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な戯れから離れず、口のそばにまとわりつくような言葉たちだ。

政治と分析――この接続において期待されているのは、精神分

『アンコール』では、ラカンはこれを S1 としている。
〈一〉の反

析の知見を利用したアクチュアルな政治分析であろうか。日本に

復の群れであり、
「
〈一〉あり y a d’l’Un」 4）、すなわちブンブン

せよ世界にせよ論じる材料は尽きない。しかし理論と概念でうま

うなる蜂の群れのような言葉たち

く現実を切り取って、なおかつ預言者ぶろうとしてもうまくはい

〈一〉を求めて繰り返されるだろう。もう一つ、あるいは一つの

かないだろう。むしろ、たいていのことはまずは常識的に思考し

〈他〉を求めて。ラカンは次のような図を示している。

5）

。この〈一〉は、さらなる

ておかねばならない事柄であるはずだ。その点でいえば、私のコ
S1 (S1 (S1 (S1→S2) ) )

モンセンスにとっては、何よりも今、世界を特徴づけるのは、独
特な不真面目さである。昨年、私はそんな状況を、ドゥルーズの
『意味の論理学』の特に第 34 セリーを念頭に、
「イロニー」とし

このようなシニフィアン連鎖は、ラカンにおいては六六年以降、

1）

。その後、2016 年には、

単に言語記号の問題としてではなく、身体の問題としても検討さ

「ポスト真理」という言葉が大きな話題となった。しかし哲学風

れている。ララングは「性的享楽の離接の相関項」 6）であると言

でもありつつすでに商業味を帯びたこんな名付け自体が、果たし

われるのは、〈一〉なる身体がシニフィアンを通じて構成される

て何らかの真面目さを新たに獲得するであろうか、定かではない

その時に、享楽がそこから分離されて隣接されるからだ。
〈一〉の

とも感じている。

反復は、性的享楽の次元においては〈他〉に到達可能ではない。

て名指せないか、試みたことがあった

こうした感覚の根っこはどこにあるのか。これを考えるとき、

〈他者〉を性的に享楽することはできない。すなわち「性関係は

私には、その手がかりが、ラカンと D&G の 70 年前半のすれ違

ない」
、あるいは「性関係は書かれない」
。このとき、
「書かれる」

いのところにあるように思われる。本論では、その交錯の政治的

ということは、読まれるものを作るということでもある。性的享

意義を探ってみることにしよう。そのとき一つの鍵となるように

楽の次元においては、シニフィアン連鎖は、シニフィエとして読

思われるのが「忘却」という主題である。

まれうる効果を析出しないことが強調される。
これに対してありうる解決は、性的享楽を、意味を作る心的享

１．書かれないことをやめるもの

楽へと翻すことである。S1 のうなりに対し、
〈他〉を一つのリミ

議論の出発点としてまず、ラカンが 70 年以降に到達した理論

ットとして設定し直すこと。ラカンはこれを彼自身のララングで

的成果について、整理しておこう。いくらか図式的になることを

こう述べる。
「私が話しているのは、それらの〈一〉についてだろ

最初に断っておく

2）

うか？ Est-ce d’eux? (=S2)」。S1 の対象化は、問いという形式

。

のうちに、性的〈他〉を（原）抑圧する。S1 と S2 の間には欲望

ここでは後期ラカンのシニフィアン理論の展開に注目したい。
この時代、ラカンは、浮遊するシニフィアンと流れるシニフィエ

の線が引き直される。
「書かれないことをやめない」
（＝不可能な）

の関係を理論的に整理するにあたり、いわば天上のシニフィアン

性的シニフィアン連鎖の無際限性から、その効果が、「書かれな

が、シニフィエに降り注ぎもたらす「効果」の次元を問題にしよ

いことをやめる」ことで（＝偶然に）産出される

うとしていた。シニフィアンとは話される音であり、いわば物質

の効果をファルス関数と呼んでいる。「偶然の様態としてのファ

的に把握されるざわめきであるとみてよい。このシニフィアンの

ルス関数が、性関係を、話す存在にとって出会いの体制でしかな

性格は、71 年ごろから「ララング」の概念にまとめられていく

いものへと従属させる」 ８）のだ。

3）

。科学の対象となるような「言語」とは違う、まだ音の多義的

7）

。ラカンはこ

これこそは、ラカンが晩年に整理し直したエディプスコンプレ

3

クスである。それは S1 の絶えざる反復を、外部それ自体（
「すべ

のであったとみなせる。まさに比較的最近まで、世界は、そのよ

て」の補集合）を設定することにより、
「一集合」としてまとめ、

うな過程に則って隅々まで疎外されることで、自らの真理を発見

一つの秩序を設立する。そこからは、二つの効果が「出会い」と

する、とみなされていたのではないだろうか。今日でさえ我々は、

して書かれにやってくることになる。〈一〉の集合化の帰結とし

野蛮と想定されたものをファルス関数の圏域に招待することを、

ての無意識の主体と、〈他〉の脱性化の帰結としての剰余享楽で

一つの達成とみなすことができる。例えば「アラブの春」を支持

ある。
「書かれること」
、それはいわば、シニフィアンの痕跡の回

する知識人のことを思い出そう。議論の叩き台に、ここで J.-A.

