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はじめに一一「伝えるために読む：
消化して自分の論文に取り込む」

ここでいう「『書き手』としての読み方」とは、

どのような読み方なのか。その点について、曽我教

今から40年ほど前の博士課程在学中に、私は、［加 授のエッセイでは、全体が以下の3点に分割されて、

賀山・民法613条の直接訴権（1977）］を執筆した。 詳しく論じられている。

3年の年月を費やして書いた論文であり、思い入れ

も強かったので、その論文の作成過程を通じて得た

「『書き手』にとっての論文作成の意味」と「資料整

理と客観的な文献引用の方法」に関する二つの知見

を「論文を書く意味と資料の整理方法について」（［加

賀山・資料の整理と引用方法（1977)15頁］）というエ

ッセイにまとめたことがある。

その当時、『書斎の窓』に掲載された川島武宣教

授のエッセイ（［川島武宜・論文の書き方 (1972)J）が、

大学院生の聞で評判となっていたことから、私も、

それを補うという形でこのエッセイを書くことがで

きた。

その時から約40年を経て、明治学院大学法学部で

法学入門の教科書を作成することになり、私が、「文

献の読み方」という章を担当することになった。そ

して、幸運なことに、今回も、『書斎の窓』に時宜

を得た優れたエッセイ（［曽我・先行研究の読み方

(2014-2015）］）が掲載され、研究者仲間で評判とな

っている。

そこで、この『書斎の窓Jに掲載された曽我謙悟

教授のエッセイを引用しながら、私流の「法学文献

の読み方 一書くためにどう読むか一」について書

くことにした。

曽我教授のエッセイの重要な「視点」を一言で言

えば、以下のように要約することができょう（［曽我・

先行研究の読み方（上） (2014) 32-33頁］）。

先行研究を読む目的は、自身の研究のための手段

なのだから、「読み手」として、読むこと自体で満

l.何をどの程度読むのか（限られた時間と労力の

聞でのトレード・オフ）

2.一つひとつの文献をどのように読むのか（ミク

ロの読解）

①先行研究は科学の成果として読む。

② 文章レベルの要素（文章、図表、注、索引）

と構成部品（章や節）を検討する。

－当該分野の研究の蓄積を踏まえた上で、それに

何か新しい知見を付け加えるものとなっている

かどうかを検討する。

③読後の吟味を行い、全体を評価する。

・文献を見返さずに自分の頭の中でその文献につ

いて振り返り、文献の骨組みだけを取り出して

みる。

・研究の広さ、深さ、新しさという観点で評価す

る。

3.複数の文献を読んで、、それらの相互関係をどの

ようにまとめるのか（マクロの読解）

・複数の研究を一つひとつ配置して地図として描

く0

・地図を見ながら、それぞれの研究について、ど

こが分厚く、どこが手薄なのかを考察する。

このエッセイのメリットは、ここに書かれている

以上の点を実践すると、エッセイの最初の問題提起

にある以下の重大問題を回避できるという点にある。

「先輩たち、あれだけ読んでいるのに、全然、論

足するのではなく、［書き手」としての読み方を意 文書けていないですよねJ( ［曽我・先行研究の読み

識的に身に着けるべきである。 方（上） (2014) 32頁］）
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すなわち、「こういう検討〔前記の 3点の検討〕

