
序　3

序

分析共同体がフロイトの霊感を散り失せるがままにしているな

か、フロイトの教えを記す文字によらねば、いったいどうやっ

てこの共同体は体をなしていられるだろうか。

� ――ラカン「1956年における精神分析の状況」

　私の友人であり以前は先生でもあったコーネル大学のリチャード・クライ
ンがこう述べたことがあった。ラカンに取り組んでいるひとびとは、実際の
書きものよりも理論装置を注釈することばかりに気をとられ、テクストを詳
細に説明しようと苦労しているひとがほとんどいない、と。この言葉を聴い
て、私は即座にそのとおりだと思い、そのことが私自身の出版物にも当ては
まることに気がついた。それゆえ本書は初の試みとして、ひとつの暗黙の挑
戦に取り組もうとするものである。すなわち、ラカンをラカンの言葉にもと
づいて読むこと、ラカンのテクストを文字に添って à la lettre――つまり文
字どおりに、かつ文字に向きあって――読むことである。
　私がここで提供する読解は少なくとも二つの意味で文

ア ・ ラ ・ レ ト ル

字に添うものである。
　 1 ．ラカンを文字どおりに受け取る。つまり、多くの場合ラカンは自分が
言いたいことをはっきり述べている（つまり、彼が語っていることを把握する
ために別のところをいつも探し回らなくてもよい）、そのように信じる、あるい
は賭けるのである。もちろん、論証の大部分は、テクストを一行一行丁寧に
読んで、彼の様々な主張から再構成し、まとめてやらねばならない。だが思
うに、最初は意味不明で馬鹿げているように見えることも、文脈に即して理
解すれば腑に落ちるようになるし、さらには理に適ったものにもなってくる。
私は出典と引用を大量に提示しているので、読者は、私が「ラカンはこう
言っている」と主張することを実際にラカンが言っているということ、さら
にそれが私の示した箇所でまさしく言われているということを検証すること
ができる。
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かの là-bas は、あたかも性器部位を差すかのように “down�there〔アソコ〕”
と訳されているのだ。しかし実際は、マルキ・ド・サドの体系（ici）と並列
に置かれたものとしてのカントの体系を指し示している。それゆえ、次のよ
うに訳したほうがよいだろう。“Pleasure,�a�rival�of� the�will� in�Kant’s�sys-
tem�that�provides�a�stimulus,� is� thus� in� the�Marquis�de�Sade’s�work�no�
more�than...〔快、すなわちカントの体系では意志の敵――刺激の供給源――で
あったものは、こちらマルキ・ド・サドの作品においては他でもなく……〕”
　こうした不明瞭さのいくつか――もっと複雑なラカンの文法構成の扱われ
方についてはここで示す気すらしなかった――には、おかしみもある。とは
いえ、やはりそのせいで、ラカンは、意欲の高い読者にすら伝わらないもや
もやした言い回しを弄する、きわめて胡乱な書き手との評判に与ってきたの
である。望むらくは、読者の方々は私が手がけた『エクリ』の新訳 Écrits: 
A Selection（2002）、そして完全版英訳の Écrits（近刊訳註ⅰ）をお読みになり、
ぼんやりして伝わりにくいのはラカン本人ではなく初期の翻訳者たちであっ
たことを確かめていただきたい。

　私がここに収録した読解のいくつかは、直接に臨床を念頭に置いたもので
あり、「治療の指針とその力の諸原則」や『エクリ』の他のテクストで取り
上げられている臨床問題に焦点が当てられている。しかしテクストの文字は、
そうした臨床問題を検討しているときも、視野から消えてはいない。という
のも、初期の翻訳を訂正する必要があるからである。初期の翻訳では、ラカ
ンは、分析を〔トランプの〕ブリッジに喩えながら、分析家に分析主体の手
札を「あらわにする」よう勧めていることになっている。しかし実際のとこ
ろラカンは、「分析家は、何とかして分析主体に」彼自身の手札――すなわ
ち無意識のカード／内容――を「推測させる［lui faire deviner］」（E�589）よ
うにと勧めているのだ。これら二つの取り組みのあいだには大きな開きがあ
る。支配という開きである。それは小さな間違いかもしれないが、ラカンが
踏み出した偉大な一歩を消し去っている。すなわち、自分自身のことを知の
支配者とみなしており、見事な「洞察力」があるおかげで、主体を動かして

