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悲しみのクオリア：その現象学的探求  
Qualia of Sadness : its phenomenological investigation. 

山根一郎 

Ichiro YAMANE 

1. クオリアとしての悲しみ  
本稿は、個々の感情体験についての一連の論考の一つであるが、前稿（山根、2008）まで

感情の「現象学的心理学」と標榜していたのは、探求の対象が、通常の心理学でなされて

いるような、特定の感情の発生原因と身体的・行動的・心理的諸反応、あるいはその制御

法などではなく、それらの問題以前に学的に明確にしておくべき、その感情体験それ自体

を内的に同定（アイデンティファイ）する、その感情固有の“あの感じ”（内的感覚）の正体

を把握するためであった。ただ、その“あの感じ“という漠とした実感を想起して（ただし

生き生きとした再生は困難）対象化し続けながら、論考を論理的（＝非感情的）に進める

ことは、言語化困難という意味でまさに”言語に絶する“困難さを伴っていた。 

そこでクオリアである。分析哲学をもとにする「心の哲学」には、クオリア（Qualia）な

る便利な概念がある。クオリアという概念は、本来は赤い花を見た場合の「赤い」という

認知の質感要素
．．．．

（感覚質）として使われてきたが、今では用法が拡張され、感情の体験単

位としても使われている（伊藤、2006）。クオリア自体は外界への認知現象を説明する要素

的概念であるが、話題を感情に限定している本稿では “感情クオリア”のこととして用いる。 

1.1. クオリアとは 

ではクオリアはどのような特徴をもっているのか。クオリアの定義は提唱者C. I.ルイスに

よれば、「与件の識別可能な質的特徴」とされる（柏端、2008）。そして異なる経験におい

て復現する、すなわち一回限りの経験ではない“普遍者”の一種であるが、物体の性質とは

異なり、純粋に主観的（非志向性）で、直接的に直観され・与えられるため（無媒介性）、

いかなる誤りの可能性をもたない（不可謬性）。 

しかし現実には“感情を体験すること”と“感情を同定判断すること”の違い（距離）が立ち

はだかる。クオリアについては「クオリア概念を必要とするとそれを説明できない」とい

う“現象判断のパラドックス”があるという（Chalmers,1996）。これは客観的物理世界の実

在を暗黙の前提とする分析哲学上の心身問題ともかかわるパラドックスであるが、心的現

象（体験）のみを（とりあえずは）実在視する現象学においても、感情クオリアが直接的

で意識に近すぎることによって、かえって反省的意識による説明を困難にしている。これ
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は現象学に胚胎する“ノエシスのパラドックス”に由来する。すなわち、ノエシス（志向作