のくせをつけることで、…修士論文や博士論文を執

筆するにあたり、…論文が時間切れで未完成に終わ

ったり、不十分なものに終わったりするという失敗

（きわめて多くの人が陥る失敗である）を避ける一つ

の方法J（［曽我・先行研究の読み方（下） (2015) 36頁］）

となることが十分に期待できる。

つまり、このエッセイを読んだ学生たちは、この

エッセイの最後に書かれているように、以下のよう

な感想を述べることになると思われる。

「センセイ、ありがとうございました。今までも

やもやしていたことが、すっきりしました。J( ［曽我・

先行研究の読み方（下） (2015) 38頁］）

なぜ「もやもや」していたことが「すっきり」し

践できるかどうか自信がないJというのはどういう

意味なのだろうか。それは、おそらく、このエッセ

イが、先行論文をどう読んでどう評価するかまでの

手続が「分厚く」書かれているにもかかわらず、「読

んだ先行研究を自分の論文にどのように活かすの

か」、「どのように引用するのかJというプロセスが

「手薄なJためではないかと思われる。

そこで、本稿は、曽我教授のエッセイを素材とし

て、そこで論じられていないプロセス、すなわち、

学生たちが自信をもって「実践できる」論文の読み

方として、論文を読んで評価した後、それを「自分

の研究にどのように活かすのか」についてのプロセ

スを明らかにすることを中心に論じることにする。

I 文献を読んだ「書き手Jとしての
最終結果をイメージする

たのかといえば、それは、先行研究を読む目的がは 本稿のテーマは、たしかに、「文献の読み方」を

っきりとし、「書き手Jとしての読み方を意識的に 論じるものである。しかし、文献をどのように上手

身に着けなければならないことが理解できるからで に読んだとしても、その結果が、自分の論文にうま

ある。また、「書き手」としての読み方についても、 く活かされなければ、読んだ意味は半減してしまう。

第1に、「何をどの程度読むかJについては、具体 それなら、発想を逆転させてみよう。そうすれば、

的な文献リストの作り方が具体的に示されているか 「読んだ文献を自分の論文の中にうまく取り込める

らであり、第2に、「一つひとつの論文をどのよう ような読み方」こそが、書き手にとってよい「文献

に読むか」については、論文を評価する視点につい

て、「その文献が、当該分野の研究の蓄積を踏まえ

た上で、それに何か新しい知見を付け加えているか」

の読み方Jであるということになる。

そこで、自分の論文に読んだ文献を取り込むとい

う結果のイメージを明確に描くことからはじめて、

であることが示されているからであり、第3に、文 その結果を得るために、どのように読むことが必要

献の具体的な評価方法についても、「研究の広さ、 なのかを考えることにする。

深さ、新しさ」という観点から評価すべきであるこ

とが明確に示されているからであろう。

しかし、このエッセイのデメリットは、エッセイ

の最後の部分に明確に現れている。すなわち、学生

は、論文の読み方をすっきりと理解したにもかかわ

らず、以下のような「ぶち壊しJの発言をしている

からである。

j 1 I場面1: 
｜文献金体を要約して引用する

[1]問題提起の部分で、先行研究の成果と課題を示

すものとして利用する

論文の意義は、先行研究の蓄積を踏まえた上で、

それに何か新しい知見を付け加えることにある（［曽

我・先行研究の読み方（中） (2014) 28頁］）。したがっ

「でも、自分で実践できるかといわれると自信は て、論文を書くためには、論じようとする論文のテ

ないです。J( ［曽我・先行研究の読み方（下） (2015) 

38頁］）

懇切・丁寧に書かれた「先行研究の読み方」であ

るにもかかわらず、このエッセイを読んだ学生が「実

ーマについて、これまでの先行研究では、満足する

解答が与えられていないことを問題提起の箇所で示

さなければならない。つまり、先行研究を読む目的

は、単に書き手の立場で文献を読むということにと

どまらず、自分の論文のテーマについて、「先行研
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究がどこまで到達し、どこが問題なのか（不足して 表1 ［曽我・先行研究の読み方（2014-2015）］の要約

