
植物・昆虫における割れ・き裂のコントロール 
 

                        中佐啓治郎 
 

以下の内容は，植物学あるいは植物形態学をまだ勉強していないままで（いつかきちんと勉強したい）

書いたものであることを，あらかじめお断りしておきます。 
 
植物にとっては，厳しい生存競争のもとで，いかにして子孫を増やして残すかが，究極の大問題であ

る。美しい花も，もとをただせば，受粉に必要な昆虫を惹きつけるために咲く。花が咲く前のつぼみ

を保護する皮（膜，殻，袋）の開き方や，花が咲いた後にできる実の構造・種の数，そして種袋の「割

れ方」も，子孫を残すという目的に深く関係している。 
○ つぼみを覆う皮が開かないと（割れないと），花は咲かない。 
○ 実が割れないと種が出ない。 
○ 種が割れないと芽がでない。 
 

皮や実がどのように割れるかは，植物がさまざまに工夫している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

サンシュユ（山茱茰） のつぼみ  
皮がまず 2つに割れ，内側の皮がまた 2つに割れてつぼみが出る 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

猫 柳 つぼみが帽子のような一枚の皮をくるりと脱ぐ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海棠のつぼみ 皮が 5つに割れる 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

百 合   
つぼみそのものが 3つの割れ，その内部にある３枚の花弁が開いて 6枚の花弁になる。 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桔 梗 
実に 5つの仕切り（部屋）があり，それらの口が割れて種を吐き出す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

むくげ 
実に 5つの仕切り(部屋)があり，それらの壁が 5つに割れて種を落とす 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あやめ？：実の 3つの仕切りが割れる   ねぎ坊主：それぞれの種袋は 3つに割れるが， 
種袋の数が多い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   「まさき」の実               アケビ 

2つに割れる。中に果肉のついた種がある 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
         松かさ              メタセコイア 
 



○ 植物の実が熟し全体が枯れてくると，大きな変化が起こる。おそらく実あるいは種袋の予定され

ていた部分の強さが低下するとともに，その部分を割るような力が発生して，実が開き中の種が

落ちる。これには植物ホルモンが関係していると思われるが，それぞれの植物は，種を育て，種

を落とす巧妙な仕掛けと構造をもっている。 
 

○ 実を入れる殻や種袋をもつ植物では，種の詰まっている部屋・仕切りあるいは種袋の数が決まっ

ていて，それらの数に応じた割れが起こり，中の種を落とす。丸い実や細長い実では，割れは先

端から起こり側面に移る。一方，豆などの非常に細長い実（殻）の中には仕切りがなく，数個の

大きい種が横に並んでおり，割れは先端からではなく側面から起こる。一方，裸子植物の実であ

る松かさ，杉の実，メタセコイアの実をあらためて観察すると，これらは，非常にユニークな形

で種を育て，種を落としていることに気づく。もちろん，林檎や柿などの果実には，種を入れる

硬い殻はない。しかし，どの植物の種も，芽を出すときには種の皮が割れる。 
 
○ 植物によって，実の中の種を入れる部屋（仕切り）の数は一定に決まっている場合が多いように

思われるが，実への養分のいきわたり具合によって，種袋・仕

切りの数が大幅に変化し，それに応じて割れの数も変化する場

合もあるようである。右の写真は，百日紅の実の割れ方である。

通常は 6 個に割れるが，小さい実では種袋が 5 つまたは 4 つ
しかない場合があり，割れもそれと同じ数になる。豆類のさや

は 2つに割れるが，これは中の実の数が多くても少なくても変
わらない。したがって，種袋の割れの数が変わるのは，3つ以
上の場合ということになる。 

 
○ オダマキの花が咲いたあとに，下図のような実ができる。その実は，何個かの細長い種袋に分か

れていて，ある時期になるとそれらの先端が割れ，中にたくさんの種が詰まっているのが見える

ようになる。種袋の側面が割れて開くわけでもなく，カタバミやホウセンカのように，種を遠く

にばらまく工夫もないようであるので，下手をすれば実が落ちてもそのまま多くの種が重なりあ

ってしまうように思える。それはそれとして，比較的大きく育った二株から実を取り，種袋の数

を調べると，花弁の数と一致する 5袋が最も多く 90個，4袋が 9個，6袋が 11個，7袋が 5個，
8袋 2個，9袋が 1個，虫に食われて判定不能（おそらく 5袋）のものが 3個であった。この確
率分布は，上の百日紅の種袋の分布とも異なり，正規分布でもない。別の株であれば異なった結

