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ご挨拶 

              鎌 田  薫 
                  大学院法務研究科 科長 

 
浅古教務主任（左）、鎌田科長（中央）、清水教務主任（右） 

 

 早稲田大学大学院法務研究科は、無事に創

立 2年目を迎えることができましたが、本研

究科の設立準備から創設初年度にかけての

最も多忙な時期に獅子奮迅のご活躍をされ

た浦川道太郎先生が健康を害され、2005 年 3

月をもって研究科長を辞されました。遅れば

せながら研究科長交代のご挨拶を申し上げ

ます。併せて、浅古弘教務担当教務主任・清

水章雄学生担当教務主任および各種委員会

委員はすべて留任し、浦川先生の敷かれた路

線はそのまま踏襲されていることを、ご報告

申し上げます。 

 司法制度改革審議会意見書は、法科大学院

における法曹養成教育の基本的理念の一つ

として、「先端的な法領域について基本的な

理解を得させ、また、社会に生起する様々な

問題に対して広い関心を持たせ、人間や社会

の在り方に関する思索や実際的な見聞、体験

を基礎として、法曹としての責任感や倫理観

が涵養されるよう努めるとともに、実際に社

会への貢献を行うための機会を提供しうる

ものとする」と述べています。 

 本研究科においては、幅広い先端的法領域

におけるワークショップ、先般正式に発足し

た「弁護士法人早稲田大学リーガル･クリニ

ック」における臨床法学教育、各種の国際機

関･民間企業・法律事務所等におけるエクス

ターンシップ、海外提携校との学生交換プロ

グラムなど、上記の理念を最も理想的な形で

実現しうるカリキュラムを設けています。一

部の法科大学院では、新司法試験の合格者枠

が予想以上に厳しくなりそうであるという

ことで、これらの科目の受講を希望する学生

が激減しているようですが、幸い本研究科の

学生達は、教員側の予想をはるかに上回る熱

心さをもってこれらの科目に取り組み、大き

な成果を上げています。 

 また、法科大学院においては、短期間に数

多くの科目の履修が義務づけられているた

め、学生が受動的になりはしないか、広く浅

い知識を修得しようとする傾向が強まりは

しないかということも懸念されるところで

すが、この側面においても、近隣商店街の協

力を得ながら裁判員制度模擬裁判を行うな

ど、学生達はさまざまなかたちで自主的な活

動を行ってくれています。 

 法科大学院制度の発足までは、学生の立場

からの発言はほとんど顧みられませんでし

た。制度が動き出した今こそ、学生達ととも

に、より良い法科大学院制度を作り上げてい

く好機であると考え、一層のご協力をお願い

する次第です。 
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～エクスターンシップを経験して①～ 

難民事件の現場で感じたこと 

（派遣先：いずみ橋法律事務所） 

 

法務研究科２年在学 

 