用）はノエマ（志向対象）そのものではない（と現象学では設定する）ため、ノエマ化さ

れたノエシスはもはやノエシス自体ではなくなる。われわれにとってノエシスは現在的に

“生きられる”ことしかできず、それをそのままとして知的に把握することはきわめて困難

である。しかし、これらの困難さを不可知論に追いやることは、知の探究者がとるべき態

度ではない。日常での無自覚（透明）なノエシスをあえてノエマ化してみることにこそ、

通俗的自明知を批判する学問の存在意味がある。 

感情は生きられた心的作用すなわちノエシスである。ノエシスのクオリアは、知覚などの

ノエマのクオリアよりも対象化がさらに困難である。そのためもあろう、個別の感情体験

のクオリアは、心理学においては、それが準拠している条件発生論的思考、すなわち“反応

の発生条件を確定することで、その反応を理解したことにする” （真の因果関係ではなく、

観察可能な先行条件→発生の連関関係を探るにすぎない）思考によって、巧妙に素通りさ

れてしまった。クオリアは実際には把握することは困難で、到達目標でしかないが、その

概念の有用性は、「心理学は感情のクオリアをまったく語ろうとしない」という批判を少な

くとも可能にする点にある。 

本稿の目的は悲しみのクオリアを記述することであるが、そもそも「～のクオリアは…で

ある」とクオリアを同定する根拠は何か。これには上述したクオリアの概念的特質に頼る

しかない。すなわち、クオリア自身の復現性・無媒介性・不可謬性ゆえに、過去のすでに

同一感情とされている任意の諸体験を想起することによって、誤りなく同定できている、

という前提である。感情クオリアは、感情の想起（ここで同定が自明視される）によって、

正しくノエマ化できるというこの前提は、感情を論じるあらゆる立場の研究者がその自覚

の有無を問わず、頼らざるをえないものである。その方法論的前提を問題視することこそ

が本来の現象学の営為であるが、本稿もこの前提に依存せざるをえない（そのため本稿は

「悲しみの現象学」と題する資格を失う）。 

1.2. 既説の概観 

では、今まで悲しみはどのような性質の感情として捉えられてきたか。過去の哲学や心理

学をごく簡単に概観してみる。 

17世紀のR.デカルト（Descartes,1649）は、悲しみを“基本情念”の一つとし（喜びと対立）、

「いやな無活動状態で、脳の印象が精神自身のものとして示すところの悪から、精神が受

け取る不快の基礎をなすもの」とその生理的基盤と不活発的不快性を強調した。 

同時代のB.スピノザ（Spinoza,1677）も悲しみを“基本的感情”の１つとし、「精神がより小

なる完全性へ移行する受動」といくぶんデカルトよりは存在論（在り方）的に定義し、そ
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の「移行」の動きが悲しみであるとした。スピノザの定義は、悲しみを“悲しくなる”と動

態表現すべき存在論的縮小感のクオリアとしてとらえている。 

感情間の微妙な差異を考察した日本の哲学者九鬼は、上の両者による定義を借用し、悲し

みと「嘆き」（氏は「歎き」と表記）との差を問題にした（九鬼、1941）。すなわち、悲し

みは抑鬱的な情緒であるため、必ずしも興奮的な嘆きへ展開しないとし、嘆きは悲しみに

何かが付加されたものとした。 

S.フロイト(Freud,1917)は『悲哀とメランコリー』において、悲しみ（悲哀）を対象喪失時

の正常反応として、失われた対象からリビドーを解放する過程（悲哀の仕事）と位置づけ、

その特徴として、深刻な苦痛に満ちた不機嫌、外界に対する興味の放棄、愛する能力の喪

失、妄想的に処罰を期待する、などを挙げた。一方、正常な悲哀にみられず、病的なメラ

ンコリー（うつ状態）に特徴的なのは、あらゆる行動の制止と自責や自嘲の形をとる自我

感情の低下であるとした。 

フロイト以降、特に心理臨床においては、悲しみは“悲嘆(mourning)”の問題に吸収され、

現在では死別した遺族の心のケアという臨床的問題に発展している。もちろんそれはそれ

で重要な実践課題ではあるが、悲しみの悲嘆への吸収という研究パラダイムの一元化によ

って、悲しみそのものは固有の探求がなされなくなる。実際、悲嘆・悲哀の過程は、悲し

み以外にも複数の感情が複合した事態であり、悲しみの感情に焦点を当て続けることはで

きない。悲しみを含む悲嘆が対象愛を前提としたものであるなら、悲しみは「愛」という

深層感情の阻害状態・不全態として、愛の変異形とみなすことができる。 

心理学者のC.E.イザードは、完全な善／悪や肯定／否定的な情動というものはないとし、悲

しみ＝不快感情というデカルト以降自明視された発想を批判している(Izard,1991)。感情理

解の単純化に反対するこの視点は、筆者も賛同するところであり、本稿においても“快とし

ての悲しみ“を問題にする。また彼は、悲しみは適応反応として進化的価値をもったものと

みなし、他者からの共感的・利他的行動を動機づけるとしている（この指摘は彼が最初で

はないが）。 

このように感情を進化的適応反応として機能的に解釈する視点は、感情の存在価値を生物

行動的に肯定する視点として、伝統的理性主義の感情蔑視に対する論理的反証の価値をも

つ。ただし、このような“結果論的”機能主義は悲しみのクオリアには無関心である。 

情動の心理学研究者R. S.ラザルスは、悲しみを、喪失そのものの反応ではなく、回復不能

な喪失に対する無力感(helplessness)を伴う感情とした（Lazarus,1991）。彼は九鬼と異なり、

悲しみを絶望（hoplelessness）を伴う抑うつから区別している。ただしあくまで対象喪失

内での悲しみの位置づけについて若干の変更を主張したのであり、悲しみを、葛藤状態を

越えた諦念に近いものとした点、フロイト的パラダイムの枠内に留まった。だが、悲しみ
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を対象喪失と同一視はせず、対象ではなく自己へ向った感情としている点は注目に値する。