いるか）」ということまで、読み込まなければなら

ないことがわかる。

たしかに、「先行研究がどこまで到達しているかJ
を読み込むことは、それほど困難なことではない。

しかし、「先行研究のどこが不足しているのか」を

読み込むことは、そう簡単なことではない。そうだ

からこそ、それに成功した論文は、高く評価される

わけである。

では、どうすれば「先行研究のどこが不足してい

るかを読み込むことができるのかJ。この方法を明

らかにするのが、本稿の目的の一つである。しかし、

そのような困難な問題を解決する方法は後で詳しく

述べることにして、その前に、もう少し簡単な作業、

すなわち、先行研究をどのように要約すればよいの

かという問題について、具体的なイメージを示すこ

とにする。なぜなら、どのような論文を書くにせよ、

論文の最初の問題提起において、「先行研究がどこ

大学院の新入生を対象として、先行研究を読む目的は

概
何か、何をどの程度読むのか、一つの文献をどのよう
に読むのか（ミクロの解読）、複数の文献をどのよう

要 に関連づけて読むのか（マクロの解説）、読んだこと
をいかにまとめ上げるのかについて、潜在していた知
見を顕在化させることに挑んだエッセイ。

「書き手Jとしての読み方を身に着けるためには、文
献リストを作成して、文献の導入部、先行研究の検討、

特 分析と統合部分、結論を読みこなし、読み終わった後
は、自分の頭で振り返り、文献の骨組みだけを取り出

色 してみて、広さ、深さ、新しきの観点から評価する習
慣をつけることが大切であることを明らかにしてお
り、文献の読み方の一般基準を示すものとなっている。

課
限られた時間の中で論文を書き上げるためには、読ん
だ結果を自分の論文にうまく引用する方法など、さら

題 に実践的な工夫が必要となる。そのノウハウが手薄な
点が惜しまれる。

文献を読むたびに、このような400字程度の要約

を作成しておくと、先行研究の紹介として便利に使

まで到達し、どこが不足しているか」を示すことが える。そればかりでなく、このような要約を作成し

必要なのであり、そのための最初の作業は、先行研 ておくと、論文審査の際に行われる口頭試問の答弁

究を客観的に要約することだからである。 にも大いに役に立つ。例えば、以下のような質問を

そこで、本稿の「はじめに」で取り上げた曽我謙 受けたとしよう。

吾教授のエッセイ（［曽我・先行研究の読み方（2014-

20日）］）を例にとって、作業をしてみよう。

曽我教授のエッセイを一言でまとめると、「先行

研究を読む目的は、自身の研究のための手段なのだ

から、『読み手』として、読むこと自体で満足する

のではなく、『書き手』としての読み方を意識的に

身に着けるべきである」となることは、すでに述べ

た。

しかし、これでは、このエッセイの視点はわかる

ものの、簡略すぎて内容まではわからないので、も

う少し詳しい要約が必要である。そうだとすれば、

文献を読み終え、引用する価値があると判断した文

献については、常に、 400字程度の概要を作成して

「最近、文献の読み方について、『書斎の窓』で公

表された神戸大学の曽我先生のエッセイが評判にな

っていますが、ご存知ですか。」

「そのエッセイを読んでみて、視点や内容について、

どういう感想をもたれましたか。」

「このエッセイの課題はどこにあると思いますか。」

いきなり、このような質問をされたら、普通なら

まごつくところだが、文献を読むたびに、先のよう

な要約を作っておけば、肝心のときにも、すらすら

と答えることができるであろう。

おくという習慣をつけるようにするとよいことがわ [2］論じないテーマについて、「この点については、

かる。 00を参照のことjとして利用する

以下は、曽我謙悟教授のエッセイ「先行研究を読 本稿は、「文献の読み方Jである。しかし、それは、

むとはいかなる営みなのか一大学院新入生への一つ 「書き手Jとしての文献の読み方である。したがって、

のアドバイス」の概要を、要旨、特色、課題の3つ 書き手とは何かについて、触れておくことが必要で

の視点から筆者が400字でまとめてみたものである。 ある。

たしかに、「論文の書き方」を押さえておくことは、

書き手にとっての「文献の読み方」に不可欠である。



しかし、「書き手」について論じることは、文献の「読

み方」の枠を超えて、論文の「書き方」の領域に踏

み込むことになる。しかも、論文の「書き方Jとい

うテーマは、論じ始めると、本一冊を要するほどの