果も出るかもしれないが，かなり分布の幅は広い。花の形は決まっていても，実の種袋の数（割

れの数）が一定の数に決まっていないのは，植物が備えている調整能力の一つとも考えられる。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                 オダマキの実の種袋     
 
 
○ 実の種袋の数（割れの数）に7や 9がない（少ない）理由 
下の表は，蕾の保護袋が何個に割れて蕾が現れるか，あるいは一つの実の中に何個の種袋あるい

は仕切りがあって，何個に割れるかを調べた結果の例である。ただし，上述のように，割れの数が

一定でない場合があるので，その場合の表の中の割れの数は最も頻度の高い数である。 
 

 
蕾や種を入れる袋

あるいは殻の割れ

の数（種の数） 

 
植 物 名 

 
備 考 

1 のように見え
るが，実際には 2 

猫柳，豆類：大豆，えんどう豆，いんげん豆など（数

個），藤（数個），あけび（多数）  
細長い蕾または

種の袋 
   2 ニシキギ（1）  

   3 あやめ，ねぎ，朝顔（6）  

   4 サンシュユ（山茱茰）二段階で 4，まさき（4）  

   5 海棠，芙蓉（多数），むくげ（多数），桔梗（多数） 
 オダマキ（多数） 

 

   6 百日紅  

   7 ？？？  

   8 コスモス（多数）  

   9 ？？？？  
 
 



 
○ 観察データは不十分であるが，蕾や種を包む袋や殻は2（半分）～6つに割れたり 8つに割れたり
することはあっても，7 と 9 以上に割れることは少ないようである。大豆は，乾燥するとさやの
側面から半分に割れる。「あけび」は，多くの種を大きな袋に入れて育て，時期が来ると，側面中

央部から半分に割れて，果肉のついた種を外に出す。葱坊主は，種袋をたくさんもっていて，そ

れぞれの種袋が 3 個に割れて中の種を吐き出す。植物分類学や植物の進化を勉強し，あらためて
植物の選んだ子孫保存戦略と割れの関係を考える必要があるが，現時点で，なぜ，7がないか（少
ない？）かを，考えてみると（問題の設定自体がナンセンスと思われるかもしれないが），蕾や種

袋の数，種の数や大きさに応じて種袋の割れ方にも進化があり，その過程の中で，7が起こりにく
かった，あるいは代わりに 8が例外として起こった可能性がある。 

 
○ 平坦な表面に発生する割れの数は，必ず2 である。植物の実の割れは種袋の割れであるから，種
袋の数つまり種袋のもとになるものの発生の数が最終的な割れの数になる。割れだけ見ていても

仕方がないが，実の形と割れの形を観察するスタートラインとして，割れの数を考えてみる。 
 

  2系列 
    2つ（半分）に割れる → 2裂 

2のうち，どれか 1つが 2つに割れる → 3裂 
2のうち，2つとも 2つに割れる → 4裂 

  3系列 
    3のうち，どれか 1つが 2つに割れる → 4裂 
    3のうち，どれか 2つが 2つに割れる → 5裂 
    3のうち，すべてが 2つに割れる → 6裂 
  4系列 
    (a) 4のうち，1つが 2つに割れる → 5裂 
    (b) 4のうち，2つが 2つに割れる → 6裂 
    (c) 4のうち，3つが 2つに割れる → 7裂 
    (d) 4のうち，すべてが 2つに割れる → 8裂 
  5系列  
    5のうち，1つが 2つに割れる → 6裂 
    5のうち，2つが 2つに割れる → 7裂 
    5のうち，3つが 2つに割れる → 8裂 
    5のうち，4つが 2つに割れる → 9裂 
    5のうち，5つが 2つに割れる → 10裂 



