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田宮  兵衞　

I　地理学の現状について

地理学の実相と我国における仮相

   地理学の存続可能性の検討を，先々号 ( 田宮

2007) に続けて行う．この間，科学研究費の補助

金の申請書類を見る機会があったが，地理学が学

界および教育行政において消えつつある状況が活

写されている．具体的にいえば，科学研究費の補

助金の審査単位として人文地理学と地理学が異な

る個所（系）にあるという現状を，地理学が認知

されていた状態が消える過程とみる．その説明が

本文である．

　

　本文の認識に用いた資料を正確に書けば，平成

21 年度の科学研究費補助金計画調書作成・記入

要領別表「系・分野・分科・細目表」である．こ

の細目が審査の最末端となる．284 の学問分野名

が細目とされ，それを 67 の分科，さらに 10 分野，

最終的に 4 つの系に収めている．以下，本文で学

問あるいは学問群に言及することになるが，本節

では「系・分野・分科・細目表 (1)」を用いる場

合は「　」を付し「○○系」・「○○分野」・「○○

分科」，また細目欄に記されている学問分野名を

「○○学」と記す．「同表 (2)」は時限付きなので

使用しない．他方同表とは独立に，個別の学問分

野に言及する場合は，“ ○○学 ” と表記する．

　この表で，“ 地理学 ” が関わるのは先述のよう

に 2 か所あり，1 つが「人文社会学系」／「人文

学分野」／「人文地理学分科」／細目名「人文地

理学」である．もう 1 つは「総合・新領域系」／「総

合領域分野」／「地理学分科」／細目名「地理学」

である．いずれも 1 分科 1 細目である．分科には

　論文

普通複数の細目があり，「人文学分野」の「史学

分科」であれば，細目は「史学一般」・「日本史」・

「東洋史」・「西洋史」・「考古学」と並んでいる．「社

会科学分野」の「教育学」分科ならば「教育学」・「教

育社会学」・「教科教育学」・「特別支援教育」となっ

ている．理系の例として “ 化学 ” では，「理工系」

中，分野の段階で「化学分野」と既に独立し，「基

礎化学」・「複合化学」・「材料化学」の 3 分科に分

かれ，それぞれはさらに 3・6・4 の細目を抱えて

いる．

　なお，同表での 1 分科 1 細目は，古くからある

学問分野では ” 地理学 ” 関係以外は「天文学」－「天

文学」だけである．この他，比較的最近名前がつ

けられた学問分野の「総合・新領域系」／「複合

新領域分野」では，「地域研究」・「生物分子科学」・

「資源保全学」・「ジェンダー」が 1 分科 1 細目である．

他方異なる系に分科段階で類似名称がある例には，

「生物系｣ ／ 「生物学」／ ｢人類学｣ と「人文社会

科学系」／「人文学」／「文化人類学」がある．

　科学研究費における「系・分野・分科・細目表」

が示す事実は，世間ないしは文部科学省または同

省と共棲できる我が国の学術関係者の学問世界に

関するイメージを示すだけであって，学問の現状

またはあるべき姿を正しく表しているということ

では決してない．そのことは，純粋に応用分野で

ある「医歯薬学分野」／「○○医学」や「工学分野」

／「○○工学」が，非応用分野の代表である「数

学」や「哲学」と同列に並べられていたり，応用

と基礎が区別されることなく対象の見た目の近似

性で分類されていたりすることからも分かる．学

術的な分類という印象はあまりない．

　しかし，この表が我国の知的レベルの一つの反

映であることは間違いない．そこには幾分かの真

II　我が国における学問分野認識の現況

お茶の水地理50号0319.indb   92 2010/03/19   12:32:39



― 93 ―

実も含まれているであろう．「系」の名称は全く

便宜的と考えてよさそうだが，「分野」名称にな

るとそうでもなくなる．ある領域の研究者数が多