重いテーマであるため、ここでは、論文の「書き方」

についての先行研究を紹介するだけで、省略するこ

『論文のレトリック』という表題にもかかわらず、新

課｜しいレトリックの成果が取り入れられていない。それ
｜を取り入れていたならば、「論証と説得とを区別すべ

題｜き」だ、と論じつつ「説明と論証・説得両者の区別は必

ずしも裁然としているわけではない」というような矛

盾した記述を避けることができたと思われる。

とが賢明であろう。 論文とか書籍とかの要約は、もちろん、 400字に

このようなときも、文献を要約しておくことが役 制限する必要はない（例えば、上記の［津田・論文の

に立つ。以下のように、論文の「読み方」には、論

文の「書き方Jを頭に入れておくことが必要である

が、「この点については、00を参照のことJとして、

要約のみをのべて、詳細な論述を省略することがで

きるからである。

論文の最初の箇所は、先に述べたように、問題提

起である。実は、この「問題提起」を「問ぃ」とし、

その「答え」が「結論」として書かれるというのが

あらゆる論文の基本なのである。そして、問題提起

と結論との間で展開される「本文」は、問題提起を

レトリック（1983)Jについては、筆者は、ホームペー

ジに津田昭夫「論文の『評価基準』を明らかにした『恐

ろしい本』」というタイトルの下に、約3’500字での書評

を公表している（http://lawschool.i/gsl/doctorate ／ 

how2read/rhetoric一thesis.html)）。しかし、自分の論

文にそのまま引用できる量としては、 400字が上限

であろう。

i 2 I場面2:
｜文献の一部をそのまま引用する

文献を読んだ結果の活用法として、自分の論文の

いくつかの側面に分解して、その側面ごとに問題解 最初の「問題提起」の箇所で、先行研究の紹介のた

決のための詳細な論理を展開する。そして、結論で めに、先行研究を要約して活用する方法について論

は、それらの側面ごとの解答が圧縮されて、問題提

起の答えとしての「結論」へと収倣されるのである

（詳細については、［津田・論文のレトリック (1983)J 

を参照のこと）。

このような省略が可能なのは、筆者が、引用すべ

き文献（［津田・論文のレトリック (1983)J）について、

事前に読み込み、以下のような要約（400字）を作

成していたからである。

表2 ［津田・論文のレトリック（1983）］の要約

概
よい論文とは、①「序」が「問い」となり、②「本文」

が、その聞い（主問）を分割した聞い（副問）につい

要 て論証するものとなっており、③副聞を総合した結論
が、「問いの答え」になっているものをいう。

よい論文を書くには、発想のもととなる「問ぃ」を得

るために、歴史の資料との「絶えざる対決」が必要で

特 あり、その「問い」に答えるための仮説を立て、その

仮説が現実に適合するかどうか（反証に耐えうるかど
色 うか）を検証し、答えを出すというプロセスを踏むべ

きである等、よい論文を作成するためのノウハウが明

らかにされている。

じた。しかし、先行研究について、問題点を含めて

要約するには、それに先行して、その研究を詳しく

分析することが不可欠であり、その方法については、

後に詳しく述べるように、いくつかのノウハウ（論

点比較表の作成のノウハウ）が必要である。

そのようなノウハウを必要とせず、文献の一部を

そのままの形で引用できる場合がある。その代表的

な場合というのは、先行論文と自分自身の論文とで、

問題意識を共有する場合とか、先行研究に全面的に

賛成する場合である。

例えば、曽我教授のエッセイは、先に述べたよう

に、文献の読み方について、学生の言葉を借りて、

以下のような、強烈な問題提起を行っていた。この

箇所は、問題意識を共有できる箇所であるため、本

稿の問題提起の中で、以下のようにして、そのまま

引用することも可能であろう。

文献の読み方については、学生たちは、自分なり

の方法を編みだしているようだが、それを明確な形

で後輩に伝えることはできていないのが現状であ

る。しかも、たくさんの文献を読み込んでいる学生

が、必ずしも、読んだ文献を自分の論文にうまく取
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り込んでいるとは限らない。すなわち、文献の読み で自分の論文の中に取り込まれるのか」という結果

