したヒ

ーター構造の創案、自己加温制御機能の実装法の確立、プレートヒーターの対候性検証、省エネ効果の

実証など、課題は多くあるが、実用化に向けて研究を進めたいと考えている。 

 

５．本研究の今後の計画 

 前述のようにプレートヒーターの実用化のためには、多くの課題があるが、学術研究の観点からステンレ

ス箔ヒーターの共通技術となる、以下の事項を中心に研究を進めたいと考えている。 

・FEMによる伝熱シミュレーションの時間領域非線形解析 

・熱流測定手法による伝熱特性の計測 

・自己加温制御機能の実装手法の確立 

 また、平成 30年度は本研究会の参加企業と育苗用途を目指したプレートヒーターの共同研究を行う。 

 

写真 2：育苗用温湯管 写真 3：温湯管上の育苗ポット 



６．その他 

（１）出願特許（タイトル・出願番号・発明者・特許権者など） 

関連特許：原田、山田、吉岡、大亀、「トンネル内の氷柱防止方法とそれに用いる導水パネル及びその製

造方法」 特許番号 6211280 （登録日 2017年 9月 22日） 

・プレートヒーターの特許出願に関しては、研究会内で検討中である。 

 

（２） 投稿論文（タイトル・学会名等） 

・（投稿予定）山田健仁，原田徳彦、「NTC 抵抗を組み込んだステンレス箔面状ヒーターの自己加温制御

方式の検討」，徳山工業高等専門学校研究紀要，（2018） 

 

（３） 本研究会の参加企業・団体名 

・徳山工業高等専門学校 

・光メタルセンター株式会社 

・新立電機株式会社 
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