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［461］ 北法63（6・64）1692

〈公法研究会報告〉

フランスにおける博士論文の執筆＃

セリーヌ・ヴァンゼル
（Céline Vintzel）
小野寺倫子　訳

資 料

　「フランスにおける博士論文の執筆［L’écriture d’une thèse en France］」とい

うテーマで報告を準備することを私に依頼された際に、おそらく、岡田〔信弘〕

教授は、想像されなかったでしょう。このような主題が、ある点で、私が２日

前に、この同じ大学において報告する機会1を持ちました主題、すなわち「合

理化された議会制と立法手続」よりも扱い難いなどとは。たしかに、私は、フ

ランスの大学の博士です。〔それは、〕『立法過程における政府の武器：比較研究：

ドイツ、フランス、イタリア、イギリス連合王国2』という題名の博士論文によ

るものです。したがって、私が、他のどのようなことよりもよく知っているの

は、フランスにおける博士論文の作成の方法です。なぜなら、私は、６年の間、

＃原文中の « » および書名を示す斜体は、訳文中では、日本語の表記法に従い、
「　」ないし『　』で示している。原文中の（　）は、翻訳においても（　）
のままとしている。これに対し、〔　〕は、訳者が適宜訳語を補った部分である。
なお、必要に応じて［　］内に原語を付記した。
1 ［訳注１］2012年８月８日の北海道大学公法研究会・北大立法過程研究会（共
催）における講演（徳永貴志氏の翻訳により本号に収録）を指す。
2 ［訳注２］この博士論文は、Céline Vintzel, Préface de Gérard Larcher et Jean-
Louis Debré, Présentation de Jean-Claude Colliard, Les armes du gouvernement 
dans la procédure législative Étude comparée: Allemagne, France, Italie, 
Royaume-Uni, Dalloz, 2011として出版されている。
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毎日博士論文の作成を行わなければならなかったからです。ところで、私の国

では、人文科学の研究をする場合には、一つの基本的な規則が存在し、それは、

高校生、大学生および大学教員による文書および口頭による研究業績のすべて

に共通しています。いかなる場合にもこの規則の適用除外を受けることはでき

ません。すなわち、論証的な問題提起［problématique démonstrative］です。

　実際、我々が見つけなければならないのは、提示された主題に関する〔当該

研究における〕全体的問い［question générale］です。それは、一つの見解［idée］

の論証を可能とする問いです。私の博士論文の場合には、次のような問題提起

がなされました。すなわち、「フランスの学説がそう主張しているように、〔立

法〕手続に関するフランス的例外が本当に存在しているのだろうか？いいかえ

ると、フランス政府は、その政府提出法案［projets de loi］を採用させるため

のもっとも強力な武器一揃いを有しているのだろうか？そして、フランス政府

は、ヨーロッパ諸国のそれに相当する機関とは違って、そうした武器を濫用的

な仕方で用いるのだろうか？」〔という問題提起です〕。

　ところで、「フランスにおける博士論文の執筆」に関するテーマは、方法論

に関する主題であって、内容に関する主題ではありません。要するに、このこ

とが、最初から問題提起の形成を非常に難しいものにし、そして、それゆえに、

〔この問題に関する〕導きの糸［fil directeur］の形成をとても困難にしている

のです。したがって、私は、一定の時間を割いて、私がこの主題―それは、私

に、フランスの大学における諸規範［canons］に従うことを課します―を扱う

ことを可能とするアイディアについて熟考しました。それから、ある日、私が、

感嘆と、同時に困惑をもって思い出したのは、フランス語の小論文［dissertation］

の試験に関する、かつて私が受け持った法学士課程２年次［2éme année de 

licence de droit］のトルコ人の女子学生の一人についてでした。彼女は、自国

では、同様の訓練を一度も行ったことがありませんでした。それに対して、フ

ランスでは、小論文は、通常の学校および大学の課程を受講するすべての者に

とって14歳からはじまるもっとも日常的な試験です。そして、その証拠に、こ

の女子学生は、次のように叫んだのです。すなわち、「フランスの小論文は、

芸術作品［œuvre d’art］ですね！」と。フランスの博士論文は、巨大な小論

文です。博士論文は、３、４時間ではなく、何年にもわたって構想されなけれ

ばなりません。〔けれども、〕そういうわけで、この比較研究的観点のおかげで、

この報告を確実なものとするために、「芸術作品」という導きの糸から出発す
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ることができます。

