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The electrical connection method between electronic component and e-textile is a huge problem of practical use. In 

this study, we have researched and developed a flexible electrical connector using textile skills, which connect between 

e-textile and electrical wire. 

 

１．はじめに 

近年、電子部品やセンサを繊維製品に実装して新

たな機能性を付与した e-テキスタイルの開発が進

展しており、ウェアラブルや産業資材といった分野

での活躍が期待されている。e-テキスタイルの電子

的機能を動作させるには、外部からの電力供給が必

要であるが、繊維材料から作製される e-テキスタイ

ルは、従来の電子機器や電気・通信用電線と剛性が

大きく異なるため、それらを直接接続すると、接続

部において変形による力が集中しやすくなり、導電

部分が破損して通電しにくくなる。そのため、導電

性や耐久性、柔軟性を兼ね備えた e-テキスタイルと

電気・通信用電線との接続方法が必要となる。 

そこで本研究では、これら２つの部材を接続する

手法として、剛性が両端で異なる中間部材(以下、中

間部材)を開発し、e-テキスタイルと電子機器や電

気・通信用電線の間を取り持つ方法を検討した。具

体的には、まず、緯糸をポリエステル糸と熱収縮糸、

またはモノフィラメント使いとした織物の織組織ご

との織幅と厚み、曲げ剛性の変化を確認し、それを

もとに中間部材を試作してその妥当性を検討した。

また、中間部材と e-テキスタイルとの接続方法とし

て、導通方向の異方性をもつ接着素材による接合に

ついても検討した。 

 

２．中間部材の開発 

２－１ 製織条件の検討 

中間部材は、テキスタイルで作製することとし、

中間部材の両端は、織組織や密度を変えることで、

中間部材と e-テキスタイルとの間、中間部材と電子

機器あるいは電気・通信用電線との間、それぞれの

剛性の差をなくすこととした。また、中間部材の中

間部も、織組織や密度を変えることで剛性を連続的

に変化させ、変形による力の集中を防止することを

目指すこととした。 

中間部材を構成する織組織は、三原組織(平織、綾

織(2×2、1×3)、朱子織(８枚))と、重ね組織(２重

織、３重織、４重織、５重織)とし、糸使いは、経糸

をポリエステルに固定し、緯糸をポリエステル(東レ

TETORON 167T/48f)、熱高収縮性ポリエステル(熱収

縮糸)(東レ TETORON 84T/12f)、モノフィラメントポ

リエステル(ユニプラステックMONOFILAMENT 100ｄ)

の３種類とした。なお、緯糸については、みかけの

繊度を合わせるため、事前にそれぞれ合撚して調整

している(表１)。三原組織の緯糸密度は 12本/cm と

し、重ね組織では各層の織物面の緯糸密度を 12 本

/cm として高密度タイプとした。経糸密度は設定せ

ず、織機上で自由に変化できるようにした。また、

緯糸に熱収縮糸を使ったものは、製織後に取り出し

た中間部材を乾燥機で熱処理(150℃、15 分)し、緯

糸の熱収縮による中間部材の構造変化を確認した。 

中間部材の評価は、試料の各織組織における平織

からの厚み・幅の変化率と、曲げ剛性から行った。 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 実験結果 

図１に各織組織における織幅 d と厚み h、曲げ剛

性 B の変化(平織のそれぞれの値(d 平、h 平、B 平)

に対する比)を示す。なお、曲げ剛性は KES 風合い計

測システム(カトーテック㈱製 KESFB-AUTO-A)の測

定結果である。その結果、三原組織では、厚みや曲

げ剛性は平織と比べて大きな変化はないことがわか

った。一方、重ね組織では、重ねる数が増えるほど、

織幅は減少し、厚みは増加する。ただし、曲げ剛性

については、緯糸密度を高密度にした場合のみに増

加しており、重ねる数が増えるほど増加が顕著にな

った。緯糸を変更した場合は、織幅と厚みは、緯糸 

★新産業創出研究部 

表１ 緯糸の加工条件 

糸種 繊度 合撚条件 

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 334T/96f 167T/48fを 2本合撚 

熱収縮糸 336T/48f 84T/12fを 4 本合撚 

ﾓﾉﾌｨﾗﾒﾝﾄ 333T/3f 111Tを 3 本合撚 
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図１ 各織組織における織幅(a)、厚み(b)、曲げ剛

性(c)の変化 

(平織のそれぞれの値に対する比率) 

 

の種類によって変化量に差は出るものの、傾向は同

じであった。一方、曲げ剛性については、緯糸の種

類による変化の差は比較的小さいことが分かった。 

図２に、緯糸に熱収縮糸を用いた中間部材に熱処

理を施した時の織幅と厚み、曲げ剛性の変化(熱処理

後／熱処理前)を示す。織幅と厚みは、どの織組織に

おいてもほとんどが 20％以上の熱収縮を示したが、

織幅は織組織には依存しておらず、おおむね 20％前

後の熱収縮率で一定であったのに対し、厚みは、織

組織によって変化量が大きく異なった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 緯糸の熱収縮による、織幅と厚み(a)および

曲げ剛性(b)の変化 

 

