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ＳＵＳ３０４のようなステ
ステンレス豆知識
ンレスの応力腐食割れは塩
素イオンを含む約６０℃以
先月号での①全面溶解
上の環境で起こります︒幅
②孔食 ③すき間腐食に続 が約１マイクロメートルに
いて今月号では④発錆 ⑤ も満たないような︑面状の
粒界腐食 ⑥応力腐食割れ 部分が腐食で失われ︑それ
について書かせて頂きます︒ が引張応力のために割れに
つながります︒︵資料
﹃ トコトンやさしい錆の
本﹄日刊工業新聞社︶
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Ｋ社員の

ピアノ奮戦記
第二話
運命ですよ！
えっ︑運命？
翌日 の日 曜日の 夕方 ︑
誘 われ るま まに楽 器店 に
行 きま した ︒電子 ピア ノ
と 椅子 しか 置いて いな い
小 さな 部屋 に通さ れ︑ イ
ン スト ラク ターの Ｓ先 生
が 入っ て来 られま した ︒
Ｓ 先生 は私 の実家 の近 所

︵第三話につづく︶

に住 んでい た女 性の 若い 出た言葉は︑
頃に そっく り︒ ニコ ニコ ﹁ ３０年 以上 前の 楽譜が
しな がらＳ 先生 は私 が弾 よくみつかりましたね﹂
きた いと言 って いた ﹃ひ と なんと もト ンチ ンカン
まわ り﹄を 演奏 し始 めま な 質問を して いま した︒
した ︒その 演奏 に私 は感 で もＳ先 生は 私の 質問に
動し ていま した ︒﹃ プロ も笑顔で︑
は凄 い﹄︒ 素直 にそ う思 ﹁ それが です ね︑ 今月発
いま した︒ そし て﹃ ピア 売 の ピ ア ノ 雑 誌 に 丁 度
ノは 素晴ら しい ﹄︑ そし ﹃ひまわり﹄の楽譜が載っ
て﹃ 弾けた らど んな にい て いたん です よ︒ それも
いだ ろう﹄ ︑そ して ﹃私 こ の雑誌 には 模範 演奏の
に弾けるのだろうか﹄と・・・・・︒ Ｃ Ｄまで 付い てい るんで
先 生の演 奏後 ︑私 の口 すよ﹂と︒︒︒
から は賞賛 する 言葉 が出
まさか そん な都 合の良
てい ました ︒そ して 次に い 話が絶 対あ るわ けがな
い と思い なが らピ アノの
譜 面立て に置 かれ た雑誌
を 手にと り表 紙を 見ると
確 かにこ の月 に発 売され
たピアノ雑誌でした︒
﹁ Ｋさん ︑こ れは 絶対に
運 命です よ︒ この チャン
ス を逃し たら 一生 後悔し
ま すよ︒ いい んで すか後
悔 したま ま生 き続 けて︒
ピアノ始めましょうよ﹂
そうか ︑こ れは 運命な
の か︒こ こで 断っ たら一
生 後悔す るの か︒ と単純
な 私はそ の気 にな ってい
ま した︒ マン ツー マンで
教 えて頂 ける とい うこと
と Ｓ先生 の熱 意に 負けて
ピ アノを 習う 決心 をした
の でした ︒楽 器店 を出て
そ の足で 本屋 さん に寄り
﹃ ひまわ り﹄ の楽 譜が掲
載 された ＣＤ 付き の雑誌
を購入し帰宅しました︒

コンビニで弁当を買おうとレジ
に持って行ったら、レジの女性店
員から「暖めてみませんか」と聞
かれたので思わず「暖めてみます」
と答えてしまったという話を先日
ラジオで聞きました。普通は「暖
めますか」ですよね。
訪問しておいて「お邪魔します
か」と聞く吉本興業のネタがあり
ましたが、同じような感想を持ち
ました。
昨年10月1日付日経産業新聞に
最近の『気になる言葉づかい』と
いう記事があり、ランク付けがさ
れていました。

栄えある1位は「○○でよろし
かったでしょうか」、2位は「○
○円からお預かりします」。どち
らもファミリーレストランやコン
ビニの店員さんがよく使っている、
巷で『ファミコン言葉』と呼ばれ
ている言葉。
3位は「私って○○じゃないで
すか」、4位は「○○のほう」、5
位は「私的には」。私的？に気に
なったのは12位の「全然大丈夫で
す」。あと10位で目上の人に対す
る「ご苦労さま」。これは気をつ
けた方がいいかもしれませんね。
『お疲れ様です』が正解。まあぶっ
ちゃけ（18位）言葉が乱れているっ
てゆーか（15位）、ビミョー（19
位）におかしくなくない（13位）？。。。
どうも失礼致しました。

言葉使いのほう気にな
りますか？

④発錆
ステンレスも︑大気中でさ
びることがあります︒潮風
や触った手の汗で塩化物イ
オンが付着するとか︑さら
に付着物がすきまを作るな
どして︑不動態被膜が損傷
することが原因です︒
⑤粒界腐食
ステンレスが自然に不動態
皮膜を生成するには︑ 〜
％以上のクロムを含んで
いることが必要です︵ＳＵ
Ｓ３０４は約 ％のクロム
を含有︶︒ところが溶接な
どによって 〜 ℃に加熱
されると︑ＳＵＳ３０４な
どでは結晶と結晶の境界部
分︵結晶粒界︶のクロムは︑
ステンレス中の炭素と反応
して減ってしまい︑結晶粒
界は耐食性を失います︒こ
れを鋭敏化といいます︒鋭
敏化したステンレスの結晶
粒界は︑腐食環境中で選択
的に腐食します︒
⑥応力腐食割れ
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たまには手書きで・・・
３月に入り春らしい日も
増えるようになって来まし
た︒今年の冬は寒かっただ
けに暖かい日がなんとあり
がたいことでしょうか︒
最近はネット環境も充実
して携帯やパソコンを使っ
てメールを送る人が増えて
います︒裏を返せば手書き
のはがきや手紙が減ってい
るということになるのでしょ
うが︑それだけに手書きで
貰うととても嬉しく感じま
す︒それが例え上手な字で
なくても︑﹃書いてくれた
んだ﹄という感謝の気持ち
が沸いて来ます︒
お世話になっている人︑
ご無沙汰している恩人︑知
人や友人︑そして３月と言
えばお別れの季節なので︑
さよならする人にもはがき
や手紙を送るというのも素
敵な事かもしれませんね︒
インターネットで季節の
挨拶を調べてみました︒３
月︵弥生︶は︑﹃早春の候﹄︑
﹃浅春の候﹄︑﹃向春の候﹄︑
﹃水温の候﹄︑﹃啓蟄﹄︑
﹃日増しに暖かくなってま
いりました﹄︑﹃だいぶ春
めいた昨今ですが﹄等々︒
時間があれば私も手書き
のはがきや手紙を書いてみ
たいと思っています︒
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