　ここでは、短い報告であり、そして、討論の余地を残しておくためにも、フ

ランスの大学の研究入門においては通常不可避とされている他の規則について

は無視することにします。しかしながら、それらの規則は、「合理化された議

会制と立法手続」に関する報告の際には適用されていましたし、〔この報告が〕

展開されていく中で示されることになるでしょう。つまり、私は、自らの指導

理念［idée directrice］を明らかにするために、自分のプラン［plan］を示す

にとどめるつもりです。

　まず、フランスの小論文において我々がしばしばそうするように、私が前もっ

て指摘しておきたいのは、小論文あるいは博士論文においては、「私は［je］」

は決して使われず、「我々は［nous］」が用いられるということです。以下の

展開において、私は、しばしば、私の博士論文を例として挙げるでしょう。こ

れは、明らかにしかるべきもっとも美しい「芸術作品」ではありません。しか

し、フランスの大学における研究に関するもう一つの基本的な規則は、ある見

解について議論するために、例を挙げるということです。さて、私の博士論文

は、私がもっともよく知っている博士論文です。そして、そのおかげで、私は、

とりわけ大学でのいくつかの逸話を通じて、この報告を一層生き生きとしたも

のにすることができます。この点で、この報告は、純粋にアカデミックなもの

ではありません。つまるところ、実際の経験の記録です。もっとも、この討論

の終わりに、皆様が私の博士論文の参照を望まれるのであれば、私は、皆様に

それを提供いたします。

　続く２つの部分において分析されることになる、２つの主要な理由が説明す

るように、フランスの博士論文は、芸術作品と表現されることができます。実

際、フランスの博士論文は、調和を備えた研究（Ⅰ）であるだけではなく、創

造的な研究（Ⅱ）でもあるのです。

Ⅰ．調和［L’harmonie］

　伝統的に、フランス人にとって、調和は対称性と共にあります。フランスで

芸術において対称性がその頂点に達したのは、17世紀、すなわち、太陽王の名

をもつルイ14世の世紀でした。「古典庭園」ないし「フランス式庭園」が考案

されたのは、この時代です。それは、植物において、無秩序に対する秩序の、
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あるがままにされたること［le spontané］に対する熟慮されたること［le 

réfléchi］の勝利を讃えるものです。そうした庭園のもっとも美しい表現は、ヴェ

ルサイユに見出されます。〔ヴェルサイユは、〕ルイ14世が、自らの宮殿の建設

を決めた都市であり、また今日では、公園が、常に古典的な様式と方法に従っ

て構想されている都市です。ヴェルサイユ宮殿の建設から１世紀後、権力分立

理論［théorie de la séparation des pouvoirs］の考案者として有名なモンテス

キュー［Montesquieu］は、その『嗜好に関する試論［Essai sur goût］』（1757）

において、「対称性の喜ばしさ」に関する１章を執筆しました。対称性が、現

代フランス芸術においては、さほど流行していないとしても、フランスの大学

における博士論文の作成の際には、それは、依然として、遵守されるべき重要

な規則の１つとされています。その調和は、形式のレベル（A）でも、内容の

レベル（B）でも目にみえるものでなければなりません。

Ａ．形式について［De la forme］

　たしかに、世界のあらゆる国において博士論文を構築するために遵守される

べき形式的な規則が存在します。たとえば、日本には、参考文献目録を作成す

るための規則や、博士論文の本文中で著作・論文を引用するための諸規則が存

在すると思います。しかし、フランスでは、形式上の調和を目的とした諸規則

が、非常に強調されます。

　対称性は、まず第一に、プランに関わります。法学では、小論文ないし博士

論文にとって、理想的なプランは、２つの部［parties］からなるプランです。

そして、各々の「部の下［sous-parties］〔の区分〕」は、それ自体も、２つの「部

の下の下［sous-sous parties］〔の区分〕」に分割され、以下も同様です。博士

論文については、義務的および任意の分割の数は、全体ですと、全部で６つで

す。すなわち、部、章、節、パラグラフ、アルファベットの最初の〔２〕文字

（A、B）、最初の〔２つの〕数（１、２）です。政治学においては、理想的な

プランは、３つの部、３つの章、以下同様に分割されるプランです。

　しかしながら、博士論文全体にわたって２元的または３元的な方式に基づく

分割を遵守している完全に理想的なプランを備えることは不可能です。博士号

取得準備者［doctorants］は、ベストを尽くさなければならないのです。とは

いえ、いかなる場合も４分割を超えてはなりません。実際には、４分割は、パ
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ラグラフに至るまで決して用いられません。

