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I はじめに
I  はじめに

2017年3月、2017年度法友全期会の広報委員会のメンバー

が集まり、1年間どんな活動をしていくのかを相談する中

で、法友会や法友全期会ではない方々を対象とする新しい

広報㋡ー㋸を考えたい、という話が出ました。どんな広報

㋡ー㋸がいいのか、どんな内容を入れるべきなのか、議論

をする中で、弁護士ではない方々へ「法友全期会」をどん

な団体と説明するのか、何を㋐ピー㋸すべきなのだろうか、

という疑問が湧いてきました。「法友全期会」のことは良く

知っているはずなのに、弁護士以外の人に説明するとなる

と、なんだか説明が難しい、何を伝えると世の中の人には

ピンとくるのだろう。簡単なことのはずなのに、明快な答

えが見つかりませんでした。そんなとき、安井之人会員か

ら「ブランディング」をやってみたらどうだろう、という

声が挙がりました。その声に賛同が集まり、ブランディン

グを通じてこれらの疑問に答えが出ることは勿論、魅力的

な組織に磨きをかけて、今、法友全期会、法友会そして弁

護士会が抱える問題に取り組んでいくきっかけになればと

いう想いでブランディングPTを組成し、約1年をかけて、

ブランディングの実施、パン㋫㆑ッ㋣作成及びブランド

ブッ㋗の作成に取り組んできました。

　ブランディングPTのメンバーは、公募の上、安井之人

会員を筆頭に、井﨑淳二代表、青木耕一業務委員長、高田

正雄政策委員長、南原由記会員、尾谷恒治会員、田村哲雄

会員、板垣義一会員、山田裕佳会員、八幡優里会員、我妻

大輔会員、石橋尚子で構成しました。

　最初に検討したことは、ブランディングの専門家を入れ

て行うのか、専門家を入れるならどの方にお願いするのか、

法友全期会のブランディングにするのか、広報㋡ー㋸のみ

のブランディングにするのか、という問題です。色々議論

を重ね、色々な方にお話しを聞き、ブランディングの専門

家をいれて、「法友全期会」という組織のブランディングを

実施することになりました。そして、数多くのブランディ

ングを手掛け、受賞歴多数でいらっしゃる松下一功ブラン

ドデザ㋑ン研究所主宰松下一功様と株式会社ブッ㋗㋮ー㋗

様にお願いすることができました。

　これで安心かと思いきや、ここからが大変でした。法友

全期会の50年以上の歴史を全て振り返ったうえで、弁護士

会の状況、今の法友全期会の活動状況、組織や体制、今あ

る課題や取組について整理をするという膨大な作業をブッ

㋗㋮ー㋗様の強力なバッ㋗㋐ップの元、安井之人会員を中

心にPTメンバーで行っていきました。そして、㋯ー㋢ィ

ングを重ね、議論を重ね、ブランド㋜㋺ーガン、㋙㋐メッ

セージ、㋯ッ㋛ョン、活動の価値メッセージ等、メンバー

の納得するものが完成しました。

　このブランドブッ㋗では、ブランディングPTの活動を

報告すると共に、ブランディングにて改めて実感した法友

全期会の魅力を、記録として残したいとの思いで作成に至

りました。法友全期会の活動の実績・軌跡は勿論素晴らし

いものですし、組織として深い意義があります。かつての

会員の皆様、そしてこれからの会員の皆様に共有いただき、

法友全期会の今後の更なる飛躍に繋がれば何よりです。

　そして、我々の数々の我儘を聞き入れていただき、多大

なご協力を賜りました松下一功様と株式会社ブッ㋗㋮ー㋗

様に、厚く御礼を申し上げます。

2017年度法友全期会広報委員長　石橋尚子
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II ブランディングとは
ブランディングとは