私は、本年８月末より約２週間、いずみ橋

法律事務所においてエクスターンシップを行

った。多くの貴重な体験を得られ、刺激の多

い大変有意義なエクスターンシップであっ

た。 

エクスターンシップに参加するにあたっ

て、私は、自分が将来取り組みたいと考えて

いる外国人事件、難民事件の現場を見たいと

いう希望を持っていた。そこで、そのような

事件を扱う法律事務所への派遣を希望し、実

際に、実習先では主にそのような事件に関わ

らせてもらった。 

実習先のいずみ橋法律事務所は、在日ビル

マ人難民申請弁護団、中国人戦争被害賠償請

求弁護団の各事務局やビルマ関連 NGO の事

務局のおかれている国際色豊かな事務所で、

難民事件および難民以外の外国人の在留資格

に関する事件を数多く扱っている。このよう

な実習先で、私は、主に難民事件を中心に、

事務所の弁護士の様々な活動への同行や、業

務の補助等といった実習をさせてもらった。

具体的には、依頼者との打ち合わせや弁護団

会議への同席、法廷傍聴、難民不認定に対す

る異議申立てにおける申述書作成の補助およ

び資料の翻訳、同異議申立てにおける口頭意

見陳述への立会い、難民申請手続における意

見書の作成、牛久の入管収容所に収容されて

いる依頼者との面会への同行、などを行った。 

特に貴重な体験となったのが、難民不認定

に対する異議手続の中の口頭意見陳述への同

席である。事務所の先生が何度も入管側と交

渉してくださり、その事件に限り個別的に「代

理人」という立場での同席が許された。申立

人である依頼者が難民参与員の前で自身のお

かれている状況を述べ、弁護士が依頼者の難

民性について説明し、そして難民参与員が依

頼者および弁護士に質問するというプロセス

を、依頼者と同じ目線で体験することができ

た。同席してみて、入管職員の事務的な対応、

参与員の中でも積極性にかなりの温度差があ

ること（残念なことに、まったく話を聞いて

いないような参与員もいた）、堅苦しく張り

詰めた雰囲気の中で意見陳述させられること

の重圧などを肌で感じることができた。そし

て、通訳のレベルの低さに驚き、こういった

行政手続における「適正手続の保障」の重要

性を感じた。とても貴重な体験であり、まさ

に百聞は一見にしかず、であった。 

このような実習を通じて、難民やその他の

外国人のおかれている状況を知り、日本の入

管・難民認定制度の現状や問題点を目の当た

りにした。他方で、実際に難民申請中の人々

やすでに難民認定を受けている人々と接して

みて、彼らの、日本社会でうまくやっていこ

うという姿勢や、本国の状況改善のために尽

力する姿に心を打たれた。「難民はいずれ出

身国の将来を担っていく人々であり、その国

と日本の架け橋となる人々だ」という事務所

の先生の言葉の意味が理解できたように思

う。そして、こういった人々をサポートする

ということも弁護士の大切な役割のひとつな

のだと実感した。 

今回のエクスターンシップを通して、目の前

の依頼者の庇護のために採算を度外視して奔

走する先生方の姿を間近で見られ、自分も将

来そのような活動に加わりたいという思いを

強くした。将来の進路を考える上で、そして

日々の勉強のモチベーション向上のために

も、大変有意義な経験であった。たくさんの

貴重な機会を提供してくださり、時間を惜し

まず指導にあたってくださった事務所の先生

方、事務局の皆さんには心から感謝している。 
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～エクスターンシップを経験して②～ 
企業法務弁護士の仕事 
（派遣先：長島・大野・常松法律事務所） 

 
法務研究科２年在学 

 