方については、学生の聞でも、以下のような深刻な のイメージを明確に描くことに努めてきた。

問題が生じているといえよう。 その結果、読んだ文献は、全体が要約されて紹介

〔文献の読み方が〕「自己流でいいのかなって心配 されたり、その一部が、そのままの形で引用された

なんです。先輩や友人に聞いても、教えてくれない り、反対に、その一部が批判されたりすることが明

らかになった。し。…それに先輩たち、あれだけ読んでいるのに、

全然、論文書けていないですよね」（［曽我・先行研

究の読み方（上） (2014) 32頁］）

このような結果が、説得力をもって受け入れられ

るためには、轍密な分析と総合が必要であり、それ

が、誰もが納得するような客観的な方法によってな

先行研究の一部をそのまま引用することは、問題 されることが必要である。

意識を共有する場合、および、先行研究を尊重する ここでは、書き手は、「先行研究を読みながら、

場合に有用である。しかし、こればかりでは、自分 どのような作業をすることを通じて、読んだ文献が

の論文が成り立たない。

そこで、次に、先行研究を批判する方法について、

徐々に論じることにする。

j 3 I場面3: ~ 
｜文献のデータの誤り、自分の見解と i
｜相違する箇所を見つけて批判する

本稿において検討の対象とするエッセイ（［曽我・

自分の論文の中に適切に取り込まれるのかJについ

て、（1）文献のリストの作成、（2）一つの文献の分析的

読み方、（3）複数の文献を関連づけて読む方法につい

て、［曽我・先行研究の読み方（2014-2015）］を題

材として、具体的に検討する。

i 1 I効率的に読むための文献リストの

｜作成 ! 
先行研究の読み方（2014-2015）］）は、その性格上、 書き手として文献を読むときの最初の作業は、論

本文だけで、図表、注が存在しない。このためデ一 文のテーマに関する文献を幅広く読むために、その

タの誤りを指摘することはできない。しかし、自分 分野に関連する文献リストを作成することである。

の見解と相違する箇所を見つけることはできる。そ 論文の信頼性と説得力を増すためには、多くの文献

れが見つかれば、文献の批判をすることが可能とな に応接することが論文の信頼性と説得力を強めるか

る。そうすることによって、自分の作成する文献が、 らである。

「先行研究の単なる紹介にとどまっている」との批 文献リストの作り方には、以下のように、芋づる

判を免れることができる。そこで、自分の見解と相 方式、網羅方式、検索方式という三つの方法がある

違する箇所を見つけて批判する方法について具体的 とされている。

に論じることにする。

本稿で取り上げる文献の内容と見解が対立する箇 芋づる方式とは、一つの文献を読んだとき、そこ

所は3箇所あるが、具体的な方法については、次の に掲げられている参考文献のうち、自分の興味・関

II -1以下で詳しく論じることにする。 心を惹いた文献を拾っていく方法である。

II 文献を読む手順を習慣づける

網羅方式とは、ある種の外形的な基準、たとえば、

注目する研究者が書いたものや、自分が専攻する分

野の学会誌など特定の媒体に掲載されているものに

本稿は、文献の読み方について、「書き手として ついては、ともかく目を通すという方法である。

の文献の読み方」という立場をとっている。論文を 検索方式とは、文献のデータベースに検索語を入

書く意味は、先に述べたように、「先行研究の蓄積 れ、出てきた文献の中から拾い上げる方法である

を踏まえた上で、それに何か新しい知見を付け加え （［曽我・先行研究の読み方（上） (2014) 34頁］）。

る」ことにある。そこで、本稿では、「書き手とし

ての文献の読み方Jとはどのような読み方なのかを ここでは、読むべき「文献リストの作り方」に関

考えるに先立つて、「読んだ文献は、どのような形 して、「検索方式Jを最初から行うべきか、その方



式は、「論文のテーマが具体的に絞られてきてから 表3 文献ごとの「論点比較表J

行う方がよいか」という以下の論点を取り上げる。

「基本的な原則として、日常的には芋づる方式を中

心とすべきである。検索方式は、自分が書く論文の

テーマが具体的に絞られてきてから行うほうがよ

い。J( ［曽我・先行研究の読み方（上） (2014) 34頁］）

たしかに、芋づる方式は、現在でも有用であり、

特に、従来のように、検索方式が書籍の書誌情報に

限られていた場合には、検索方式を後回しにするこ

とに十分な理由があった。しかし、現在では、コン

ピュータ・ネットワークを使って、簡単に検索方式

を利用できる環境が整っており、論文のテーマを探

している最初の時点から、検索方式を利用するのが、

むしろ、効率的である。

大学図書館の書籍の検索方式としては、 CiNii

［曽我・先行研究の読み
方（2014-2015）］の論点

書き手として読む

読む （上） 32頁

目的 趣味の読書とは違う

（上） 32-33頁

芋づる式中心

文献 （上） 34頁

リスト 検索方式は後で

（上） 34頁

本文と同様に重要な

注
部分 （中） 2渇頁

二つ自の使い方

（中） 26頁

論文の
研究の蓄積の上に新

しい知見を追加する
意義

（中） 28頁

賛否
自分の論文で
引用する場所

賛成
「はじめ」で引用
する。

反対
「おわりに」で詳
しく論じる。

賛成 II-1で引用する。

反対
II-1で詳しく論

じる。

賛成 皿－ 2で引用する。

m-2で詳しく論
反対

じる。

「はじめに」で引
賛成

用する。

Booksがあり、論文の検索方式としては、 CiNii 一つの文献を読んで、このような表を作成すると、

Articlesがある。後者の検索方式の場合、ヒットし その段階で、自分の論文の骨格も見えてくる。なぜ

た論文が「機関リポジトリ」に登録されている場合 なら、この表の一番左の欄が、自分の論文の骨格で

には、図書館に行かなくても、パソコン上で、また あり、二つ目の欄と自分の考え方との対比が、自分

は、プリントアウトして、即座にその論文の全文を の論文の血と肉の一部となるからである。

読むことができる。したがって、機関リポジトリに この段階で、自分の論文の大まかな要旨を描くこ

登録される紀要論文については、検索方式の延長線 とができる。この段階での本稿の要約（400字）を

上で芋づる方式が実現できる。 以下に示してみよう。

つまり、現代においては、研究テーマの候補とな

るテーマについても、まず、検索方式で重要な書籍、 表4 ［加賀山・法律文献の読み方（2015）］の作成途

学術論文のリストを作成し、そのうち機関リポジト 中段階での要約

リに登録されている論文については、いながらにし

て、芋づる方式に論文を読み広げておき、機関リポ

ジトリに登録されていない論文や書籍を図書館で入

手し、芋ずる式に読み進めるのがよいと思われる。

j 2 I一つの文献の読み方 i 
文献を読みながら、賛同できる点、賛同できない

点について、論点表を作成しておくと、文献を引用

するのに便利である。曽我教授のエッセイ［曽我・

先行研究の読み方（2014-2015）］を読みながら作成

した「論点比較表」は以下のようになる。

概

要

特

色

課

題

文献を読む目的は、読むこと自体を楽しむ趣味の読書

とは異なり、「書き手」として自分の論文を書くため
である（［曽我・先行研究の読み方（上） (2014) 

32-33頁］参照）。したがって、文献は、自分が書く論

文の骨格に血と肉とを取り込むための作業を行いなが

ら読み進めるべきである。

「書き手」として文献を読む手順としては、まず文献

リストを作成すべきであるが（［曽我・先行研究の読
み方（上） (2014) 34頁］）、それに加えて、読んだ文
献ごとに、文献の考え方と自分の考え方とを比較する

「論点比較表」を作成しながら読み進めるべきことを
提言している。その作業を行うと、自分の論文の骨格

に、読んだ文献が取り込まれる模様を可視化できるか

らである。

多数の文献を読んで、それぞれの文献について、論点

比較表を作成した後、すべての文献の論点比較表を作

成するにはどうすればよいのかという課題が残されて

いる。
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以下では、残された課題としての「複数の文献の

論点表をどのように整理すると、総合的な論点比較

表を作成することができるのかjという問題を検討

することにしよう。

・．．

n 
［加賀山・法学文献

の読み方（2015))