路が偶然的に全体を閉じることで、ある種の「人間的」な表面を

ミレールの意見を紹介してもよい。2011 年であるので、事態が

形成する契機であると考えられる。

今ほど紛糾する以前、シリア政府に拘束された分析家 Rafah
Nached の解放を求めて署名を集める際に、ミレールはいわゆる

シニフィアン：
効果：

S1 → S2（＝原抑圧の点）

「アラブの春」を、
「アラブ諸人民」のリベラル・デモクラシーへ

S ◇ a

の、さらには消費文化への願望を証言するものとみなしつつ、こ
う述べている。

２．「症状」のパラダイム
さて、ここで、
「不可能」の「偶然」的な解決と呼べるようなフ

消費の欲望、発話と結社の自由。享楽の権利。そう、あちこ

ァルス関数の導入が、一つの時代の政治パラダイムを規定してい

ちで諸人民は、加算可能な「一」と「一っきり」の毒性の快

たことを確認しておこう

9）

。集団形成における疎外‐危機に共

を味わいたがっている。アン（＝〈一〉
）クル・サムがそれ

立的な救済を見出すパラダイム。それは「症状」のパラダイムと

で宴会をやる毒性の快を。ある縁起の悪い人（名前を挙げぬ

呼べるであろう。

なら、ラカン・ジャックである。よく知られたコジェーヴ＝

ここには、少なくともラカンの目には、フロイトとマルクスが

ヘーゲリアン）が、それは万能薬になるまいと考えたとして

同舟する。知られるようにセミネール 16 以来、ラカンは対象 a

もどうでも良い。
「楽園」
（ソレル）はもちろんこれら幻想の

を、マルクスの剰余価値概念に「相似」とみなし、
「剰余享楽」と

端っこにないとしてもどうでも良い。諸人民はそれを望ん

呼ぶようになる。マルクスにおいて剰余価値が、市場での売買を

でいる。論理的時間の羅針盤が示すのは、諸人民は今日、世

通じてくすねられた労働者の労働力に由来するのと同じく、ラカ

界の歴史のリベラル-消費的契機を通過すべきであるとい

ンにおける剰余享楽は、知を媒介とするがゆえに喪失された享楽

うことだ。つまり「享楽欠如」の 集中生産 production

の値の差額である。この「相似」は、のちに「症状」論にまとめ

intinsive を。いつかその彼岸へ、つまりラカンが提案して

られるだろう。「フロイトが革命だった時があったとすれば、そ

いた聖性 sainteté へと向かうために。 13）

れは彼が一つの機能を最前面に置いた限りでのことだ。この機能
は、マルクスがもたらしたものでもある。もっとも、それこそ二

妙な歯切れの悪さは、政治的なシニシズムの故か、こうした立

人が共有する唯一の要素だが。つまり、幾つかの事実を症状とし

場をとる際の逡巡の跡なのか、ともかくミレールは、享楽の二段

て考える、ということだ」

10）

。この「症状」は「真理の値」を持

階革命論といった趣のもとに、主人の言説の普及のための介入を

つ

11）

。つまり、主体が知において構成されることの裏面として

支持したのだと言えよう。
しかしその後の ISIS の台頭、難民危機、第一世界におけるテ

組織される、生まれ損ないの主体、彼の脱存在である。
この症状のパラダイムは、ラカンが分析実践の前提として採用

ロの拡散といった事情の後、今日どこかリベラル‐消費的な普遍

したものであるが、同時に、近代政治思想の一つの傾向を特徴づ

主義に対する嫌気が世界中に急速に共有され始めたようにも思

けるものであろう。つまり、近代の終焉における解放。起源的な

われる。そんな空気が、例えば 2016 年のアメリカで、軍産複合・

疎外／喪失が、復権要求を可能とし、歴史的発展が終末において

リベラル・エリート主義を象徴する女性候補に、レイシストでマ

これに答えるとする展望である

12）

。リミットとしての知 S2 を開

チョイストなハッタリ売りの富豪が勝利したこととも無関係で

発／拡張していけば、記号のネットワークは、ついに記号化され

はないのではないだろうか。

ないものの手がかり、すなわち近代的主体の意味 Bedeutung を

問題は、何がすでに始まっていたのか、である。ラカンが生き