一方、曲げ剛性は、三原組織と低密度の重ね組織

では、それほど変化しないのに対し、高密度の重ね

組織にすることで大きく変化することが分かった。 

以上の結果より、糸使いは緯糸に熱収縮糸を用い、

織上げ後の生機を熱加工で収縮させることで、織組

織ごとに織幅、厚み、曲げ剛性を制御することがで

きることが分かり、特に高密度の重ね組織が効果的

に曲げ剛性を大きくできることが分かった。 

２－３ 中間部材の織組織の検討 

単独織組織のデータをもとに、中間部材を構成す

る織組織の設計を行った。織組織は、平織、三重織、

五重織、七重織、十重織とし、糸使いは、経糸をポ

リエステルとして、緯糸に熱収縮糸を用いた。平織

の部分で e-テキスタイルと接続し、十重織の部分で

電子機器、電気・通信用電線と接続することを想定

した。三重織、五重織、七重織の部分は、それぞれ

長さが 1cm程度となるようにした。試織後、中間部

材に熱処理(150℃、15 分)を施した。図３に試作し

た中間部材を示す。織組織を変えることによって織

幅が変化していることがわかる。なお、e-テキスタ

イル側に見える２本の線は導電糸であり、電線側に

行くにつれて多重織の中心部に織り込まれていくこ

とで電気の導通を確保している。 
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図３ 試作した中間部材 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 中間部材(a)と平織組織単独(b)の屈曲の様子 

 

図４に、試作した中間部材の屈曲の様子を示す。

水平方向から 45°上に傾けた状態で、中間部材の十

重織部分(電線側)を中心の取り付けジグに固定し、

平織部分(テキスタイル接続側)が外側で垂れるよう

に取り付けた。図４(a)の試作した中間部材では、電

線側は曲げ剛性があるので緩やかなカーブを描いて

いるが、織組織が変わるに従って曲げ剛性が小さく

なり、平織の部分で真っすぐ下に垂れ下がる。一方、

図４(b)の平織組織単独の e-テキスタイルの場合は

中心の取り付けジグの部分からすぐに折れ曲がって

しまう。以上より、織組織を制御するとともに緯糸

に熱収縮を用いることで、中間部材の屈曲性を制御

できることが実証できた。 

 

３．中間部材とテキスタイルの接続方法の検討 

試作した中間部材と e-テキスタイルを接続する

ため、導電性・接着性・柔らかさを共存させた接続

方法として、異方導電性ペースト(ACP)による接続方

法を検討した。ACPは、フレキシブル基板(FPC)同士

や、FPC と電子部品や基板を接続する方法として用

いられている。一定の熱と圧力を加えることにより、

電極間の導通を得ることが可能であり、また、樹脂

が硬化することで、接着性と外部からの絶縁性を発

揮する。 

導電糸を織り込んだリボン状の e－テキスタイル

同士を接続するために、片方のリボン状の e-テキス

タイル上に、ACP をスクリーン印刷により 45μm の

厚みで塗布した後、乾燥機を用いて 100℃、15分間

乾燥した。その後、もう一つのリボン状の e-テキス

タイルを重ねてホットプレス機を用いて熱圧着した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 各熱プレス条件における電気抵抗の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ LED リボンと電源コードをつなぐフレキシブ

ルなコネクタ 

 

熱プレス条件は接着時間を 10 秒に固定し、圧力、温

度を変えた。また、リボン状の e-テキスタイルの熱

収縮を考慮し、熱圧着する前にホットプレス機と同

じ温度で予備加熱する方法も検討した。 

図５に熱プレスの各条件における電気抵抗の変化

を示す。変化率は、実測した試料両端間の電気抵抗

R と、ACP による接触抵抗が 0Ωと仮定した場合の試

料両端間の電気抵抗R0の比から算出した。その結果、

加熱温度が 140℃以上であれば、電気抵抗は 1.2 倍

程度の増加で抑えられることが分かった。 

 

４．フレキシブルなコネクタの試作 

試作した中間部材の、片側(電線接続側)にジャッ

ク型コネクタ(メス)を、もう一方(テキスタイル接続

側)には当センターで既開発の LED リボンを接続し、

コンセントから LEDへ電力を供給できるフレキシブ

ルなコネクタを試作した。電線接続側には 2.1mm 標

準 DC ジャックを取り付けた。中間部材に使用して

いる導電糸は銀メッキナイロン糸であるため、はん

だ付けせず、導電糸を電極端子に結んだ後に銀ペー

ストで固定した。また、テキスタイル接続側は、ACP

を用いて LEDリボンと接続した。熱プレス条件は、

圧力 6MPa、温度 140℃で 10秒間とした。図６に試作
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したフレキシブルなコネクタを示す。コンセントか

らの電力供給により、LED リボンの LED が点灯して

おり、e-テキスタイルと電子機器、電気・通信用電

線をつなぐ中間部材として、フレキシブルなコネク

タが機能することが確認できた 

 

５．まとめ 

剛性が両端で異なる中間部材を開発し、e-テキス

タイルと電子機器や電気・通信用電線の間を取り持

つフレキシブルコネクタとしての適用可否を検討し

た。中間部材を構成する織組織については、糸使い

は緯糸に熱収縮糸を用い、織り上げた生機を熱加工

で収縮させることで織組織ごとの織幅、厚み、曲げ

剛性を制御することが可能であり、特に高密度な重

ね織りことで効果的に制御できることが分かった。

さらに、これらの結果から、中間部材の織組織、糸

使いを決定し、フレキシブルなコネクタを試作した

ところ、試作したコネクタは曲げ剛性が制御されて

おり、緩やかなカーブを描きながら屈曲を抑制する

ことができた。また、コンセントから e-テキスタイ

ルへの電力供給も可能であることが確認でき、フレ

キシブルなコネクタとして機能することも分かった。 

 


