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＜要旨＞
　精神分析がめざすのは、「ナラティヴ」を構築することではない。反対に、ひとつの

物語が隙なく語られれば語られるほど、精神分析家はますますそれに用心する。その

ような語りは fadenscheinig、すなわち「見え透いている」とフロイトは述べた。
　ジャック・ラカンが繰りかえし強調したように、治療のなかでわれわれに作業させ

るもの、いや、より単純に、（それじたいが）作業するもの、それはパロール（話すこ

と、話された言葉）にほかならない。ラカンによれば、治療においては「パロールが

すべての力〔権力、pouvoirs〕を、すなわち治療の特別な力を握る」。なぜなら、無意

識はパロールを通るからだ。といっても、その道筋は無数にあるわけではない。無意

識が、いや無意識の「一端」がパロールのなかに顕れるとき、そこにはひび割れや歪

みが生じ、その結果、パロールは形が崩れ、壊され、ひどく理解しづらくなって、言

い間違いや意味の揺れ（équivoque）として感知されるだろう。

　無意識の読解は、こうした微細なひずみに注意を留めることからはじまる。これら

のひずみは、無意識がシニフィアンの連なりをくぐったことの痕跡なのだから。

キーワード： パロール，無意識，主体，心的外傷，喪
* TSUIKI Kosuke　京都大学人文科学研究所

ナラティヴの亀裂、主体の揺れ
― 精神分析を忘れぬために
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ナラティヴの亀裂、主体の揺れ

　「ナラティヴ」というタームは、けっして精神分析の用語ではない。社会構築主義の影
響を受けたセラピストたちが、自分たちの立場を精神分析から差異化するために、あるい
は精神分析的な考え方にリスペクトを払いつつも、しかし自分たちの観点から多少なりと
も良心的にこれをアップデートするつもりで、こうした概念を心理療法の世界にもちこん
だのだろう。
　精神分析にかぎっていえば、分析家の側も、そして分析主体（つまり「患者」）の側
も、「ナラティヴ」そのものに価値をおくことはない。ナラティヴを構築することが精神
分析の主要な取り組みだったことは、これまで一度としてなかったし、おそらくこれから
もない。これは微妙にみえて、じつは精神分析とある種の心理療法を分かつ本質的な差異
であるといえる。その違いはどこにあるのだろうか。
　私の見るところ、それは結局のところ、「無意識」を扱うかどうかという問いにかか
わってくる。真実も誤謬もない、ただナラティヴだけがあり、それに伴う意味だけがあ
る、だから傷ついた自分が囚われているこのナラティヴを捨てて、新しいナラティヴを作
ろうではないか──そう呼びかけるナラティヴ・セラピーの相対主義は、ようするに「無
意識はどうでもよい」という思想にほかならない。なぜなら、ナラティヴとは反対に、無
意識のほうはけっして「真実」を手放さないからだ。
　もっとも、精神分析家は患者の真実などまったく知らない

0 0 0 0

ばかりか、それに向かって患
者を導くなどと称するつもりもない。分析家はただ、患者の無意識の宛先になる

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ことに努
めるだけだ。しかしその無意識が、患者の「ナラティヴ」ではなく、「パロール」のうち
に現れたとき、そのパロールは、その場においてではないにせよ、いずれ事後的に

0 0 0 0

、つま
り後のある時点から遡及的に

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、真偽を判定されなくてはならない、いいかえれば──ラカ
ンがそうしたように、あえて形式論理学の術語を用いるなら──その「真理値」が決定さ
れなくてはならない。
　いま「パロール（parole）」ということばを遣った。このフランス語を日本語に訳すのは
なかなかむずかしい。「話す」を意味する動詞 parlerに対応する名詞だから、「話」「話す
こと」と訳すのがよい場合もあるが、他方で「話された言葉」を指すこともある。いずれ
にせよ、肝腎なのは、現代的であることを自称する一部のサイコセラピーが「ナラティ
ヴ」や「ストーリーテリング」を前面に押し出すのにたいし、精神分析がその実践の中心
におくのは「パロール」にほかならないということだ。そのことを踏まえながら、試み
に、ジャック・ラカンが 1958年にまとめた精神分析的治療の諸原則を思い出すことから
はじめよう。それは次のような六つの命題から成る［Lacan 1958 : 641］──
　1.  治療においてはパロールがすべての力〔権力、pouvoirs〕を、すなわち治療の特別な
力を握る。