再発見するだろうと当て込む運動である。

ていた時代と連続していた世界が終わり、すでに始まっていた世

さて、
〈一〉を主体化し、享楽を喪失として生産するファルス関

界がいよいよ頭をもたげ始めた、という感じである。我々にはこ

数の体制は、実際、近代の技術開発／経済発展／リベラル・デモ

のすれ違いを初めからよく認識していた人々こそ、D&G である

クラシーの単位であった国民国家に、うってつけに誂えられたも

と思われる。

4

２．ルサンチマン治療としての地理的精神分析

析が可能にするであろう忘却に、いわば相対的な重要性が与えら

ここで早速、ドゥルーズによる精神分析批判の一節を引用して

れていると見えるのだ。
60 年代におけるドゥルーズのラカンへの関心は、こうしたニ

みよう。

ーチェ的な主体の位相‐心理学

19）

を、地理‐精神分析として追

マルクス主義と精神分析は、二つの違うやり方で、一種の記

及する試みとみなせよう。『意味の論理学』では次のような期待

憶、記憶文化の名の下で語る。さらに二つの異なる仕方で、

が書かれていた。

発達の要請の名の下に語る。反対に我々は、忘却の肯定的力
の名において話さねばならない、と信じる。誰しもが己に抱

精神分析は、歴史の逸話の分析である前に、幾何学の次元の

える低発達、ディヴィッド・クーパーが各人の内なる第三世

分析であるべきである。というのは、人生は、性でさえも、

界と呼んだものの名の下に。

14）

肥沃な素材と産出される形態との中に入り込む前に、幾何
学的次元の組織と方角決定の内部にあるからである。……

この発言がなされた討論会が行われた 73 年という日付は重要

精神分析は、意味の精神分析である。精神分析は、歴史的で

だ。
『アンチ・オイディプス』出版のみならず、ロベール・カステ

ある前に、地理的なのである。精神分析は異なる国を区別す

ルの『精神分析主義』の出版によっても、より広い射程を伴う精

るのである。 20）

神分析批判が一般に始まっていた時代である。ドゥルーズはここ
で、精神分析＆マルクス主義における記憶‐発達パラダイム（こ

しかしそのことはドゥルーズを「症状のパラダイム」へと留め
21）

れを前節の「症状のパラダイム」の政治的含意として検討するこ

ることにもなろう、たとえ症状を愛するためにではあれ

。そ

とができよう）に対して、いわば対案として「忘却の肯定的力」

して『意味の論理学』は、この治療的な意識の「表面」の形成に

と「低発達」
、
「内なる第三世界」を提示している。

ついて跡付けるために、メラニー・クラインに依拠しながら、あ

さて、これをめぐりまず確認しておきたいのは、この主題、と

る種、発達論的に、ファルスに動因される動的発生を語るのでは

りわけ「忘却の肯定的な力」は、60 年代には、むしろ親‐精神分

なかったろうか。問題の要となる箇所は第 27 セリーである。そ

析的な特徴を有していたことである。あるいは正確には、ニーチ

こでは事物状態のうちに、高所に由来する良き対象の喪失がすで

ェに由来するこの概念を以って、ドゥルーズは、精神分析の肯定

にあったかのように忍ばされるのであり、その限りにおける条件

的な使用について考えようとしていたように思われる。つまり非

付けが、表面の形成に寄与するのだ

歴史的（＝地理的）精神分析について。

22）

。

ドゥルーズとラカンが、ファルス的なものの周囲で、60 年代

六四年の『ニーチェの哲学』をみたい。ヘーゲル的な矛盾と弁

に接近を果たしていたというのなら、我々は、そこにやはり「症

証法に対して、差異の哲学としてのニーチェを設定するこの書は、

状のパラダイム」と呼ぶものが、時代の政治的課題に触れる幾つ

その第四章で、ニーチェとフロイトの類似を取り上げている。そ

かの次元を認めるべきであろう。ここでは二つの点でその意義と

こではいわば両者において、忘れない「無意識」 15）と、忘れる

限界を同時に指摘することができると思われる。第一には、フラ

意識とが対照されている。つまり、ある刺激に対し、
「無意識」は

ンスの帝国主義と植民地解放戦争の問題。アルジェリア解放戦争