ければ，その名称が分科名さらには分野名になる．

そうであれば，この表でなされている整理の基準

は当該分野の研究者人口であり，学術的センスが

無くても機械的な作業で人口に応じた補助金の配

分ができると考えているふしがある．補助金の配

分は人口に応じているわけではないという反論も

可能であるし，これ以外にもこの分類が便利であ

ることの説明も可能かもしれないが，その議論は

本論の対象ではない．

III　最も単純な学問分野の分類

　そもそも学問と言われている知的営為は，関心

ある事について知りたくなり，調べることから始

まると考えてよいであろう．関心ある事は，地球

を含む全宇宙で起こっている出来事・現象であ

る．その実態および変化，変化の機構・原因・結

果が調べる対象である．ただし，人類は地球に住

んでいるので，人類が遭遇し知的営為の対象にす

る出来事・現象は，もっぱら地球上で起こってい

る．人間の脳中の思念も地球上で起こっている出

来事・現象であるが，それのみを対象とするのは

心理学・哲学と限られる．また，宇宙全体に共通

する原理も地球上の出来事・現象も支配するので

人類の関心事である．そうはいっても，人類が遭

遇する出来事・現象には，目に見える自然現象や

巷間の社会現象が占める割合が多い．

　関心は，純粋な知的好奇心の充足に止まる立場

と，得られた情報を利用する立場に別れる．後者

の事例はいくらでもあり医学とか工学とか呼ばれ

る．ただし，好奇心充足にとどまるか利用に及ぶか，

その境界は歴史的に変化し，何の役に立つかわか

らない話が後に決定的に重要となることはいくら

でも起こる．たとえば，遥か南にあるらしい暑い

土地についての古代人の関心が，数百年後の子孫

がそこを植民地にして安逸な生活に堕すことを目

指していたということはなかろう．アフリカ大陸

西岸と南米大陸東岸の海岸線の形状の一致に気付

いた人々の中からヴェゲナーはこの件を科学的議

論にまで引きあげようとしたが，地震予測研究等々

の基盤と認識されるまでに 50 年以上を要した．

　知的好奇心は知識欲という言葉でも置き換えら

れ，その向かう先が研究，その集合である学問と

いう知的営為である．学問の名称には，その対象

を付すことが多く行われている．一般に○○学は，

○○を対象としている．たとえば，地震を相手と

考えれば地震学であり，社会ならば社会学である．

○○が抽象概念であっても知的営為の実際の対象

は具体的現象となることが大部分である．

　対象とする具体的現象についてまずなされるの

は，観察・観測であり，それによって得られた情

報を記述することであった．この作業が進む先は

当然観察・観測結果の説明である．そのためには，

対象が自然現象の場合，説明に数学が用いられる．

数学は説明に必要なだけ進歩していなければなら

ない．チコ・ブラーエの天体観測データをケプラー

が整理して法則を導出，ニュートンが微分法を開

発してユニバーサルに成立する力学で説明したと

いうのは，そういうストーリーの１つである．対

象とした現象の観測結果は，数学－物理学によっ

て体系的に説明された．自然現象の説明を数学で

行う展開は，目的・経過が比較的明確に識別でき

るので，客観的に把握しやすい．出来事・現象が

巷間の社会現象の場合，数学－物理学よる自然現

象の説明ほどの明瞭性は期待できないが，それら

が果たした役割は，哲学－経済学が演じるべきで

ある．この意味で哲学・経済学・数学・物理学は

説明理念と説明手段となるので，他の学問分野と

は別格とする．

　他方，得られた情報を利用する立場，言い換え

れば実用目的を主とする学問分野は１つにまとめ

られる．これらは，医学・薬学・工学・農学およ

びそれらの分科であり，応用科学として区分する
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こともできる．応用科学は，基礎科学の対になる