　私についていうと、私は、自分の博士論文を３つの部に分割しました。なぜ

なら、私の博士論文は、最初は、政治学に登録されていたからです。そして、

私の博士論文の指導教員、コリアール［Colliard］教授は、公法と政治学にお

いて教授資格を得ており、３部からなるプランを好むからです。しかしながら、

私は、このことが、一定の「純粋な」法学者の顰蹙を買う恐れがあることを知っ

ていました。彼らは、どうしても、部が２つ以上ある博士論文のプランを理解

できないのです。

　反対に、ドイツ人は、このような調和を気にかけません。彼らの〔論文の〕

分割は、もっとずっと自由です。いかなる規則にも従ってはなりません。たと

えば、扱われなければならない論点が別個に７つあると考える場合には、ドイ

ツ人は、それらの論点を再編成してはならないのです。

　部、章、節……のタイトルは、同様に、可能な限り調和していなければなり

ません。部のタイトルは、法学においては、特に重要です。実際、この学科に

おいては、部と部の下〔の区分〕のタイトルは、大学で勉強をはじめたときか

ら、小論文の中に記載されなければなりません（これに対し、政治学では、小

論文において、部あるいは部の下〔の区分〕のタイトルは、存在しません）。

理想は、作成されたタイトルが、文法構造、音節数、さらに韻のレベルで対称

をなし、照応しあっていることです。しかしながら、完全な調和に達すること

ができるのは稀なことです。厳密な意味での科学の使命は、その固有の制約を

有していますが、全く同様に、フランス語には、その限界があるのです。

　たしかに、日本語への翻訳を行うのは困難ですが、しかし、私は、自分の博

士論文の部の、とても短いタイトルを例に挙げることができます。それらは、

それぞれ以下の通りです。すなわち、「衝撃［L’impulsion］」（第１部について）、

「準備［La préparation］」（第２部について）、そして「決定［La décision］」（第

３部について）です。調和は、文法構造については、実現されました。なぜな

ら、それぞれ普通名詞を従えた定冠詞を含んでいたからです。調和は、韻につ

いても実現されました。なぜなら、これらの単語は、それぞれ ion で終わって

いたからです。反対に、音節に関しては、調和は完全ではありませんでした。

なぜなら、準備［préparation］という単語は、４音節を含んでいますが、対

して、推進力［impulsion］および決定［décision］という単語は、そこに３音
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節を含むからです。私は、準備という単語の代わりに、「準備手続［instruction］3」

という単語を用いることも可能だったかもしれません。この単語は、音節レベ

ルで全体の調和をもたらしたでしょう。しかし、準備手続という単語が、議会

法［droit parlementaire］において用いられることは非常に稀です。そして、

この準備手続という単語が一層雄弁であるのは、私法［droit privé］について

であって、公法［droit public］についてではないのです。博士号の取得およ

び博士論文に与えられる成績は、題名の間の調和に関するこれらの考慮に基づ

いて決まるわけではありません。しかし、それらの配慮が有する影響は、博士

論文口述審査の審査委員会構成員全体の印象に関わるのです。

　調和は、同様に、ページ数に関しても実現されなければなりません。実際、

それぞれの部は、ほぼ同じページ数を備えていなければならないのです。章、節、

パラグラフ、A/B および1/2も同様です。そして、これは、同じ部のなかでも、

異なる部の間でも同様です。部、章、節、パラグラフ、A/B および1/2の導入

部［introduction］についてもそうです。それらの導入部のページ数もまた、

博士論文全体の規模とも調和がとれていなければなりません。そして、各々の

下位区分についていうと、それは、上位区分の導入部のページ数を下回ってい

なければなりません。多くの教授にとって、ページ数の調和は、欠くべからざ

るものです。したがって、私の博士論文の指導教員であった、ジャン - クロー

ド・コリアール教授は、私の博士論文について、そのことにとてもこだわりま

した。そして、博士論文の事前口頭審査報告書を書くに至ったとき、彼は、相

変わらず、この主題の詳述に〔紙幅を〕費やしました。同様に、私の博士論文

口述審査の際、国民議会名誉事務総長、ミシェル・アムレール［Michel 

Amller］は、この問題について自分の考えを述べました。彼は、私の博士論

文の全体的な調和について、私を称賛しました。しかし、同時に、不完全さも

指摘したのです。すなわち、私の〔博士論文の〕章の１つは、100頁ありました。

これに対し、私の〔博士論文の〕他の８章は、各々およそ80頁だったのです。

　博士論文の形式ではなく内容に関しても、調和の問題は、同様に、効力を及

ぼさないわけではありません。このことが、博士論文は、正真正銘の「芸術作

品」なのではないかという考え方をより強固なものとするのです。

3 ［訳注３］刑事手続に関しては、この語には通常｢予審｣という訳語があてられる。
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Ｂ．内容について［Du fond］

