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「不可能な職業」のために 

 ---- 十川幸司著 『精神分析への抵抗』 --- 

  

 「不可能な職業」。これはフロイトがその晩年に精神分析を指して用いた表現である。そしてこの

本の表題「精神分析への抵抗」も、これ以外のことを意味するものではない。これはまず、あたりま

えのように流通している「精神分析」ないし「精神分析家」といった符牒を、そのまま引き受けること

への抵抗であると解されよう。しかしこの表現は同時に、そもそもそこに到達することの不可能な＜

分析家＞＝フロイトの位置との関わりでのみ規定されうる、分析のありようそのものへの洞察を示す

ものでもある。「[...]精神分析家とは誰よりも精神分析に居心地の悪さを感じ、自己懐疑のまっただ

中で仕事をしている者のことではないだろうか。」（『精神分析への抵抗』、p.2681）「分析家であると

はどういうことか」という問いは、避けがたく「分析とは何をすることか」という問いへ、更には「分析で

は何が起きるのか」という問いへと収斂する。(p.171ff.)そして本書『精神分析への抵抗』に収められ

た一連の論考は、この根本的な問いへとまっすぐに切り込んでゆくものだ。 

 

 冒頭で挙げた表現が見出されるフロイトの論文は、「終わりある分析と終わりなき分析」と題されて

いた。このことからもうかがわれるように、この問いの焦点となるのは、分析の完了をどのように捉え

るか、という問題である。そして著者はまず、「そもそも分析は起きたことがあるのか」というボルク・ヤ

コブセンの問題提起を正面から受け止めることで、この問題に対するいわば想像的な解決の道を

あらかじめ塞いでしまう。のちの精神分析が範例と仰ぎ、その再現たらんとしているような症例アン

ナ・Ｏが虚構であったとすれば、もはや分析の成立を、いわんやその完了を、これをモデルとして、

それとの一致を基準として判断するわけにはゆかない。こうして長年にわたり分析の身振りを導い

てきた他者のイマージュが解体され、分析そのものの解消さえ疑われる、最もラジカルな地点でな

お分析経験の「単独性」を主張するということ、これは分析経験そのものの変容の可能性を想定す

ることで、はじめて可能になる。「現在の私たちの患者は、百年前の患者と同じ感性で自由連想を

行なっているのではない。彼らは全く新たな感性で、さらに新たな言葉の経験を生み出しているよう

に思える」（p.30） 

 

「アンナ・Ｏ」は存在しなかったかもしれない。しかしそれは、精神分析が存在することを妨げはし

ない。なぜなら精神分析は、「アンナ・Ｏ」のコピーということによって規定されるものではないからだ。

ただ、これは同時に、精神分析についての伝統的な了解とそれを奉ずる人々の組織の上に築か

れた「城」（p.113）の外に出て、精神分析の再定義を自ら引き受けるということでもある。そしてこの

点において、著者の辿ろうとする困難な道のりは、ラカンのそれ---アルチュセールの理解し得な

                                                  
1 以下、特に出典表記のない頁数表示は、この著書からの引用を表す。 



かった、城を出るためにこれを打ち壊すという「解散の論理」(p.108)---と重なり合ってゆくことにな

るだろう。 

 

＊＊＊ 

 

 この道のりのはじめに、分析家の養成の過程で行われる「教育分析」という、やや特殊な事例が

取り上げられる（第二章）のは、それがこの「城」の再生産のシステムであるからというばかりではな

い。そもそも分析を教えるという契機は、あらゆる分析に内在している。そしてこの契機をめぐって、

分析経験の最初の変容は生じたのであった。 

 

ラカンも指摘しているとおり、初期の精神分析を特徴づけるのは、それが分析理論について予断

のない患者に対しておこなわれたという点であった。「ドラに解釈を行なっていたとき、フロイトは例

えばドラに、あなたはＫ氏を愛していますね、と言ったり、彼と一緒に人生をやり直しなさい、とはっ

きり言ったりしています。これには我々もびっくりしますし、いかなる理由があれそんなことは問題外

であるということがわかっているのですからなおさらです。(…) しかしながら、フロイトがこうした解釈

を行なっていた当時、患者の側には相手が自分の世界観を修正しようとしているとか、自分の対象

関係を成熟にもたらそうとしているといった予断はまったくありませんでした。そうした予断をまったく

含まない背景のうえで解釈は提示されていたのです。」（S.V 580416） 

 