　2.  規則上、〔分析家は〕満ちたパロールや一貫性のある言説のほうに主体を導くことか
ら身を隔て、主体みずからが自由にそれを試みるがままにさせる。

　この命題には若干の補足が必要かもしれない。まず、「主体みずからが自由にそれを試
みるがままにさせる」という表現は、フロイトが精神分析固有の技法と位置づけた「自由
連想」を分析家側から見たときの定義であるといってよい。では、その「自由」によっ
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て主体は何を試みるのだろうか。ラカンは「満ちたパロール（parole pleine）」というター
ムを用いている。「満ちたパロール」、すなわち「中身の詰まったパロール」とは、1950
年代前半のラカンのテクストに頻繁に現れるタームであり、「空虚なパロール（parole 
vide）」との対立において語られる。「空虚なパロール」とは、主体が自分のことを語って
いるようでいて、そのじつ自分の欲望を度外視しており、その意味で、語られる自分が語
る自分にとって他人でしかない、あるいはよそ事でしかない、そうしたパロールを指す。
これにたいして、「満ちたパロール」のほうは、ラカンによれば、「過去の偶然性に、来
るべき必然性という意味を与え直すことで、これらの偶然性を整序し直す」［Lacan 1953 : 
256］効果をもつ。この定式はしかし、「満ちたパロール」をなにか整然と秩序づけられた
ナラティヴのように思い描くことを促しはしない。というのも、ラカン自身が補足して述
べるとおり、「来るべき必然性を構成するのは、主体がそれを現前させるさいの不自由さ
にほかならない」からだ。「主体みずからが自由にそれ（＝満ちたパロール）を試みる」
とラカンが言う、その「自由」とは、じつは「右にも左にも行ける」といったタイプの自
由ではない。むしろ、そこには内的な限界がつきまとう。いいかえれば、主体自身がそれ
にブレーキをかけてしまうのである。このことは、ラカンの掲げる治療原則の次の項目に
も関係してくる──
　3. この自由は、主体が最も甘受しがたいものである。
　ラカンにとって、これがフロイトのいう「自由」、すなわち、「自由連想」の技法によっ
て分析主体（患者）に保証される「自由」の正体にほかならない。「自由連想」の「自
由」とは、ようするに、耐えがたい自由なのである。
　4.  要求（demande）とは本来、分析において括弧に入れられるものであり、精神分析家
は〔主体の〕いかなる要求を満たしてやることも許されない。

　「要求」とは、患者が口に出して分析家に告げる「～してほしい」「～したい（できるよ
うになりたい）」という望みや求めのことであり、それがひとつの精神分析の出発点にな
ることはいうまでもない。だが、要求はけっして「欲望」と混同されてはならない。要求
は主体によって、彼自身がコントロールしていると信じる言葉で、それゆえ、こういって
よければ、彼の意識によって把握できる言葉で、定式化されるのであり、それが無意識の
欲望を表現しているとはかぎらない。いや、自分が何を要求しているのかを主体がはっき
りと知っていればいるほど、無意識の欲望はむしろそこから遠ざかるにちがいない。とい
うのも、それこそが「無意識」の定義だからだ。無意識はまさに「知られざるもの」で
あって、主体があることがらをより明晰に知れば知るほど、無意識は定義上そこからます
ます逃れることになる。そしてこれは、「（ある症状を）治したい、治してほしい」という
要求の場合にも当てはまる。分析家は、そのような要求にもさしあたって耳を貸さない。
少なくとも、直接的には応じない。もちろん、それは患者に嫌がらせをしたいからではな
い。そうではなく、患者の要求を括弧に入れることで、「いま告げられたのはあなたのほ
んとうの欲望なのですか」と問いかけるため、そして分析のメスを無意識の水準に刺し込
んでいくためだ。そのような意味でも──
　5.  欲望を告白することにたいしては、いかなる障害が設けられることもないのだから、
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主体はまさにそれにむけて方向づけられ、誘導されさえする。
　6.  この告白にたいする抵抗は、結局のところ、欲望とパロールの相容れなさ以外のなに
ものにも由来しえない。

　いいかえれば、「欲望の告白」にたいする主体の抵抗、すなわち、「満ちたパロール」を
目指す主体の「自由」が被る制限は、ようするに、欲望とパロールが両立しえないこと、
同居しえないことに由来する、ということだ。私たちがパロールの重要性から出発したこ
とを思い出すなら、無意識の欲望とパロールが相容れないというこの命題は、ある種の肩
すかしのようにみえるかもしれない。しかしそうではない。この命題が教えるのはむし
ろ、「過去の偶然性に、来るべき必然性という意味を与え直すことで、これらの偶然性を
整理し直す」効果をもつ「満ちたパロール」が到来するとき、それが「整然としたナラ
ティヴ」の形をとらないのはなぜか、ということだ。欲望の真実を告げるパロールは、こ
ういってよければ、必ずしも「聞いてそれと分かるパロール」として到来するわけではな
い。むしろおうおうにして、聴きとることがむずかしいパロール、とりわけ、告げた本人
にも分からないような形に歪められ、変形されているので、そもそも意味のある言葉と受
けとることができないようなパロールとして──そのパラダイムは「言い間違い（lapsus）」
であり、ときにはナンセンスな「機知」になることもあるかもしれない──、あるいは、
完全に理解可能な文でありながら、語句をどこで区切るか、句読点をどこに打つかによっ
て、最初に聴きとられた意味とは異なる意味が響きはじめるようなパロール、それゆえ二
重、三重の意味のあいだを揺れ動くようなパロールとして──「多義性」と訳されること
もあるフランス語 équivoqueの謂はそれ、つまり「意味の揺れ」にほかならない──告げ
られるだろう。いずれにせよ、それはナラティヴとして構築されるどころか、むしろナラ
ティヴの断絶、あるいはナラティヴに刻まれる傷、ひび割れとして到来するのである。
　ただし、肝腎なのは、そのような形で到来するパロールは読まれなければならない

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、解
0

読されなければならない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、そしてその上で、解釈されなければならない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