２００５年夏、早稲田大学大学院法務研究

科のエクスターンシップ・プログラムに参加

しました。 

受入機関は、企業法務・取引案件が中心の

「長島・大野・常松法律事務所（以下、NO＆

T法律事務所）」です。 

なぜ NO＆T法律事務所を希望したのか、大

きく分けて３つの理由があります。まず一つ

目は、法科大学院で商法・会社法を学修する

過程で企業法務に興味を持ったということ。

二つ目は、３年次のワークショップ（専門科

目）として企業法務を選択肢の一つとして考

えていたということ。三つ目は、自分がイメ

ージする法律事務所と全く違う事務所を見て

みたかったということです。私は法務研究科

の試行プログラムである法律相談（民事クリ

ニック）に２００４年の１２月から参加して

います。そこでは、依頼人の話を聞いたり何

度も打合せをしたりして、現在は訴訟に至っ

ております。この民事クリニックでの活動は、

まさに自分がイメージしていた弁護士として

の仕事でした。ですから、エクスターンでは

全く異なった事を経験したかったのです。 

NO＆T法律事務所は、約２００名の弁護士

が在籍する大手の事務所で、事務所内は主に

「Litigation（訴訟関連）」「Finance」「Corporate」

の３つのセクションに分けられています。私

の指導担当はファイナンスフロアの先生でし

たので、ファイナンス関係の課題の調査・検

討・報告をさせていただきました。帳簿閲覧

権に関する問題、委任状勧誘に関する問題、

資本参加に関する問題等、とてもやりがいの

あるものでした。多くの課題の中でも一番印

象に残っているのは、実際の案件である、ジ

ョイントベンチャー会社設立と独占禁止法に

関する問題です。この話を聞いたとき、「今

まで独占禁止法など勉強したことがないの

に、自分にできるのか？」と感じました。し

かし、実際に弁護士として働くときは、この

ように全く分からない問題に対してもその都

度知識を得て解決していかねばならないな、

と思いましたので、事務所内にある図書室・

インターネットをフル活用してなんとか報告

をすることができました。おそらく、実務で

はこのようなことは日常あることで、もとも

との自分の知識だけで全てカバーできること

はそれほど多くないのではないか、と感じま

した。もちろん、経験を積むに従って厚みは

増していくとは思いますが、重要なのは新し

い問題に直面したときに柔軟に問題点を汲み

上げ、適切な解決へと導く注意深さと創造力

なのだろうと思います。エクスターンの中で、

弁護士という仕事をする上での責任感を、少

しでも実感できたことはとても意味のあるも

のだと思います。 

以上のような、ファイナンスフロアの先生

方から直接いただく課題以外にも、最近の重

要な判例・文献等の情報を事務所内ネットワ

ークに提供するグループの活動に参加させて

いただいて、判例分析をしたりもしました。

また、事務所内で開催される各種会議、勉強

会にも何度も参加させていただきました。 

エクスターンは２週間という限られた期間

でしたが、企業法務弁護士が普段どのような

仕事をしているのか、どのようなタイムスケ

ジュールなのかを知ることができ、当初の目

的は果たせたと思っています。 

期間中に、弁護士になられて間もない先生

方と話す機会があったのですが、「このよう

に、学生のうちから法律事務所に研修に来ら

れるなんて羨ましい。」とおっしゃっていま

した。私も、エクスターンを終えてみて同じ

意見を持っています。日頃勉強している法律
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が、実際はどのように使われるかを知ること

は、さらに学修を進める上での良いモチベー

ションになりますし、また、将来自分が専門

にしたい分野を見つける、という点でも非常

に有意義であると思います。 

 

 

------------------------------------------------------------ 

～ご参考～ 
【2005年度エクスターンシップ派遣先実績一覧】 
 
あさひ・狛法律事務所 

渥美総合法律事務所・外国法共同事業 

阿部・井窪・片山法律事務所 

アメリカンファミリー生命保険会社 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

いずみ橋法律事務所 

外国法共同事業 伊藤見富法律事務所 

井上二郎法律事務所 

大島総合法律事務所 

大田区クレジット・サラ金問題対策協議会 

柏木総合法律事務所 

かすが法律事務所 

霞が関法律会計事務所 

社団法人家庭問題情報センター 

弁護士法人川原総合法律事務所 

弁護士法人菅野庄一法律事務所 

弁護士法人北千住パブリック法律事務所 

北浜法律事務所 

弁護士法人北村・加藤・佐野法律事務所 

栗林総合法律事務所 

グローバル法律事務所 

経済産業省 

公正取引委員会 

独立行政法人国際協力機構(JICA)ラオス事務所 

国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)東京事務所 

小島国際法律事務所 

シティユーワ法律事務所 

衆議院議員(村越祐民事務所） 

社団法人 自由人権協会 

女性の家HELP 

新日本製鐵 株式会社 

成和共同法律事務所 

双日 株式会社 

髙中・中村・伊藤法律事務所 

武村法律事務所(国連人権委員会ジュネーブ) 

田中綜合法律事務所 

有限責任中間法人多摩南部成年後見センター 

弁護士法人中央総合法律事務所 

鶴田岬法律事務所 

東京電力株式会社 

東京南部法律事務所 

弁護士法人東京パブリック法律事務所 

東京法律事務所 

株式会社東芝 

徳永・松﨑・斉藤法律事務所 

トヨタ自動車株式会社 

虎ノ門総合法律事務所 

長島・大野・常松法律事務所 

中村合同特許法律事務所 

特定非営利法人 難民支援協会 

西村ときわ法律事務所 

日本ビクター株式会社 

日本労働組合総連合会東京都連合会(連合東京) 

船場中央法律事務所 

法務省保護局(東京保護観察所) 

松坂法律事務所 

三鷹市 

みのり総合法律事務所 

三堀法律事務所 

御正・市原法律事務所 

弁護士法人宮﨑綜合法律事務所 

宮原・須田法律事務所 

村田英幸法律事務所 

森・濱田松本法律事務所 

山田有宏法律事務所 

山本法律事務所 

吉岡・辻総合法律事務所 

外国法事務弁護士事務所リンクレーターズ 

 

＜全68団体、順序不同／派遣学生数 計101名＞ 
 
※学生の受入にご協力いただき、ありがとうござ

いました。 
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～留学生紹介～ 

Experiences at Waseda 
Tim Webster 

Cornell University 
 
It is at once a pleasure and an honor to be 

studying at Waseda Law School.  As a leading 

academic institution, Waseda has offered me and 

my fellow exchange students an unparalleled 

opportunity to study law, to work with 

internationally renowned faculty, and to develop 

personal relations with the next generation of 

Japanese attorneys.  It has been exhilarating and 

challenging, and I think we would all agree that 

the time has passed far too quickly. 