　 2 ．私は、彼が用いる特殊な言葉や表現が、彼が言わんとしていることの
理解と無関係ではないと思っている。このような考えから私は、彼のテクス
トの「文字性 literality」と呼びうるもの、すなわちテクストの文字的性質
と文学的性質を強調している。彼の書きものには何かを喚起する側面がある。
それはまず言語一般の中心的側面である（「というのも、発話における言語の
機能とは、情報を伝えることではなく、喚起することだからである」［E�299］）（ 1）。
しかし同時にそれはまた、将来の分析家‐批評家の訓練にとって中心的なも
のでもある。ラカンは、独特な書きものを通じてこうした分析家‐批評家に
何らかの効果を及ぼそうとしているのであり、それゆえ彼はときどき、いく
つか異なる仕方で理解することのできる言い回しを、あえて用いているので
ある。とはいえ、こうした喚起を重視しているからといって、それを明瞭さ
の欠如と混同してはならない。ラカンはきわめて明瞭な書き手であると言っ
てよい。ただし確かに彼の著作の翻訳のいくつか、とりわけ初期の翻訳にお
いては、このことが見えにくくなってはいる。
　特に『エクリ』の翻訳には実に様々な不明瞭さが見られる。しかし、これ
が元のテクストの難解さのせいだと言える場合はかぎられている。それら不
明瞭さの例をあげていこう。たとえば “souvenir-écran〔遮蔽記憶／スクリー
ンメモリー〕”（E�518）のような複合語を訳す際に、典型的なフランス語語順

（名詞の後ろに形容詞がくる）を捉え損なっているということがある。そのた
め、すでによく知られた適切な訳語 “screen-memory〔スクリーンメモリー〕”
ではなく、“memory-screen〔メモリースクリーン〕” などと訳されてしまって
いる。また、“rosière〔貞淑な少女〕” と “rosée〔露〕”（E�502）のような綴りの
似た言葉が混同されている場合がある。“rosière” が “dew〔露〕” と訳されて
しまっているが、こちらは “rosée” のほうの意味であって、本来は “virgin

〔処女〕” なり “virtuous�maiden〔貞淑なる乙女〕” と訳さねばならない。さらに、
英語 “physician〔内科医〕” とフランス語 “physicien〔物理学者〕” のような、形
態は似ているが成り立ちが異なる語を取り違えている場合がある。“les mé-
faites […] du […] physicien”（E�217）は、“the�physicist’s�crimes〔物理学者
の悪行〕”――おそらく原爆というかたちでの人間性に対する悪行――を意味
するのに、“errors�［…］�of�the�physician〔内科医の間違い〕” などと翻訳され
ている。あげく、“ici〔ここ〕” と “là-bas〔そこ〕” のような単純な並列を見落
としている場合は、滑稽ですらある。“La plasir donc […] de la volonté là-
bas rival qui stimuli, n’est pas plus ici que…”（E�773）というテクストのな

訳註ⅰ―現在は既刊である。Jacques�Lacan,�Écrits: The First Complete Edition in Eng-
lish,�Translated�by�Bruce�Fink�in�Collaboration�with�Héloïse�Fink�and�Russell�Grigg

（W.�W.�Norton�&�Company,�New�York�-�London,�2006）.
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を示そうと思う。まさにラカンの仕事を理論（言語学、修辞学、トポロジー、
論理学）と実践（臨床精神分析、技法）に分割する試みは、ここで破綻するの
が見られるだろう。
　第 4 章では、とりわけ〈欲望のグラフ〉がつくり込まれる過程に注目しな
がら、「フロイトの無意識における主体の転覆と欲望の弁証法」の詳細な読
解を行う。グラフについて、まずはラカンがフェルディナン・ド・ソシュー
ルの図式を「転覆」することからそれが生まれたことが示される。また、こ
こで知、真理、去勢、享楽のすべてがきわめて詳細に探究される。この章で
は、グラフに組み込まれた精神分析療法理論が、分析家にどのような任務を
課すかが探究される。
　ラカン理論における「ファルス」という用語の意味は、第 4 章ですでに言
及されているが、第 5 章で詳細に検討され、第 6 章でいわゆるファルス関数
との関係から入念に論じられる。第 5 章では、ラカンによるファルスとルー
トマイナス 1 との等式を理解し（それはアラン・ソーカルやジャン・ブリクモ
ンが認めるのよりも豊かな意味を持っている）、象徴的ファルス、想像的ファル
ス、現実的ファルスのあいだの区別を明確にすることを試みる。
　第 6 章では、シニフィアンとシニフィエのあいだの横棒としてのファルス
の定義へ目を向ける。私は、ラカンの着想に倣い、ファルスに内在する可謬
性を強調する。すなわちファルス享楽の可謬性、および〈他なる〉享楽の不
可謬性を強調したい。セミネール第20巻『アンコール』を詳細に注釈するこ
とで、知と享楽の関係を検討し、「愛について」語ることがいかにして「そ
れ自体ひとつの享楽である」のか、また、ラカンが「魂愛 soulove」と名づ
けるような愛について考察する。

