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ハ イ ジの ブラ ンコ

の 下の板 と両 腕だけ が頼
り のブラ ンコ で︑後 ろ向
き の時速
は心 臓が点
km
になる程怖いだろうと︒︒︒
また︑このブランコは
画 面から 彼女 の足元 の遙
か 下界 を︑ 協 会の 尖塔
︵ せんと う︶ が行っ たり
来 たりし てい るので ︑目
測で高さ Ｍくらい︒ そ
の 上にロ ープが Ｍ 伸び
て いるのだ から︑ 地上
メ ートル 以上 の高さ の木
等 に横板 を張 ってブ ラン
コ が設置 され ている こと
に なりま す︒ ハイジ は︑
ま ず メー トル垂 直登木
を 達成し ︑そ の後︑ 横板
を 渡り︑ ロープ 伝いに
メ ートル 滑り 降りま す︒
ブ ランコ の板 に座っ たと
き ︑お尻は 上空 メート
ル の位置 です ︒皆さ ん︑
目 を閉じ て想 像して みて
ください︒怖い〜︒
続いて全身を躍動させ︑
徐 々にブ ラン コを大 きく
漕いでいって︑やがてジェッ
ト コース ター を超え るス
ピ ードを 満喫 します ︒遊
び 終える と︑ロ ープを
メ ートル よじ 登り︑ 横板
を渡って巨木に 乗り移り︑
幹 伝いに メート ル滑り
降りるのです︒ これは相
当 大変で ブラ ンコ漕 ぎに
夢 中にな りす ぎると ︑体
力 を消耗 して 滑落す る恐
れもあります︒
というこ とで︑ メー
ト ルの木 登り から始 まる
こ のハイ ジの ブラン コは
命 を落と しか ねない 非常
に 危険な 遊び という 事が
判明したのでした︒
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ライト系ステンレスと呼びます。
ニッケルを含んでいない分、オー
ステナイト系ステンレスより耐
食性（錆びにくい）は劣り、常
に強い磁性があります（オース
テナイト系ステンレスは熱処理
後は非磁性）。代表鋼種はSUS4
30です。
最後に、ニッケルを含まず、
13％のクロムを含むステンレス
をマルテンサイト系ステンレス
と呼びます。ニッケルを含まず、
クロムの量もフェライト系ステ
ンレスよりも低いので、耐食性
が一番劣りますが、920℃〜1,0
70℃に加熱、急冷する焼き入れ
という熱処理が可能で、刃物等
にもなるというオーステナイト
やフェライト系ステンレスには
ない性質を持っています。代表
鋼種はSUS410です。
と、また、クロムが12％以上に
なると腐食量が極めて低くなる
ということを図とともに説明さ
ステンレスの種類
せて戴きました。
ステンレスと言っても一つの
次に18-8の後の8はニッケル
種類ではありません。ではどん の含有量(%)を表しています。
な種類があるのでしょうか？
ニッケルはクロムが酸化して出
ステンレスは大きく分けて、 来た被膜をより強固にする役目
『オーステナイト系ステンレス』、 を果たします。
『フェライト系ステンレス』、
このクロム18％、ニッケル8
『マルテンサイト系ステンレス』 ％を含むステンレスを『SUS304』
の３種類があります。
と呼びます。SUSは『Steel Use
Stainless』の頭文字を取った
先々月号(8月号)で、スプー
ンの裏等に『18-8 Stainless』 略語でステンレスだよという事
とか『18-10 Stainless』と書 を表しています。
いてあるという事を書かせて戴
このSUS304という鋼種は、オー
ステナイト系ステンレスに属し、
きました。
18-8の最初の18はクロムの含 現在使用されているステンレス
有量(％)を表します。先月号で の約７割以上を占めています。
ニッケルを含まず、18％のク
『12％以上のクロムを含む鋼』
がステンレスの定義だというこ ロムを含むステンレスををフェ