 

Though only a few years old, Waseda Law School 

betrays no sign of its recent vintage.  Housed in 

a beautiful building, with state of the art classes, 

computing facilities, and study rooms, the school 

sends a powerful and serious message to those 

who enter its halls. 

 

Indeed, this seriousness emerges not only in the 

building itself, but imbues class discussions 

between students and faculty.  I am humbled 

when I consider that my Japanese classmates take 

8 or more classes per semester, and yet perform at 

a regularly high level in class.  And yet, as one 

walks the halls before and after class, the 

convivial chatter suggest it is not all books and 

case law at Waseda.  The social functions we 

have shared with Waseda students – and a 

cosmopolitan and well-educated bunch they are – 

reveal their curiosity about the world extending 

far beyond civil procedure and constitutional law.  

 

As my interests lie primarily in international law, 

I have enrolled in classes with Professors Furuya 

Shuichi, Kubota Takashi, and Shimizu Akio.  

While each conducts class in a way that reflects 

his own unique personality, certain commonalities 

emerge among the three.  It is clear that each 

could enthusiastically lecture for hours on his area 

of expertise, drawing on abundant professional 

experience to concretize theoretical concepts.  

However, being committed teachers, they choose 

instead to cede class time to their students. 

 

In the US, Japanese legal education has earned a 

reputation for being somewhat “German:” the 

professor comes in, reads his textbook, and 

leaves; the student either sleeps or, in this 

technologically advanced age, surfs the web.  

Waseda Law School avoids such a curt 

characterization.  Rather, students and faculty 

both take an active role in threshing out the 

week’s readings.  If anything, the pedagogy 

would appear to ‘sensibly Socratic:’ students are 

called on, but not dragged over hot coals if they 

do not answer correctly.  If only Waseda would 

establish an exchange program with American 

law faculty… 

 

※Tim is the second from the left. 
※Prof.Kubota is the second from the right. 
※ We also agree to promote academic 

cooperation, through faculty exchange and 
collaborative efforts insofar as possible. 
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記  事 

 
◆遠客近客 

 
<2004 年> 

 4 月 4 日 Prof. FITTS, Michael A. 
   (U. Penn., Dean of Law School) 

    6 日 Prof. BOLLINGER, Lee C.  
(Columbia U., President) 

 6 月 18 日 韓忠沫助教授(漢陽大学校)、 
権鐘浩副教授（建国大学校） 

     22 日 Prof. OHNENSORGE, John K.M. 
            (U. Wisconsin Law School) 
   24 日 フルブライト視察団 
7 月 5 日 Prof. ANDERSEN, Mads Bryde 

            (U. Copenhagen) 
8 日 Prof. FITTS, Michael A. 

        (U. Penn., Dean of Law School) 
16 日 朴正勲副教授 (Seoul国立大学校)・金 
昌禄副教授（釜山国立大学校）ほか 8名 

 8 月 3 日 Mr. SERYVUTHY KHANカンボディア 
司法研修・法律専門職改善センター主

任教官ほか 3名 
6 日 横井眞美子助教授 

（U. London Queen Mary） 
 9 月 14 日 Prof. GUINEE, Frederick W. 
            (U. Washington School of law) 
     21 日 Prof. IRISH Charles R.  
            (U. Wisconsin Law School)ほか 1名 
10 月 29 日 日弁連法務研究財団評価員研修 
11 月 2 日 藤原啓司東京税関長ほか 2名 

16 日 上谷清司法試験委員会委員長ほか 8名 
12 月 3 日 朴在承大韓弁護士協会会長ほか 14名 

6 日 東京税理士会 
17 日 上田正和教授（大宮法科大学院大学） 

      Prof. HOROWITZ, Donald L. 
            (Duke U. School of Law) 
 
<2005 年> 

 1 月 11 日 鄭鐘休教授（全南国立大学校法科大学
長）ほか 10名 

     17 日 朴相基教授（延世大学校法科大学長）
ほか 8名 

     18 日 梁東錫教授（朝鮮大学校法科大学長）
ほか 6名 

 1 月 21 日 山田俊雄司法研修所教官ほか 1名 
25 日 Prof. KIM, Surk-Tae (慶北国立大学校法

科大学長)ほか 8名 
 2 月 21 日 成楽寅教授（Seoul国立大学校 

法科大学長）ほか 1名 
 3 月 25 日 Prof. SCHWAB, Stewart J. 
            (Cornell U. Dean of Law School) 
   28 日 Prof. KESAN, Jay P. 

