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研究の目的 

1. ラカンの精神分析を、父性機能に焦点をあてて議論すること 

2. １. に関連して、作家の病跡学の立場から事例検討を行うこと 

3. 上記の理解を踏まえて、精神障害者を対象とした施設において、精神分析を活用す

る方法について、先行事例に基づき、具体的に検討すること 

 

第Ⅰ部と第Ⅱ部の概要 

1. 第Ⅰ部「精神分析からみた父性機能の特質について」では、精神分析が登場した時

代背景を振り返り、父性機能の衰退と再評価をめぐって、精神分析が形成されて行

った点につき、検討を行った。その上で、「父の名」をキーワードとして、ラカン

派における精神分析の基本的な方向性、即ちオリエンテーションを明らかにした。

ラカンは「父の名」という概念を創出することで、無意識に関わる父性機能に着目

した理論を構築した。そして、「父の名」に対するポジションに応じて相違する主

体の構造（神経症、性倒錯、精神病）を明らかにした。これらの構造の違いを踏ま

えることで、精神障害の特性について理解できるのみならず、その治療についても

体系的に理解できるようになる。引き続いて、第Ⅰ部の第２章、第３章では、父性

機能の不調と創作の関係について、作家のアンドレ・ジッドとジョルジュ・バタイ

ユの病跡学を論じた。 

2. 第Ⅱ部「施設臨床における父性機能の役割」では、第Ⅰ部の議論を参照しつつ、精

神病からのリカバリーにおいて施設が果たし得る役割について、海外における先駆

的事例を交えて論じた。ここで着目したのは精神病のメカニズムとその状態からの

回復過程において働いているものの概念化であり、施設がその過程で父性機能との

関連において果たす役割である。この役割について、わが国の精神保健福祉の制度

的変遷、さらには筆者自身の臨床経験を踏まえて議論し、施設の有する治療的な働

きを示した。 

 

第Ⅰ部の概要 

第Ⅰ部では精神分析が誕生した時代背景を取り上げつつ、フロイト、ラカンの精

神分析に通底する主題を探った。その主題とは父性機能の衰退とその再評価をめぐ



ラカン派の精神分析的オリエンテーションに基づいた施設臨床の意義（要約） 

2 

 