、ということだ。
私たちが見てきたこれら六命題を掲げたのと同じ年（1958-59）のセミネールに、ラカン
は『欲望とその解釈Le désir et son interprétation』というタイトルを付し、さらにそのタイ
トルをもじって「欲望とはその解釈である Le désir est son interprétation」という名高いテー
ゼを捻り出した。欲望はパロールと両立不能であるがゆえに、耳にしただけでそれと分か
るパロールの形で告げられることはない。反対に、欲望にかかわるパロールはつねに解釈
を要求するのであり、その解釈のなかにしか欲望は存在しない。そしてラカンによれば、
それこそが真の意味での「フロイトの発見」なのである。
　だが、逆にいえば、このことが意味するのは、亀裂のないナラティヴ、あるいは整然と
した語りは、多くの場合臨床的な価値に乏しい、ということだ。そのように「隙のない」
ナラティヴを前にしたとき、分析家は、そのどこかにじつは潜んでいる「ひずみ」を見分
けるか、さもなければ、そうしたひずみや亀裂が顔を覗かせるように、患者のナラティヴ
にある種の揺さぶり

0 0 0 0

をかけなくてはらない。この後者は、フロイトがドーラという 18歳
のヒステリー少女（この少女の本名は「イーダ・バウアー」だったことがいまでは知られ
ている）の分析に用いた方法であり、今日、精神分析の内部でもあまり評判がいいとはい



294

えない。自分の父親を諸悪の根源のようにみなし、その自分勝手な振る舞いを辛辣に、ほ
とんど反論の余地のないやり方で非難するドーラのナラティヴを、フロイトはそっくりそ
のままドーラ自身に当てはめる、つまり、彼女の言葉を彼女自身にいわば跳ね返らせる。
どういうことか。ドーラの一家は K家と名指される家族と親しいが、ドーラによると、
彼女の父は K夫人と懇ろであり、しかもその関係を K氏に黙認させるために、K氏が自
分に近づくのを黙って許しているという。そう畳みかけるドーラに、フロイトは次のよう
な指摘を突きつけたのである。曰く、「父親にたいするドーラの非難は、それとつねに同
じ内容をもつ自己非難によって「裏打ちされ」ていた。〔…〕彼女はまさに〔父親がした
のと〕同じことをしてきた。彼女はこれらの〔父と K夫人、K氏と彼女自身の〕関係の
共犯者となり、これらの関係の真の性質を露呈させるようなあらゆる徴しを追い払ってき
たのだった」［Freud 1905 : 194］と。
　この症例は 1905年に発表されたが、ドーラにたいするフロイトのこのようなアプロー
チは、現代の多くの分析家たちの目に情け知らずと映り、カナダの分析家パトリック・マ
ホーニーに至ってはこの症例を「精神療法的惨事」と評して憚らない。たしかに、ドーラ
の治療において、フロイトは自らのヘテロセクシャルな幻想を振り回し、ラカンが指摘
したとおり、ドーラの同一化の対象にすぎない K氏をドーラの愛の対象と取り違えると
いうミスを犯した。だが、いま述べたフロイトのアプローチ、すなわち、他人にたいす
るドーラの非難を彼女自身に当てはめて読むというアプローチ──ラカンはこれを「弁証
法的反転」と名づけた──は、そのものとしては、間違っていない。実際、フロイトのこ
の「弁証法的反転」が目指していたのは、「他者から押しつけられた」と主体（ここでは
ドーラ）が訴える現実に、じつは主体自身が──もちろん無意識の水準においてではあれ
──少なからず荷担しており、その現実の生成に文字どおり「主体的に」関与しているこ
とを、主体自身に気づかせることだった。このことは、とりわけ治療の初期には重要な意
味をもつ。なぜなら、まさにこうした手続きこそが、主体に自らの症状を、あるいは、自
らが訴える問題のなかでの主体自身の文字どおり主体的な立場を、引き受けるように導く
からだ。逆にいえば、このような主体的引き受けなくしては、精神分析はいかなる意味に
おいても機能しない。主体が自らの症状を、自分自身のうちに原因をもつものと認めるこ
とができなければ、精神分析はけっしてこの症状に働きかけることはできないのである。
フロイトがドーラにたいして行った反転は、それゆえ、文字どおりドーラを分析の主体