語である．引き続き分野名称の検討を，日本の高

等学校普通課程の教科名を参考に，ついでに理系

と文系に分けて行う．

　理系の教科名は，物理・化学・生物・地学であ

る．物理に対応する学問分野名は物理学であるが，

既に別格とした．化学に対応する学問分野名はそ

のまま化学，生物は生物学となる．生態学は生物

に入る．問題は地学である．地学に単独で対応で

きる学問分野名はない．地学の中味は，天文学，

海洋学，気候学・気象学，地質学・鉱物学・地形

学，地震学等々である．これらと並立する分野名

に，対象と説明手段を直結した地球物理学や惑星

物理学などがある．

　次いで文系である．高等学校の教科のうち，文

系の最右翼は国語と英語である．その教材の一部

は国語学・英語学という言語現象を対象とした分

野に起源があり，他は英文学・国文学という『文学』

という現象に発する．前者は情報交換の道具の学

習になるが，後者は後述する芸術の領域に亙る．

昔社会科といったが，今は地理歴史・公民となっ

た教科も文系にはある．前者に対応するのは，地

理学・歴史学となるが，本論執筆の目的に関わる

地理学については第４節で述べる．また，教科と

しての歴史と歴史学の関係は自明であるとする．

社会学・文化人類学・民俗学・民族学は高等学校

に対応する教科がないが，後世に伝えるべきそれ

らの成果は地理や歴史という教科に情況に応じて

取り込まれている．さて，公民に対応する学問分

野には，説明手段として別格とした経済学を始め，

政治学・法学・社会学等々が含まれる．

　ただし，政治学・法学は，理系において医学・

工学を『応用科学』とする発想と同じ範疇に置く

必要があるかもしれない．または，後述する統合

を目指したネーミングと言えなくもない．

　なお，教科名でもあり人類の知的営為でもある

音楽・芸術には音楽学，芸術学がある．かなり乱

暴ではあるが，これらは美学を経て哲学に収斂さ

せる．体育に対応する体育学は医学に繰り込み得る．

　さて，学問が対象とする出来事・現象はもっぱ

ら地球上で起こっており，その実態，変化の機構・

原因・結果が学問の対象であることは既に述べた．

あらゆる出来事・現象に『学』を付すことも可能

であるが，その学に意義があるかどうかは別の問

題である．逆に，分類の指標についての基準は無

いので，同一の出来事・現象が複数の学問の対象

になることはいくらでも生じる．その場合それぞ

れの学問は対象の何らかの属性に注目することに

なる．そうすると，ひとつの出来事または現象に

関する情報は分割され，散在する．それを不便と

考えれば，散在する情報を統合することになる．

ついでに命名することになれば，当然従来には無

い名を付す．こういう事態は学問の分節化が進行

している現在，増加しており，統合を目指したこ

とを示すネーミングとして『○○学』とは違うと

いう意図で１字加えた『○○科学』がよく使われる．

たとえば，人間科学・認識科学・生命科学・健康

科学・労働科学・道徳科学，地球科学・水圏科学・

材料科学等々があげられる．同じネーミングであ

るが，○○『科学』と○○『学』が併存する場合

もある．これは目先の変化を狙う場合（例：地理

学に対する地理科学）と，当該分野が新しいので

まだ不安定な場合（例：環境学と環境科学）がある．

　しかし，統合を目指したネーミングとして文系

であげた政治学，法学は，理系の生命科学や地球

科学とは比較にならないほど定着しており，文系

と理系の発想の違いを示しているのかもしれない．

政治科学，法科学がもし既に使われていたとして

もそれは目先の変化狙いであろうし定着度も低い．

　なお以上とは別に，語尾に『科学』が付く系統

がある．総称的学問分野名としての人文科学・自

然科学・社会科学である．実験科学・精密科学と

いうような名称もあるが，これらはそれぞれ，非

実験科学・非精密科学と対をなすとして全科学を

カバーする総称的学問分野名となる．

　以上，学問の分類に際して対象のみで論じた．
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方法については言及していないが，特定の学問に