しかしこの、「解釈の投与」とでもいうべき素朴な介入によって、一定の効果を上げるこ

とができた幸福な時代は長くは続かない。そうした状況は、個々の分析の進展によって、

あるいは精神分析という学問の普及によって、解消することの避けられないものであった。

解釈を通じて患者が分析の考え方を教えられ、また精神分析の名が広く人口に膾炙するに

つれ、分析の経験のなかで理論が予め占める割合は次第に大きなものとなってゆく。そし

て 1910年前後にそれがあるポイントに達したとき、分析経験の可能性の条件そのものが一
変する。理論は実践の内部まで侵入し、そこに繰り込まれ、この本に繰り返しあらわれる

表現を用いるならば、「超越論的なものと経験的なものの混交=絡み合い」の原初形態が不
可逆的に成立する。そしてこれとともに、分析の停滞と長期化が頻繁に生ずるようになる

のである。 
 
さてフロイトは、こうした分析経験の変容を「転移」の問題と位置づけつつ、「抵抗の分

析」という分析の再定義によって克服しようとするがこれを果たせない。これは結局、「抵

抗の分析」が「解釈の投与」の枠内でのマイナーチェンジにとどまるものであったからだ。

「転移」の現象が、分析の長期化と結びついたのはなぜか。それはこの現象が、分析のゴ

ールを全く違ったものにしてしまったためである。「解釈の投与」の時代には、フロイトが

『夢判断』で告白しているとおり、分析は解釈の提示をもって終わると考えられており、



それを受け入れるかどうかは患者の責任だと考えられていた。ただ、それでは症状の解消

が導かれないことから、解釈を受け入れないということを「抵抗」とみなしその克服をめ

ざす、いわゆる「抵抗の分析」は提唱されるようになる。これは基本的に、被分析者が分

析家との間で無意識に反復している過去の人間関係、つまり「転移」を指摘し説明するこ

とで、解釈の受け入れを阻害していた要因を明るみに引き出す、という形を取る。その限

りでこれは、解釈の投与がそうであった「啓蒙」の、つまりすでに出来上がった形で分析

家が保持している知＝理論の移転の拡大された形にすぎないということになるだろう。そ

してこれがもう一つの限界にぶつかることは、症状の知的な認知が生じながらその解消だ

けが生じない、フロイトのいわゆる「否定」(1925)の例で報告されているとおりである。 
 
こうして分析が他者の望むことに働きかけ、これに何らかの出来事を引き起こすという

課題を自ら引き受けた結果、それは「統治すること」や「教育すること」と同種の「不可

能な職業」となった。(『フロイト著作集６』, p.408.)（ちなみにこの課題を引き受けようとする

者にとって、これらに「愛すること」を加えた 4 つのポジションが構造的に可能であるこ
とを示したのがラカンの「四つの言 説

ディスクール

」である。）言い換えればそれは、分析を生そのも

のへと転化させてしまったのであって、分析の長期化はいわばその転化の帰結にすぎない。

これがいわゆる「1920 年の危機」（S.II 541117）である。そしてラカンの「フロイトへの回帰」は、フロイ

トの 1920 年を境とする理論的な枠組みの抜本的な変更を、このすぐれて臨床的な危機に要請され

たものであると宣言するところから始まったものだった。 

 