0 0 0 0 0

と
して位置づけ、彼女の分析を他でもないこのドーラ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

の分析としてスタートさせる、その出
発点になったといってよい。
　ただし、いうまでもなく、このような方法は、症状の重篤な患者、たとえば大災害や
大事故に巻き込まれ、自ら傷を負ったり、近親者を亡くしたりしたのちに、顕著な PTSD
に苦しんでいるような個人の治療には、使えない。そうしたケースでは、フロイト的反
転の手法は有効でありえないし、それを敢えて用いる分析家など──賭けてもよいが──
ひとりもいないだろう。実際、そのようなケースでは、いかなる分析家もいわゆる「支持
的」な立場をとらざるをえないのであり、そのような意味において、精神分析的技法の適
用範囲に限界があると認めることに、私は吝かでない。だが、その一方で、精神分析が扱
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う症状には、そのような支持が不要であるばかりか、それがかえって治療を妨げるような
タイプの症状があることも忘れてはならない。事実、フロイトをはじめとする精神分析家
たちが出会ってきたのは、どちらかといえばそうしたタイプの症状だった。それらのケー
スでは、トラウマもまた、PTSDにおいて観察される種類のそれとは異なる。PTSDを特
徴づけるのは、トラウマと症状のあいだの因果関係がこの上なく明白で、直接的である点
だ。それにたいして、精神分析家たちが出会ってきたのは、むしろ「なぜこれが症状の原
因になったのか分からない」タイプのトラウマだった。それが症状の直接的な原因でない
ことは明らかであり、実際に分析してみると、その背後にもっと古い、「ほんとうのトラ
ウマ」と呼ぶべき経験が姿を現すのだった。しかも、そのようにして見出されるトラウマ
には、本人がじかに経験してさえいない傷、つまり父や母、場合によっては祖父母やお
じ、おばらによって経験されたものの、家族のなかでひとつのタブーとして保存されてき
たがゆえに、本人がそれとは知らずにその余波や帰結に巻き込まれてしまったトラウマ
（世代をまたぐトラウマ）である場合も少なくない。このように、「トラウマ」の概念は
けっして単層的ではない。近年の「自閉症」にも似て、トラウマ性の疾患もまたひとつの
スペクトラム、すなわち、破局的な PTSD的トラウマから、主体自身の経験の埒外にあ
りながら、しかし主体を囚えて放さないトラウマに至るまでの、多層的なスペクトラムと
して概念化し直す必要があるかもしれない。そしてそのスペクトラムの両極では、採られ
るべき治療方法のみならず、治療者が目にする臨床像そのものも大きく隔たっていること
は疑いを容れない。
　私は、ここでは取り立てて「トラウマ」に焦点を合わせるつもりはない。だが、「トラ
ウマ」を手がかりに私の目的地をめざすことは、ひょっとすると議論の近道になるかもし
れない。それゆえ、この手がかりがひとつの軸を構成するようなささやかな臨床的素材
を、以下に見てゆくことにしたい。フランスで「臨床的挿画（vignette clinique）」と呼ば
れるような、ごく断片的な素材である。「ナラティヴの亀裂」と私が呼ぶものは、精神分
析的な臨床においていかに捉えられ、いかに読みとられるのだろうか。その亀裂から、無
意識の主体のどのような揺動が垣間見られるのだろうか。以下の臨床素材を導線にして、
考えていこう。

　ここに Tと名づけるひとりの女性のケースの、とりわけ初期に際立ったテーマに注目
したい。私たちなりのアクセントでそれにアプローチするために、まず次のように問うこ
とからはじめよう。私たちが対象を失うのは、つまり決定的な、取り返しのつかない仕方
で失うのは、いったいいつだろうか、と。
　この問いは臨床においてしかるべき重みをもつ。ごく最近に経験された肉親の死や恋人
との離別に苦悩する人々と少なくとも同じくらい頻繁に、精神分析家は、奇妙にもこれら
の経験がいつまでもそれに見合う哀しみや苦しみをもたらさないケースや、もっとありふ
れているのは、ずっと以前に経験された喪失が、まるで時限爆弾のように、転移関係のな
かではじめて切実な喪（あるいは「哀悼」、ドイツ語の Trauer）を炸裂させるケースに出
会う。
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　このように、対象の喪失という臨床的主題がつねに「時間性」の問いを孕むのは、たん
にその克服がふつうは多くの時間を要するからではない。そうではなく、喪失に伴う苦悩
は必ずしも喪失の直後に到来するとはかぎらず、早すぎたり、遅すぎたり、あるいはまっ
たく到来しなかったりすることがありうるからだ。いいかえれば、喪失と苦悩のあいだに
は、つねにある種の「時差」が割り込みうる。この「時差」以上に、それぞれの喪失が主
体にたいしてもつ意味の固有性を鮮やかに映し出すものがほかにあるだろうか。それゆえ
主体は、しばしばこう自問せずにはいられない──私はいつ彼（彼女）をほんとうに失っ
たのだろうか、と。しかし、この問いは、すぐさま次のように翻訳される必要がある。私
はいったい何を失ったのだろうか──対象とともに、あるいは対象のうちで。対象喪失を
めぐって真に精神分析的な作業がはじまるのは、まさにこの問いによってであると言わね
ばならない。
　Tは北陸出身の 46歳の女性で、関西圏のある都市に、夫と三人の子供と暮らしてい
る。子供は、長男 15歳、長女 13歳、次女 11歳、つまり男・女・女という構成で、これ
は彼女自身の兄弟構成とまったく同じである。彼女が最初に私に会いに来たとき、精神療
法を求める本質的な動機が本人にあること、すなわち、彼女が苦しんでいる