 
実が，2～8つに割れる（種袋が 2～8個できる）には，5系列を必要としないので，5系列の割れが起
こる可能性は極めて少ないと思われる。また，3系列の割れが起これば，４系列の（a）および(b)が起
こる可能性は低い。実が 7 つに割れるには，4 系列の(c)のように，4 つに割れたうちの 3 つが半分に
割れるか，5系列で，5つに割れたうちの 2つが半分に割れる必要があるが，このことが起こる必然性
もなかったかもしれない。つまり，１つの実から吐き出す種の大きさと数から，5 裂か 6 裂で十分で
あり，種を増やす必要性に迫られた場合には，4 系列(d)のように，4 つのすべてが半分に割れて 8 裂
になってもよい。もしそれでも子孫が残せない場合には，実の数を増やすか，種袋の中の種の数を増

やす，というのが植物の一般的な選択のように思える。 
例外もあるかもしれない。どこから種が飛んできたのか，畑にケシの花が咲くことがある。栽培が

禁止されている種類かどうかわからず，用心して根こそぎ引き抜いて捨てるので，最近はケシの実を

見たことがない。しかしケシの実はたくさんの種袋を持っていたという記憶があったので，インター

ネットの画像で見ると（種が割れる様子は載っていないが）１つの実が 10個以上の部屋をもっている
ようである。ケシの実は，「ケシツブのように」と表現されるような小さな種を，それぞれの部屋でた

くさん育てる。落ちた種は軽いので風に吹かれて遠くまで飛ぶが，あのような小さな種から，かなり

の背丈の植物が成長するのも驚きである。ケシは，袋の数と言い，種の大きさ・数と言い，特別の生

き残り戦略をとっているようである。 
  
○ 種に頼らないで子孫を残す手段を獲得した植物，たとえば，球根で増える植物，根を広げて芽を

出す植物，落ちた枝から根が生える（挿し木で増える）植物，にとっては，もはや種袋の割れ方

を工夫する必要はなく，実や種袋の進化停止あるいは退化が起こったのかもしれない。ところで，

松，杉，メタセコイアといった裸子植物は，なぜ進化しなかったのか。進化する必要がなかった

のか。種袋ではなく，多数の種子を抱え込んだ固い容器（球果，毬果と言うそうである）の蓋（鱗

片と言うそうであるが）を開けて，種をばら撒く道を，なぜ保持したのでああろうか。 
 
植物の実の形や割れ方をとっても，植物は多様性に富んでいて，素人がこれ以上考察しても泥沼に入

りそうである。いろいろ弊害が出るかもしれないので，このあたりで終わりにする。 
 
 
○ 植物だけでなく，昆虫も割れを利用している。せみ，蝶・蛾，とんぼなどが幼虫から成虫に変態

するときに，背中がきちんと割れないと，成虫が出ることができない。つまり，昆虫にとっては，

ホルモンが正常に作用して殻が硬くなり決められたように割れるかどうかは，外敵に見つからない

うちに短期間で成し遂げなければならない，まさに生死を左右する重要なプロセスということにな

る。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「随 想」 
1. 私は，子供のころ，今から思うと，日々の貧しい生活とは裏腹に，とても贅沢な自然環境に囲ま