　フランスの大学における研究は、論証的な研究です。論証的な研究とは全体

的な問題提起に対して応答することが可能なものです。それゆえ、それらの研

究が遵守しなければならない諸規則は、一見したところ、研究の構造

［structure］と展開の仕方［présentation］とにあらわれるように思われます。

しかし、そうした諸規則は、現実には、推論［raisonnement］を強調し、読

み手の関心を引くことを目的とします。この理由のゆえに、私は、それらの規

則についてここで紹介するのです。

　典型例は、導入部の例です。これは、多かれ少なかれ、同じ規則に応答して

います。しかし、その規模の多少は、当該導入部のタイプによります（すなわ

ち、全体的導入部であるのか、部、章、節、パラグラフ、A/B あるいは1/2の

導入部であるかによるのです）。

　法学では、全体的導入部［introduction générale］が重要です。考察の大き

な方向性を示すのが、全体的導入部だからです。このことが、全体的導入部が

一般的に非常に長いことの説明となります。３時間で作成される小論文では、

導入部は、答案の３分の１に相当します。私の博士論文では、〔全体〕937頁に

対し、導入部は、50頁になりました4。しかし、フランスの博士論文は、なべて

900頁〔以上〕ありません。これについては、いかなる規則も存在しません。

しかし、むしろ現在の慣行では、〔博士論文の長さは〕おおむね500頁です。

　博士論文の導入部の方式について説明するために、私は、小論文の導入部の

方式〔の説明〕からはじめることにします。それは、博士論文の導入部のミニ

チュア版導入部だからです。小論文の導入部は、以下の要素を含みます。すな

わち、キャッチ・コピー［accroche］的でその場にふさわしい導入的なフレー

ズ。これが読者の関心を引くのです。主題に関する言葉の定義。主題の境界画

定。問題提起の明示。主題が扱われることになる方法の表示。選択されたプラ

ンの正当化。プランの形式に関する予告です（導入部の終わりでは、部だけが

予告されなければなりません。部以下は、第１部および第２部の冒頭において

4 ［訳注４］このページ数は、公刊前のものである。後に出版された著書（前掲・
［訳注２］）では、本文721頁（補遺（723-759頁）を除く）に対し、全般的導入
部42頁となっている。
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予告されることになるでしょう）。

　博士論文の全体的導入部は、同様の図式にほぼ対応します。しかし、まった

く当然のことながら、それは、この博士論文という巨大な小論文のために、「筋

骨たくましく［musclée］｣、肉付けされた［étoffée］ものでなければなりません。

同様に、博士論文を構成するためのプランが探究されなければなりません。読

み手が、何十頁にもわたって推論をたどることができるようにするためです。

そういうわけで、私は、自分の博士論文の導入部を３つの主要なポイントから

構 成 し ま し た。 す な わ ち、 Ⅰ - 問 題［Problème］、 Ⅱ - 主 題 の 境 界 画 定

［Délimitation du sujet］、Ⅲ - 仮説と方法［Hypothèses et méthodes］です。

　問題に関するⅠにおいて、私は、１頁以上のキャッチ・コピーからはじめま

した。それは、少しずつ、主題に至るように導くものでなければなりませんで

した。主題をさらけ出してしまってはいけませんし、読み手の関心を引かなく

てはなりません。したがって、私は、〔諸外国の〕国会とフランスの国会の衰

退という一般的なテーマからはじめました。次に、立法手続におけるフランス

的例外という考え方を説明しました。それは、私が博士号〔の取得〕を成し遂

げる以前において、学説の一致〔した考え方〕でした。最後に、私は、この考

え方によって引き起こされる諸問題について長々と論じました。Ⅰのおわりに、

私は、このようにして、問題提起を行うことができました。それは、私の博士

論文全体にとって導きの糸の役割を果たしたのです。ある博士論文にとって導

きの糸の役割を果たす問題提起は、通常、１つのフレーズからなります。それ

は、（直接的であれ、間接的であれ）疑問文の形式をとってなされます。しかし、

導入部は、通常は、最後に執筆されるので、私は、補足的な２つの問題を提起

することを決心しました。それらの問題が、自分の結論から引出される一般的

教訓について既に私に懸念を生じさせることになっていたのです。このように

して、提起された問いは、以下のようなものでした。すなわち、「フランス政

府が、法律作成プロセスにおいて有している手続的手段という一揃いの武器は、

本当のところ、しかるべくもっとも豊富でもっとも強力なのだろうか？〔答え

が〕ノーであるなら、合理化された議会制の『ヴァリエーション』が存在する

のだろうか？〔答えが〕イエスであるなら、政治文化―ガブリエル A. アーモ

ンド［Gabriel A. Almond］とシドニー・ヴァーバ［Sidney Verba］によって『あ

る特定の時期の政治に関する支配的な態度、信念、及び感情の総体』と定義さ

れているもの―は、合理化された議会制の補強ないし代替となりうるのだろう
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か？」というものでした5 6。