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ことは明白
だった。にもかかわらず、彼女が私のもとに携えてきた要求──まさにラカンのいう意味
での「要求」──は、必ずしも明瞭な訴えではなかった。彼女は子供たちが引き起こす困
難の数々に不平をこぼした。とりわけ二番目の子供、すなわち 13歳になる長女が、彼女
にたいしてことさら反抗的で、しばしば彼女にあからさまな敵意を向けることに、彼女は
戸惑っていた。しかしその一方で、Tはこの長女が自分にいちばん似ており、まるでかつ
ての自分を見るようだと感じることがあった。彼女はまた、夫婦生活の全般に及ぶ、しか
しこのような子供の問題を前にしてとくに顕著になる、夫の無理解への不満を口にした。
そしてそれを、やや唐突に、男女の社会的不平等という切り口で語ろうとして、私をいく
らか当惑させた。この語りはじつはキャリアウーマンだった彼女の母親に吹き込まれたも
のであることが、あとから判明した。
　この初回面接に続く数セッションにおいて、Tは延々と、家庭内や職場で日常的に出会
われる問題について不平を並べ続けた。彼女の言い分は概ね合理的で、それにたいしてこ
ちらが口を挟む余地はほとんどなかった。他方で、子供時代の思い出を次から次へと繋い
でいったり、自分が見た夢を報告したりすることが、彼女はどうも苦手だった。そういう
わけで、彼女のパロールはおうおうにして堂々巡りになり、心の深い部分や過去のなか
に、つまり無意識のなかに、反響を見いだすことがむずかしかった。精神分析では、通
常、本格的な無意識の探求をはじめる前に、患者が精神分析的な作業に向いているかどう
か、あるいはそういうものに向かう準備ができているかどうかを見きわめるための、「予
備面接」と呼ばれる段階を設ける。Tとの面接はしばしば、この予備面接がまるで永遠に
続くかのような印象を私に抱かせた。
　ところで、このケースに何らかの診断を与える必要があるだろうか。私はごくシンプル
な理由で、このケースはヒステリーであると考える。フロイトの次のような名高い定式を
思い出すからだ。曰く、「性的興奮の誘因に、主として、あるいはいつもきまって、不快
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感を催すいかなる人物も、さしあたって当人に身体的な症状を生み出す能力があるか否か
にかかわらず、私なら迷うことなくヒステリー者とみなすだろう」［Freud 1905 : 187］と。
フロイトはここで「性的興奮」と述べているが、私の考えでは、それを狭い意味での「性
的な刺激への反応」と捉える必要はなく、むしろもっと単純な快楽、あるいは「愉しみ」
の場合を想定してもかまわない。それが多くの人に共有されているにもかかわらず、当人
がその愉しみから排除されている場合、いや、より正確にいえば、当人が自分自身をその
愉しみから排除する場合、その人をヒステリーとみなしてさしつかえない、ということ
だ。Tにおいて、この特徴はしばしば、家族の他のメンバーが関心を寄せ、愉しんでいる
ものに、彼女だけ愉しみを見出すことができない、という形で露わになった。ただし、も
ちろん彼女自身はそれを自分の症状だとは思わず、もっぱらモラルの問題として片づけよ
うとした。たとえば、これはどちらかといえば些細な例だが、家のなかで夫や子供たちが
熱心に読んでいる漫画を、彼女は愉しむことができない。その理由は、彼女によれば、漫
画というのはどれも子供向けで、大人が読むものではない、だから、それを愉しむために
自分のレベルを下げ、子供に還る必要はない、というものだ。こういう具合に、彼女はあ
れやこれやの禁止を自らに課して生活していた。つまり彼女は、自分自身に諸々のリミッ
トを設定していたのであり、この一連のリミットが、彼女自身も気づかぬうちに、彼女を
息詰まらせていることは明らかだった。
　それゆえ、Tになんらかの症状が、つまり彼女自身に名指すことのできる症状があると
すれば、それはまさにいま述べたこと、すなわち「制止（inhibition）」だった。彼女の場
合、それは自分では越えることのできないひとつのリミット、ひとつのバリヤを、自分自
身に課すということに存する。Tの生活や行動はそれによってすっかりブロックされてし
まい、その結果、彼女は欲望を失ってしまっているように、そしてそれを再び見いだすこ
とがきわめて困難な状態にあるように見えた。それは「フラストレーションのたまった母
親」という、Tが自分に認めるイマージュに繋がらずにはおかなかったが、彼女は子供た
ちの目に自分がそう映るのを恐れると同時に、まさにそのイマージュにおいて自分の母親
と同一化してもいた、すなわち、自分のそのイマージュを母親のそれにピタリと重ねても
いた。
　さて、先ほども述べたように、思春期の子供たち、とりわけ長女との確執や、そうした
問題にたいする夫の無理解について、少なからず攻撃的に不平や嘆きを訴え続けていた T
だったが、ある日、いつもとは異なる様子を見せた。面接室の椅子に腰を下ろし、口を開
くなり、すすり泣きをはじめたのだ。それまで三か月に及ぶ週一回の面接で、彼女が涙を
見せたことは一度もなかった。しかしその日は、待合室で車椅子に腰掛けた年配の女性を
見かけ、それで悲しくなったのだと彼女は説明した。その女性の姿が、十年前に他界した
彼女の母親の記憶を甦らせたのだった。
　いや、母親の記憶というより、母親の死に目に会えなかった悔恨の念というほうが正確
だ。危篤の知らせを受け、一家五人で首都圏の両親宅に車で駆けつけるとき、翌朝の子供
たちの朝食のための買い物を先に済ませようと思ってしまったばかりに、母親が息をひき
とる瞬間に彼女は立ち合えなかったのだった。この致命的な出会いそこないは、生きてい
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るうちにもう一度母を抱きしめたかった、そのぬくもりを感じながら、自分がいかに母に
感謝しているか伝えたかった、という消しがたい思いを彼女の心に残した。実際、このエ
ピソードが語られてからしばらくののち、彼女はこうした願望を文字どおり実現する夢を
見て、それを私に話すだろう。
　これ以後、母親の死を面接中に思い出すたびに、Tは涙を流すようになった。母親を悼
む喪が、まるで十年もの時を経て唐突に再開されたかのようだった。車椅子に座った年配
の女性を待合室で見かけるという偶然の出来事によって生じたこの変化は、開始からしば
らくほとんど進展らしい進展が見られなかった彼女の治療に、はじめて真の「動き」をも
たらした。それまでの彼女は、家庭生活で募る不平不満を治療者にぶちまけることに終始
していた。家庭では出口のないこれらの悩みを面接中に吐き出すことこそが、この時期の
彼女において、ひとつの「症状」であったとすらいえるかもしれない。しかし母の死の想
起は、それとはまったく異質な問いを彼女の語らいに持ち込んだ。このことは、彼女を日
頃憤らせている夫との葛藤の背景に、フェミニスト世代に先駆けて「働く女性」の地位を
確立していたこの母親から吹き込まれた強烈な男女同権思想が横たわっていただけに、な
おさら大きな意味をもった。フルタイムで働く夫にたいして、週に一度のパートタイムの
稼ぎしかない自分には言い返す資格がないと思い込んでいた彼女にとって、この袋小路の
起源にある母親譲りのイデオロギーを彼女なりのしかたで問い直せないことは、大きな足
枷になっていた。
　それにしても、と Tは言う──母親を失った十年前はほんとうに辛かったものの、その
後いったん区切りをつけ、もうすっかり忘れられたと思っていた哀しみが、どうしていま
再び戻ってきたのでしょう？と。彼女が最初の喪に区切りをつけられたのは、母親の死後
独り残された病身の父親の世話をするために、子供に新しい教育環境を与える目的もかね
て、首都近郊で過ごした三年ほどのあいだに、彼女が経験した「セラピー」に支えられて
のことだった。彼女はそれを通じて、ラカンが「対象の自殺」と呼んだ契機について、い
くつかの洞察を得ることができたようだった。
　1950年代から 60年代にかけて、ラカンはフロイトの「喪とメランコリー」（1917）に
幾度か立ち帰っている。喪（哀悼）もメランコリーも対象喪失の経験にかかわるが、メラ
ンコリーにおいては、失われた対象がいったいいかなる対象であるのかが、喪の場合ほど
明確ではない。それはなぜだろうか、というのがフロイトの問いだった。その答えはこう
だ。メランコリーにおいて問題になる「失われた対象」とは、自我そのもの、ただし、何