固有な方法が存在することを否定する意図ではな

い．方法は対象とする現象の属性によって決まり，

学問の方法論的特徴も対象により決まると考える．

IV　地理学

　これまで示してきたことを，地理学について適

用すると以下の通りとなる．

　地理学という知的営為において，関心の対象で

ある出来事・現象の最大公約数的表現を探せば

「『地球表面上の諸存在が展開する空間的関係性』

という出来事・現象」しかない．最大公約数的と

は，意見が異なる多くの地理学関係者の間に，排

除の論理を排除することによって，求め得る共通

点という意味である．なお，地理学に関わり比較

的よく使われるキーワード「分布」は，「存在が

展開する空間的関係性」の断面の 1 つである。

４－１．地誌学：対象とする出来事・現象として「地

域的に閉じた関係性」をとれば，それの結果成立

する学問分野は地理学の守備範囲内にとどまり，

地理学ではこれを地誌さらには地誌学と呼んでい

る．地誌または地誌学は，空間的限定を先行させ，

地域とそこに生じている関係性の説明を行う．

　地誌・地誌学に類似した概念に地域研究や地域

学がある．それぞれは，任意の比較的狭い地域に

生じる特定の現象への関心を強調することによっ

て，地誌学との差異化を図ろうとする．地誌・地

誌学と異なることに見いだされるメリットとは，

何時の頃からか当該地域に関連する事実の羅列と

いう形で形骸化を極めていた地誌・地誌学との決

別である．また，それにも拘らず次節で述べると

おり，地誌が教職の免許条件においてまだ存続し

ていることへの反発ということもあろう．

　こう書くと，「地誌・地誌学は特定の広い地域

に生じるあらゆる関係性に満遍なく関心がある」

という印象が生じるが，それが不可能であること

はすぐわかる．広い地域に生じている全ての関係

性に関心持ったとしても観察・記録が可能なのは

一部に止まらざるを得ない．そのことをわきまえ

なければ，羅列という形の形骸化は容易に極限に

達する．また，地誌・地誌学が対象とする空間的

限定を拡大すればするほど，地球表面に展開する

諸存在における空間的関係性の説明を目指す地理

学に接近する．

４－２．系統地理学：他方，知的営為の対象「『地

球表面の諸存在が展開する空間的関係性』という

出来事・現象」について始めからすべてを対象と

することを放棄する立場がある．対象として選択

する出来事・現象を，『諸存在が展開する空間的

関係性』ではなく，『特定の学問分野の対象が展

開する空間的関係性』に限定する．すると系統地

理学的といわれているアプローチになり，それぞ

れの学問分野名を冠した地理学が生まれる．系統

地理学では空間的限定性に関する議論の優先度は

落ちる．かといって，特定の学問分野を選択した

系統地理学でも，地球全体を一気に取り扱うとい

う大それたことに成功してはいない．現実は，特

定地域を対象とすることになる．

４－３．地理学・地誌学・系統地理学：以上のと

おりこの３者は現実問題としては同じであること

が分かった．同じことに違う名前を与えているこ

とについては，地理教育がキーワードになると考

えるので，次節に述べる．

V　地理学と地理教育

　地理教育の目的は，外界の認識・把握と言い換

えることができる．認識・把握の対象は，自らの

周辺から世界全体に展開している現実の総体およ

びその現実を構成する全要素の自分からの距離で

ある．これらの情報に基づき，社会観の基礎とし

ての社会像の構築，さらには世界観の基礎として

の世界像の構築がなされる．情報は正しくあるべ

きであるが，何が正しいかという議論は本論の対

象とはしない．また，地理教育の体系的構成にお
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いては，人間の空間認知力，その幼児以降の発達・