れて育った。家の前には，土ぼこりの舞う砂利道をへだてて松江城を囲む内堀があったが，戦後

間もない頃のことで，城を囲む一帯は荒れ放題に荒れ，ありとあらゆる生物にあふれかえってい

た。城は今にも倒壊しそうで立ち入り禁止，石垣の間からも木が生え，手入が届かない場所は暗

い森のようになっていた。今のように，ゲーム機はおろか遊び道具もあるわけはないから，昆虫

や草木が子供達の興味と遊びの対象であった。夏の夕方になると，家の前の堀の上空に，今まで

どこに隠れていたかと思われるほどのトンボの大群が蚊を食べに集まってきて，ある短い時間帯

だけではあったが，大げさに言うと，上空がほとんど真黒になるほどであった。また，母の生ま

れは郊外の農家で，そこに遊びに行くと，堀では見ない「鬼やんま」が，山あいの小川に沿って

悠然と往復していた。 
   トンボ，せみ，カブトムシ，キリギリスといった昆虫は，今でも多くの子供の関心を引いてい

るが，小学生だった私も，これらを捕まえるのが大きな楽しみで，夏になるのが待ちきれなかっ

た。その中でも，トンボつりは特別で，網で捕まえた「銀やんま」を短い竿の先の糸に結び，そ

れを回しながら釣るのであるが，「オス」で「オス」を釣るには，相当のテクニックが必要であっ

た（「メス」で「オス」を釣るのにはテクニックは要らない）。私たちは，出雲地方に伝わる「ト

ンボ釣りの歌」を口笛で吹きながら，一日中，トンボつりに夢中になっていた。ある日，竹ヒゴ

でできた虫かごに，釣った銀やんまをいっぱいに詰め込んでいると，たまたま通りかかった担任

の先生に見つかって，「すぐに逃がしてやれ」，と怒られたことがある（後から逃がすつもりでは

あったが）。小学校 6 年生ころになると，昆虫はそろそろ卒業し，魚釣りや植物に興味が移った。

それまでも，空腹を満たすために，椎の実，胡桃，椋の実（大きな木になる紫色の小さな実；あ



んこの実と言っていた）などを拾って食べる，堀に入って菱の実（青く柔らかとき）を食べる，

椿の花の蜜を吸う，などをしていた。また，椿の実をつぶして油紙を作る，もちの木の皮をはい

で石でたたき，堀の水で繊維を除き「とりもち」を作る（ただし，これは，あまりねばりがなか

った。しかし，駄菓子屋で売っている「とりもち」を蝉取りに使うと羽根がいたんでしまう），松

脂を集めて燃やしてランプ代わりにする（実際は黒い煙が出るだけであるが），杉の実鉄砲や榎の

実鉄砲を作る，などのことをして遊んではいたが，日々の生活や遊びのためではない，いわゆる

植物観察を行ったのは，小学校の六年生のときに「植物クラブ」に入ってからである。道端に生

えている雑草の小さな花でも，虫眼鏡で拡大すると，とても美しいことを発見し，毎日ノートに

スケッチしたのも，このころである。 

   中学一年で，夏休みの自由研究のテーマに「つる性の植物」の採集を選び，ある事情で，それ

を中学校の一学年全員の前で発表するはめになった。担任の先生の「発表には，大きな紙に書い

たものを用意して，皆に見せたほうがよい」という指導を全く無視し（というよりも，実際に発

表会を見たことがなかったので，どうしてよいかわからなかった），口頭のみで発表したためか，

あるいは分類しただけで考察がなかったためか，発表を聞いた先生達の評価は低く，4クラスの内

の上位 1，2位には入らなかった（さすがに，3，4位という順位付けはされなかったが）。後から

思うと，これが，私の長い研究生活の中で最初の研究発表であり，その後を暗示する苦いスター

トを切った訳である。その後，やはり植物好きの友人（現在，退職後，長野県でワイナリーの工

場長をしている）と庭の植物の交換をしたり，山に生えている植物を採って帰ったり，他人の家

の塀からはみ出て生えている木をこっそり持ち帰ったりしたが，自宅の庭は狭くて日当たりが悪

く，植物も満足に育たなかった。そのうち，友人は転校し，クラブ活動や高校の受験勉強で，植

物のことは考える暇がなくなった。 

   高校に入学して，理科のうちで，生物，化学，物理，地学のどの科目を，どのような順番でと

るかの選択に迫られた（2科目が必修）。一年生のときに，「生物」を，と思ったが，大学の理科系