0

らかの理由で自分に幻滅を与えたかつての愛の対象を同一化によって取り込んだかぎりで
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

の自我
0 0 0

そのものである、と。それゆえ、メランコリー患者が行う自己非難はすべて、もと
をたどれば、彼（彼女）の愛を裏切った他者に向けられた非難にほかならない。「対象選
択から同一化への退行」とフロイトがやがて名指すことになるメカニズムによって、自我
がこの他者を呑み込んでしまったがゆえに、同じ非難がいまや自我自身に浴びせられる、
というわけだ。
　これにたいして、ラカンは、同じメカニズムが喪（哀悼）においても働くことを力説す
る。ラカンによれば、「〔主体の〕欲望の地平に何らかの資格で入ってきたのち、それ自身
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に理由があってか、あるいは紆余曲折のなかでそれが引き起こした何らかの危険のため
か、いずれにせよ姿を消してしまった対象についての後悔」が喪とメランコリーの「交
点」をなす［Lacan 2001 : 463］。ここで「姿を消してしまった」とあるのは、対象の物理
的な消滅のみならず、その道徳的、社会的、あるいは政治的価値の転落をも含意する。主
体の後悔の引き金となるのは、じつは、自分が相手に何かをしてやれなかったという思い
ではなく、むしろ、このようにあるときふと価値のないものと分かってしまった対象、つ
まり、私的関係のなかで、あるいは社会的に、いわば自分からコケてしまった対象に、自
分がかつてかくも惚れ込み、あるいは依存し、ようするに愛情を注いできたという事実
のほうなのだ。ラカンが代弁してみせるように、「対象が自滅するにまで至ったのをみれ
ば、私は対象にあれほど気を遣ってやるまでもなかったし、対象のために私のほんとうの
欲望を曲げてやる必要もなかったのだ」［Lacan 2001 : 464］という考えこそが、喪に服す
主体を苦しめるのである。
　Tにおいて、この「対象の自殺」は、彼女自身が行っていた母親の理想化の必然的な帰
結だった。いや、母親との関係の

0 0 0 0 0 0 0

理想化、と言うほうが正しいかもしれない。Tの両親
は、退職後に何度か転居し、最終的に首都圏に落ち着いたのだが、もともとは北陸の小都
市で共働きをしていた。その両親のもとで過ごした少女時代、Tは母親と理解し合い、信
頼し合っていると感じていた。自分の子供たちと同じ男・女・女という三人同胞の末子と
して生まれた Tだが、兄弟たちのなかで母親を思い、母親のために行動できるのは自分
だけだと感じていた。母親には何でも打ち明けることができ、ときに気持ちがすれ違うこ
とがあっても、すぐに関係を修復できた。ひとことでいえば、自分は「母親の繭」のなか
で育ったと信じていた。しかし、母の死後、まず Tの姉が、次いでこの姉に多少なりと
も同一視された彼女の最初の「セラピスト」が、Tによれば、彼女の「蒙を啓いた」。生
まれながらの身体的障害のために母親から過保護に育てられた姉は、そのせいで自分は自
立できない人間になってしまったと、母親にたいするルサンチマンを Tにぶちまけた。
姉はまた、母親がどれほど自分や兄の教育に失敗したかをあげつらった。加えて、件の
「セラピー」が Tに与えた洞察によれば、思春期の彼女が母親と衝突せずに過ごせたの
は、けっして母親が彼女を信頼してくれていたからではなく、ただ彼女にノーと言えず、
それゆえ彼女との葛藤をひたすら避けることしかできなかったからだった。母親のこの弱
さのせいで、彼女は自分で自分にブレーキをかけなければならなかった。彼女がいま抱え
ている不満の元凶は、このようにして彼女が身につけた自己抑制以外のどこに見いだせる
だろうか── Tはそう考えるようになった。そして、これらの認識とともに、Tの最初の
喪は終わったのだった。
　とすれば──ここで先ほどの問いにあらためて戻りたいのだが──、私との面接のなか
でなぜそれが再び頭を擡げてきたのだろうか。しかも、本人にも意外なほどの烈しさで。
最初の「セラピー」において、Tが少しばかり「速く進みすぎた」ことは明らかだった。
理想化された母親
0 0 0 0 0 0 0 0