　主題の境界画定に関するⅡにおいては、私は、そのさまざまな側面から主題

の境界画定を行いました（その際には、自分の選択の理由を説明しました）。

このようにして、私は、A においては、参照した議会について、B においては、

参照した期間について、C では参照した手続の枠組みにについて扱いました（私

が分析しなければならなかったのは、狭義の立法手続でしょうか、それとも広

義のそれでしょうか？私は、特別な立法手続についても分析しなければならな

かったでしょうか、それとも通常の立法手続に〔分析を〕とどめなければなら

なかったでしょうか？）。

　私の〔博士論文導入部の〕Ⅲにおいて、私が説明しなければならなかったの

は、自分の問題提起を解決するために必要とされる仮説［hypothèse］と検討

方法［méthode d’examen］でした。このようにして私が提起した問いは、議

会制は、権力の分立と均衡の制度なのだろうか、それとも反対に、権力の融合

と立法に関する執行府支配の制度なのだろうか、というものでした。したがっ

て、私は、次のことを自問しました。私が分析しなければならないのは、憲法

によって固有のものとして政府に与えられ、憲法院の裁判官によって守られて

いる武器だけなのか。それとも反対に、直接的やり方であれ間接的やり方であ

れ、政府が有しているすべての武器なのか。つまり、それらの武器が由来して

いる議会法の法源はどのようなものであってもかまわないのか。Ⅲの終わりに、

私は、自分のプランについて予告し、同時にそれを正当化しました。

　同じモデルに基づいて、部、章、節、パラグラフ、A/B、1/2各々の導入部は、

読み手の関心を引き、主題に関する用語を定義し、冒頭の全体的問題提起に応

答しうる問題提起を明示し―もっとも、〔そこでは〕章、節……において扱わ

れる主題に従って、特定的に問題提起を記載することになりますが―、主題が

扱われることになる方法を示し、選択されたプランを正当化し、そのプランを

はっきりと予告しなければなりません。しかしながら、〔論文の〕区分を下る

5 ［原注１］この報告の場合において行われた問題提起は、以下の通りです。す
なわち、「フランス法学における博士論文の作成は、芸術作品の作成に匹敵す
るだろうか？」というものです。
6 ［訳注５］上記［原注１］において示された問題提起と、本稿のタイトル（「フ
ランスにおける博士論文の執筆」）との対応関係に注目されたい。
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につれて、これらの点を詳述する必要性は少なくなり、そしてそれらを再統合

する必要性が増してきます。したがって、一般的に、私の〔博士論文の〕各部

の導入部は、４頁でしたが、これに対して、私の〔博士論文の〕A/B の導入

部は、１頁にも満たないほどわずかでした。

　すべての導入部が、類似の構造に従って起草されたならば、導入部は、その

研究における均整［régularité］をもたらします。しかし、調和という言葉は

フランスの博士論文を性格づけることができる唯一のものではありません。そ

の点については、同様に「創造性」という語から助けを得ることができます。

Ⅱ - 創造性［La créativité］

　私が先程皆様にお話ししたトルコ人女子学生が言ったことは、フランスの小

論文は、芸術作品であるということでした。というのは、たとえ100人ほどの

学生が同じ主題を与えられたとしても、学生たち各々の答案は、独自の、他の

どれとも似ていないものになるに違いないからです。フランスの博士論文が、

独自性を有する研究であり、同様に、創造性を有する研究でもあるのは、２つ

の理由によります。一方では、論証［démonstration］が、フランスの博士論

文の唯一の目的だということです（A）。他方で、同時に、先行する研究者の

影響は、博士論文全体を通じて、単なる手段［moyens］であって目的［fin］

にはなりません（B）。

Ａ - 論証について［De la démonstration］

　小論文という枠組みの中で、１つの同じ主題に向きあった学生は、自分自身

の問題提起を決定し、自らが望む見解について論証します。ただし、〔これには〕

それがある種の科学的な見解であって、個人的な見解ではないという条件が課

されます。つまり、この見解とは、たとえば、学生の政治的意見を表明するも

のではありません。

　たしかに、博士論文は、小論文ではありません。そして、定義上、通常いか

なる場合でもそれは、独自性を有する研究です。実際、各々の博士号取得準備

者が扱わなければならない主題は、原則として、それ以前の博士によって分析

されていない主題なのです。
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　しかしながら、フランスの博士論文が、とりわけ創造的作品であるのは、小