るものである。第１部第１章では、「父の名」とは何かを明らかにするために、主体

の発達に従って議論を展開した。主体は音として表象される言葉、つまりシニフィ

アンと出会って、共同性の次元である言語の世界に参入するが、そこにおいて橋渡

しとなるのが「父の名」である。 

人は生まれるや否や他者の欲望に出会い、他者の抱える欠如を前にする。この欠

如を埋め合わせる答えの一つがエディプスコンプレクスの回路を通じて運ばれてく

る「父の名」である。人は神経症、性倒錯と精神病と異なる構造に生きるが、根底

において同じ課題を抱えている。その課題とは他者における欠如に向けた問いであ

る。神経症における治療とはその問いに取り組むことであり、自らが生きるに値す

る欲望を受け取ることである。これに対して、性倒錯と精神病の主体は、そうした

サイクルには収まり切らない深い混乱に脅かされ続けている。それは他者の抱える

欠如を埋め合わせるものが、ついに到来しない絶望であり、生と死のサイクルから

逸脱し、確たる答えの得られない虚しい穴に直面することである。こうした混乱を

生きる人にとって、なし得ることは他者における欠如に向けた問いを継続すること

だけである。第２章、第３章では「父の名」の働きが不調を引き起こした事例とし

て作家ジッド、バタイユの病跡学を取り上げた。病跡学とは精神医学の臨床で得ら

れた概念を用いて、作家の生活史に見られる症状と作品の主題の関係を描き出す学

問である。 

これらの章で取り上げた作家たちの作品には、倒錯した欲望をめぐるエピソード

が描かれている。一般的に言って、性倒錯とは正常な異性愛の範疇を逸脱した性行

為を指す。具体的に、それは同性を性対象としたり、苦痛を快楽として追求したり、

特定の身体部位や着衣の一部を性対象にしたりする行為などである。それは病的と

されるが、精神分析的に見れば、倒錯行為は父性機能の不調を視野に入れつつ、そ

の混乱を鎮める手段でもあるとも言える。倒錯行為は他者の欲望に形を与えて、快

として実感できるものを探り当てようとする行為であり、他者における欠如に向け

て対象を捧げる儀式を執り行うことである。これに対して、そうしたことが不成立

となった事例として第Ⅱ部で精神病を取り上げた。精神病は父性機能の不調を鎮め

るという点においては失敗しており、通常では理解し難い困難に直面した事例と言

える。第Ⅱ部において試みたのは、この困難が生じる必然性について父性機能の不

調と関連づけて理解することであった。 

第Ⅰ部第２章では、作家ジッドの事例を通じて、エディプスコンプレクスが通常

の意味では機能しない場合、どういう風に欲望が形成されるか検討を行った。ジッ

ドの場合、エディプス関係は、父というものが存在するという漠然とした認識の下

で、宗教的に厳しい母の権威によって子が社会化されるという形で存在していた。

言い換えれば、実母ジュリエットが「構造的な父の座」として位置していたために、

その息子にとって本来の意味での父の座が謎のままであり、「彼岸の愛の象徴」と言
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い得るものに位置づけられていた。 

しかし、叔母マチルドによる誘惑を契機として、ジッドは叔母に想像的に同一化

する形で「他者の欲望」を受け取り、自らの欲望を形成する。彼は美しい子どもた

ちに対して自分自身の像を投影し、想像的なものにより埋め合わされた仮の父性と

言い得るものの上に立脚することになる。そのことによって、ジッドも一人の父と

なる地点にたどり着くことができた。 

他方で、ジッドは叔母の生き写しである、その娘マドレーヌを恋愛対象とする。

しかし、彼女は内面的には欲望を嫌悪する点において、ジュリエットの精神的後継

者にも選ばれる。ジッドはマドレーヌとの関係において、異性愛から切り離され、

倫理に裏付けられた愛を手に入れる。この愛は実母の宗教的信念を、ジッドにとっ

てより穏和で、人間的なものへと変えてくれたが、それはマドレーヌに向けて語り

続けられる限りで保たれる愛であり、フィクショナルな愛であった、と言える。 

愛と欲望とが乖離したジッドの事例は、父性機能の衰退とその再評価という主題

に関連づけたとき、普遍的な意味を帯びるようになる。つまり、現代のあらゆる主

体は父性の象徴的機能の衰退を前に、欲望の構造化において内なる悲劇を抱えてい

る。愛という意味で、われわれはジッドと同様に、「彼岸の愛の象徴」として位置す

る父の方へと出向くようにせき立てられており、悲劇的である。しかし、欲望とい

う意味では、われわれの欲望は「他者の欲望」を欲望しつつ、そこに満足と飽くな

き渇望が見出される点で救いがあり、喜劇的である。 

ただし、ジッドの場合、欲望は夫婦愛という愛と欲望の重なり合う安らぎの避難

所にたどり着かず、純粋な意味での欲望の次元にとどまる倒錯的なものである。ジ

ッドの事例は、家庭という幻想に覆われていないだけに、愛、さらには欲望という

ものの意味を探る上で相応しい素材と言うこともできる。 

第Ⅰ部第３章においては、バタイユの事例を取り上げて、父性機能を「享楽」と

いう概念と関連づけて論じた。バタイユの作品世界に描かれるのは、倒錯的なもの、

汚らわしいもの、異常なものを包含した倒立した世界像である。バタイユは通常の

意味での父性、つまりは法で秩序づけられた世界の外部にあるものを過剰なもの、

呪われたものと名付けて、これを思考に取り込むロジックをつくり出した。 

それは病気のために、失意の内に亡くなった父の記憶と切り離し得ない。子の前

で排泄する父の姿、そして光を奪われたその眼球は、トラウマとして少年の心に刻

まれた。しかし、バタイユは作家となることで、シニフィアンを通じて、そうした

記憶を猥らで、荒ぶる愛に溢れた父を作品世界に復活させた。いわばバタイユは創

作活動によって、父の苦悩に向けて対話の回路を開こうとしていたのであり、その

語らいの成果が結晶化して行ったのが、「享楽」と結び付いた言説であった、と推察

できる。 

このような背景を通じて読解してみると、バタイユが『眼球譚』、さらには『わが
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母』などの諸作品を生み出していった「昇華」の背景には、父なるもの、そしてこ