その痕跡を持続することで応える。他方、刺激が適応という名の

から始まり、ベトナム戦争を通じて、60 年代の思想は、先進国

創造を促すためには、刺激への直接的な反動が可能でなければな

民国家の主人性と裏腹の他性に対する新たな連帯の思想を模索

らない。意識のそのような活動性、創造性には、痕跡を保持せず、

したのではないだろうか。第二に、戦後の精神医療制度改革。病

また痕跡の「無意識」からの侵入をも防ぐ力が必要であり、それ

院への監禁制度と、それに支えられた医師の権威への批判により、

16）

。さらに『ニーチェの哲学』で

六〇年代を通じてリベラルで水平的な臨床制度の構築が試みら

は、この「忘却能力」の衰退によって、ルサンチマン、すなわち

れた。その限りで狂気＝症状が、主体が出会い直し、ともに付き

痕跡の感覚化が説明されているが、それは我々にとっては、フロ

合っていくべき他性として視野に収められるようになった。

こそが「忘却の能力」である

イトのトラウマ理論と多くの点で共通点を見出しうるものと思

しかしその出会いにはすでに、解放のために疎外の導入を正当

われる。つまりフロイトにとって症状とは、感性に拿捕される記

化する類の先取りも認められるだろう。出会いはオリエンタリス

憶痕跡、モニュメントであるからだ

17）

。

ムであるか、精神医学権力の行使であるほかない。政治的な課題

それゆえここでは忘却の力への期待は、精神分析の治療的側面

は、未だ内から外を眺めているだけでは解決されないであろう
23）

への期待と大きくかけ離れていないと考えられるのではないだ
ろうか

。

18）

。すなわちルサンチマンの解消の契機として、精神分

5

３．忘却の政治パラダイム−地理哲学

的能動性 activité を構成する。あるいは現実的な政治的能動性に
参与しうるのである」 28）。

こうした限界を超えるための D&G の精神分析批判は、我々に
は、記憶と発展による限界づけから「忘却の肯定的力」のみを切

しかしその上で注意が必要なのは、忘却は、今度は内在性との

り離すことと関係すると思われる。

関係において、二種類の脱領土化‐再領土化に応じて、その意義

ここでニーチェの「生における歴史の利害」に戻って議論の補

を図られねばならないだろう、ということである。すなわち資本

助線を引いてみたい。このテクストでニーチェは、忘却を、行動

主義とそれへの抵抗として。いささか急ぎ足になるが、『哲学と

に不可欠であるような「雰囲気」ないし「非歴史の叢雲」として

は何か』を見ておきたい。その「地理哲学」の章では、ニーチェ

論じている。それは、「ある女やある偉大な思想に対する激しい

の非歴史的雰囲気が再び重要な主題となっている。「地理は、歴

24）

情熱によって引き摺り回されている男」

に認められるような、

史を必然崇拝から引き離し、偶然の還元不可能性に価値を与える。

惚れ込みと呼びうるような視野狭窄である。あるいは「夜と忘却

歴史を起源崇拝から引き離し、「ミリュー」の力能を肯定する」

の死海における生生たる小さな渦巻き」 25）である。そして、そ

29）

。このように歴史より地理を優越させながら、ドゥルーズは

れは動物的でもある。「動物は直ちに忘れ、あらゆる瞬間が現実

そこに非歴史的なエレメントとしての生成を認めようとするの

に死に、霧と夜の中に沈み込み、永遠に消え失せるのを見る。動

である。

物はかくして非歴史的に生きる」

26）

。

さてそうしたミリューの発見は、脱領土化が再領土化される契

しかしこのテクストでさらに重要なのは、ニーチェが超歴史的

機とともに視界に入らねばならない。そこでは二つの脱領土化が

な立場と呼ぶものに他ならない。つまり歴史のあらゆる事象にこ

問題となる。相対的脱領土化としての資本主義と、絶対的脱領土

の非歴史的な雰囲気を嗅ぎつけて、かつ、そこでいくつもの終末

化としての思考の内在平面である。近代哲学は、資本主義的脱領

を生き切る、という立場。「この種の人間は過程のうちに救いを

土化の、近代国民国家への再領土化に深く結びついていると