これは、しばしばあまりに思弁的であるとして批判されてきたフロイトの後期の思想に、著者の言

う「精神分析的思考」の資格を回復させるということである。「精神分析的な思考とは、いわゆる哲学

的な思弁とは全く異質な思考である。それはほとんど精神分析経験そのものと区別がつかないくら

いに、経験に近い思考である。したがってこのような思考がなされるには、精神分析経験の何らか

の変化が生じていなくてはならない。精神分析的思考を可能にするのはそれに先立つ経験の変化

であり、そしてこの思考が経験の変更を推し進めるのである。」(p.221) ラカンがこうした思考のあり

方に敏感であるばかりでなく、そこにこそ精神分析の可能性を見ていたことは、例えば 1950 年代の

前半に、ヘーゲル哲学がいわば啓蒙の絶えざる拡張と思弁の全面展開という様相を帯びようとす

るところで、そしてバタイユであれば「使いみちのない否定性」の問題を予感するであろうところで、

むしろフロイトに従いつつ、ヘーゲル的な否定の長大な歴史の起点においてそもそも成立してい

なくてはならない「是認」を指摘するという選択(第三章、特に p.86ff)―-これはつまり、一種の啓蒙の

弁証法として自己規定する精神分析の一形態に対し、従来欠けていた「自らの弁証法的運動を可

能とする根拠への視座」(p.88)を提示しようとするものだ--においてすでにはっきりと現れていたし、

1960 年前後に生じた、精神分析の対象としての根源無の規定の変化(p.200f.)や、臨床的な豊穣さ

をたもったままの「対象 a」---「ラカンは対象 a という概念をこれまで経験的なものと超越論的なも

のの絡み合いとして思考してきたのではなかったのだろうか」(p.216)---の概念を中心として理論の



再編が目論まれた 1964 年前後の議論、著者のいう第二の「回帰」(p.199)からも明らかである。 

 

こうしてラカンがフロイトに認め、さらに自ら引き受けようとしてきたこのような思考のあり方は、彼

のテクストに比類ない緊張感を与えてきた。そして著者が全『セミネール』の読解を通じて指摘し、

批判するのは、ラカン思想の魅力を構成していたこの側面が、ある時期を境に決定的に失われ、

理論先行という形で上述の「絡み合い」が解消されてしまったようにみえるという点(p.170)である。

勿論この傾向は突然登場したわけではなく、50 年代から存在したものであって、デリダのラカン批

判はそこに照準を合わせていた（第五章、特に p.133ff）。ただ、この 1968 年から 1969 年頃の思想

的な「断裂」(p.199)以降は、論理学を参照しながら分析理論の形式化が推し進められることで、明

らかに「論理（学）が経験を引きずるような形で」「経験の不在を論理が補うような形で跛行的に理論

が構成されてゆく」(p.224)のである。 

 

＊＊＊ 

 

後期ラカンにおける、臨床の不在。これはラカンを読み継ごうとする者にとっては、致命的な宣告

のように響こう。しかし同時にこれは、ラカンの後期のテクストに取り組んだ人間が、一度はとらわれ

る疑惑でもある。どうして数論を、どうしてフィボナッチ数列を、どうして論理学を、どうしてボロメオの

結び目を、分析理論のなかで参照しなくてはならないのか。いったい分析と何の関係があるという

のか。これを近年もっとも声高に叫んだのがソカルらであり、これ自体は実り多い問題提起であった。

ただそれが一種の反ポモ・キャンペーンのなかに位置づけられ、ラカンを、あるいは少なくともその

一部を読まない口実となってしまうとするなら、これは行き過ぎということになるだろうし、またそもそ

も「ラカンへの回帰」(p.229)を示唆する著者の意図するところでもないだろう。それが単なる「使いみ

ちのない否定性」の発露でないとするなら、ラカンは何を目指してこの「断裂」を敢えてしたのか。こ

の問題に答えるのは容易ではないが、ここでは著者の見解の傍らに、次のような見方を置くことで、

その糸口を探ってみることにしよう。 

 

著者は上で引用した「精神分析的思考」の定義に基づいて、フロイト、そしてある時期までのラカ

ンにおいては、経験の変化が理論の更新を動機づけていたとする。「フロイトが『快感原則の彼岸』

というテクストを書くことができたのは、彼の臨床経験の変化である。この変化がなければ、彼はそこ

でなされたような思考ができなかったのは間違いない。」(p.222) この変化とは、上で述べたように

「転移」の問題の登場であると考えることができる。両者の間にあるおよそ 10 年のタイムラグは、い

ったん「抵抗の分析」というかたちで理論の更新が試みられながら、それが不発に終わっていたこと

に求められた。 

 

