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　環境問題を背景にランプメーカより従来の白熱電球
に置換わる商品として、現在では、より環境性能に優
れるLED電球に置換わっているが、数年前までは、ス
パイラル形蛍光灯が主力商品として生産されていた。
当時、スパイラル形蛍光灯は主に中国で半自動機や手
作業によって生産されており、それらの工程を自動化
するために当社では製造工程の基礎テストを実施し
た。本稿では、テストにより得られたスパイラル形蛍
光灯のガラス加工技術の一部について紹介する。

　スパイラル形蛍光灯にはCFLとCCFLタイプがあ
り、使用するガラスの特性や製造工程が異なる。

　CFLとはCompact Fluorescent Lampの略で、コ
ンパクト蛍光灯を示す。その中で、ガラス管を螺旋状
に成形したものをCFLスパイラル形蛍光灯と呼ぶ。コ
ンパクト蛍光灯では3U、4Uと呼ばれるU字に成形し
たガラス管3組あるいは4組を溶着して必要となる発
光部の管長を得るものが主流であったが、製造工程が
複雑であるためコスト面に影響した。CFLスパイラル
形蛍光灯では、1本のガラス管を螺旋状に加工する技
術を確立することにより、シンプルな工程で必要とな
る発光部の管長を得ることができるようになった。
　CFLスパイラル形蛍光灯の製造工程の概要をFig. 2
に示す。その中で、CFLスパイラル形蛍光灯のガラス
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スパイラル形蛍光灯におけるガラス加工技術
Glass Processing Technology for Spiral Type Fluorescent Lamp

　蛍光灯や電球などのランプは、一般的に本体部にガラスが使用されている。そのため、ランプの製造においてガラス
の加工は必須技術である。

　・ランプ本体となるガラス管の成形
　・ランプの内部に電線を通すための電線とガラスの溶着加工　等

　これらの中で、ランプ本体となるガラス管の成形工程は、ランプの製造工程で最も動的で複雑な加工を行う工程で
あり、ガラスの知識と経験により積み上げられたノウハウが重要となる。
　本稿では、ガラス管成形の中でも独特であるスパイラル（螺旋）形蛍光灯のガラス加工技術について紹介する。
　　①CFLスパイラル形蛍光灯（スパイラル成形、脚曲げ、カット）
　　②CCFLスパイラル形蛍光灯（スパイラル成形）
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Lamps such as fluorescent lamp, incandescent lamp etc. generally use glass for their bodypart, so 
glass processing technology is very essential for lamp production. 
For example,
　・Forming of glass tube for lamp body
　・Welding of glass and wire to insert wire inside lamp etc. 
Glass tube forming for lamp body is one of the most dynamic processes in the lamp production and 
requires know-how based on the knowledge about glass and accumulatedexperiences.
This article introduces glass processing technology for following spiral type fluorescent lamps which 
is especially unique in the glass tube forming technology.
　　1. Spiral type CFL (compact fluorescent lamp) (Spiral forming, leg bending and cutting)
　　2. Spiral type CCFL (cold cathode fluorescent lamp)(Spiral forming)
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Fig. 1 　スパイラル形蛍光灯　左CFL、右CCFL

Table 1 　CFLとCCFLの比較表



19CKD 技報　2019 Vol.5

スパイラル形蛍光灯におけるガラス加工技術

加工として以下の順に紹介する。
①材料について
②スパイラル成形
③脚曲げ
④カット

　Fig. 2に示すようにCFLスパイラル形蛍光灯では、
ガラス管成形は製造工程の最初の工程である。

 ２－１　材料について
　材料はストレートのガラス管を使用する。

・ガラス管の素材：鉛フリーガラス
・ガラス管のサイズ：φ10×t1×420mm（白熱球

60W相当品の場合）
・ガラスの軟化点（ガラスが溶け始め、自重で変形す

る温度）：665℃

 ２－２　スパイラル成形
　スパイラル成形は1
本の軟化したガラス管
を工具により螺旋状に
巻き上げる加工である。
円筒にガラス管径に合
わせた溝が２列平行に
等 ピ ッ チ で 螺 旋 状 に
彫ってある（２条螺旋
溝）工具（Fig. 3）を用い
て、ガラス管の中央部
より巻き上げる。巻き
数は1.25である。スパ

イラル成形の工程は①加熱、②移送、③成形、④加圧の
順に行う。

①加熱
　ガラス管を工具にムラなく巻きつけるためには、
ガラス管は軟化点以上に加熱され、かつ全長にわた
り均一な温度分布による均等な軟化状態である必要
がある。そのため、ガラス管の加熱は電気炉により
ガラス管全体を同時に加熱する。電気炉の設定温度
は750℃とし、ガラス管を軟化点以上に加熱する。

Fig. 2 　CFLスパイラル形蛍光灯製造工程

 

Fig. 3 　スパイラル成形工具

Fig. 4 　スパイラル成形サンプル
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電気炉の幅は350mmであり、ガラス管の両端は片
側35mmずつ電気炉からはみ出す形となり、搬送時
のチャックの掴み代と加圧ノズルの取付に使用す
る。電気炉での加熱時間は55～ 60秒である。

②移送
　電気炉で加熱後、炉内より軟化したガラス管を素
早く取出し、ガラス管の中央を工具に載せる。
　注意点として、炉からガラス管を取出し、成形完
了までを２秒以内に行わないと、ガラスが硬化し成
形できなくなる。