、働く女性として輝きを放つと同時に娘との交流も大事にしてくれたと
Tが感じていた母親から、無力な母親

0 0 0 0 0

、思春期の娘を理解しようと努めるどころか、むし
ろ娘と向き合うことを避けていたとしかいまの彼女には思えない母親へ、というイメージ
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の急激なシフトは、彼女から母親像のモデルを奪う結果になった。そのことは、もちろ
ん、ますます険しくなってゆく長女との関係を改善する助けにはならなかった。自分の母
親のように娘にしかるべき反対や禁止を課すことのできない母親にはなりたくない、とい
う思いだけが鮮明になる一方で、Tにはそのカウンターパートとして自らが構築すべき母
親像がいっこうに見えてこないのだった。
　もちろん、理想化されすぎた母親像を問いに付すことはまちがいではない。だからと
いって、その母親との関係をすっかり無価値なものとして捨て去る必要もない。最初の
「セラピー」で母親を理想の座から転落させ、それによって喪の苦しみから自らを解放し
た Tは、じつは、そのときにもういちど母を失ったのではなかっただろうか──僅かの遅
れのために死に目に会えぬまま母を失った春の日より、いっそう手荒く、いっそう恩知ら
ずなしかたで。この二度目の喪失を問い直す準備を、Tは私との作業のなかではじめたと
いえるかもしれない。
　しかし、彼女の喪の再開は、じつはもっと別の事情によって促されてもいた。Tが涙ま
じりに母親の思い出を語った何度目かのセッションで、私は彼女にこう告げたことがあっ
た──私たちは自分が失った誰かのために哀しむだけでなく、私たちを失った誰かのため
に哀しむこともあるのではありませんか、と。私がこのような問いを投げかけたのは、彼
女を苛み続けている罪責感の輪郭をもう少しはっきりさせる必要があると思ったからだっ
た。ラカンは、先ほど引用した発言の二年後に、再び喪のテーマを取り上げ、いささか異
なる視点からこんなふうに述べている──「私たちが喪に服すのは、もっぱら〈私はこの
人の欠如である〉と言うことができる相手の場合だけである」［Lacan 2004 : 166］と。つ
まり、私が哀しむのは私にとって欠如となった誰かのことではなく、むしろその人にとっ