同様にC. Z.マラテスタらも、悲しみを対象喪失と同一視せずに、自己不全的感情とし、自

己効力感の喪失と不可分に結びついて発動される情動とした(Maratesta & Wilson,1988)。 

心理学者の遠藤はラザルスらの定義を受けて、「修復困難な事態を受容せざるをえなく諦め

た時に経験される感情」とした（遠藤、1997）。これは「期待の喪失」を意味するという。

だがこの諦念に重きを置いてしまうと、該当する感情は悲しみというより「失望・落胆」

になってしまう。 

精神医学者の杉谷もフロイトに従って悲哀を対象喪失の感情とし、そのためか悲しみを要

素情動ではないとしている（杉谷、1998）。ただし悲哀の能力を「主体と世界の出会い」と

している点は、心理学者にはみられない深い視点である。 

哲学者の伊藤は、悲しみを“原感情”の１つとし、原感情の機能（モード）すなわち「生き

るという存在形態への寄与」として、悲しみは断念・忘却モードを措定している（伊藤、

2006）。この視点はフロイト以降の心理学者（特にラザルス）に近く、感情の還元的機能主

義ともいえる。 

ちなみに伊藤は、人が感情を同定するのは、「社会汎通的かつ私的なシナリオ」にしたがっ

ているのであり、その感情を名指すことばは「私的言語の様相を呈する」という。それゆ

え、感情に関する議論には、つねに独断の気味がつきまとうため、感情論は、「他人にはい

つでもどこかいかがわしいものにうつる」という。心理学が素通りした問い「感情を同定

する根拠は何か」を問題化できる視点の深さは哲学者ならではである。『情念論』を記した

デカルトの、「これまで感情に関してまともな理論はひとつもなかった」という不満は、伊

藤だけでなく筆者自身も既存の感情論について感じていることであった（本稿の執筆動機

もそのためであるが、本稿に対してもこの不満は残されるであろう）。だが感情を独断によ

らずに同定することはやはり心理学の仕事である。その意味で本稿は、哲学的問いに対し

て、心理学的回答を試みるものである。 

これらの概観を受けて、本稿では、悲しみを悲嘆・対象喪失という臨床心理的問題に置き

換えることをせず、悲しみのクオリアを目指して、悲しみについての既存の先入見を明ら

かにし、それらを解きほぐしていきたい。 

2. 悲しみの言語表現  
悲しみを自明的な体験として私的言語で断定する“うさんくささ”をいくぶんでも避けるた

めに、公的に共有されている悲しみの言語表現を渉猟してみる。これは言語還元主義（言

語が主観性としてのクオリアを規定しているという発想）に立つことではない。ここで探

りたいのは、（たとえば日本語が）本来言語化困難である悲しみのクオリアをどのように言
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語表現化しようとしてきたかの先人たちの難事業の成果（公共言語）である。そしてこれ