・．．

文献は、自分が書く論文の骨

格に血と肉とを取り込むため

の作業を行いながら読み進め

るべきである。

I. 3 I複数の文献を関連づける読み方 ； 次の論点（文献リストの作り方）についても、同

先に示した「論点比較表」は、一つの文献につい 様の比較論点表が以下のように作成されることにな

ての文献の考え方と自分の考え方との比較に限定さ る。

れていた。しかし、読む文献が増えてくると、それ

らの文献相互の関係を一覧する表があると、自分の

論文の作成効率は、飛躍的に向上する。

私は、 40年ほど前に、はじめての本格的な単独論

文（［加賀山・民法613条の直接訴権 (1977）］）を作成

する際に、論文の骨子を約100の論点に分解し、そ

の100の論点ごとに、読んだ書籍、論文、判例のす

べてについての比較表を作成したことがある（［加

賀山・資料の整理と引用方法（1977）］参照）。

当時は、日本語ワープロさえ存在しない時代であ

ったので、手書きで作成するほかなかった。しかし、

現代では、パソコンで簡単に表が作成できるし、作

業を効率化しようと思えば、スプレッドシート

(Microsoft社のExcelなど）を使うことができる。

複数の文献の論点比較表を作成するためには、複

数の論文は無限に増加する可能性があるので、これ

を行の項目として追加するのがよい。そうすると、

複数の文献の論点比較表は、論点ごとに別の表を作

成することになり、以下のような形式をとることに

なろう。

表5 論点ごとの文献比較表 No. 1 

＜文献を読む目的＞

No. 文献（略式表記） 内容

文献は、書き手にとっても、

1 
［加賀山・資料の整

読み手にとっても意味のある

理と引用方法（1勿7)]
論文を作成するために読みこ

なし、本文の流れに沿って整

理すべきである。

何のために先行研究を読むの

だろうか。それはあくまで、

［曽我・先行研究の
自身の研究を行うための手段

2 読み方（上） (2014) 
である。読むという行為自体

32頁］
が目的ではないのである。そ

の点で先行研究を読むこと

は、読むこと自体を楽しむ趣

味としての読書とは異なる。

表6 論点ごとの文献比較表 No. 2 

＜文献リストの作り方＞

No. 文献（略式表記） 内容

〔論文のテーマを〕論点に分

解し、その点に関する文献を

収集し、体系書、論文、判例

1 
［加賀山・資料の整 は、すべてカードにとり年代

理と引用方法(1勿7)) 順に分類する。そして、カー

ドをもとに、学説・判例一覧

表を作成し、文献を読破しな

がら整理する。

日常的には芋づる方式を中心

とすべきである。検索方式は、

［曽我・先行研究の
自分が書く論文のテーマが具

2 読み方（上） (2014) 
体的に絞られてきてから行う

32頁］
ほうがよい。網羅方式は、学

術研究を職業とする（しよう

とする）場合にのみ行えばよ

いだろう。

・．． ・．．

芋づる方式は、現在でも有用

であるが、現在では、コンピ

ユータ・ネットワークを使っ

［加賀山・法学文献
て、簡単に検索方式を利用で

n 
の読み方（2015)]