それでは、ラカンの「フロイトへの回帰」は、これに対応するような変化を持っていたのだろうか。

転移の登場ほどにもはっきりした新しい変化が、そこにはあったのだろうか。これは慎重に答えられ



るべき問題だが、みたところそこで答えられようとしているのは、古い問題のヴァリエーションである

ように思われる。フロイトは「快感原則の彼岸」に踏み出すことで転移の問題に対処しようとし、著者

によれば一定の成果をあげることができた。「このテクスト[『快感原則の彼岸』]をはさんでフロイトは、

以前は見えなかった患者の問題を取り上げることが可能になっているし、以前にはできなかった解

釈や技法が可能になっている。以前には治すことのできなかった患者も治すことができるようになっ

ている。」(p.222) しかしこの変容が他の分析家にも訪れたのか。ラカンの答えは否である。フロイト

が 1920 年の転回を徴づける一連のテクストによって伝えようとしたメッセージは、彼に続く分析家た

ちのもとには届かなかった。転移の問題は解消されるどころか、いっそう強化されることしかしなか

った。そしてラカンが最初の「回帰」で目指したのはまず、このメッセージの回復であったのだ。 

 

さて、フロイトのテクストが「封印書簡」（S.II 541201）にとどまったのには理由がある。快感原則

の向こう側に踏み出すということは、既存の心理学やそれまでの分析理論の準備する概念、用語を

もってしては不可能であった。そこで彼は、その他の同時代の学問分野から概念を転用するという

戦略を採用する。ここで問題なのは、彼がこれを「悪魔の弁護人」と表現していることからも明らかな

とおり、それらの概念はそのままに受け取られてはならないという点である。教会で聖人を認定する

審査には、認定に反対する立場をとる「悪魔の弁護人」が加わるが、これはその人が実際に悪魔に

与しているということを意味するものではない。それと同様に、生物学の知見の援用は精神分析を

生物学に還元しようとするものではないし、いっそう微妙ではあるが、「自我」という語の使用も、これ

を一定の仕方で用いてきた哲学や心理学への帰順を意味するものではない。そしてこの点がしば

しば見誤られてきたことが、フロイト以降の精神分析理論の混迷を導いてきた....こうした認識に基

づくラカンの「フロイトへの回帰」はまず、内在的読解を通じてフロイト自身のコンテクストを一般的な

コンテクストに優先させることで、その各概念を一般的な了解から引き抜くことを目指すものであっ

たが、それだけにとどまらず、やがてフロイトの思想的な身振りを反復するところまで踏み込んでゆ

く。すなわち自ら「転用の戦略」を採用し、言語学から「シニフィアン」概念を導入しながら、フロイト

が曲がり切り、彼に続く多くの分析家が曲がりそこねた不吉なカーブを切り抜けることを可能にする

ラインを、改めて提示しようとするのである。 

 

1953 年を画期とする「フロイトへの回帰」は従って、フロイトから分析経験の変化という問題に、彼

が持ち得なかった道具、ソシュール以後の言語学を手にしてよりよく対処しようとするものであり、な

かんずく分析家のための良くできた言語の追求という側面を持っていた。そして 1964 年前後の第

二の「回帰」も、この最初の回帰の延長線上で企てられていると考えることができる。これに対して、

1968-69 年のいわゆる「断裂」はどのように位置づけられるか。著者の答えは、そもそも内在してい

た普遍化への志向のさらなる追求であり、その結果としての経験からの乖離であった。 

 

しかしここで、あえて経験の水準で、この「断裂」に先立つ変化が生じていたと想定するとするな

ら、それは何だろうか。考え得る第一の可能性は、第一の回帰に由来する分析関係の再定義であ



る。「シニフィアン連鎖」の概念には、言語を語る側からではなく、聞く側から考えるという発想、つま

り組み立てることによってではなく、句切ることによって成立する言語という発想が潜んでいたが、こ

の言語観の転換と呼応するようにして、1956 年には「精神分析とは、精神分析家から期待されるよ

うな治療のことだ」（Ecrits, p.329）という精神分析の定義が提示される。ユビュ王の「ポーランド万

歳」を思わせるような定式だが、これが単なる筆の滑りでないことは、「知を想定された主体」の概念

がその後登場することからも明らかである。精神分析の技法論の重心を、分析家が何をするかでは

なく、分析家が何をすると思われているかに、そして分析家が誰であるかではなく、分析家が誰で

あると思われているかという点にシフトさせるこうした発想は、一見分析家を、度を超えて強い立場

におくように見える。これに基づくなら、分析家に由来するものは何であれ分析である、と強弁する

ことも不可能ではないからだ。しかし実際には、これは分析を非常に危うい足場の上に置くというこ

とでもある。なぜなら、いったいどのようにして分析家は自分を、被分析者によって「知を想定された

主体」の位置に置かせ、それだけでなく、そこから失墜し、しかも一定の仕方で失墜（「主体の解

任」）ことができるというのか。(p.60ff.) この定義は結局、分析家の位置を被分析者に全面的に依

存させることになりかねないのである。 

 