ら公的表現と認められたクオリア的描写を論拠とすることで、本稿で用いざるをえない私

的言語をいくぶんでも公共的なものとしたい。 

ここでは、『感情表現辞典』（東京堂出版）・『類語国語辞典』（角川書店）などによって、あ

くまで日本語（日本で使用されている漢語を含む）における悲しみ（「悲哀」として項建て）

の表現を材料にする。それらによると、悲しみに関する表現は、以下のようにまとめられ

る。 

2.1. 悲痛 

「胸が引き裂かれる」「胸が痛くなる」「胸がきゅうんとしめつけられる」「胸が裂ける」な

どは、悲しみ時の身体感覚を表現している（もっともクオリアに近い）。実際、悲しみを追

体験（想起）した場合でさえ、胸（正確には胸骨の内側あたり）に鉛がつまったかのよう

な鈍い痛み・重みを感じる。 

一方同じ身体感覚的表現でも「断腸の思い」は、身体的な極度の苦痛（断腸）を悲痛の強

さの比喩として使っているのであり、当然ながら激しい腹痛を伴うことを示すわけではな

い。 

悲しみに「打ち震える」姿は、悲しみに打たれて
．．．．

背を丸くして小さくなって膝を抱え（こ

れは“存在の縮小感”に相当するのか）、肩を震わせて泣いている姿をイメージさせる。この

不随意の震えは寒気に見舞われた際の熱再生反応に由来し、恐怖感情と共通した反応であ

る。その共通性に注目するなら、この反応の生態学的機能は、温かい保護（抱擁）を周囲

の他個体に求める表現なのかもしれない（そうなら、イザードらが指摘した「適応反応と

しての悲しみ」がさらに説得力を増す）。 

面持ち（表情）の形容（解釈）として使われる「沈痛」は、“痛”という身体的には興奮的で

ありながら、気分的な沈静を示す。悲しみは気分的には「沈うつ」を伴う。悲しみの表現

としての“痛”は、「悼み」「傷心」そして「悲愴」として直接に “トラウマ（心的外傷）”を

意味する。悲しいとは“心が痛い”ことであり、沈うつと興奮という相反する方向性をもっ

ている。 

心の痛み・痛切感に特化した感情表現には「切ない」がある。ただし切ないという状態感

（痛切感）は、愛する者への思慕など、外傷的でない“痛み“にも使われる。この場合の切

られるような痛みは、心的外傷ではないがやはり悲しい。日本語古来の「かなし（愛し）」

はむしろこの“切なさ“に近い。日本語においては、悲しみは、心の傷（対象喪失）である

かどうかよりも、まずは”切ない（痛い）“のである。sadがsentimentalに結びつくというの

は英語圏では意外に映るだろうか。 
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2.2. 悲しい気分 