の世界の意味について彼自身の経験を通じて問い直す動きがあったと考えることも

できる。ルディネスコの伝記によると、バタイユの描き出すヴィジョンは、同時代

を生きたラカンの思想にも影響を与えた。 

そもそもフロイト的な意味での「昇華」とは、性的欲動を抑圧せずに脱性化し、

他の活動に転換することで、充足を得る方法を意味する。しかし、フロイトが「昇

華」について欲望の充足について語り、そこにわれわれが愛の安らぎを見出すにし

ても、それはカタルシスとしての「昇華」の一側面であって、十分には理解されて

いない暗い部分があると言える。 

ラカンが明らかにしたのは、「昇華」の全貌であり、ここにたどり着くために、ラ

カンはバタイユ、そしてサドの語る「享楽」、つまりは「死」を前にして創作された

「享楽」にまつわるシニフィアンを必要とした。 

こうした側面から「享楽」を考え続けたことが、ラカンにとって精神病の語る「内

的世界」についての理解をもたらす入口となったと言えよう。１９０３年にシュレ

ーバーは「享楽」する神の女としての屈辱を通じてのみ世界が救われると記した。 

精神病の場合、「享楽」は「昇華」と別の運命を辿る。しかし、バタイユを読むこ

とが、「享楽」というものと向き合うことが父性機能の衰退、さらには精神病理によ

る危機を乗り越えて、世界との関係を再構築する鍵となるとラカンが考える契機と

なったと言える。 

第Ⅰ部第４章では「父の名」の排除に基づいた精神病のメカニズムについて議論

を行った。そして、精神病の治療についてサントームの概念を参照した。サントー

ムは症状を意味するフランス語の古い表現である。１９７０年代のラカンは神経症

と精神病の差異は保持する一方で、精神病を破綻した構造として捉えるのではなし

に、サントームというものによって安定することもあり得ると考え始めていた。こ

のような視点を踏まえて、第Ⅱ部ではラカン派の施設臨床について考えるとともに、

わが国の施設での精神分析の活用法について検討した。 

 

第Ⅱ部の概要 

第Ⅱ部第１章ではフランスの精神科病院ラボルド（La clinique de La Borde）の

実践について振り返った。ラボルドの原点は第二次世界大戦後に行われた医師や看

護師たちによる精神科病院の環境改善の運動にある。治療環境を改善し、良好な施

設環境を提供するために、精神病者の言葉に耳を傾け、症状についての理解を深め

る努力の中で、創設者であるジャン・ウリはラカンの精神分析に着目し、これを取

り入れた集団精神療法を実践するようになった。 

ウリは精神分析について、精神疾患を持つ主体が語らいの起点となるシニフィア

ンを産出することを目指すものと規定する。ラボルドにおけるプログラムやミーテ
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ィングなどは、一人ひとりの主体の欲望に焦点が当てられ、欲望をめぐるシナリオ