の学部に行くには化学と物理が大切で，一，二年生のうちにこれらの科目を履修しておいて，早

めに受験勉強をしたほうがよいという話だった。理科系の大学に進むとは決めてはいなかったが，

文科系への変更はいつでもできると軽く考え，一年生で化学を，二年生で物理を選択することに

した（だいぶ後になって，理科系といっても医学部では生物が必要，工学部でも発酵工学科など

では生物関係の学科があることが分かったが）。さて，入学して弓道部に入ると，クラブの顧問の

先生が生物を教えておられたので，自動的に三年生で「生物」を履修することになった。当時の

高等学校では，現在のように大学の学部・学科の紹介や職業指導といったものはなく，私は，工

学・工業の正体が全く分からないままに，入学願書を出す間際になって，もののはずみで「機械

科」という，「生物」とはおよそかけ離れた学科を受験することになった。 



   年が過ぎ，結婚して土地つきの小さな家を借りたときには，さまざまな花（スイトピー，マリ

ーゴールド，サルビア，アイリスなど）を育てた。公務員アパートに移ってからは，ベランダで

盆栽を育て，ほとんどを枯らした。大学が東広島市に移転して，家を建てたときには，庭に木や

花を植えた。定年後は妻の希望で家の裏に土地を買い，野菜も作った。家が雑木林に近いため，

薮蚊，蚋，ムカデ，毛虫，といった虫には悩まされるが，植物はふんだんにある。つまり，子供

時代に思っていた，花や木を楽しむ庭や自然がほしい，という希望は，勤務地が田舎になったと

いう結果として実現された訳である。 

前置きが非常に長くなったが，枯れた花や種まで観察する私は変人と見られても仕方がない。

もちろん，私にとっても，育てた花や木を眺めることは大きな楽しみである。美しい花木を写真

に撮ったり，絵に描いたり，スケッチしたりして楽しんでおられる方も多い。草木を俳句や短歌

に詠んでおられる方もおられるし，散歩をしながら，自然を楽しんでおられる方もおられる。私

は，歳をとったらこのような生活がよいと思っていたが，「世界き裂発見の旅」の原稿を作ってい

たあるとき，「植物の割れ・き裂」を観察するという楽しみは，はなはだマニアックではあるが，

人がやらない楽しみではなかろうか，と思うに至った次第である。また，別に述べるように，私

の現在の研究テーマは「スパッタエッチング」で金属表面に微細な突起物をつくり，その機能を

探すことであるが，これは生物の微細突起物がもつ機能（超撥水性：ロータス効果，可視光吸収：

モスアイ構造など）と共通点が多い。つまり，人生の終わりに近づいたころになって，やっと「生

物」と「機械」の接点ができたように思うが，これも何かのめぐり合わせであろう。 

 
2. 私が紹介した，上記の植物における割れ・き裂の話には，学問的な分析や考察はない（私の力で

はできない）が，種の割れ方を含め，植物のもつ機能・構造と人工物である機械・構造物の関係

は，生体工学，バイオメカニックス，バイオマテリアルの分野で研究されているし，多くの人々

の関心を呼んでいる。たとえば，大きいものでは，貝殻の構造と類似の「傾斜機能材料」，竹の構

造を模した「繊維強化型複合材料」などがある。微細なものでは，「ロータス効果」や「モスアイ

構造」を擬似した微細突起物をもつ表面の製造，などであり，この分野は「バイオミメテック

(Biomimetic)技術」あるいは「バイオ・インスパイアド（Bioinspired）技術」として近年大きな

注目を浴びている。多様な進化を遂げた生物をつぶさに観察し，生物からヒントを得てものを造

ったという場合もあるし，生物のもつ目的と人間の要求が一致した結果として，たまたま出来た

ものが同じ形態になった，という場合もあるであろう。大きい構造物については，下記の書物に，

いろいろな例が紹介されている（バイオミメテックスについては別に述べる）。ちなみに，金沢大

学の尾田十八先生（現在：金沢工業大学）は，私が大変お世話になった先生の一人であり，この

方面の先駆者である。 



 
○ 植物のデザイン（形と力学），田中基八郎，共立出版，1983. 

○ 形と強さの秘密，尾田十八，オーム社，1997. 

○ 生物に学ぶものづくり（スーパーからくりの世界を生かす），尾田十八，養賢堂，2012. 