日本人にとって悲しみは、必ずしも痛みとして痛感されるばかりではない。「物悲しい」と

いうそこはかとない雰囲気として、対象（相手）をしみじみと受け止める情感としても感

じられる。これは悲劇的な事態に対する強い憐憫・同情ではなく、対象が醸し出す・対象

から滲み出る様態（かつての繁栄が見る影もないような無常観を喚起させる様態）への悲

しみであり、たとえ対象自身が歓喜していても、物悲しくなる。物悲しさは必ずしも不快

ではなく、「もののあはれ」という美的感動体験に昇華されうるし、また「侘び寂び」への

美意識にも通じる。 

一方、同じ雰囲気的でも、「やるせない」「やりきれない」は、対象の様態ではなく、自己

側のどうにもならない不全感の持続が、沈うつを越えて、ある種の慢性的な心の疼痛的な

痛みをもたらしている状態である。 

「悲しいかな」という表現は、皮肉なことに悲しみ（痛み）を伴わないことが多い。悲し

んでもおかしくない事態でありながら、悲しみは喚起されず、代わりに残念感がある。事

態に対して評論家的な距離があるため、悲しみの興奮性に巻き込まれていない。時には、

自虐的な笑いすら伴う。言い換えれば、突き放し客観的に眺めてもなお悲しい。 

2.3. 力動 

passion(受動)としての悲しみはどのようにやってくるのか。悲しみは、「込み上げる」「湧

き上がる」（この表現は怒り・喜びにも使われる）。だがこれで終わらず「溢れる」。悲しみ

は、外からではなく、身体の中心（胸の下、そこは自我の外側）からやってくる受動体験

である。しかし、悲しみの上昇
．．

は気分には反映されず、悲しみに「沈む」。やってきた悲し

みは急性の“痛み”として「突き刺す」「打たれる」「襲われる」。この衝撃性は恐怖にも使わ

れる。 

「誘われる」のも悲しみの特徴である。主体的に向かうのでも、また強制的に向かわされ

るのでもなく、悲しみに心惹かれてしまう。そして悲しみに「ひたる」ことができる。こ

れは悲しみが常に回避したくなる単純な不快感情でないことを暗示している。 

2.4. 涕泣反応 

感情は、驚愕反応のように身体反応と一体であったり、怒りと威嚇・攻撃、恐怖と逃走な

ど行動を動機づけるものでもある。行動や身体反応と結びついた感情は、生物学的な由来・

機能が推測される。悲しみは“泣く”という反応をもたらす。 

泣くという反応自体は、快不快のいかんにかかわらず、情動の興奮強度と関係している。

もともと泣くという反応は、出生直後から始まる最初の情動興奮反応であり、乳児期にお

いては感情との対応が未分化（多義的）であるが、次第に収斂化していく。ただ最終的に



 
 
 

 
 
 

6 

悲しみに一元化はせず、悔しい・嬉しい・感動などでも同じ泣き方をする（泣くという共

通性をもつこれらの感情は、そのクオリアも共通しているかもしれない）。涙を流して声を

出して泣くことを“涕泣“とするなら、悲しみに固有の涕泣はどのようなものか。 

a) 涕泣の程度 

泣く反応の強度（興奮度）の差に即してみると、まず、泣く反応として最も軽度なのは、「目

頭が熱くなる」「目が潤む」という落涙に至らない状態である。涙腺からの涙の分泌増加量

に一定限界があるとすれば、涙が下瞼側の涙道へ吸収される量を超過して下瞼から落ちる

こと（涙ぐむ）は涙腺からの涙が一定時間以上出続けることであり、少なくともその間、

一定以上の悲しみの強さも持続している。逆に言えば強くても瞬間的に収まってしまう悲

しみは、「ぐっとくる」だけで落涙には至らない。 

「すすり泣き」(咽
むせ
び泣き)は、涙腺からの涙液が涙道から鼻腔側に流れ出す量が増大して、

それが鼻孔から出ないように、吸気で吸い上げる時の音を伴う場合である。この音は誤魔

化せないため、他者にも知られる。 

「声が潤む」のは「涙声」と言われる。「声を詰らせる」のは泣きながら発声する時である。

喉あたりが異常に緊張してしまうため。すなわち吸気だけでなく呼気においても泣く反応

が拡大される。 

悲しみの度合いが強まると、下顎全体の緊張が強まるため、口は横にひろげられ、唇が開

く（一見、笑顔と見まがう）。「しゃくりあげ」は喉から下部の反射反応で、強い情動状態

を示す。「号泣」は、人目をはばからず大きな泣き声を出す最強の段階で、「慟哭」も同じ

であるが、後者は悲しみの涕泣に限定されている。 

うれし泣きも悔し泣きも同様の反応段階を示すが、詳細に単語化された表現はほとんど悲

しみでの涕泣である。涕泣（悲しみ）の強まりは、必ずしもその原因によるとは限らず、

笑いや怒りなどと同じく反応の自己強化にもよる（泣くから悲しい）。 

b) 泣くことの感情的意味 

そもそも涙は、眼球を乾燥から守り、眼球の栄養補給のために絶えず流れている。外から

入ったゴミが眼球や内瞼を刺激すると、それを外に洗い流すために大量に分泌される。す

なわち洗浄作用である。 

感情反応として流れる涙（心因性の涙）は、欲求を他者に伝える手段という行動的機能と

して解釈されがちだが、一人場面でも泣くことを説明できない。 

生化学者フレイは「泣くことは、ストレス反応で体内に生じた物質を排出することにより、

生体の化学的バランスの回復を助けるため」と仮定し、採取したデータによって、心因で

泣く時の涙はタマネギの刺激の涙よりもたんぱく質（ストレス低減や解毒作用のある酵素

やホルモン）濃度が有意に高い事を示した(Frey & Langseth, 1985)。このように、涙は、
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眼球面だけでなく、体内の浄化（ストレス低減）作用をも担っている可能性がある。それ