向上にともなう拡大，を考慮する必要がある．空

間認識の関する約束事，方位，距離の単位，標高，

緯度・経度，地図も教育の対象である．

(1) ここで，地理教育について，「地理学があって地

理教育を行う」のか，「地理教育を行うために地理

学がある」のか，どちらと考えるべきかという問題

を設定してみる．地理関係専攻者にとっては，自明

かつ建前と本音を使い分けるべきポイントである．

　他教科を例にすると分かりやすい．例えば，物

理学－物理教育では「物理を教育するために物理

学ができた」のではなく「物理学があって物理教

育行う」と考えるのが自然であろう．他方，英語

学－英語教育は「英語学があって英語教育を行

う」，というよりも「英語を教えるために英語学

ができた」である．地理学－地理教育は後者であ

り，前者ではありえない．すなわち，「地理を教

育するために地理学ができた」のである．地理研

究者または地理学者が「地理学があって地理教育

を行う」という立場をとりたいのは分からないで

もないが，それは建前である．

(2)「大学の地理学は ( 高校の ) 地理とは違う．」地

理学科に入学してきた学生に地理の教員がそうい

う説明をすることを筆者は，40 年以上前に体験し

た．新入生に「大学の地理学は高等学校までの地

理とは全く違う」と言わせて喜んだりする習慣も

まだあるようである．教員養成が社会的使命であっ

た師範学校あるいは教員養成大学の地理学の教員

にとって，このセリフは自己が否定された（そし

て自己を否定した）意味になる．その意味で奇妙

であり，異常である．このことは，次の話に続く．

系統地理学という異常な存在の異常な跋扈である．

(3) 日本では，地理教育には系統地理学的アプロー

チと地誌学的アプローチがあるとされている．教

育職員免許法施行規則に定める科目区分は高等学

校地理歴史科（第五条）では「日本史」・「外国史」

に並んで「自然地理学および人文地理学」と「地

誌」があり，中学校社会科（第四条）では「日本

史及び外国史」，公民系の諸学と並んで「地理学（地

誌を含む）」となっている．また現行の高等学校

学習指導要領の地理歴史科・地理 B には「現代

世界の系統地理学的考察」と「現代世界の地誌学

的考察」という節がある．地理教育は，系統地理

学を通じてなし得る，地誌を通じてなし得る，と

いう 2 つの考え方があることになっており，系統

地理学は確立された存在である．

　系統地理学は，４－２．で述べたように，自ら

の対象を特定の学問分野が対象とする出来事・現

象と一致させている．そういうことが特に不自然

ではないのは，当該学問分野が対象とする出来

事・現象は，地球表面上に展開するとともに空間

的関係性を有していることによる．七面倒くさい

表現をしたが，人間が関心を持つ現実は地域的に

広がっている，という意味にすぎない．その結果

「○○学」に対して「○○地理学」が存在できる

ことになる．「○○学」が対象とする出来事・現

象には空間的関係性があり，「○○学」は「○○」

に関して空間的関係性の説明も行わなければなら

ない．その部分を担当していることを強調する表

現が○○地理学である．

　そこにあったのが，地理教員を養成する教育組

織である．養成すべき地理教員の建前は，「世界の

現実の総体およびそれを構成する全要素について

教育できる地理教員」である．この実現のために，

師範学校あるいは教員養成大学では，現実を構成

する諸要素ごとに専門家を取りそろえることにし

た．幸い各種専門分野ではそれぞれが対象とする

出来事・現象の空間的関係はテーマとなり得るの

で，そういう需要には応じることができた．ここ

で，それぞれの専門家には現実全体の説明は期待

されていない．また，各種専門家を集めれば地理

教育はできるが地理学ができるわけではない．そ

の結果彼らの評価は出自の専門性だけでなされ

る．この状態を，生存を宿主に依存し，宿主とは

異なる論理体系に生きる状態なので寄生と表現す

る．ただし，これを寄生と表現する場合の問題点
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は，寄生者が宿主の体内で再生産することである．