ブランディングとは、企業や店舗、商品や㋚ービ㋜の価値

や概念を明確にし、共有することで顧客は当然のことなが

ら提供側も含めた、関わる者すべての共感状態を作り上げ

る事業戦略である。

　ブランディングという概念が広まる前、日本では、㋺ゴ・

㋛ンボ㋸などのデザ㋑ンと関連する店舗やパッ㋘ージ、

㋡ー㋸の統一展開デザ㋑ンがメ㋑ンであった。そのためビ

ジュ㋐㋸㋑メージデザ㋑ンをブランディングと捉える向き

もある。しかし、本来、ブランディングは提供側と顧客、そ

して関わる者すべてで、ブランド価値や概念を共有するた

めの活動全体を指す。

　高度成長期、右肩上がりの経済状況や、商品㋚ービ㋜が発

展途上の状況下では、人々の消費欲が高く、提供側も商品㋑

メージの大量投下で、多くの顧客獲得を目指した。しかし、

商品㋚ービ㋜が行き届き、情報の抽出や共有が容易な現在の

日本では、大量顧客の獲得より㋺㋑㋳㋸㋕㋜㋟㋮ーを育てる

ことが重要である。ゆえに、いわゆる㋫ァンづくり戦略とし

て、ブランディングの有効性が注目されている。

　競合する商品や㋚ービ㋜との機能面での差別化は難しく

いわゆる付加価値の創造にも限界がある。そうした高度情

報化社会、成熟した消費環境下では商品や㋚ービ㋜との提

供側は、自分達ならではの価値や、㋴ーザーとの絆の本質、

商品や㋚ービ㋜でもたらされる。すなわち体験の明確化が

必要であり、結果ブランディング活動は、経営戦略や事業

戦略をも伴う場合が多い。

　競合との差異化、ブランド・㋺㋑㋳㋸㋢ィの向上、価格

競争の回避などが期待されるブランディングだがその効果

の範囲は、対外的な部分のみならずいわゆる㋑ン㋤ーブラ

ンディングの効果が非常に高い。自社や自分たち自身の価

値を強く再認識することで、事業や活動目的、方針が明確

になり、結果、開発や製造、販売意識の向上、離職率の低

下さらには求人あり方と効果を変えることも可能になる。

このように、広報のみならず、企業事業戦略や人財戦略に

まで深く関わる活動が、ブランディング活動の本質である。
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共感ブランディングとは

共感ブランディングとは㋙㋐バ㋷ューに惹き付けられた

㋫ァン心理状態を作り上げることで作り手、売り手、買い

手は同じ㋫ァン意識でブランドに惹き付けられている状態

でもある。

作り手・売り手

買い手

共感ブランディング

コアバリュー

口コミ口コミ

フ
ァ
ン

フ
ァ
ン

フ
ァ
ン

フ
ァ
ン

フ
ァ
ン

フ
ァ
ン

フ
ァ
ン

フ
ァ
ン

商品会社 店舗

松下式 共感ブランディング㋺ジッ㋗
 I K KO MATS US H I TA BR A ND DES IGN L A BO
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III 歴史を振り返る