が形成されるように方向づけられている。そこでは、精神分析が空間的広がりをも

って展開されている。 

さらに、第Ⅱ部第２章では、ベルギーのラカン派の施設「クルティユ（Le Courtil）」

に関する事例を取り上げて検討した。クルティユの児童たちは、ラボルドの患者た

ちとは大きく相違している。それは年齢的なものに加えて障害の程度であり、自立

度にある。ラボルドの患者たちが日常生活の面で自立し、スタッフとの相談のうち

に組織を運営していたのとは相違して、クルティユなどの施設の児童たちは自閉症

などの重度の精神障害があり、そうした関わりは困難である。 

第２章ではディディエと呼ばれる７歳児の事例とアンドレアと呼ばれる６歳児の

事例を紹介した。ディディエの場合に着目すれば、治療者は関係構築のノウハウを

フロイトの「機知」論を参考に、三段階にわたって提示している。第一段階は、い

わば「発見段階」であり、「新奇なものを歓迎すること」にある。ディディエの場合、

無言のまま、落書きを続けるが、そこに居合わせたスタッフがその落書きに目にと

める。そして、スタッフは平行する二つの線の間に鉄道のレールを描き入れ、列車

に関心のあるディディエの興味を活性化した。 

第二段階は「命名段階」であり、「他者が承認し、名づけること」である。施設の

語らいの中で、ディディエの落書きは「ディディエ回路」と呼ばれるようになった。

第三段階は「伝達段階」であり、ボスカンによると「うってつけの語が伝えられる」

段階である。「ディディエ回路」は施設の人から人に伝えられ、ディディエの事例を

取り巻く語らいの結節点となる。この「回路」は「他者」の語らいに登録され、分

節化されて行くとともに、ディディエ自身にも言葉との世界を築き上げる契機とな

った。 

これら施設の事例検討を通じて明らかにされるのは、言葉の力を支えにした集団

による関わりの治療的効果であり、精神病の主体と言葉の世界である他者との関係

をつなげるための施設というものの存在意義である。 

第Ⅱ部第３章では、筆者の勤務先である小規模作業所に焦点を当てつつ、わが国

の精神障害者を取り巻いている歴史環境と制度の概要について論じた。この理解を

前提として、引き続いて第４章、第５章ではわが国の施設における事例を提示し、

そこで働いている治療的な作用についてラカン派のオリエンテーションに基づいた

考察を行った。 

第Ⅱ部第４章では精神障害者にとっての施設の役割について、施設を運営する立

場から地域通貨を参考とした実践についての議論を行った。少子高齢化の影響で、

わが国の社会福祉は変革期にある。とくに、２００６年の障害者自立支援法の施行

以降、精神保健福祉の分野では障害福祉施設の役割を自立や就労などの達成度に基

づき支援内容を評価する見方が定着しつつある。しかし、施設の役割はそれにとど
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まらず、精神障害の当事者にとってのリカバリーの場としても意味があるはずと筆