(U. Illinois College of Law)ほか 1名 
4 月 28 日 韓勝憲司法制度改革推進委員会委員長

ほか 5名 
 5 月 10 日 倉吉敬法務省司法法制部長ほか 1名 

   16 日 Prof. ALEINIKOFF, Alexander 
           (Georgetown U.Dean of Law Center) 
     20 日 大学評価・学位授与機構一行 

 6 月 8 日 日弁連法務研究財団評価員研修 
    9 日 日弁連法務研究財団評価員研修 

      Mr. OH, Wook-Hwan 大韓弁護士協会総

務部長ほか 3名 

   16 日 フルブライト視察団 

   17 日 朴仁栄嶺南大学校法科大学長ほか 14
名 

 7 月 7 日 崔鎔基教授（昌原国立大学校）ほか 3

名 

14日 許一泰東亞大学校法科大学長ほか6名 

   28 日 Prof. OH, Soogeun  
(梨花女子大学校法科大学長) 

 9 月 29 日 東京税理士会 

10 月 4 日 金州訓朝鮮大学校総長ほか 1名 
   17日-22日 中国上海市高級人民法院法官代

表団（王北翼 団長（虹口法院副院長・
法官）ら 21名） 

   20 日 大谷直人最高裁判所事務総局刑事局
長ほか 19 名 

   22 日 Prof. PARK, Kwang-Min 
（成均館大学校法科大学） 

11 月 8 日 金善旭氏（大韓民国法制處長） 
   10 日 林輝煌氏 

（台湾・法務部司法官訓練所長）  
 
 
◆法曹としての将来を考えるための連続講演会 
 
本研究科では、学生たちに将来進むべき進路に

ついて具体的なイメージを持ってもらうため、「法

曹としての将来を考えるための連続講演会」を定

期的に開催しています。 
 
<2004 年度 前期> 

第 1回  5 月 7 日（金） 

「Criminal Justice and Justice System Reform  
in Japan」Ｄ．ジョンソン・ハワイ大学助教授 
（早稲田大学客員研究員）／通訳・四宮啓教授 
第 2回  5 月 13 日（木） 

「司法改革の中のジェンダー」 林陽子 教授 
第 3回  5 月 20 日（木） 

「グローバリゼーションと 21世紀日本の法律家」 
浜辺陽一郎 教授 
第 4回  5 月 28 日（金） 

「新司法試験合格の秘訣など」 梶村太市 教授 
第 5回  6 月 4 日（金） 

「環境問題に弁護士として取組んできて」 
小島延夫 教授 
第 6回  6 月 10 日（木） 

「検察官とは何者か？」 佐々木正輝 教授 
第 7回  6 月 18 日（金） 

「なぜ弁護するのか」 高野隆 教授 
第 8回  6 月 24 日（木） 

「アメリカの知財法曹と日本の知財法曹の将来像」 
竹中俊子 教授 
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第 9回  7 月 2 日（金） 