もう一つの可能性は、ラカンが５０年代以降おかれていた状況と深く関係している。ラカンが既存

の分析団体から新しい分析団体へという動きを繰り返すようになったのには、常に分析家の教育

---「精神分析研究所」の設立、IPA への加入、そして「パス」---という問題が絡んでいた。分析家

を養成するために行われる分析、いわゆる「教育分析」の問題は、常に彼の関心の核心にあったと

考えていいだろう。さて、こうして「城から城へ」と移るたびに、より広範な層に向かって語りかけつつ

これを引き受ける必要のあったラカンは、分析家になるという選択がけっして特殊なものではなくな

ってゆくことの帰結に、ある時点で気づいたのではないか。初期の分析において経験に理論が繰り

込まれたのと同様に、分析家になるという選択が、あらゆる分析のなかに、その潜在的な到達点と

して繰り込まれ、内在するようになったとき---これはこの選択が、別の社会的要因によって抑制さ

れ、たとえば医師にとってのみ可能であると考えられていた時代にはありえないことであった---に

生ずるであろう、或いは既に生じつつある、「転移」の登場にも比すべき大きな変容に気づいたの

ではないか。そしてこれに答えようとする試みが、「断裂」を境とした理論的な展開なのではないか。 

 

ここから浮かび上がってくるのは、個人とは独立した機能としての「分析家であること」が、分析経

験のなかに二重に繰り込まれる、という事態である。これが実際に経験の質的な変化を引き起こし

たものであるか、そしてそれが「断裂」に先立つ時期に生じたものかどうか、この点は歴史的・資料

的な検討が必要であろう。またあとがきで予告されている著者の次の仕事---「今度は「批判」という

形ではなく、もっと臨床的な地点から自分の理論を構築するという形で文章を書いて行くだろう」

(p.268)---は、精神分析の経験における変容を標定しようとするこの作業にとって、この上なく貴重

な座標軸をもたらしてくれるものとなるに違いない。ただ「断裂」に先立ついくつかの状況が、既にこ

うした仮説をある程度有望なものと考えることを許している。まず 1964 年のエコールの設立



(p.174ff.)は、「知を想定された主体」の概念をめぐって生じた「分析家であること」のポジションの変

更という問題に、分析団体のステータスの再規定によって答えようとするもののように見える。また

1967 年エコールの概念の明確化と共に提示されたパスの制度（p.64ff.）は、その生成という相にお

ける「分析家であること」を、つまり「分析家になること」を、分析のいわば外で、改めて規定しようと

するものだ。更に、パスの実施とほぼ同時に、理論的な仕事のなかでも「分析家の言説」を規定しよ

うとする、「四つの言説」が登場する。いずれも「分析家であること」を再規定し、従来のように分析

団体に属し、或いは一定時間の精神分析を受けたというだけにとどまらない何かの上に基づけよう

とする試みであるということができるだろう。 

 

＊＊＊ 

 

