青の方が波長が短い︶は︑
夕焼けが赤いのは
それ だけチ リにぶつ かる
確率 が高い ので︑あ ちら
訪問先か ら最寄の 駅ま こち らに光 が散らば りや
で の道程を 歩いて︑ ふと すい という ことにな りま
西 の空を見 ると︑夕 焼け す︒空が青く見えるのは︑
と 秋のうろ こ雲がと ても 波長の短い青い光が空いっ
綺 麗だった ので︑つ い立 ぱい に散ら ばってい るか
ち 止まって 撮影して しま らです︒
いました︒
で は︑い ままで青 かっ
こういう 空を見る と︑ た空 が朝や 夕方赤く 見え
小 さかった 頃を思い 出し るの はどう してでし ょう
て なんとな く郷愁を 誘う か︒ これは ︑太陽光 の空
の ですが︑ 夕焼けは 何故 気層 を通る 距離に関 係が
赤 く見える のでしょ うか︒ あり ます︒ 太陽は沈 むに
調 べてみる と光の波 長に つれ ︵昇る につれ︶ ︑太
よ るものな のだそう です︒ 陽の 位置が 私達の真 上か
昼間に空 が青く見 える ら横 に移動 します︒ ︵横
の は︑太陽 光は︑地 球の から真上に︶そうすると︑
空 気層︵大 気圏︶に 入る 太陽 光の空 気層を通 る距
と 空気中の チリ︵分 子︶ 離は ︑真上 に比べて 横の
に ぶつかり ︑光の向 きが 方が 距離が 長い為︑ いま
か わります ︒つまり ︑波 まで チリの 間をすれ 抜け
長 の短いも の︵赤よ りも てき た波長 の長い赤 い光
も︑ チリに ぶつかり 散ら
ばり 始めま す︒青い 光は
波長 が短い 為︑遠く まで
光は 届かず ︑私達に は赤
い光 のみが 散らばっ た空
が目 にうつ るので︑ 夕焼
けの 空が赤 く見える ので
す︒
で もそん な事はど うで
も良 いくら い夕焼け って
綺麗ですよね︒
︵参 考資料 ：富士通 研究
所ホームページ︶
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い くら 練習 して も 指が
残っている と先生に指摘さ
れ︑ハノン なんか︑もうし
たくないと 思ってしまいま
した︒始めたばかりなのに︒
ハノンの 代わりに新しい
曲の練習を したい︒私の逃
げ口上に先 生は嫌な顔一つ
せず了解下さいました︒今︑
考えると本 当に情けない話
です︒
ハノンの 代わりに初心者
用にアレンジ された﹃ TSUN
﹄と ﹃星 に願 いを ﹄の
AMI
２曲を１回 のレッスンで練
習しました ︒そして﹃星に
願いを﹄は 発表会の数日前
に再び弾け るようになり︑
発表会を迎えました︒
発表会会 場はディズニー
ランドにあ る東急ベイホテ
ルの 階 の演奏舞台が設置
されている ラウンジ風のお
店でした︒
私は３番 目︒勿体ない紹
介を司会者 の方にして頂い
てピアノの 前に座り譜面を
グランドピ アノの譜面立て
に立てか けます︒そして
﹃星に願い を﹄を弾き始め
ます︒
緊張で指 がガクガク震え
ます︒止めようと思っても
止まりませ ん︒イントロか
ら間違いま すが︑先生の指
示通り止ま ることだけは避
けて弾き続けます︒
簡単な曲 なのに間違いだ
らけで演奏を終えました︒

一昨年（平成17年）の8月号で、ス
テンレスと鉄が接触すると環境下の水
分を通して電流が流れ腐食が促進され
るということを書きましたが、今月号
ではそのあたりをもう少し掘り下げて
みたいと思います。
皆さん、「イオン化傾向」という言
葉をご存知でしょうか？「イオン化傾
向」とは、水の中で単金属が金属結合
から金属イオンとして出やすい順に並
べたものです。「貸(Ｋ)そうか(Ｃａ)
な(Ｎａ)、ま(Ｍｇ)あ(Ａｌ)当(Ｚｎ)
て(Ｆｅ)に(Ｎｉ)す(Ｓｎ)な(Ｐｂ)。
ひ(Ｈ)ど(Ｃｕ)す(Ｈｇ)ぎ(Ａｇ)る借
(Ｐｔ)金(Ａｕ)」
これはイオンになりやすい順に並べ
て、覚えやすくしたものですが、特に
水素(Ｈ)よりもイオン化傾向が下（イ
オンになりやすい）の金属は、空気中

11月号
かまぼこを包丁を使っ
てか まぼこ板から 剥が
す時 に板にかまぼ この
身を残してしまったり︑
板を 削ってしまう 失敗
をよくしていました︒
た だこれはこれ で板
に残 ったかまぼこ を削
り取 って食べると いう
楽しみもあるのですが︑
やっ ぱり綺麗に剥 がす
にこ したことはあ りま
せん︒
先 日︑インター ネッ
トで ︑包丁の背を 使う
とか まぼこの身を 板か
ら綺 麗に剥がせる とい
う方 法を知り︑早 速そ
の日 にスーパーで かま
ぼこ を買って帰り ︑試
してみました︒
結 果は︑本当に 綺麗
に剥 がす事が出来 まし
た︒ 皆さんはご存 知で
したでしょうか？
ま た︑スーパー のビ
ニールの買い物袋をシャ
ワー キャップに使 うと
市販 の物よりも髪 が乱
れないそうです︒ちょっ
とし た工夫で便利 に使
えるんですね︒

イオン化傾向
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ステンレスの流し台の上に鉄くぎを
置いて、水道水で濡らして一晩でも置
いておくと、翌日にはくぎの形に沿っ
た「赤さび」が流し台の上に出来てい
ることがあります。
ステンレスは合金ですから、イオン
化列には見当たりませんが、イオン化
列に当てはめますと銅(Ｃｕ)と同じく
らいです。つまりこの場合は鉄くぎが
卑な金属、ステンレスが貴な金属で、
鉄くぎの方のイオン化(腐食)が促進さ
れたことになります。
他に例えばアルミのリベットでステ
ンレス建材を固定したりすると、風雨
に曝されているうちに、アルミリベッ
トの腐食が促進され、固定に必要な強
度が保てなくなったりします。
どうしても異種金属を接触させる必
要がある場合は、直接接触しないよう
に「絶縁」させておくことが必要にな
ります。 （参考資料：ステンレス協
会ホームページ）

の水分でイオン化して、空気中の酸素
などと結びついて酸化物を作ろうとし
ます。これらを卑金属と言います。
逆に金(Ａｕ)や銀(Ａｇ)などは貴な
金属、「貴金属」と呼ばれています。
卑(いや)な金属は単体でもイオン化
しようとしますが、イオン化の違う金
属を接触させると、イオン化の下位の
金属はイオン化が促進されます。
電位が大きく離れている金属同士が
電解質中(電気が流れやすい状況)で接
触すると、卑(いや)な金属の方のイオ
ン化がますます促進されます。これは、
電位の違う二つの金属が電解質中で接
触すると、卑な金属がアノードとなっ
てイオン化（腐食）が助長され、貴な
金属の方はカソードとなってイオン化
が抑制されます。アノード側で助長さ
れる腐食を「異種金属接触腐食」と言
い、その時カソード側では腐食が抑制
されていて、これを「カソード防食」
と言います。

ステンレス豆知識
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