「職業としての裁判官とその生活－裁判官への 
誘い・ジャステスをする喜び」川上拓一 教授 

第 10 回  7 月 5 日（月） 

「法律司法分野の国際協力」弁護士 土井香苗 氏 
カンボジア王国弁護士 甲斐峰雄 氏 
／上柳敏郎 教授 

第 11 回  7 月 15 日（木） 

「プロフェッショナルとしての社内法務部」 
ＡＩＧエジソン生命保険（株）ゼネラル・カウ

ンセル／法務本部長・弁護士 本間正浩 氏 
 
<2004 年度 後期> 

第 1回 11 月 19 日（金） 

「私の弁護士生活～株主総会改革を一例として」 
大宮法科大学院大学教授・弁護士 久保利英明氏 

第 2回 11 月 30 日（火） 

「現代雇用社会の基本法=労働法と労働事件のス
スメ」 井上幸夫 教授 
第 3回 12 月 7 日（火） 

「イラク人質事件から考える－ジャーナリストの

仕事と法律家の役割」 
写真家 郡山総一郎 氏・弁護士 中川重徳 氏 
第 4回 12 月 17 日（金） 

「プロ野球における代理人の役割について」 
弁護士（アカデミック・アドバイザー） 
石渡進介 氏  上杉昌隆 氏 

第 5回 12 月 21 日（火） 

「ＲＣＣ(整理回収機構)５年で考えたこと」 
元・日本弁護士連合会会長／前・整理回収機構 

代表取締役／弁護士 鬼追 明夫 氏 
第 6回 2005 年 1 月 7日（金） 

「公益法務のローヤリング：難民問題の日本での

展開～1992 年ビルマ人難民申請からこれまで」 
弁護士 渡邉彰悟 氏 

 
<2005 年度 前期> 

第１回  5 月 7 日（土） 

「21 世紀の法律家に望むこと」 
元最高裁判所長官 矢口洪一 氏 
第 2回  5 月 20 日（金） 

「経営者側から見た労働事件」 
弁護士 木下潮音 氏 
第 3回  6 月 6 日（月） 

「ライブドア事件とは何だったのか」 
上村達男 教授 
第 4回  6 月 20 日（月） 

「検察官の仕事（経験談）」 
猪俣尚人 教授 
第 5回  7 月 1 日（金） 

「求められる裁判官の資質」 
法政大学法科大学院 木谷明 教授 
第 6回  7 月 11 日（月） 

「名張毒ぶどう酒事件を語る」 
龍谷大学法科大学院 神山啓史 教授 

 
※ご講演を希望される方、講演者をご推薦いただける方

は、法務研究科事務所まで御一報ください。 

◆講演会記録 
 
2004 年 6 月 22 日 

 法と発展理論と北東アジアの経験：John K.M. 
Ohnensorge助教授 (U. Wisconsin Law School) 

 
2004 年 12 月 17 日 

米国ロー・スクールにおける法学教育について： 
Donald L. Horowitz教授  
(Duke U. School of Law and Political Science) 
コメンテーター：Ms. Judith Horowitz  

Ms. Jennifer Maher 
(Duke U. School of Law) 
 

2005 年 11 月 10 日 

台湾に於ける司法官養成システム：林輝煌 氏

（台湾・法務部司法官訓練所長）  
 
 
◆2005 年度入学者の概要 
 
大学入試センター 

法科大学院適性試験受験者 21,344 名

志願者数 2,264 名

第一次選考（書類審査）合格者 764 名

第二次選考（面接試験）受験者数 753 名

最終合格者数 333 名

（法学既修者認定試験受験者数 66 名） 
（法学既修者認定試験合格者数 16 名） 
繰上合格者数 若干名 
入学者数 290 名

  内訳        1 年生   278 名 
            2 年生    12 名 
法学系学部出身 198 名<内、社会人 27 名> 
他学部出身    92 名<内、社会人 46 名> 

 
※社会人の定義を本研究科では次の通り定めています。 
「入学時点において官公庁・会社等における勤務経験、

自営業としての経験や主婦・主夫等、通算して３年

以上の社会経験を持つ（見込）者。」 
※入試情報の詳細は本研究科Ｗebを参照願います。 

 

編集後記 
 
ある日突然電話をもらい、今回初めて梓の編集

に加わった。学生に記事執筆を依頼し、校正原稿

に目を通した。編集といっても、各執筆者が期限

内に立派な原稿を提出したので殆ど何もしていな

い（仕事といえばこの編集後記を書くことくらい

である）。校正原稿を読みながら、改めて多くの

心ある方々の寄付に大いに感謝すると共に、身の

引き締まる思いである。早稲田ロースクールも 2
年目となり、教育・研究体制も確立・定着し、人

の往来も盛んになった。一方、当初は予習地獄に

辟易としていたロースクール学生も最近は早稲田

グルメをエンジョイする姿を見かけることが多く

なった。来年は初の修了式と司法試験が待ってい

るが、きっと大きな成果を残すに違いない。（K）
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