論文と同じく、それが１つの目的しか持っていないという点においてなのです。

すなわち、１つの問題提起に応答することであり、そして、ようするに、１つ

の見解について論証することです。したがって、単なる描写は、博士論文の中

から追い出されます。つまり、単なる知識は、決して前面に出されてはならな

いのです。すなわち、各部、章、節、パラグラフ、A/B、1/2においては、決

して、であること［ce qui est］の描写によってはじめられてはなりません。

問題提起によってはじめられ、そして、次に、それに対する応答がなされます。

それは、我々の手中にあるデータと事実とを用いて立論することによってなさ

れます。

　同様に、タイトルのつけ方も論証的でなければなりません。しかし、この点

について、考え方には、２つの流派が存在します。したがって、あるタイプの

タイトルがある教授にとっては論証的と思われ、反対に、他の教授にとっては、

論証的でないか、あまり論証的でないように思われるという事態に帰着するか

もしれないのです。ジャン - クロード・コリアール教授に自分の博士論文を指

導されるまで、私がずっと習っていたのは、論証的なタイトルは、それ自体、

論証したいと思う見解を明示的に含んでいなければならないということでし

た。そして、その結果、〔タイトルはそれに〕十分な長さでなければならない

とされていたのです。私は、〔２日前にこの大学で行った〕「合理化された議会

制と立法手続」に関する自分の報告において、このタイプのタイトルを用いま

した。皆様に例をお示しするため、それらのタイトルをもう一度申し上げましょ

う7。すなわち、Ⅰ - 合理化された議会制と立法手続との不可分性［L’

indissociabilité du parlementarisme rationalisé et de la procédure législative］

（「同等の機能を有する装置の存在の一般性［L’existence générale de dispositifs 

à fonctions équivalentes］」に関する A と「法的、政治的、文化的要素の影響

力の欠如［L’absence d’influence des facteurs juridiques, politiques et culturels］」

に関する B とが含まれます）、Ⅱ - 立法手続合理化の技術の多様性［La 

diversité des techniques de rationalisation de la procédure législative］（「合理

化された議会制の狭い概念の終焉［La fin de la conception restreinte du 

7 ［訳注６］以下で示されるタイトルの訳出にあたっては、相互参照の観点から、
徳永貴志氏による同報告の翻訳に従っている。
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parlementarisme rationalisé］」に関する A と「合理化された議会制の主要な