ス テンレスmame知識

会 社 帰 り に
涼しくな ったので︑ 会
社帰りに︑ 事務所があ る
八丁堀から 地下鉄で二 駅
の距離 になる 門前仲 町
︵もんぜん なかちょう ︶
まで歩いて みました︒ 途
中︑茅場町 から東に少 し
歩いたとこ ろに隅田川 に
架かる﹃永 代橋﹄とい う
橋があり︑ そこから臨 む
夜景が綺麗 だったので 撮
影しました ︒この風景 だ
け見ていると︑まるでニュー
ヨークにい るような感 じ
です︒行っ た事ありま せ
んが︵笑︶

テレビ アニ メ﹃ア ルプ
ス の少女 ハイ ジ﹄の オー
プ ニング でハ イジが 乗っ
て いた長 〜〜 〜いブ ラン
コ を覚え てい らっし ゃい
ま すか？ 当 時私は あの
ブ ランコ に憧 れてい たの
で すが︑ 年齢 を重ね る度
に 現実的 にな ってき たの
か ︑どう やっ て乗る んだ
ろ うと不 思議 に思っ てい
た のです が︑ なんと ︑こ
の ハイジ のブ ランコ を科
学 的に解 明し た本が あり
ま した︒ ﹃空 想科学 読本
３ ﹄︵メ ディ アファ クト
リー柳田理科雄︶︒
美しい スイ スのア ルプ
ス でハイ ジは とても 気持
ち よさそ うに このブ ラン
コ に乗っ てい ました が︑
あ まりに も長 くない だろ
う かとい う疑 問を持 った
著 者︒テ レビ の画面 には
ブ ランコ の全 体像は 映っ
て いなか った ものの ︑前
方 の空中 で一 瞬停止 して
か ら後方 で止 まるま での
時 間︵ 秒︶ から︑ 往復
の 周期は 秒 と判明 ︒ま
た ︑停止 した 時の角 度が
度 であった ことか ら︑
ブ ランコ の長さ は Ｍで
落 差は Ｍ︑ 最高速 度は
東 京ディ ズニ ーラン ドの
ジェット コースター・ス
ペ ースマ ウン テンよ り早
い 時速
という 計算結
km
果になったそうです︒
通常︑ 公園 のブラ ンコ
の 長さは およ そ Ｍ ︵周
期 約 秒︶ なので ︑いか
に このブ ラン コが長 いこ
と がわか りま す︒ま た︑
シ ートベ ルト もなく お尻
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第三十三話 ﹃ 弾 き 方 ﹄

Ｋ社員のピアノ奮戦記

レ ッスン に﹃ハ ノン﹄
が加 わり︑ 依然と して指
が残 る癖が ある私 に︑付
点と スタッ カート でも練
習しましょうとＩ先生︒
付 点はス キップ みたい
なリ ズムで 弾きま す︒こ
れは なんだ かリズ ムカル
で楽しい︒
し かし︑ 音を短 く切っ
て弾 くスタ ッカー トはう
まく 音を切 れませ ん︒先
生か らもス タッカ ートに
なっ ていま せんね と厳し
いお 言葉︵ トホホ ︶︒ピ
アノってやっぱ難しいなぁ︒
で も︑数 度のレ ッスン
後︑ ちょっ とした 発想か
ら感覚がわかったような︒
それ は︑熱 〜いや かんを
指で触ってすぐ放す感覚︒
﹁熱っ！﹂
そ れが徐 々に頭 の中で
は﹁ アチョ ー﹂と か﹁ア
チャ ー﹂と かに変 化しな
がら 鍵盤を 押さえ ていま
す︒ ブルー スリー みたい
で楽しい！
次 のレッ スンで ︑この
スタ ッカー トを真 面目な
顔を しなが ら頭の 中はや
かんと戯れるブルースリー
状態で弾いていきます︒
﹁ス タッカ ート︑ 弾ける
よう になっ て来た じゃな
いですか﹂
先 生から 褒めて 頂き︑
嬉し くて木 に登る 私︒で
も︑ さす がに 頭の 中で
﹁アチャー﹂とか﹁アチョー﹂
が鳴 ってい るとは 言えま
せんでした︒