再生産された人々も寄生者とならざるを得ない．

　この状態は，地理教育が存続する限り続くが，

寄生者だからといってその知的営為がナンセンス

という意味ではない．「○○学が○○に関して行

う空間的関係性の説明」には意義がある．すなわ

ち，○○地理学が悪いのではなく，人文・社会諸

科学では○○学がその対象にある空間的関係性を

無視しすぎていた，もっとも単純な自然条件であ

る距離すらも無視していたという現状があった．

その他の自然条件はもっと無視されている．他方，

自然科学諸分野は，直接関わりのない自然条件を

無視することで成立する．

　地理学が面白いのは当然である．研究者にとっ

ても，また，地理を教わる生徒そして，地理学を

教わる学生にとっても面白い．面白い理由は現実

のわかりやすい説明になっているからである．す

なわち，分節的になされた分析による現実理解の

面白さとは別に，総合的になされた説明による現

実理解には違った面白さがある．先に「○○科学」

のところで述べたように，ある出来事・現象はま

ず分節的になされるので，それに関連して明らか

になったことを相互に関連付けると理解できた感

じは深まる．ここでは，そのことを面白いと表現

している．それを総合的と表現したとしても，全

てが分かるわけではない．わかっている範囲での

関連付けであるが，十分面白くなり得る．

　しかし，地理教育に寄生しながら「地理学があっ

て地理教育行う」と考える人間の品格は卑しいと

言われても否定は困難である．

VI　地理学が無いことによる致命的障碍

　以上述べてきたような状況は，如何なる弊害を

もたらすであろうか．大分少なくはなったが，地

理学の存在を信じて入学して来た大学生が裏切ら

れる．しかし，大学の社会的位置づけが低下した

今日，この問題は人命にはかかわらないので，深

刻さの度合いは低い．

　ことによると膨大な数の人命にかかわる問題

が，地形学の研究に基づき指摘されている．活断

層が原子力関連施設直近に存在するという問題で

ある．補足すると，活断層は直ちに（ただし地質

学的時間で）活動し得る断層，原子力関連施設は

原子力発電所や使用済み核燃料をはじめとする原

発廃棄物を処理する再処理工場である．人工構築

物である原子力関連施設の最重要部分は，核分裂

が連鎖反応を起こさないような制御機構である．

断層が活動すれば地面が揺れる．地震である．直

近の断層活動がもたらす地震により人工構築物は

容易に破壊される．原子力関連施設では核分裂反

応制御機構も破壊を免れない．その結果は，核分

裂連鎖反応，核爆発，炉心溶融である．少なくと

も放射性物質の拡散・汚染が生じ，周辺住民が受

ける損傷は致命的である．条件によっては，死者

の発生は広域にわたる．

　地形学が対象とする地形とは固体地球表面の形

状である．本来自然現象である地形は，空間的構

造なので地形学は地理学の条件を満たし，自然地

理学の最重要部門である．地殻変動を反映する地

形に注目すれば変動地形学となり，日本において

第四紀の地殻変動に注目するならば活断層研究に

特化することになる．

　ここで現実に生じている問題は，変動地形学の

研究者が，原子力発電所敷地内に活断層が通過し

ていることを指摘しても，それが否定されること

である．渡辺 (2009) にいくつかの事例が挙げら

れている．否定するには根拠が必要である．指摘

している事実は，自然科学的したがって客観的事

実なので，否定の根拠を粉飾に求める．その方法

は，地理学より社会的に認知度の高い分野の研究

者をして変動地形学的所見を否定せしめることで

ある．具体的事例は中田 (2009) にも多数示され

ている．両論文とも，科学 2009 年 2 月号の特集「活

断層とは何か―問い直される〈常識〉」所載である．

　なお，粉飾以外に，客観的事実の否定の後始末
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として錯誤を認めることがある．錯誤ならば訂正

が必要になるが，訂正は原子力発電所の廃止を意

味する．もし，廃止せずに現状を維持するならば，

危険に対する周辺住民ないしは国民的同意が必要

になる．しかし，原子力関連施設は安全という建

前の上に成立している我が国のエネルギー供給体

制との齟齬が大きいので，一電力会社の判断では，

錯誤を認めることはできないのであろう．

　粉飾にしろ，錯誤否認にしろ，論理性の否定に

なるが，現在の日本では通用している．近年，生徒・

学生の理科離れというようなことが言われている

が，それは，日本社会の理科離れ・理性離れの結

果に過ぎないのである．そのような社会では，「変

動地形学者」の原籍であった「地理学」がもし行

政的に認知されていれば，「原発敷地内の活断層」

の指摘は無視されないであろう．このことは，お

役人様の権威にたよっていることなので，本質的

には可とすべきではないが，放射線被害による大

量死発生のリスクに賭けるよりはましである．

VII　地理学の現状をどうするか

　既に指摘したが，地理教育・地理学が巷間の社

会現象，身近な自然現象を対象とし，分節的にな

されたそれらの説明を，可能な範囲としても総合

的に行えば，理解が深まり面白くなる．また，初等・

中等教育に対応する教科がない社会学・文化人類

学・民俗学・民族学などの成果でも，現実社会の

説明になっていれば，地理の教材になる．すなわち，

現在の社会の状態を対象とする知的営為・学問を

区別する必要は基本的に存在しない．差異がある

とすれば，地理学では距離を含む自然条件への関

心が他分野よりも強い，という程度のことである．

　そこで，地理学に対する認識が一般的に低いの

は，関心の対象となる現実の出来事・現象の問題

ではなく，学問名に流行り廃りがあり，今は地理

学が流行らないということに過ぎない．何事につ

いても，この現象は成立し，「不易流行」という

表現が古くからある．地理学も，18 世紀アレク

サンダー・フォン・フンボルトが世界各地を巡っ

ていた頃，その前にカントが自然地理学を著した

頃には流行の先端であったに違いない．

　その遺産が学校教育における地理という教科で

ある．いまだに地理学者はそれに寄生して生きて

いける．しかし地理学教員の研究の評価は出自の

基準に従う状態にある．また既に日本社会では，

地理教員志望卒業生はほとんど地理教員になれな

い．寄生虫は宿主が生命を維持していることが前

提である．地理教育への寄生の持続可能性という

問題を，現役地理関係者は考える必要がある．

　本文は，筆者が現役当時かねがね考えていたこ

とを明文化して出来上がった．現役をほとんど退

いてからこういうことを作文するのは，卑怯と言

われればその通りであるが，実は自分は何であっ

たか，何をしてきたかを確認することの前提作業

として行っている．確認結果が，公表に値する内

容になるかどうかは，終了しないとわからない．
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