２ つ の 変 異 型 の 出 現［L’émergence de deux variantes principales du 

parlementarisme rationalisé］」に関する B とが含まれます）です。しかし、

たとえば、ジャン - クロード・コリアール教授にとって、このようなタイプの

タイトルは、論証的でないか、あるいは現実には、論証的ではないのです。な

ぜなら、コリアール教授にとって、論証的なタイトルとは、可能な限りもっと

も短いタイトルなのです。それは見解を連想しかさせません。それは、同様に、

可能な限りもっとも一般的〔な題名〕でもあります。ありうべき議論を最大限

に連想させるためです。私がこの報告について用いているのがこのタイプのタ

イトルです。Ⅰ - 調和（A-「形式について」と B-「内容について」を含みます）、

そしてⅡ - 創造性（A- ｢論証について｣ と B-「影響について」とを含みます）

というタイトルをつけているからです。しかしながら、以下に示すように、私

には、論証的なタイトルを作成するための方法に関する考え方の２つの流派を

折衷することが可能であるように思われます。すなわち、可能な限りもっとも

一般的なタイトルは、博士論文については、もっとも適合的であるように思わ

れます。そして、特に適合的であると思われるのは、部、章、節およびパラグ

ラフのタイトルについてです。これに対して、可能な限り明示的なタイトルは、

小論文にとってもっとも適当であるように思われます。実際、小論文や報告の

ような、短い研究の場合には、一般的に、導入部ですでに全体的問題提起に対

して応答がなされます。〔応答は、〕２つの見解によってなされることになりま

すが、それらの見解は、部の２つのタイトル各自においてそれぞれ表現される

ことが可能なのです。反対に、博士論文のような密度の高い研究業績において

は、全体的結論［conclusion générale］においてしか全体的問題提起に応答が

なされませんし、部の結論においてしか、個々の問題提起に応答がなされませ

ん。したがって、通常、博士論文の規模では、非常に一般的で短いタイトルが

要求されます。そのような題名は、論証を連想しかさせません。しかしながら、

A/B や1/2のタイトルは、もっと明示的で長いものとなりえます。それは、叙

述の規模と行われた個別的な問題提起が、A/B ないし1/2の導入部における、

その問題提起についての即時かつ直接的な応答にふさわしい場合です。

　同様の観点から示すことが可能なのは、小論文あるいは博士論文の２元的な

いし３元的な分割は、調和の問題にすぎないのではないということです。まず

第一に、それは、思考の構築に役立ちます。なぜなら、フランスでは、ある主
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題に関するすべての見解が、２つないし３つの見解に再編成されうると考えら

れているからです。〔再編成された見解は〕それ自体、２つないし３つの見解

に再区分されるでしょう。以下も同様です。フランス人は、この点で、ルネ・

デカルト［René Descartes］とその『方法序説［Discours de la méthode］』(1637)

の延長線上に位置づけられます。このフランス人哲学者によると、難問の検討

と解決をよりよく行うためには、実際、それらの難問のそれぞれを順序に従っ

て分割することが適切なのです。いいかえると、フランスの博士論文は、ロシ

アの人形のそれと類似した原則に従って組織されています。〔ロシア人形は〕

あるものが、ほかのものの中にはまっています。〔もっともロシア人形とフラ

ンスの博士論文には〕違いがあります。フランスの博士論文では、人形は、２

つずつ、あるいは場合によっては、３つずつ増えていきます。これに対して、

ロシア人形は、１つずつ増えていきます。１つの同じ分割区分に関わる２つの

見解の重要性が等しくないときは、主要なものの説明からはじめます。フラン

スとドイツの違いは、ここにあります。実際、ドイツ人は、自分がもっとも重

要だと思うことを推論の終わりに述べます。私についていうと、私は、この報

告の最初の調和に関する部分において、このフランスの規則を適用していませ

ん。実際、私は、（自分の〔報告の〕A において）形式〔の説明〕からはじめ、

内容（B）より前に扱っています。科学的様式においては、内容が形式よりも

重要であるにもかかわらず〔そういたしました〕。しかしながら、私には、こ

の選択が、フランス人ではない博士号取得準備者にとっては、教育的効果の点

で優れたものであると思われたのです。

　博士論文の論証という目標に到達するためには、理想は、「真に結論を示す」

全体的結論を作成することであって、単なる総括［synthèse］を作成すること

ではありません。別な言葉でいうと、結論の作成において達成されるべき理想

は、博士論文の叙述の要約を含まず、しかし、より一般的な教訓を引き出すこ

とを可能とする結論の作成です。〔ここで、〕より一般的な教訓とは、扱われて

いる分野の全体的な理解に役立つ〔教訓を意味します〕。たとえば、合理化さ

れた議会制の２つのヴァリエーションに関する類型論を、私は、自分の〔博士

論文の〕全体的結論において引出したのですが、これは、フランスにおいて、

学説を牽引するものとして称賛されました。私が思いますに、今日皆様と共に

ある栄誉を私にもたらしたのは、この同じ類型論なのです。

　フランスの博士論文は、全体的な１つの見解とそれに関係するいくつかの見
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解の論証を唯一の目的としているので、その研究に先行する大学教員の研究の