だけでなく、その身体的浄化が心理的なストレス反応（情動強度）をも低減させることに

なる。泣きやんだ後、不思議なほど心が洗われてしまっているのは、この悲しみ物質が排

出されたためということになる。 

また一般に女性の方が涙が出やすいのは、プロクラチンという母乳を分泌させる女性ホル

モン（13歳以降で性差が顕著）の影響の可能性があり、それゆえ男性の方が内的ストレス

を生理的に「浄化」しにくいことも示唆している。 

彼の研究は、涕泣の心的ストレス解消機能に注目させる。もし心的外傷を伴わないでも泣

けるなら、われわれはストレス解消のために、率先して悲しみの涙を流してもおかしくは

ない。 

3. 悲しみの周辺感情  
ここでは、感情の構造的付置において悲しみに対比される他の感情と比較することで悲し

みの体験的特徴を見出したい。 

3.1. 下位感情 

下位感情というクラスには、量的変異と、当該の感情を中核としながらも他の感情が複合

した質的変異とが含まれる。 

感情の量的属性には強度と持続性がある。強度はたとえば刺激に対する反応性の強さであ

り、持続性は反応が状態化されたものである。強度と持続性の関係は（自然現象）一般に

は逆相関傾向であり、強度の強い感情は“情動”、持続性の長い感情は“気分”といわれるよう

に、強度が強い反応は持続性が短い傾向にあろう。 

また感情に関しては強さとは別に「深さ」という属性も考えられる（性質は明瞭ではない

が）。強度を興奮性の強さとするなら、自己強化によってますます強くなる。それに対し、

たとえば“深い”悲しみは、強度的にはさほど強くなく、表面的な持続性も長くなくとも簡

単には癒えない場合が該当する。 

悲しみの下位感情は、特定の強度や持続性に限定された状態、あるいは他の感情要素が混

在した状態をさす。 

a) 抑うつ 

九鬼が悲しみと同一視し、ラザルスは悲しみと対比した抑うつ（憂鬱）は、その関係だけ

を見れば、悲しみの気分化した状態、あるいは興奮性がなくなった状態ともいえる。しか

し抑うつは、感情の「不快かつ沈静」という一般状態とみるべきであり、必ずしも悲しみ

との関係に限定されない。天気に喩えるなら、悲しみは雨天で、抑うつは曇天である。曇

天は必ずしも雨につながらない。一方、雨のさなかは厚い雲に覆われ、雨の前後も曇天で
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ある。この喩えに従うなら、悲しみの方がむしろ抑うつの重篤状態という下位感情といえ