見ず、彼にとってはむしろ世界はあらゆる個々の瞬間に完了して

D&G は捉えるのだ。

おり、終末に達しているのである」

27）

。

さてこのとき、哲学が広告業者（コンセプター）により、西洋

超歴史において終末は発展の達成ないし外部ではなく、内的な

的な民主主義と社会性のために横領される危機もまた指摘され

極限として導入されている。我々はここでニーチェのスピノザ主

ている。D&G は言及していないが、この逸脱のうちにおいても、

義や永遠回帰といったテーマに向かっていくこともできるかも

やはり「忘却」はある種の能動的な働きとして発展すると考えら

しれないが、今は D&G の方へ戻ってこよう。問題は、内部から

れるかもしれない。とりわけ今日、記憶や歴史をあえて無視・捏

眺められた彼岸に非歴史を封ずるのではなく、永遠性の内部にお

造・発明する行動者らは、資本主義の重要な駆動力とみなされて

けるその配分を考えることである。
『アンチ・オイディプス』が書

いるのであり、また政治的な権力をもそうして獲得しているので

かれたとすれば、それはまさに、このような、すでに存在する内

あるから。これらについて多くの実例をもとに考えるこことは興

部のうちで、スキゾ的＝超歴史的な忘却を考えるためであろう。

味深いだろう

30）

。

超越の帝国主義から、内在の帝国へ。思えば帝国主義は、あた

もちろん D&G はそうした横領を認めない。だが、それへの非

かも自らの外に搾取の対象が実在しているかのように見なし、そ

難に代えて彼らが書き記すのは、哲学への叱咤であることは覚え

の〈他〉性におののいていたのだった。しかし資本主義は最初か

ておこう。哲学の仕事は「資本の相対的脱領土化を絶対的なもの

ら世界として外部を持たずに存在しているのであり、ただ内的極

へと到達させる」 31）ことである。資本を内在平面へと移行させ

限としての低開発の分布があるのにすぎない。外部へ向かう極限

ながら、新たな大地、新たな人民に訴えること。
「そのつどユート

を刷新する運動から、内的極限の消費の運動へ向かわねばならな

ピアを携えてこそ、哲学は政治的なものに生成し、己の時代に対

い。外へ向けて限界を拡張するのではなく、限界をまさしく「内

する批判をこのうえなく激しく遂行する」32）。ここで言われるユ

なる第三世界」として捉え直さねばならない――このように『ア

ートピアに、D&G は、
「革命的・内在的」と形容詞を付与するの

ンチ・オイディプス』執筆の背景を理解することができる。そこ

を忘れない。こうして、我々は、D&G は、まさしく革命の友であ

では、ルサンチマンはその治療論的共犯者と一緒に、エディプス

るような哲学に、忘却の肯定的力を添えようとするのだと言うこ

的な再領土化の問題へと委ねられている。忘却の肯定的な力は、

とができるだろう

33）

。

超歴史的な内在平面においてようやく、治療論的ではなく、単独
４．
「書かれないことをやめない」わけではないもの

で政治的な身分を得るだろう。73 年に言われている。
「忘却を反
動的慣性の力と肯定的忘却の力との二つに分けるなら、私が語っ

D&G が精神分析と袂を別つのは、去勢的偶然の介入に依らな

た忘却、革命的忘却が後者であるのは明らかだ。この忘却が現実

い全体性を考えてしまうところにおいてであろう。限界を外部へ
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と拡張する代わりに内的に織り込む。症状圏から忘却圏へ。片や

始めることはできない。我々は『アンコール』第七講で示された

近代の発展の臨界点で自らの運命と出会う。片や脱領土化‐再領

性別化の図を参照しつつ、全てではないシニフィアンの体制にお

土化を通じて再構成されるミリューにおいて未来の人民に出会

ける主人の言説のバージョンを、次のように書いてみることにし

う。

よう。
全てではないシニフィアン：S1→S2（開かれた知）

おそらく我々の時代は、幾つかの理由により、前者のパラダイ
ムが大きく後景に退いた時代であろう。地球＝大地の全体性への

効果：Φ←La→S(A)