○ 生物工学とバイオニックデザイン (新世紀の工学シリーズ) 尾田 十八、田中 志信、 坂本 二

郎 (2002/11)  

 
種袋の割れについては，以下のビデオや文献がある。とくに，鳳仙花，ツリフネソウ，カタバミが，

どのようにして種を遠くに飛ばす方法をあみ出したのか，まさに不思議と驚きの世界である。 
 
鳳仙花 
http://www.youtube.com/watch?v=xKqurT0XKfA 
 
ツリフネソウ 
http://www.youtube.com/watch?v=K618ZVUpon0 
 
カタバミ 
http://cgi2.nhk.or.jp/school/movie/clipbox.cgi?TB_iframe=true&das_id=D0005400777_00000 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Iyvsg67ueUg 
 
 
 

203 はじける種子植物の鞘に関する力学的考察 Consideration on Burst Mechanics of Plant 

Seed Pod  
柏野 友紀 Kashiwano Yuki   金沢大院 Graduate School of Kanazawa University  

坂本 二郎 Sakamoto Jiro    金沢大院 Graduate School of Kanazawa University  

尾田 十八 Oda Juhachi      金沢大 Kanazawa University 

http://ci.nii.ac.jp/naid/110002484083 
 
 

1209 ねじれ運動により種子を発射する植物果実の力学解析(OS12-2 ロボット・生物特性解析,オー

ガナイズドセッション:12 人間・生物・植物等に関するエンジニアリングの研究) 1209 Mechanical 

Analysis of Plant Fruit Catapulting Seeds by Twisting Motion  
酒井 陽平 SAKAI Yohei    金沢大 Kanazawa University  



遠藤 安浩 ENDO Yasuhiro  金沢大 Kanazawa University  

坂本 二郎 Sakamoto Jiro   金沢大 Kanazawa University  

木下 栄一郎 Kinoshita Eiichiro   金沢大 Kanazawa University 

http://ci.nii.ac.jp/naid/110007724020 
 

235 はじける植物果実の種子発射の力学シミュレーション(OS2-8:生体モデリングとシミュレーション

(8),OS2:生体モデリングとシミュレーション) 235 Mechanical Simulation of Catapulting Seed 

by Bursting Plant Fruit  
遠藤 安浩 Endo Yasuhiro    金沢大院 Graduate School of Kanazawa University  

坂本 二郎 Sakamoto Jiro    金沢大院 Graduate School of Kanazawa University  

木下 栄一郎 kinosita Eichiro  金沢大 institute of Natural and Environmental Technology, Kanazawa University  

http://ci.nii.ac.jp/naid/110007085451 
 
 
 
3. 眼鏡ケース，印鑑ケース，楽器(バイオリンなど)ケース，チャックつきの筆入れなどは，さやえん

どうに似ている。刀の鞘には蝶番もチャックもないが，さやえんどうの「さや」は，これに由来す

るかもしれない。財布（チャックがついていてもいなくても）は，西洋からきたものであろうが（日

本では，きんちゃくを使っていた），さやえんどうに最もよく似ていて，種の代わりに札や銭を出す。

いずれも，人間が植物の真似をしたというのではなく，保管・保護という目的が同じであったから，

自然と形が似たものになった，ということであろう。 

  古いと笑われるが，映画「007は二度死ぬ」（1967年制作，ボンドガール：浜 美枝）では，米ソ

の開戦をねらったスペクターの人工衛星の先が 4 つに割れて口が開き，アメリカとソ連の人工衛星

を捕捉するシーンがある。その形は、細長い種袋の先端が割れる形に似ている。鰐の口のように，2

つでもよかったと思うが，4つにしたほうが，インパクトがあって面白いと制作担当者が判断したの

であろう。 

人間が造った機械の中で，種袋に似た構造になっているものの一つに，天文台がある。昼間や雨

の日にはドーム屋根を閉じ，晴れた夜には，二つに割れた屋根を開いて望遠鏡で天体を観測する。

絵葉書などを売る回転陳列台の構造も種袋の構造に似ている。限られたスペースに，効率よく葉書

を並べ，それらがよく見えるようにしなければならない。 

  植物は，「種をまく人」のように動いて種をまくことはできない。また，種を保管するのに，賞状

入れの筒や蓋付きバケツのように，種袋に蓋をつけて，それを自分で開く構造にはできない。種袋

の中でどのように種を並べて育て，種袋をどのように割って種を周囲にばらまくかは，それぞれの

植物が生存をかけて選択した結果であり，多種多様な進化にはただ驚くばかりである。 



   
 
未完成です 

                        2013/10/20 修正 

2013/12/04 一部修正 

2014/6/24  一部修正 

 
ホームページに戻る 

http://www006.upp.so-net.ne.jp/nakasa/ 
 