きる環境が整っており、論文

のテーマを探している最初の

時点から、検索方式を利用す

るのが、むしろ、効率的であ

る。

このような論点表が、論文の中で論じられる論点

の数だけ作成されることになる。このような表は、

例えば、 MicrosoftのExcelの一つのファイルに上記

のように、 n個分のWorksheetを作成することに相

当するといえば、理解が早まるであろうか。

このようにして、一つの文献を読むごとに、「文

献ごとの論点比較表Jを作成し、すべての文献を読

み終えた後で、「論点ごとの文献比較表」を作成す

るわけである。もっとも、これら 2種類の論点比較



表は、相互に関連しており、文献ごとの論点表を論 で進化してきた。第1の割注というのは、本文の中

点ごとの文献比較表は手作業ではなく、自動的に変 に注を割り込ませる方法であり、本文とその根拠・

換することのできるソフトウェアを作成しておく 出典を示す注が分離されないため、本文の出典がー

と、論文の作成効率が高められると思われる。その 目瞭然となるという利点がある。

ようなソフトウェアを作成することが今後の課題と しかし、割注が本文に割り込むと、本文の流れが

なる。 割注によって分断され、本文がわかりにくくなると

皿 読んだ文献の自分の論文への
引用の仕方

いう欠点、を持っていた。

割注による本文の流れを阻害しないために進化し

たのが、第2の後注である。後注の場合、注を本文

の最後に置くため、本文の流れは中断されず、割注

読んだ文献について、それを自分の論文の中に取 に比較して、本文の流れが中断しないため、本文が

り込む際に、その出典を示すことは、学術論文の場 理解しやすくなる。

合、特に重要な意味を持つ。著作権上の問題点をク しかし、注が本文と離れるため、本文の根拠や出

リアするためだけでなく、学術上の知見を誰が最初 典を知るためには、いちいち本文の最後にある注を

に主張したのかを明らかにし、その人の文献を引用 参照しなければならない。後注が、節の終わりや、

することは、学問の発展にとっても重要である。 章の終わりに分断されて置かれている場合には、該

法学文献の場合、論文における主張の根拠や、出 当する注がどこにあるかを探す必要があり、出典を

典の提示は、注の形で行われることが多い。したが 確認しながら読むという、厳密な読み方をしようと

って、以下に示すように、注は、本文と同様に重要 すると、結局、本文の流れを中断して、注を探して

な部分であると理解されている。 読む必要が生じる。このため、割注を後、注へと変更

した意味が失われる。たとえ、後注を、一括して文

注もまた、学術文献ならではの重要な部分である。 末にまとめた場合でも、後注の数が増加すると、あ

本文に対する根拠の提示が主たる役割である。した る注が後注のどの頁にあるかを探す必要が生じるた

がって、本文の記述を裏づける参考文献や資料、デ め、やはり、本文を読む流れが中断されることにな

ータの出所などが示される。注によって記述の検証 る。

が可能となるのであり、その意味で、科学実験にお このような不都合を避けるために発達したのが第

3の脚注である。脚注の場合、本文の根拠・出典がける再現可能性を担保することと同様の機能が注に

はある（［曽我・先行研究の読み方（中） (2014) 26頁］）。 その頁に来るように工夫がなされるため、原則とし

て、注がどこにあるか探す必要がなくなる。このた

しかし本文の根拠は、学術論文では、本文を成 め、本文を読む流れが中断されるおそれは、後注に

り立たせるもっとも重要な部分であり、本文の根拠 比較して確かに減少する。しかし、注の分量が多く

を本文ではなく注で述べるのはおかしいのではない なると、脚注が必ずしも、本文と同じ頁に収まると

だろうか。注は、あくまで、根拠を裏付ける出典の は限らず、しかも、同じ文献が多数の箇所で引用さ

表示に限定すべきではないのだろうか。もしも、注 れる場合には、出典が、最初に示された他の脚注に

の機能を出典表示機能に限定するのであれば、理科 おいて示されることになる。その場合、最初に出典

系の論文が採用しているように、文末の文献リスト がどの頁にあるのかがわかりにくくなり、たとえ、

に文献の省略方法を示した上で、出典を［ ］内に その頁数が、示されたとしても、後注を参照するの

収めるのがよいのではないだろうか。これが、従来 と同じく、本文を読む流れが中断されることになる。

の法学文献に関する注の方式に対する本稿の問題提 そればかりでなく、注の機能に、出典を示す機能

起である。

I 1 I従来の注の方式と機能とその問題点；

だけでなく、次のように、本文で示すことのできる

根拠や補足を行うことを許すようになると、注が何

頁にも及び、本文と注の分量が逆転するという異常

法学文献における注は、割注、後注、脚注の順序 な事態まで生じてしまう。
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科系の論文作法には従っているつもりである。

〔注の〕二つ目の用い方としては、本文に対する 本稿を読んで、文献の出典を示すのに、「注」に

補足を行うというものがある。本文の流れからはや 頼るよりは、文章の最後の文献リストに論文タイト

や外れるものの、述べるに値する事柄を取り上げた ルの省略形を示しておき、その省略形を使って、本

り、さらにはちょっとした書き手としての「遊びJ 文中に出典を示した方が、「注J形式によって出典

を入れたりすることもある。その意味で、図表が筆 を示すよりもわかりやすくなることは明らかである

者の抽象化のセンスを示すものだとするならば、注 と思われる。

は筆者の事実のディテールについてのセンスを示す 法学の論文においても、本文の根拠や出典を「注J
ものでもある。これもまた味わえるようになってほ に頼るのではなく、文献リスト形式によって本文中