法友全期会には、1963年の創立から約55年、1980年に新生

法友全期会が発足してから数えても約40年という長い歴

史がある。長い歴史の中で、数多くの先輩達が、たくさん

の業績を残し、今日に至っている。現在の法友全期会があ

るのはこのような歴史の積み重ねであり、法友全期会の未

来を考える際にも、先輩たちの足跡を尊重し、伝統を踏ま

えたうえで、現状に適した法友全期会のあり方を検討しな

ければならない。

また、ブランディングにおいても、会社や団体の根本価

値を導くためには、歴史の「棚卸し」が重要とのことで

あった。

さらに、法友全期会には、当番弁護士制度を実現する大

きな原動力となったり、東京弁護士会の法教育委員会の前

身となる「学校へ行こう！」企画を始めたりとたくさんの

偉大な業績があるのにもかかわらず、得てして、そのよう

な偉業があまり認知されていない。

そこで、以下では、創立時から発行されている全期

㋥ュー㋜等を中心にして、法友全期会の歴史を振り返ると

ともに、法友全期会の業績を整理し、今までの実績に裏付

けられた法友全期会の未来を探求する。
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年　表

期 西暦／和暦 自身&事業 日本社会 他

1951／昭26 ●㋚ン㋫ラン㋛㋜㋙講和条約調印

1952／昭27 ●メーデー事件

1953／昭28 ●NHKが㋢㆑ビ本放送開始（契約数866）

1954／昭29
●朝鮮特需による好景気
● ベビーブー㋰により小・中学新入生が
　前年より100万人増加

1955／昭30
●業界団体：東京製図機械研究会発足
●㋞㋥ーから㋣ランジ㋜㋟ラジ㋔発売

1956／昭31 ●経済白書「もはや戦後ではない」

1957／昭32 ●家庭用自動炊飯器が㋪ッ㋣、100万台売れる

1958／昭33
●正田美智子、皇太子妃に決定
●NHK㋢㆑ビ受信契約100万件突破

1959／昭34 ●メー㋣㋸法施行

1960／昭35
●㋞㋥ーから㋣ランジ㋜㋟㋢㆑ビ発売
●㋢㆑ビ受信契約500万件突破
●㋢㆑ビ局が㋕ラー放送開始

1961／昭36 ●㋢㆑ビ受信契約1000万台突破

1962／昭37
●東京の人口1000万人突破
●求人難で企業は人材を青田買い

創
立

1963／昭38 ●法友全期会 結成 ●北九州市誕生

PO I NT & E PI SODE：要項：結成目的＝会員相互の親睦・会員の福祉と地位の向上 。目的の1番は「親睦」。法友会を魅力ある政策と親睦の会へとの期待。

1964／昭39 ●旅行総会 実施 ●東京㋔㋷ンピッ㋗

第
一
転
換
期

1965／昭40 ●大卒初任給 2万円 ● 昭和40年代なかごろから、「平賀書簡問題」、
「青法協問題」、「宮本裁判官再任拒否問題」、
「司法修習生の新任希望者拒否問題」、「阪口
司法修習生罷免」、「参与判事補問題」と次々
と司法をめぐる問題が発生し「司法の危機」
と呼ばれる時代を迎える。

1966／昭41 ●全期会判例実務研究会 ●ザ・ビー㋣㋸ズ来日

1967／昭42 ●法友会全期会会報 発行 ●四日市ぜんそく訴訟

1968／昭43
●法友全期会政策研究勉強会 発足
●会報「弁護士会の当面する諸問題」発行

●大気汚染防止法
●国民総生産、自由世界第2位に

PO I NT & E PI SODE：民主化を目指す。政策研究を常態化する。人事の膠着化にメ㋜を入れることが課題。

1969／昭44
●法友全期㋥ュー㋜発刊
●全期会基本政策要項発表

●戦後最長いざなぎ景気
●日産自動車「㋫ェ㋐㆑ディZ」㋪ッ㋣

PO I NT & E PI SODE： 法友全期会の基本政策は、平和主義・民主主義・国民の権利擁護。
 全ての人間が平和で豊かな生活を享受できるように保障すること。

1970／昭45
●日弁連 会長直接選挙を目指す
●役員選挙の改正運動

●日本万博 ●  法友全期会は会派を超えて東弁内の期成
会、親和全期会と連携し､ 裁判所の中央集
権化､ 官僚化に反対し､活発な反対運動を繰
り広げる。1971／昭46 ●全期懇談会の開催 ●沖縄返還協定調印

PO I NT & E PI SODE：民主的な執行体制を！＞日弁連批判

1972／昭47 ●田中角榮通産相「列島改造論」

1973／昭48 ●10月㋔㋑㋸㋛ョッ㋗

PO I NT & E PI SODE：民主化・政策研究を課題へ

1974／昭49 ●日弁連会長 直接選挙宣言 ●飛行機事故続発

1951–2017

III  歴史を振り返る
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期 西暦／和暦 自身&事業 日本社会 他

第
二
転
換
期

1975／昭50
●法友全期会主催の講演会開催
　「独禁法改正と各国独禁法制について

●ビデ㋔・㋕セッ㋣発売 ●独禁法：日本の遅れを指摘

1976／昭51 ●㋺ッ㋖ード事件

PO I NT & E PI SODE：法友会会員の大半が法友全期会の会員になり、 法友会との違いがほぼなくなり、全期会の意味が薄れる。

1977／昭52
●法友全期会内に
　法友全期機構改革委員会設置

●初の自動焦点㋕メラ「㋙㋥㋕C35AF」

PO I NT & E PI SODE：執行部の体制の充実と強化を認識（座談会より）

1978／昭53
●弁護人抜き裁判法案 反対署名運動
●法友全期会機構改革問題委員会設置

●「㋜ペー㋜㋑ンベーダー」㋪ッ㋣ ●法友全期会 機構改革案 答申

PO I NT & E PI SODE：法友会との同質化が進み、改革論議となる

1979／昭54
●改革㋐ン㋘ー㋣実施 ●㋞㋥ー「㋒ォー㋗㋮ン」発売 ●㋐ン㋘ー㋣結果

　定年制を採用すべきである＝68%

PO I NT & E PI SODE：3年間機構改革について熱心な協議が行われ､ その結果、法友全期会は､ 15年定年制を採用。
 昭和55年4月に新たに「新生法友全期会」が発足