満遍ない意識化の上に、資本主義の金融-情報的な形態と、安全
保障インフラのネットワークが組織され、貨幣・兵器・資源・廃

このように書くことは、我々の人間的な身分を、
〈一〉の効果と

棄物・人間といったものからなる物と記号のフローが高速で回流

しての主体ではなく、
〈他者〉の場に半実在的に生産されるもの、

している。記憶痕跡の備給、つまりシニフィアンの供給は、記号

La として考えるよう誘う。

的と同時に物質的になされ、ルサンチマンではなく、絶えざるシ

さらに図に即してみるなら、ラカンがフロイトの性差の理論を

ョックとして組織される。いわば強制された享楽身体へのプッシ

敷衍して描いた二つの線は、このような非実在に許される二つの

ュ。そのことは何より、我々を、絶対的ないし相対的な終わりの

運動を示している。一方で、Φ とは、象徴的ファルスだが、
『ア

なさにあらかじめ位置付けるであろう

34）

。

ンコール』でこの運動を説明する箇所での定義は、むしろ、その

最後に我々は、この点を踏まえてラカンに戻る事で、精神分析

闖入的な振る舞いが強調されている。「意味についての失敗を象

思想の現代的展開の可能性に関する実験的な考察を行っておき

徴化するシニフィアン」であり、「半意味 mi-sens、とびきりの

たい。

場違意 indé-sens、さらにお望みなら、意いよど味 réti-sens」
35）

本論第一節の「書かれないことをやめない」性関係という主題

なのだ。我々はそこに、いわば新たなアイデンティティの形
36）

に戻るなら、
〈一〉と〈他〉の連鎖は、今日、その開かれを、偶然
．．．．．．．．
によって閉じないわけではない、と言えるだろう。このような言
．．．．
い方で、我々は脆い偶然を強調したい。あるいは脆い出会い。シ

成に関わる闖入的な運動を見ることができるだろう

。

ニフィアンの連鎖を牽引するのは、欠如を相関項とする問い-欲

の欠如、あるいは「全てでない」のシニフィアン的根拠へ。この

望であるよりも、メタ欲望的と呼ぶべき、触覚的な徘徊のような

具体的な姿を認めることは未だ困難であるものの、我々はここに、

ものであろう（この観点からむしろ D&G のいう欲望とは何か、

未知の連帯の可能性を見出すことができるのではないか。そこに

改めて問う必要があろう）
。
〈他〉は不明瞭な限界であり、不明瞭

は、アノマリテとしての連帯、不安-享楽的連帯を通じて、我々の

な禁止を与える。偶然性は今やハッキリとした決断と結びつかず、
．
蓋然性として処理され、その結果、書かれないことをやめるわけ
．．．．
でもない。不可能性は、今や論理的矛盾を通じて現実界に触れる
．．．．．．
ことなく、書かれないことをやめないわけでもない。主人の言説

融通を高めるための通路があるように思われる。

の機能に即して言うならば、それは〈一〉のまとまりを確たる輪

の「忘却」の哲学-政治は、精神分析的思想を「症状」のパラダイ

郭として与えない。その結果、主体は表象されそこね、享楽の喪

ムを超えて展開させていくための、不可欠な同伴者であるように

失も与えられそこね、代わりに、何か半実在のようなものが生み

思われる

だが、より重要なのは、もう一方の運動、
〈他者〉の場に留まり
続けることで開かれるもう一つのベクトルである。S(A)、
〈他者〉

重要なのは、この二つの運動が同時的に可能であるのは、いか
にしてか、ということであると思われる。結ばれること＆解ける
ことを同時にこなす、ということ。こうした関心をめぐって、D&G

37）

。

出されよう。
こうした記述は、実のところ、ラカンによる「女の論理」を念

参考：性別化の図式

頭に行われたものである。つまり「男」が、例外設定による集団
の限界画定の操作であるのと裏腹に、女とは、例外を設定しない
ことで「全て」を設定しない論理を有する。我々は、『アンコー
ル』におけるこの議論を、ラカンが話存在と呼ぶ動物種のジェン
ダー的特徴を示すものとして受け取るよりも、むしろ、72 年の
政治的敷居への応答である、と考えたい。つまり、帝国主義的な
拡張の極限に自らの症状を見るパラダイムが、別のものへ転じよ
うとする事の先触れ的応答として。実際まさにそこからしか、フ
ェミニズム、ポストコロニアル、マイノリティ政治について話し
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秩序の外を匂わす、もう一つのベクトルの予感を内包しているのではないだろうか。ポストマルクス主義と国民国家の
関係についての批判は小泉前掲論文を参照。
37. 本稿はラカンがジョイスに即して提示する sinthome 概念について扱わなかった。この概念についてはいずれ改めてそ
の導入の批判的検討を行う必要がある。
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