しい（［曽我・先行研究の読み方（中） (2014) 26頁］）。

注の読み方としては、曽我教授のエッセイは間違

っていない。しかし、注の機能として、本文の補足

とか、「遊び」の機能を認めつつ、それを「味わえ

るようになってほしいjと奨励することは、先に述

べたように、 1頁の中で、本文よりも、脚注の分量

が多くなったり、頁全体が脚注で埋め尽くされたり

するという、法学論文における目に余る異常事態を

に明示する論文が増えてくること、将来的には、理

科系の論文と同様の論文作成作法が主流となること

を願っている。

町結論

法学文献を読む目的は、読んだ文献を自分の論文

に取り込み、自分の論文の説得力を増すためである。

したがって、文献は、自分が書く論文の骨格に血と

助長することになる。本文の根拠は本文で論じるべ 肉として取り込むための作業（論点比較表の作成）

きであり、本文の流れから外れるものは、「はじめに」 を行いながら読み進めるべきである。

とか、「おわりに」とかで論じるか、別の論文で論 文献は、単に読むのではなく、読んだ文献ごとに、

じるべきである。 その文献の考え方と自分の考え方とを比較する「文

「ちょっとした書き手としての『遊び.Uに、読者 献ごとの論点比較表」を作成するという作業をしな

は付き合う必要はないであろう。 がら読み進めるのがよい。そして、すべての文献を

I 00l 読み終えた後は、その「論点比較表」を参考にして、i 2 I注の廃止とそれに代わる
｜ すべての文献が論点ごとに何を述べているかを比較
｜文献リスト方式の提言． した「論点ごとの文献比較表jを作成するとよい。

注の肥大によって、本文を読む流れが中断すると そうすると、自分の論文の骨格に、読んだ文献をど

いう弊害を克服するためには、注の機能について、 のように取り込むべきかを明確にすることができ、

出典を示す機能だけに限定することが望ましい。そ 客観的で説得力に富む論文を作成することができる。

して、注の機能を出典明示機能に限定するのであれ 「文献ごとの論点比較表」から、自動的に「論点

ば、理科系の論文がそうなっているように、引用さ ごとの文献比較表」を作成するソフトウェアを開発

れる文献を最後の文献リストに50音順、または、ア することが今後の課題である。

ルファベット順に配置し、本文には、著者と公表年

を示すだけの割注にすることができる。

このような、文献リスト方式による場合には、本

文を読む流れが中断されることなく、しかも、出典

がわかりやすく表示されることになり、注によって

生じている不都合が解消されることになるであろ

おわりに一一趣味の読書も「伝えるため
に読む：どこで心を打たれたのか」

本稿が題材として取り上げた曽我謙悟教授のエッ

セイの本文は、誰もが疑いようがないと思われる以

う。本稿が、全く「注」を使用していないのは、以 下の文章で始まっている。

上の理由に基づく。

このことは、たしかに、法学論文の書き方として そもそも私たちは、何のために先行研究を読むの

は、従来の慣習に従っていないかもしれないが、理 だろうか。それはあくまで、自身の研究を行うため



の手段である。読むという行為自体が目的ではない か。趣味の読書の場合、客観的な比較よりも、主観

のである。その点で先行研究を読むことは、読むこ 的な感想が重要な意味を持つように思われるからで

と自体を楽しむ趣味としての読書とは異なる（［曽 ある。

我・先行研究の読み方（上） (2014) 32-33頁］）。

私は、学生たちに、常々「違いがわかる人Jにな

りなさいと語りかけている。素人が区別できないよ

うな微妙な違いを的確に把握し、それぞれについて

違った取り扱いができるのが、専門家（プロフエツ

ショナル）だからである。

その反面、違いをマスターした学生には、それぞ

れの「違いを超えて、それらを統ーできるような理

論を発見するように努力しよう」とも語りかけてい

る。お互いに何の脈略のないように見える別個の事

象に橋渡しをし、一つの理論として説明できるのが、

学者だからである。

そのような考え方に立った場合、「書き手」とし

て先行研究を読む目的と、「読むこと自体を楽しむ

趣味の読書」とは、本当に目的が異なるのかを疑う

ことができる。

私の個人的な趣味であるが、趣味としての読書の

場合も、本を読んで感激した場合には、それを書評

にまとめて公表することを楽しみにしている。つま

り、私の趣味の読書の目的は、自分の世界以外の世

界に遊んでみて、その別世界で楽しんだり、驚いた

り、感激したいからであり、心を打たれたことを閉

じ趣味を持つ人々と共有したいからである。

例えば、「あの小説、良かったですよね。どこで

心を打たれましたか。」「私も不覚にも読みながら泣

いてしまいましたが、あなたとは泣かされた箇所が

違うのですね。」「いや、泣くなら、あそこでしょう。

だ、って、…」という会話を仲間と楽しむのである。

このような趣味の読書は、研究論文を読んで、新

しい視点に共感を覚え、同じテーマについて、別の

視点から研究論文を書き、お互いに批判しあうとい

うのと似ているのではないだろうか。

つまり、「伝えるために読む」という観点から見

ると、趣味の読書も、学術論文を読む作業も、共通

しているように思える。

趣味の読み方と学術論文の読み方の聞に強いて違

いを見出すとすれば、それは、後者の場合には、そ

れまでの研究論文とかその後の研究論文とかの客観

的で正確な比較が要求される点にあるといえよう
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