0 0 0 0 0 0

て私が欠如となった
0 0 0 0 0 0 0 0 0

誰かのことである、ということだ。もっとも、私の意図は、このとき
には Tに通じなかった。「そうだとしたら、なぜ母は私が到着するのを待ってくれなかっ
たのでしょう」と彼女は言った。母親からみて自分が失われた契機を、彼女は「母親が息
をひきとるその場にいられなかったこと」と解したのだった。
　しかし、この点に踏み込む機会は数週間後にやってきた。その日のセッションでは、彼
女はほとんど話しはじめる前からむせび泣いていた。それもムリのないことだった。彼女
は次のような感動的な夢を報告した。「母の死を夢に見ました。……いえ、最初の部分は
もっとややこしくて、目の前にいるのは母ではなく、ひとりの男性でした。みんなが揃っ
ていて、私のそばに息子がいました。とそのとき、目の前にいるのは母だと分かったので
す。母は言いました、「もう疲れちゃった、疲れ果てたわ」と。それを聞いて、私は母が
死ぬのだと悟りました。だから私は母を腕に抱き、母のぬくもりを感じました。私は嬉し
かった、というのも、ずっとそうしたいと思っていたからです。私は母に言いました、
「ずっとこうしたかったのよ」と。息子は、夢のなかでは幼く、ちょうど母が実際に亡く
なったころの姿をしていました。「おばあちゃんはどうして死んじゃうの？」と息子は私
に尋ねました。私はこの質問に答えようとするのですが……何と言ったかはもう憶えてい
ません。目覚めたとき、悲しくはなく、むしろずっと望んでいたことが果たせて嬉しい気
持ちでした。母の身体のぬくもりを感じられて……。でも、やがて悲しみがおそってきま
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した。また喪がはじまるようです」。そう彼女は語った。
　胸を打つ夢だ。しかし私には、この夢が Tにもたらした感情を手放しで共有すること
に躊躇があった。もしそうしてしまえば、彼女の喪のナラティヴがただいたずらに引き延
ばされるだけで、なぜいま、他でもないこの時期に、母親にたいする喪が回帰してきたの
かという肝腎な問いにアプローチするチャンスが、再び、いやもしかすると永久に、失わ
れてしまうかもしれなかったからだ。それゆえ、ここは彼女の喪のナラティヴを括弧に入
れても、彼女をこのナラティヴに閉じ籠もらせないことが必要だった。幸い、それを可能
にする要素（ナラティヴの「亀裂」というより、むしろ「シミ」に近いなにか）が、そも
そもこの夢の報告に現れている。それは、母娘の抱擁の場面にあたかも闖入者のように
居合わせる幼い息子のイマージュにほかならない。それゆえ私はこう尋ねた──この場面
に息子さんがいるのはどうしてでしょう、これにはどういう意味があると思われますか、
と。
　この質問に、Tは直接答えることはできなかったが、その代わりに、いまや目前に迫っ
た息子の巣立ちについて語りはじめた。その年に 17歳を迎えた息子は、ある外国の大学
に進学するため、高校の最後の一年間をその国で過ごすことになっていた。Tは、息子が
自分の手を離れることを歓迎していた。世の中には子離れできない親もいるようだが、自
分の場合は何も問題はない、喜んで息子を海外に送り出す心の準備はできているし、息子
がいつまでも自分にへばりついているのはかえって迷惑です、と彼女は告げて、自分と夫
が息子の出発のためにどんな手続きを行い、どんなチケットを手配したかをひとしきり
語った。だが、一気呵成に押し出されたこの勇ましいナラティヴは、まるでフロイトが語
る「後催眠暗示」治療の患者の説明のように──催眠中に暗示を受けた結果、覚醒後に何
らかの行動をとった患者は、その行動の理由を聞かれると、自分が催眠を受けたことは
忘れたまま、まったく偽りの、もっともらしい理由を述べるのである──「見え透いた」
［Freud 1900 : 153］印象を私に与えずにおかなかった。そこで私は、息子さんの出発まで
あとどれくらいですか、6か月、いや 5か月ですか、と尋ねた。Tが指折り数えはじめた
途端に、その瞳にはみるみる涙が溢れた。息子との別離の現実に、彼女が急に襲われたの
は明らかだった。しばしの沈黙のあと、彼女はためらいがちにこう告げた──ここでこう
やって現実に直面させられるのは二度目か三度目です、と。
　この日の夢にも現れた母親をめぐる喪について、ほんとうは自分が母を失ったのではな
く、母のほうが自分を失ったのではないか、と Tが自問するようになるには、これで十
分だった。というのも、間近に迫った息子との別離は、かつて彼女が経験したもうひとつ
の別離の正確な反復だったからだ。つまり、彼女自身にもまた高校卒業後に親元を離れ、
海外に飛び出した過去があったのである。息子の旅立ちを前にいまはじめて彼女をとらえ
た哀しみと同じ哀しみが、かつて彼女を送り出した彼女の母親をもとらえはしなかっただ
ろうか。いや、それが同じ哀しみだったかどうかということより、彼女と母親の関係にそ
のとき何が起きたかを知ることのほうが重要だった。一方では、たしかに、Tはこのとき
に一度、母親を失ったと考えることができた。最初の大学受験に失敗したあと、母親に勧
められるがままに海外にはばたいたことで、彼女の人生に良くも悪くも重大な断絶が刻ま
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れたことは、彼女も承知していた。しかし同時に、母親もまたこのとき Tを失ったこと
は紛れもない事実だった。母を思いやり、彼女をひとりの女性として理解することができ
たのは、家族のなかでやはり Tひとりだった。父親は彼女を満たしてやることができず、
Tの兄も姉も、母が彼らに注いでやった愛情に見合う敬意を彼女に示すことは一度として
なかった。それゆえ Tこそが、家族のなかで、母の欲望を支える唯一の存在だったにち
がいない。
　こうして Tは、母親にとって自分がいかなる「対象」であったかという問いに辿り着
いた。Tの分析は、ここから新しい局面に入っていった。生のあらゆる場面で、ほとんど
彼女自身の手で拵えられたといってよい無数の袋小路に遮られ、自らが「主体」として生
きる道をすっかり見失っている Tにとって、そこからの出口を見出すための歩みは、か
つて自分がいかなる欲望のいかなる対象であったのかを見つめ直す時間を含まざるをえな
い。その作業を続けながら、Tはやがて喪の感情から自由になり、母との込み入った関係
を、けっして極端なナラティヴに走ることなく見つめ直し、捉え直すことができるように
なるだろう。そうなってはじめて、彼女はもはや母のイマージュと自分のそれとを混同す
ることなく、また長女のイマージュに重なる自分のイマージュに幻惑されることもなく、
子供との関係、さらには夫との関係に折り合いをつけながら、失われた自らの欲望を見
つけ直す仕事に取り組むことができるにちがいない。Tが歩みはじめたそのような道の上
で、私はなおしばらくのあいだ、ひとりの道連れとして彼女に付き添った。しかしそれに
ついて語るのは、また別の機会に譲らねばならない。
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Fissures du narratif, vacillations du sujet ̶ Pour ne pas laisser oublier la psychanalyse

Kosuke TSUIKI

Mots-clés : parole, l’inconscient, sujet, traumatisme, deuil

Faire un récit (making a narrative ou storytelling ) ne fait pas partie de l’objectif d’une 
psychanalyse. Au contraire, mieux un récit se raconte, plus le psychanalyste s’en méfie : un tel récit 
paraît fadenscheinig,  louche, disait Freud.

Comme Jacques Lacan n’a cessé de souligner, ce qui fait travailler, ou mieux : ce qui travaille, 
tout simplement, dans la psychanalyse, c’est la parole. Lacan affirme que dans la cure, « la parole 
a tous les pouvoirs, les pouvoirs spéciaux de la cure ». C’est parce que l’inconscient passe par la 
parole. Mais pas de n’importe quelle façon. Quand l’inconscient, ou un « bout » de l’inconscient s’y 
manifeste, cela produit une fissure ou une torsion dans la parole, de sorte que celle-ci est déformée, 
brisée, donc devient difficilement saisissable, comme en lapsus, ou en équivoque.

Lire l’inconscient commence par être sensible à ces menues traces de son passage dans le défilée 
du signifiant.