フロイト＝ラカンの精神分析理論において「分析家であること」は、それが被分析者の側に委ねら

れ、或いは無際限に拡大され得ると考えられるかぎり、拡散と解消の危険にさらされている。これは

転移と同様、決して偶発事ではなく、精神分析自体に内在的な、その展開のなかで不可避にあら

われてくる次元である。非医師による分析を認めるフロイトの立場からいえば、いかなるひとも潜在

的な分析家たりうる。またフロイト自身「精神分析経験を徹底的に考えてゆくと不可避にそれが社会

理論となってしまうことに、フロイトは少なからず不安を抱いていた。」(p.219)そもそも彼にとって、精

神分析は「最初から同時に、全く正当な意味での社会心理学」なのである。(loc.cit.) これは、精神

分析が言語をその礎としている以上避けがたいことだ。シニフィアン連鎖は、聴取を、つまり本質的

に曖昧な他者の言わんとすることを聴き・為す、ということを原理として分節化される。そこに成立す

る関係は、権利上自由な二つの望むことの間の、予め調和を定めることのできない、均衡的な比率
ラポール

が成立し得ないような関係
ラポール

であり、したがって本質的に権力関係である。そして「四つの言説」は、

このシニフィアンの装置から、権力関係のなかにある構造的な変異を導こうとするものであった。著

者はここで、「分離を強調するつもりが、逆に関係性を強めてしまっている」(p.220)この限界設定の

試みの失敗を宣告しているが、むしろ逆に、精神分析という営みが直面している埋没と解消の危険

を、そして「抵抗」の必要とその対象を、見事に定着するものであるとはいえないだろうか。 

 

そしてここから、冒頭で述べた「不可能な職業」の意味も逆照射される。精神分析が「不可能な職

業」であるのは、その営みが何か日常とはかけ離れた、特別なことを要求するからではない。分析

的経験は、不可能ではない。しかし、それは、最も要素的な社会的関係から、またその他の幾つか

の営みから、決して独立して営まれることはできず、それゆえに一つの職業として実践されることが

極めて困難なのだ。「支配すること」、「教育すること」、そして「愛すること」、「分析すること」。これら

四つの契機が、実はシニフィアンの装置に、他者の言わんとすることとその聴取という、このうえなく

単純で、そして日常的な営みのなかに常にすでに内在するものだとするなら、一体どうやってこれ

らを職業とすることができるのか。ここから理論の使命は、このそもそも不可能な境界設定を、諦め

ることなく、またこの問題の乱暴な解決である所属と認可の論理に屈することなく持ちこたえるという、



新たな局面を迎えることになる。 

 

精神分析のフロイト=ラカン的な展開の果てに、その必然的な帰結として見いだされた、精神分

析そのものの解消の危険。状況ではなく、この新たな危機を引き受けるところから 1969 年の「私は

再びやり直す」(p.213)が発せられたとするなら、この宣言には『快感原則の彼岸』の、「以下に述べ

るのは思弁である」に等しい重みが込められているのでなくてはならない。これはまた、ラカンが

1920 年のフロイトと同じ境位で、つまり経験そのもののなかで出会われたデッドロックとの格闘のな

かで、そしてなにより、先行するいかなる固有の言葉もないところで語り出す瞬間でもあるはずだ。

1953 年の回帰は、いわばフロイトによって下図を描かれた回帰であった。ここでその下図は、もは

やない。そしてそこで発せられる言葉は、フロイトが次のように告白したときと同じ、寄る辺なさをまと

ったものとなるだろう。「ここに展開した仮定を、果たして確信しているかいないか、また、どの程度

まで信じているのかと問う人があるかもしれない。私は自分でも信じてはいないし、他人にもそれを

信じよなどと求めはしないと答えたい。もっと正確にいえば、私がどの程度それを信じているのかわ

からないのである。(…)われわれは、ある思考過程に身をまかせ、それがみちびくところまでついて

行くことはできるが、それはただ学問的な好奇心からである。いってみれば、悪魔の代弁者 

advocatus diaboli として思考の道を追うのだが、だからといって悪魔に身を売ることにはならな

い。」（『フロイト著作集６』 p.190）ラカンが数学用語や論理学用語を用いて語ることは、彼を数学者

や論理学者にするものではない。しかしそれでは、彼の言葉はどのように受け取られるべきなのか。

否、果たして受け取られることができるのか。 

 

この点について、ラカンは幻想を持ってはいない。1980 年１月５日、パリ・フロイト派の解散を告

げる手紙は、次のように始まっていた。「私はいかなる希望もなしに語る---とりわけ自分が理解され

るという希望なしに」。ただ忘れてはならないのは、著者も引いている「私の強みは、待つということ

が何を意味するかを知っているということだ」という、1981 年 3 月 11 日付の手紙の一節である。ラカ

ンの後期思想は彼の「封印書簡」となって、われわれの手元でその開封を待っているのである。 

（原  和 之） 

 