1980／昭55
●新生法友全期会 発足
●法友全期会㋛ンポジ㋒㋰

●「ゲー㋰＆㋒㋔ッ㋠」（任天堂）

1981／昭56 ●㋫ジ㋢㆑ビ「㋔㆑たちひょうきん族」

1982／昭57 ●法友全期会政策研究会 発足 ●㋭㋢㋸・㋥ュージャパン火災 ●  若手会員のための業務研究に力を入れる。
昭和57年度には､ 政策面での強化も必要で
あるとの認識から、「政策研究会」を設置す
るとともに、法友全期会のあるべき姿をめ
ぐって夏期合宿を行い､ 将来の方向を探る。

●  以降､ 刑事裁判問題、司法試験改革問題、
外弁問題、プ㋺ボ㋨問題等を研究し、積極的
に意見を表明するとともに、当番弁護士や無
料一斉法律相談の実現に積極的に関わる。

●   一方、政策実現のための組織強化および東
弁、日弁連選挙における活動も行う

PO I NT & E PI SODE：業務対策㋜㋟ー㋣

1983／昭58 ●創立20周年記念㋛ンポジ㋒㋰ ●業界団体：東京製図器械研究会と改名

1984／昭59 ●法律事務所見学 ●NHKが衛星㋢㆑ビ放送開始

1985／昭60
●企画委員会の設置
●外弁問題に対して宣言を発表

●日航ジャンボ機墜落

PO I NT & E PI SODE：外弁問題：  外国弁護士を弁護士として受け入れることは、 国民に不利益！　
と主張。波紋を呼ぶ。

1986／昭61 ●全期会判例実務研究会 ●円急騰1ド㋸=152円55銭の戦後最高を記録

1987／昭62 ●法友会全期会会報 発行 ●NTT株上場

1988／昭63
●業務㋩ンドブッ㋗の作成
●法曹資格に関する試験制度の研究 出版
●刑事弁護㋮㋥ュ㋐㋸ 出版

●青函㋣ン㋧㋸開業 ● 業務研究の成果である「㋮㋥ュ㋐㋸・㋛㋷ー
ズ」等の出版も内外の評価を得ている。

1989／昭64
（平成元年）

●新生・法友全期会10周年記念式典
●記念行事：法律相談・㋛ンポジ㋒㋰

●昭和天皇死去
●日経平均3万8915円の最高値

1990／平2 ●破産事務㋮㋥ュ㋐㋸ 出版 ●海外渡航者1000万人突破

1991／平3 ●民法改正問題 意見書提出 ●雲仙普賢岳で火砕流発生 ●司法試験、民訴法問題へ取り組み

第
三
転
換
期

1992／平4
●秋の一斉市民法律相談 ●東証平均株価終値1万4309円41銭に

　バブ㋸終焉
●匿名座談会 92年東弁会長選挙を検証

PO I NT & E PI SODE：「秋の一斉法律相談」は、執行部懇親会  二次会のラーメン屋で、会員のひとりが「何かやらにゃいかん」と
 幕末の土佐浪士さながら。若手「体を張ってやるなら無料法律相談しかない」。外向きの実践活動の㋜㋟ー㋣に。

1993／平5 ●北海道南西沖地震

1994／平6 ●教育現場への講師派遣 ●初の純国産㋺㋘ッ㋣打ち上げ　 ●OA, ㋙ンピュー㋟ー導入にむけて勉強会

PO I NT & E PI SODE：若手にしかできないことは何か?  と活発な議論をした結果、国民に身近な司法を実現するには、
 若い世代に理解してもらおうということに

III  歴史を振り返る
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期 西暦／和暦 自身&事業 日本社会 他