影響は、論理的に、もっぱら方法であって、目的にはならないのです。

Ｂ - 影響について［Des influences］

　博士論文に先行する大学教員の研究は、何より重要です。実際、常にそれら

を参照しなければなりません。そうした研究の引用は、ページ下方の注に記載

されることになります。博士論文を通じて、次のことが証明されなければ、ど

うあっても大学における出世を望むことはできません。すなわち、その問題に

関係する著作および論文の重要なものについて検討されていること、そして、

それら著作および論文の寄与について熟考されていることです。したがって、

私の博士論文の参考文献目録は、参照した４つの国（ドイツ、フランス、イタ

リア、イギリス連合王国）に関する約425の著作と論文から構成されています。

もっとも著名な教授たちは、パリ第１大学、パリ第２大学で教鞭をとり、ある

いはとっていました。したがって、重要なことは、まず特に、とても長い期間

前のものも含めて、これらの大学の教授たちによって書かれた著作と論文を参

照することです。このことが、さらにより一層当てはまるのは、パリ第１大学

あるいはパリ第２大学で博士論文を執筆する人たちです。

　当初、このことを実践するのは、私にとって少し厄介でした。私は、パリ第

１大学での研究教育免状課程［DEA］（その後、研究修士課程［master de 

recherche］となりました）の前に、パリ11大学で自分の研究をしていました。

パリの郊外にある小さな大学です。私は、そこで専修教育免状［DESS］（現

在は、職業修士［master professionnel］）を取得しました。そして、私の最初

の大学では、文献的な源泉は、あまり重要ではなく、私たちは、自分たちの研

究において、それについて引用しないか、あるいはほとんど引用しませんでし

た。私は、ソルボンヌでの研究修士課程のはじめのうちは、かつての自分の大

学の習慣を保っていました。しかしながら、ジャン - クロード・コリアール教

授が私に教えて下さったことは、重要なのは、私がその主題を扱っている著作、

とりわけ大学教授の著作を参照することなのだということでした。実際、教授

は、大学の階級において、講師よりも上級の職位にあります。なぜなら、教授

は、非常に難しい競争試験である、教授資格試験［agrégation］を通過したの

です。特にコリアール教授の指摘がもっともなことであるのは、パリ第１大学
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およびパリ第２大学の教授の著作についてです。その理由は、上で指摘した通

りです。

　しかしながら、そのことが大事だとしても、博士論文に先行する大学教員の

研究〔の参照〕は、それ自体としては、決して、目的にはなりません。その点

で、フランスの博士論文は、世界の他の国において作成される博士論文とは異

なっています。〔それら諸外国では〕自分自身の発見について告げる前に、１

ないし複数の部の全体が、過去の研究について説明するために費やされます。

フランスでは、過去の研究は、論証を補強し、最初の問題提起に答えるための

手段でしかありません。それら過去の研究は、我々の博士論文と一致するかも

しれませんし、同様に、矛盾する可能性もあります。後者の場合、我々が論証

しなければならないのは、我々が、そのような〔過去の研究の〕論証に賛成し

ない理由です。

　最後に示しうることは、３ないし４行を越える長い引用は避けられなければ

ならないということです。これに反する場合には、フランスの博士論文は、そ

の人自身の著作たるに十分ではないでしょう。

　この報告は、これで終わりです。実際、フランスでもっともしばしば見かけ

るケースでは、報告と小論文においては、結論が存在しません。私が上で指摘

したように、短い研究業績の場合においては、一般的に、導入部ですでに問題

提起に対して応答がなされます。この場合には、結論は不要あるいは余分なも

のとみなされます。そして、そうしたいと思うならば、１つないし２つのフレー

ズによってその述説を締めくくって済ませることもできます。そうしたフレー

ズは、主題の幅を広げること、冒頭で行われた問題提起の延長線上にある他の

問いを投げかけること、他の研究分野との比較を行うこと等々を可能とするも

のとなります。反対に、博士論文については、結論は義務的です。実際、全体

的な問題提起に対して応答がなされ、そして、場合によっては、扱われた研究

分野に対する教訓が引き出されるのは、結論によってなのです。

　しかしながら、皆様のご発言に委ねる前に、次のことを付け加えたく存じま

す。すなわち、もし、続く討論が、私が扱ってきた主題を探究する機会にとど

まらないならば、私には、喜ばしいことでありましょう。実際、私は、日本に

おける博士論文作成の方法を発見することを心から願っております。

　ご静聴ありがとうございました。
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［付記］

　本稿は、2012年８月10日に北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟402室

において開催された北海道大学公法研究会（北大立法過程研究会後援）におけ

るセリーヌ・ヴァンゼル氏（ランス大学講師。同氏の経歴等は、８月８日の講

演記録（本誌掲載）の付記を参照）の講演を同氏の許諾の下に翻出したもので

ある（ただし、講演および公表にあたって、訳者に対し、事前に用意された講

演原稿について、口頭および文書で補足・修正の指示がなされている）。

　本講演は、主に大学院生等の若手研究者を対象とする懇談会形式の研究会に

おいて行われた。当日は、ヴァンゼル氏の報告後、企画者である岡田信弘教授

（北海道大学）が、日本人研究者がフランスにおける博士論文執筆の技法を参

照することの意義について解説を行った。また、上記研究会には、フランス法

を比較法の対象としない研究者も多数参加したことから、フランスにおける法

学教育制度（特に研究者養成制度）と大学教員のキャリア・システムに関して

も、岡田教授によって補足的説明がなされた。ディスカッションにおいては、

参加者のほぼ全員から積極的な発言があり、日本を含むアジア諸国あるいはド

イツなどフランス以外のヨーロッパ諸国における博士論文の執筆及び研究者養

成制度との比較も交えて活発な意見交換が行われたことも記しておきたい。