　ここでの私の関心は、ラカンが後年これらのテクストのなかで論じられる
各々の概念とともにどこへ向かったのかを示すことではなく――すなわち、
時間が経つにつれて彼がどのように自身の考えを改訂したのかを示すことで
はなく――むしろ、その理論と臨床の形成過程のそれぞれの時期を独立に扱
うことにあった。私は、「シニフィアンの下でのシニフィエの横滑り」（E�
502）といった、特に誤解される傾向があるように思える言葉や、「自我は欲
望の換喩である」（E�640）といった、これまで顧みられてこなかったように
思える言葉を詳細に説明するために、かなりのスペースを割いた。
　これらの諸論はほとんど、私がラカンの『エクリ』の訳し直しをしている

いるものを突きとめ明らかにする素養と力が自分にあると考えているような
分析家から、ラカンをきっぱりと分かつ一歩である。分析家が分析主体に自
分の手札を推測させようとするとき、分析家は全知の主体ではなく、対象 a
の役目を果たしていなければならない。
　第 1 章では、ラカンの精神分析治療アプローチの最も基本的な特徴のいく
つかを解説する。また、印刷されたものでは最も長い説明をラカンが行なっ
ている、彼自身の症例のひとつ（「治療の指針」で論じられている強迫症男性）
を詳細に検討する。さらに、「女性同性愛の一事例の心的成因」で論じられ
ている若い女性に対しフロイトが転移のなかでとった立場を、ラカンがどの
ように批判しているか紹介する。
　第 2 章では、「あるテクストを注釈することは、分析を行なうようなもの
である」というラカンの主張について詳しく述べる。そのうえでラカンによ
るフロイトのテクストの読解が、どのようにそしてなぜ、他の多くの分析家
たちと大いに異なるのかについて概説する。そこではまた、臨床実践で多く
の分析家が抱える困難は、彼らがフロイトの理論のいくつかの側面を拒絶し
ていることから直に生じている、というラカンの議論を解説する。特に注目
されるのは、情動の問題（ラカンはそれを無視しているとの批判がときになさ
れる）であり、特殊な症例研究で観察されるアクティングアウトであり、精
神分析を精神分析するというラカンの試みである。
　第 3 章はより理論的な射程を持つものであり、「無意識における文字の審
級、あるいはフロイト以後の理性」の地道な読解を提示する。そのなかで私
は、ラカンが「シニフィアン」と対照をなすものとしての「文字」によって
何を言わんとしているのかを明確にするよう試みる。私は、このテクストの
最初の数頁が、他のテクストと比べても特に修辞的な分かりにくさを備えて
いる点を取り上げ、これをラカンのより広い修辞的戦略に照らして考察する。
そしてこれ以降の彼の書きものの多くが、読者を訓練することを意図したひ
とつの分析主体のディスクールとして（少なくともある水準では）理解できる
ことを示す。私の考えでは、ラカンはその著作の多くを通じて新たな聴衆を
つくろうとしていた。すなわち、分析主体のディスクールと文学テクストの
両方（これらは多くの場合多かれ少なかれ絡み合う傾向がある）の読解に精通し
た新種の分析家‐批評家をつくりだそうとしていた。私は、修辞的文彩や転
義法が防衛機制に関係しているという彼の主張を詳しく説明することによっ
て、一見すると最も理論的に思える議論でさえ臨床に直に関わっていること
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最中（1997-2000）に書かれたものである。第 1 章は、リチャード・シンプソ
ンとラリー・ライオンズに招待された、2000年 4 月のトロント精神分析協会
でのワークショップのために準備された。第 2 章は、2000年 2 月にオランダ
のナイメーヘン・カトリック大学にて開催された「ラカンとアングロ＝サク
ソンの伝統」という学会で、基調講演として発表された。第 3 章は、アリシ
ア・アレナスに招待された、マイアミの LOGOS 精神分析グループのワーク
ショップのために準備され、2000年 5 月にエモリー大学の精神分析研究プロ
グラムの支援によって開催された精神分析合同ワークグループスの第二回年
次大会での基調講演として発表された。第 4 章の初期バージョンは、精神分
析と文化プログラムに招待されて1998年 5 月のニューヨーク州立大学バッ
ファロー校で、また、サンフランシスコ・ラカン学会に招待されて1998年 8
月にカリフォルニア大学サンフランシスコ校メディカルスクールで発表され
た。第 5 章は、ソーカルとブリクモンの『知の欺瞞』への応答として企画さ
れたが結局はボツになったある雑誌の特別号のために書かれた。第 6 章は、
ブライアンクル・チャンに招待されて、1998年にアマーストのマサチュー
セッツ大学コミュニケーション学部で発表された。