第
三
転
換
期

1995／平7
●司法試験改革問題
●「学校へ行こう」㋜㋟ー㋣

●地下鉄㋚㋷ン事件
●阪神淡路大震災
●Windows 95（日本語版）発売

1996／平8 ●住専処理法成立

1997／平9
●北海道拓殖銀行経営破綻
●山一証券自主廃業

1998／平10
●「 学校へ行こう」が東京弁護士会の企画とし

て継承
　（法友全期会のやり方で引き続き担当）

●長野五輪開幕 ●パ㋞㋙ン通信の活用。
●情報共有の場パ㋢ィ㋔開設

PO I NT & E PI SODE：90年代後半から再び会への興味低下が問題に。会報でも活動を誘う内容が増える。
 理由として、議論がプ㋺化し、決まった人しか政策参加できない。東弁への影響力も大きくなったことで
 逆に若手がとっつきにくくなった。定年制を短縮するかなどの意見も出始める。
 また、この頃になると選挙の話題はほとんど掲載されない。

1999／平11 ●「証拠収集㋮㋥ュ㋐㋸」の出版 ●臓器移植法施行後初の脳死移植

2000／平12 ●刑事弁護ガ㋑ドラ㋑ンの検討 ●BSデジ㋟㋸放送始まる

2001／平13 ●紋別公設事務所視察 ●iPod（㋐ップ㋸）㋪ッ㋣

2002／平14 ●経団連と日経連統合

PO I NT & E PI SODE：法律㋮㋥ュ㋐㋸類の発行が増える。

現
在
〜
未
来

2003／平15 ●全期法律相談セン㋟ー㋜㋟ー㋣ ●地上デジ㋟㋸放送開始

2004／平16 ●新潟中越地震発生

PO I NT & E PI SODE：親睦会としての法友全期会の重視

2005／平17 ●三宅島噴火

2006／平18
● ㋣㋵㋟自動車06年3月期決算で米㋫ィード・
㋲ー㋟ーを抜く

2007／平19 ●参院選で自民大敗

2008／平20
●任天堂08年3月期決算売上高1兆6000億円と
　ゲー㋰専業メー㋕ーとして初めて1兆円突破

●債権法改正法への動き

2009／平21 ●若手のOJTの機会、全期メン㋟ー㋛ップ制度 ●消費者庁発足

2010／平22 ●小惑星探査機「はやぶさ」帰還

2011／平23
●東日本大震災
●㋚ッ㋕ー女子W杯なでしこジャパン初優勝

2012／平24
●震災法務Q&A出版 ● iPS細胞作成に成功した山中伸弥に

　㋨ーベ㋸医学生理学賞

2013／平25 ●富士山が世界遺産に

2014／平26 ●消費税が5%から8%に

2015／平27

2016／平28
●女性弁護士支援企画 ●改合宿に託児所を設けるなど、

　女性弁護士への㋚ポー㋣体制

2017／平29

PO I NT & E PI SODE：ブランディング実行委員会の結成

III  歴史を振り返る
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III-1 —歴史を振り返る—

創立～第一転換期

政策への意欲と
司法の民主化を
求めて

政策への意欲と司法の民主化を求めて

1963年、法友全期会創設。

当初の目的の第一義は「親睦」であった。

その意に違わず、メンバーの懇親は活発で

会派を超えた繋がりが、互いを高め合う絆となった。

本音で語れる全期会では、その後の論議において、

もっと政策に力を、とする討論が起こり始める

1968年、法友全期会政策勉強会が発足

折しも、その数年後から、

「司法の危機」と呼ばれる時代がやってくる。

日弁連の中核である東弁、その一大派閥である法友会

その法友会の半分が法友全期会であった。

その影響力の大きさを自覚する者は政策への意欲を増す。

慣例によって運営される法友会に新しい風を！

法友会の民主化を！

そして法友全期会メンバーが中心になり、法友会の人事にメ㋜を入れた。

法友会は、派閥を超えた活発な政策活動が行われる団体へ。

それは、法友全期会の熱い志が結実した姿であった。

シェアストーリー
（数の力を行使する）
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㋛ョー㋣バージョン

政策への意欲と司法の民主化を求めて

1963年、法友全期会創設。当初の目的の第一義は「親睦」であった。

その後、もっと政策に力を、と1968年、法友全期会政策勉強会が発足。

日弁連の中核である東弁、その一大派閥である法友会。

その法友会の半分が法友全期会である。

影響力の大きさを自覚した者たちは、政策への意欲を増し、

司法の民主化が叫ばれ、法友全期会は、派閥を超えた活発な政策活動が行われる団体へ。
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分析

