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図３　ジュメット線の組成解析チャート（EDX） 
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分析位置A ： 芯部 

図２　タングステン線（フィラメント）の使用前（加工まま）と 
　使用後（高温白熱）における結晶組織変化の模式図 

（a）伸線まま（伸線加工によって細長く伸ばされたタングステンの結晶が
束になって並んでいる） 

（b）使用中に、純タングステン線では結晶粒が粗大化し、結晶転位（off-
setting）が起きやすくなり、弛緩垂下現象（sag、サグと呼ばれる）に
より断線し易くなる（長時間使用後） 

（c）サグ防止のため、不純物（例えば微量のThO2）添加されたタングステ
ン線の場合（長時間使用後） 
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図１　白熱電球の構造と材料 

始まり『白熱電灯』 近代的な明かりの 
白くすっきりとした蛍光灯に比べて、どこかあたたかさを感じさせる 

ホテルのロビーやレストランを思い出すまでもなく、
くつろげる空間演出の名脇役です。 

年配の方の中には、貧しさの象徴のように扱われていた裸電球を思い出される方もあるでしょう。 
その光の下にどんな素顔が隠されているのか、探ってみました。 
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電球を黒化させないための工夫6

A：芯　　部　（％） 
マンガン：  1.18 
鉄　　　：57.36 
ニッケル：41.46 

C：最外層表面部 
　銅、鉛、ナトリウム、カリウムを検出 
　銅とガラスの融着相と推定 

写真２　ジュメット線の横断面分析結果 

内面つや消し電球の発明8

写真１　いろいろな電球とフィラメントのかたち 

（a）透明白熱電球（古い在庫品） （c）ハロゲンランプ 
（自動車用フォグランプ） 

（b）透明白熱電球 
（シャンデリア用） 

B：外 套 部 （％） 
　鉄　　　：  2.67 
ニッケル：  2.98 
　銅　　　：84.89 
　亜鉛　　：  9.46 

　白熱電灯といえば、エジソンと京都石清水
八幡宮の竹。この発明がもとになって、「明か
り」がさらに多様化しています。先人の工夫を
見事に木綿糸を炭化させた炭素電球に結実さ
せた一人の偉大な発明家とそのあとに続いた、
多くの人々の工夫・改善のさまを「白熱電灯」
に注目して解き明かしてみたいと思います。 

　ハンフレー・デービーが1802年実験で白
熱電球実現の可能性を提唱し、適当な発光体
を求めて、いろいろな材料、形状で検討がな
されました。発光体の燃焼防止のために、真
空、窒素封入などの工夫も並行的に実施され
ています。エジソンとスワンが実用的な真空
炭素電球製作に成功した1879年に、エジソ
ンは特許を取得し、また、日本産の竹を初め
て使用しました。彼の工夫になるねじ口金
（1880年）も電灯の普及には大きな役割を
果たしています。 
　その後発光体として、高融点低蒸気圧のタ
ングステンが注目され、その実用化にはタング
ステンの延性向上が大きな課題でした。クーリ
ッジが1908年可延タングステンを発明、1910

年に工業生産に成功。GE社の生産開始後、
４年ほどの間に、炭素電球の需要を駆逐した
そうです。1909年ラングミュアーの作った
不活性ガス封入電球は、効率の良さから、真
空電球を駆逐。さらに封入ガスが窒素から光
束効率の良いアルゴンに代わりました。なお、
日本でも1886年東京電灯社で電球が試作され、
1896年に炭素電球の製造が始まっています。 

　調査結果をふまえてまとめると図１に示す
とおりです。タングステンフィラメントを支
える３本の支柱。中央の一本はMo線、左右

の２本はNi線です。ガラスのステムを通っ
て延びている２本の細い線は、熱膨張差でガ
ラスのひび割れによる真空度低下を招かぬよ
うに、ガラスに近い熱膨張を示すジュメット
線（低熱膨張芯線＋純銅被覆）が用いられて
います。ジュメット線は口金の内側で、それ
ぞれ銅線に接続され口金の尖端または側壁に
接続されています。 