者は考えた。 

障害者自立支援法などによる一連の社会福祉基礎構造改革に伴って、かつての事

業が見直され、小規模作業所（以下、作業所と略）と呼ばれた施設は姿を消しつつ

ある。作業所はデイケア的な機能と作業療法的な機能の双方を担う存在であったが、

現在の施設は自立訓練や就労訓練施設などの機能に特化して来ている。そうした過

渡期において、問題となったのは、作業所時代に比較的緩やかな形で実現されてい

た作業参加が、利用料のために実現できない人が出て来たということである。 

筆者はそこで生じている課題を、個人の能力、障害程度の差によるものとして捉

えるのではなしに、精神保健福祉の制度そのものの課題と捉えて、これを乗り越え

る施設の運営方法について検討を行った。そのために、筆者は工賃の代用としての

報酬の仕組みを提案した。それは地域通貨のアイデアを参考としたものであり、就

労訓練施設に登録していない人が作業に参加したとき、報酬として貯めることので

きるポイント券であった。この事例検討を通じて、筆者は精神障害の当事者にとっ

て施設の持ち得る役割について治療的側面からの考察を深めた。それは代用通貨に

見られる制度化の動きが、精神分析的に考えれば、障害当事者の内面においては「父

の名」の代理となるサントームの形成に役立つ可能性があるというものである。 

第５章は第４章と同時期に施設で起きたことについての事例である。しかし、第

４章は施設の運営の在り方を中心にした議論に対して、第５章は個別的な事例に即

したものとなっている。 

第５章では「居場所」という言葉を手がかりにして、精神障害者にとっての施設

の役割について議論した。作業所における「居場所」の意味を考えるならば、一つ

には「役に立っていると思える」、つまり、作業を通じて「社会参加」できるという

意味が含まれる。そして、他方では「ありのままでいられる」、つまり、自分の障害

特性に応じた環境の中で病気との付き合い方を学べるという意味も含まれている。 

その点について自験例を提示したが、そこにおいて着目したのが、ある統合失調

症の障害当事者Ａ氏が全体ミーティングの場で発した「終身雇用」という言葉であ

る。彼は作業所に所属しているということは、大企業、財団法人などから抜擢され

てきた状態であり、「終身雇用」されている状態だと発言し、周囲からの失笑を招く

ことになった。病気という観点から見れば、Ａ氏の発話は普段からも妄想が大半を

占めており、そこに意味を見出すことは難しい状態にあった。つまり、「終身雇用」

はＡ氏が自らの妄想との関連において発した言葉であり、これを病理学的に見れば、

意味性ネオロギスムであると言える。しかし、筆者はそこにＡ氏が作業所の集団の

語らいとの接点を見出そうとしている努力があると考えた。 

筆者は「終身雇用」というシニフィアンを集団の語らいに投げ入れ、特別な用い

方をした。しばらくして、件の「終身雇用」が作業所内で通用する言葉遊びの対象
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として承認され、集団のボキャブラリーとして通用する出来事が生じた。Ａ氏とは

別の４０代の男性で、うつ症状の強い非定型精神病の障害当事者がいた。その人は

長い就労経験を持ち、治療も軌道に乗る中で、再就職を目指して作業に参加してい

た。しかし、先の見通しが見えない中で、就職に対する焦りを感じて、いつも同じ

ような内容の話を繰り返し、涙ながらに不安を訴えていた。この人に対して、「大丈

夫。この作業所は終身雇用だ」と別の年配の障害当事者が冗談で応じ、その人も不

意に笑顔で返す場面が見られた。それ以降、「終身雇用」という表現は、しばしば自

分たちの作業所を指し示す比喩として用いられることになった。 

精神分析的に考えれば、「父の名」によって支えられたエディプスコンプレクスは

標準規格と考えられる。これに対して、サントームによって安定している構造は規

格外と言える。寛解例やリカバリー途上にある症例は後者の事例と考えられる。作

業所には症状を単なる病気の現れというよりも、その人なりの人柄も含む癖が表現

されたものとして迎え入れる寛容さがある。そうした寛容さは寛解と再発を繰り返

す中で当事者たちが築き上げて来た人生観に支えられていると筆者は考える。そう

した中で、作業所には集団の記憶として、Ａ氏をはじめとした大勢の人々のシニフ

ィアンが沈殿し、ひとまとまりの集合が形成されていたと推察される。そこに筆者

の起こした行動が触媒として作用し、周囲の人たちに受容され、機知として用いら

れた。ただし、これはＡ氏ひとりで成したことと言うよりも、Ａ氏と筆者、さらに

周囲の人たちの共同作業の成果である。「終身雇用」というシニフィアンは集団の内

に漂い、Ａ氏自身も知らないところで活躍のチャンスを与えられ、集団の中での打

ち解けた笑いとなった。こうして得られた承認に基づき、Ａ氏もまた作業所を「居

場所」として認めることができ、そこに症状の落ち着き先を見出し、人との関わり

を構築するための足場を探り当てたと言える。 

 

結論 

1. これまでの議論を通じて、ラカンの精神分析を父性の衰退とその再評価という参照

軸に沿って探ることができた。第Ⅰ部ではラカン派の精神分析の概略を父性機能の

衰退と再評価という主題において捉えるとともに、作家の事例検討を行った。第Ⅱ

部ではその理解に基づき、施設の臨床面でもラカンの精神分析を活用する方法につ

いて一定の知見を得ることができた。とくに、第Ⅱ部の議論は診察室、カウンセリ

ングルームの外側にある福祉施設という領域での実践に、ラカンを用いることが可

能であることを示すものである。 

2. 今後はさらに臨床現場での実践を深めるとともに、福祉的な関わりにおいて働いて

いる治療的なものを明らかにすることで、精神障害者が社会の中で生きて行くこと

の意味について考察を深めて行きたい。 

 