1963年、法友全期会は、「司法研修所の修習過程を経た者

にして、法友会各部に属する者及びこれに準ずる者」を会

員として（法友全期会要領・1968.3.4（6頁））、期前の会員

に対する若手の会員の団体として創立した。法友全期会の

目的としては、「会員相互の親睦」と「会員の福祉と地位の

向上を図るための研究並に実施」が掲げられ（法友全期会

要領・1968.3.4（6頁））、当初の一番の目的は、「親睦」で

あった。

　しかし、その根底には、先輩会員がいる大事な会議で、

「なかなか若い人たちの意見を反映できない」ことから

（1968.4.20（5頁））、「法友会の機構のなかで全期会員の意

見を広く反映せしめて、徐々に法友会の体質を改善し、と

にかく、先輩長老中心の運営を是正して、法友会を魅力あ

る政策と親睦のための会にしたい」という思いがあった

（1968.4.20（41頁））。

　若手の意見を反映させることで、法友会・弁護士会の民

主化、ひいては、司法の民主化を目指し、活発に活動して

いく（1968.6.30（1頁））。

　1968年には、法友全期会政策勉強会が発足し（1968.4.20

（1頁））、「平賀書簡問題」、「青法協問題」、「宮本裁判官再任

拒否問題」「司法修習生の新任希望者拒否問題」、「阪口司法

修習生罷免」、「参与判事補問題」などの司法の問題に対し、

期成会・親和全期会とも連携して（1968.6.30（2頁））､ 活

発な運動を繰り広げていく。
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1968.3.4(1頁)

史実：「政策勉強会の発足」

→

選挙時だけでなく、平時から会

員相互の意見交換の場としての

活動を目指す。

→

選挙時だけでなく、平時から会

員相互の意見交換の場としての

活動を目指す。
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1968.3.4(6頁)

史実：「目的の明文化」

→

法友全期会の目的とは、

会員相互の親睦、福祉と地位の

向上を図ることである。
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史実：「座談会開催」

1968.4.20(1頁)

→

弁護士としての使命感に先輩も

後輩もあってはならない。

それぞれ現在と将来の展望につ

いて何を思うか、座談会を開催。
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史実：「活発な論議（座談会）」

→

若者の意見が反映しにくいとい

う課題。

法友全期会の存在意義を今こそ

考えるべきである。

1968.4.20(5 頁)
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史実：「魅力ある会へ！（座談会）」

1968.4.20(41頁)

→

当初の目的を振り返る。

「長老中心の運営から、政策と

親睦のための魅力ある会へ」
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史実：「真摯で活発な議論」

1968.10.5(2頁)

→

司法の根源は何か？

東弁の進むべき方向性とは？
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1969.1.10(1頁)

史実：「法友全期会の立場とは？」

→

平和憲法下における司法とは。

太平洋戦争での教訓を後世に正

しく伝えることは、歴史的使命

であり、われわれの基本的立場

である。
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史実：「なわばり意識を打破せよ」

1969.6.30(1頁)

1969.6.30(2頁)

←↓

司法制度の改悪阻止と各種会の

民主化。

会派間のなわばり意識を打開し、

国民に奉仕する努力が必要。
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1969.6.30(6頁)

史実：「会の目的と意義」

→

「法友全期会要綱」にも記載の

ある本会の目的とは、会員の福

祉と地位の向上を図るための研

究とその実施である。
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史実：「日弁連機構改革運動」

1970.1.1(2頁)

→

日弁連の民主化体制の確立が必

要。

会長直接選挙制の会則改定の実

現を目指す。
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史実：「全国の全期弁護士と意見交換」

1971.7.24(6頁)

→

法友全期会も全国の全期弁護士

と連携し、司法権の独立を守る

活動を展開。
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史実：「東弁全期懇談会」

1971.12.3(2頁)

→

会派を超えて、司法の諸問題や

弁護士会の運営について意見交

換を行った。
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史実：「法友全期会のなすべきこと」

1971.12.3-2(2頁)

→

法友全期会は法友会と同じく

「司法の民主化」をめざす。
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1971.12.3-2(47頁)

史実：「平賀書簡の公表」

→

裁判所内部からの訴訟干渉とも

いえる「平賀書簡」の公表は、

一般市民に大きな衝撃を与えた。