③成形
　工具を回転しながら上昇させ、軟化したガラス管
を巻きつける。回転と上昇は工具の螺旋ピッチと一
致していることが重要。
　工具はガラスが急速に冷えて固くならないように
約400℃に加熱する。
　ガラスの軟化点を下回らないように、巻き上げは
0.5～1秒で行う。巻き速度は1.25～2.5巻／秒で
ある。
加熱から成形までのガラス管の温度カーブをFig. 6
に示す。

④加圧
　巻き終わり直後にガラス管内を加圧し、巻き取り
時にガラス管断面がつぶれたところを工具に合わせ
て円形にする。

　加熱～成形～加圧までの工程はおよそ57～ 62秒
となる。

 ２－３　脚曲げ
　「脚曲げ」とはスパイラル成形後のガラス管の両端に
残るストレート部を巻き軸の中心線と平行となる方向
に所定のピッチに曲げる工程で、①加熱、②成形、③加
圧を行う。

①加熱
　スパイラル成形済ガラス管の脚曲げ部を局所的
にバーナで加熱する。バーナはガス・エアー・酸素
バーナである。

②成形
　局所的に軟化したガラス管の端をつかみ曲げ成形
を行う。曲げは機械的には２軸（Fig. 8）で曲げる必
要がある。

③加圧
　脚曲げ直後に、成形部の形を整えるため、ガラス
管の内部を加圧する。手作業の場合は目で見て適度
な状態で加圧を止めることが可能であるが、自動機
で行う場合は前工程からの条件（材料の寸法、形状
の精度など）のバラツキを無くす必要がある。
　脚曲げ工程は片脚で加熱時間約20秒、成形～加
圧時間約5秒である。

Fig. 7 　脚曲げサンプル

Fig. 5 　電気炉とガラス管の関係

Fig. 6 　加熱温度カーブ

Fig. 8 　脚曲げの軸
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 ２－４　カット
　ここでの「カット」工程は、脚曲げしたガラス管の不
要部をカットする工程である。

①加熱
　脚曲げを行った成形済ガラス管のカットする側の
ガラス管端ストレート部を中心にガラス管を回転さ
せ、水素・酸素バーナによりガラス管を局部的に急
加熱し歪を発生させる。

・回転速度：110rpm
・加熱時間：約6秒

②カット
　歪の境界にカッタを当て、クラック（微小なヒビ
割れ）を派生させカットする（チルカット）。

・カッタ当て時間：約0.4秒

　CCFLとはCold Cathode Fluorescent Lamp（冷
陰極蛍光灯）の略で、主にLCDのバックライト用に使
用するランプである。CCFLスパイラル電球は直管の
CCFLを螺旋状に成形したもので、CFLに比べ寿命が
長く（40,000時間）紫外線を出さないガラスを使用す
るなどの特徴を活かし、CFLの置換え商品として販売
されている。
　CCFL製造工程の概要をFig. 10、CCFLスパイラル
形蛍光灯の製造工程の概要をFig. 11にそれぞれ示す。

　CCFLスパイラル形蛍光灯では、スパイラル成形を
直管ランプ完成後に行う点が、CFLスパイラル形蛍光
灯と大きく異なるポイントである。またガラス材料も
異なる。ここでは、CCFLスパイラル形蛍光灯のガラス
加工として以下の順に紹介する。

①材料・条件
②スパイラル成形

 ３－１　材料・条件
・CCFL直管ランプ完成品を使用
  （φ4×1150mm）
・ガラスの材質：ホウケイ酸ガラス
  （BFK、BFW）

 ３－２　スパイラル成形
　CCFL直管ランプ完成品を使用して加熱成形するた
め、軟化点を超えて加熱するとCCFL直管ランプの内
圧は大気圧より低くなっていることから、ガラス管が
潰れてしまう。また、加熱温度が軟化点より大幅に低
いとガラス管が割れてしまい工具に巻きつけることが
できない。そのためガラス管全体の温度を軟化点より
少し低い温度まで加熱し、巻くことは可能でありかつ
外気圧によって潰されない温度での加工が必要とな
る。巻き上げはランプの温度を一定に保ちながらゆっ
くり巻く必要がある。そのため、巻き上げは電気炉内
で行う。
　成形工程は以下となる。
①加熱

　電気炉によりランプを均一に加熱する。
　・予熱時間：約50秒

②成形
　ランプが軟化点より少し低い温度に到達したとこ
ろで、電気炉内でランプの温度を一定に保ちながらFig. 10 　CCFL 製造工程

Fig. 9 　カットサンプル
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Fig. 11 　CCFLスパイラル形蛍光灯製造工程
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ランプの中央部よりゆっくり巻き上げる。
　・巻き上げ温度：
　  BFK…650～ 700℃、BFW…700～ 750℃
　・巻き上げ時間：約45秒
　・巻き数：4.5巻き

　工具は2条螺旋で、CFL同様に回転と上昇は工具
の螺旋ピッチと一致していることが重要である。巻
き速度はCFLと比較すると遅く、0.1巻／秒となる。
Fig. 12に巻き上げサンプルを示す。

　本稿では当社でこれまでに培ってきたガラス加工技
術の一部について紹介した。製品により加工方法は
様々であるが、基本はガラスの特性を理解し、最適な
加工方法を考案することが重要である。当社ランプ製
造設備部門ではこれまでは一般照明、自動車照明用の
ランプ製造設備を中心に手掛けてきたが、LED照明の
普及により、これまでのような設備は求められなく
なった。今後は、ランプ製造設備で積み上げられた技
術ノウハウ（ガラス加工技術、熱関係技術、真空技術な
ど）の独自性を活かし、ランプの製造設備以外の分野で
も社会に貢献していきたいと考えている。

Fig. 12 　CCFLスパイラル成形サンプル
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