　タングステンは融点（3382℃）が高く、
電球フィラメントとして必要な、高融点、低
蒸気圧かつ加熱で高温になりやすい、などの
性質をみたし、高温発光体に適しています。
GE社研究所にいたクーリッジは常温でもろ
いこの金属をなんとか細線に加工し、かつ延
性化出来ないかと検討を重ねました。なかな
か巧くいかず、一時は中断してMoの製造検
討を優先し、続いてタングステン線の製造に
再チャレンジしています。当時針金の先付け
加工に利用されていたスエージングマシンに
注目し、後にこの機械の発展に貢献した一流
の専門家にコンタクトし、製造方法と設備の
両面から突っ込んだ検討を実施。繊維組織の
発現した30ミル（≒0.76㎜径）以下の素線（更
に孔ダイスを通して細く伸線するための素線）
の製造に成功したのです。 
　やっと出来上がったタングステン線ですが、
まだ工夫の余地がありました。たとえば、フ
ィラメントの蒸発と電球黒化抑制のため、不
活性ガス（アルゴン、クリプトン、キセノンな
どの化学反応性の少ないガスを総称）入り電
球が開発され、結果として電球内ガスの対流
によって線温が低下し、電球の効率が下がり
ました。そこで線をコイル形状にしてガスに
接触する表面積を小さくして熱損失の低減を
はかったのがコイル化のはじまりで、GE社
ラングミユアの大きな功績です。この考えを

さらにおし進めて、日本人三浦順一が二重コ
イルを発明しています。細いタングステン線
の製造技術がこの発明の実用化を助けました。 

　入手した３種の電球（写真１）のフィラメ
ント部分を拡大してみますと、（a）は１重コ
イル（径：～55μm）、（ｂ）は２重コイル
（径：～４μm）、（ｃ）は１重コイル（径：
～175μm）となっています。負荷電圧が一
定とすれば、フィラメント径が大きいほど抵
抗は小さく電流がたくさん流れ、発熱量は電
流の二乗で増えます。フォグランプは低電圧
でも明るいわけです。加工ままのフィラメン
トはとても硬くて、引張り強さ4000MPa程
度ですが、高温に熱せられると短時間で急激
に強度も（800MPa程度まで）、伸びも（数
％からゼロにまで）低下します。フィラメン
トの金属組織は使用中に、図２に示すように
変化し、細くのびた繊維組織が大きな等方結
晶粒に成長し、大きくなりすぎると結晶粒界
すべりである垂下（サグ）という現象を起こ
して断線します。この粗大結晶粒の生成を防
ぎ、電子線放射性を向上させる酸化トリウム
を１～２％添加したタングステン線も電子管
の陰極用、あるいは耐振動性電球用などに実
用されているそうです。 

 

 

　点灯時の白熱温度が2500℃以上に達し、
気化と同時に黒化が生じる。電球の明るさが
減り、寿命も低下します。“ゲッター”と呼
ばれる薬品が、電球内の残留ガスを吸着する
のに役立っています。この吸着作用の理論的
な研究は、ラングミユア（1932年ノーベル

化学賞）のおかげです。ゲッター剤として赤
燐、窒化バリウム、カオリンなどが知られて
いますが、製造者間では未だ秘密にされてい
るようです。自動車用ランプ、写真館のライ
ト、屋外展示物などに使用される照明にはハ
ロゲンランプが実用されています。このハロ
ゲンも似たような働きによって、電球の黒化
を防ぎます。 

　ガラスに封入された部分の線は、ジュメッ
ト線とよばれます。本調査でも芯部は低熱
膨張合金線の使用が確認されています。最
外周はガラスと銅が融着した部分で銅の他に
ナトリウム、カリウム、鉛などが検出されて
います。 
　非常に興味深いのは、外套部の純銅である
はずの部分に、亜鉛、ニッケル、鉄などが検
出されたことです。これは黄銅（銅－亜鉛ベ
ースに各種合金元素添加）の存在が推定され
ます。ジュメット線の製造方法は芯線と純銅
の被覆管との間を黄銅で溶着しその後、伸線
加工で長く伸ばします。そのため溶着層は明
瞭ではありません。分析ではその存在を示し
てくれたわけです。 

　透明ガラス電球のまぶしさを克服する切り
札として、つや消しとガラスの強度保持のた
め、内面２回腐食法が不破橘三（日）、ピプ
キン（米）らによって発明されました（1925
年）。光の透過率を低下させず、まぶしさ
のない軽快な光が好評でした。しかし、
1973年には、溶液吹き上げ、または静電塗
装方式に変わり、電球表面のまぶしさは従来
のつや消し電球に比べて、１／５以下に減っ
たそうです。 

　おだやかな、人に優しい白色電球が今の形
にたどりつくまでにエジソンから後も実に多
くの人々の工夫がありました。一人の大発明
家で完結・完成したと思われる技術も、絶え
ず改善工夫が加えられ、さらに新しい分野の
技術が付け加えられて大きな展開を見せる。
そのような多くの広がりを与えてくれるその
種を播いた人こそ“偉大な発明家”というこ
とになるのでしょうか。 
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