る。 

b) 悲嘆 

悲嘆は、悲しみの強度と持続性が共に高い状態であり、この不自然性に、九鬼は悲しみ何

かが付加したと予想したに留まったが、フロイト以降の心理学では悲嘆は悲しみを中核と

して、怒りや後悔、罪責感などを含んだ複合した一連の感情過程であると定義されている。 

c) 憐憫 

怒りにおける義憤のように、事態の当事者でなくても、当事者の立場になって共感的な感

情体験をすることができる（一般に、当事者よりは強度が低い）。悲しみにおいては憐憫（憐

れみ）が該当する。憐憫（憐れみ）をデカルトは「なんらかの悪を、それに値せぬとわれ

われには思われるにもかかわらず、こうむっている人々に対して抱かれる、愛または善意

をまじえた悲しみの一種」、スピノザは「自分と同類であるとする他人の上に起こった害悪

の観念を伴った悲しみ」と、ともに悲しみの一種としている。 

この悲しみは、自己はなんら損害（喪失）をこうむっていない無傷の痛みである。しかし、

悲しさの質（クオリア）おいて違いはない（仏教における慈悲の悲に該当）。その意味では、

憐憫は、対象喪失から独立した、すなわち喪失感や絶望感を伴わない純粋な“悲しみ”体験

ともいえる。ただ、対象に一定以上の距離感があるため、痛みの度合いは小さくなる。涙

しても、短時間であり、抑うつを伴わない。 

d) 残念・愛惜 

デカルトは「残念」を悲しみの一種としている。残念感あるいは「惜しい」という気持ち

は、事態の望まぬ方向への進展に対し、どうしようもなさ（無力感・諦念）に支配されな

がら、いまだ諦めきれない未練すなわち執着が残った
．．．

感情状態と規定できる。「泣く泣く～

する」という表現も（「断腸の思い」も）強い残念感の時に使われる（その最たる場合が「泣

いて馬謖を斬る」）。 

九鬼は“愛惜”を悲しみの下位感情に位置づけ、「愛するものの背後に、その消滅を予見する」、

すなわち“はかなさ”という「愛惜する対象の時間的存在の非存在性による存在論的感情」

を前提とした感情とした。だが、廃止される鉄道路線や取り壊しが決まった歴史的建造物

に対する愛惜は、必ずしもそのものへの事前の愛情（愛着）は必要としない。すなわち自

分にとって特別に愛着のある対象ではないにもかかわらず、その存在がなくなることを知

ったことでにわかに発生する愛（存在の肯定感）である。愛惜は、事前の愛とは連続せず、

むしろ喪失の危機に瀕することではじめて対象化される（愛の対象であったと気づかされ

る）“遅すぎた愛”でもある。 

3.2. 類似感情：喪失感 
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類似とは、表面的には似ているあるいは互いに併起／移行する感情であるが、本質（クオ

リア？）が異なる。ここでは対象喪失と悲しみを分離する意味で、「喪失感」を挙げたい。 

a) 純粋喪失感 

対象喪失における真の感情反応は、その定義上「喪失感」のはずである。喪失感は、対象

を喪失したと認知した時から始まる。対象喪失が悲しみをもたらすとすれば、発生の順序

として、喪失感が悲しみを導くことになる。ここでは、悲しみと喪失感との差異に注目す

るため、悲しみを伴わない（移行しない）という意味での“純粋な”喪失感を問題にしたい。 

純粋喪失感の例として、パソコンの作業中にデータが消えた場合、祭りの後のような日常

生活での楽しみの喪失、旅立ちの別れを挙げてみる。 

パソコン作業中のデータ消失は、失恋を上回る心的ストレスの強さともいわれる（シマン

テック社、2008）。データが復旧できれば、この喪失感も一時的で終わるが、復旧できない

場合、喪失感は絶望感（ただし喪失した対象についての絶望にとどまる）を伴う。その他

に空虚感・むなしさも感じ、即座には何もやる気が起きない。 

このような紛失・破損を含む予想されない突発の喪失体験は、唖然・呆然という広義の「驚

き」を伴う。狭義の驚き（驚愕）は、生き生きとした時間の流れの強烈な途絶という意味

での“瞬間死”といえるが（山根、2005）、唖然状態は、強度は弱いものの、より長い流れの

停止感、すなわち時間体験上の“仮死状態”になる。仮死状態中ゆえに悲しみなど他の感情

も起こらない。だが、データを再入力すれば対象は自分の手で回復するため、対象喪失と

はならない。 

祭りの後における喪失感は、楽しみにしていた非日常的な祝祭の終了によるもので、目の

前にあったもの、自己とともにあったものが、一番遠く（たとえば一年後）にいってしま

ったという喪失による。昂揚感の終焉は日常への帰還に過ぎないため、その喪失は損害で

はない。絶望感はないが、目標の喪失と退屈でストレスのある日常世界への帰還による抑

うつ感がある。金曜の夜の昂揚感に対して、日曜の夕方以降の軽い抑うつ感は多くの会社

員が毎週感じる喪失感である。 

旅先から帰路への出発時の喪失感は祭りの後と同じく楽しみの終焉（日常への帰還）であ

るが、そもそも旅に出発する際にも慣れ親しんだわが家・家族との（軽い）喪失感を味わ

う。これは旅の期待（楽しみ）が弱い場合に起きるというより、旅の長さ・遠さ・危険度

によって実感される“日常性との別れ”によるといえよう。出発日が近づいて旅の準備をす

る際に感じる気の重さもこの喪失感と関係しているのかもしれない。 

では次に、悲しみへ移行する喪失感を考えてみる。 

現象学でいうノエマとは外的ではなく内的な志向対象であり、ノエシスとは感情について

はそのノエマに向う感情ベクトルであることから、ノエマ・ノエシス関係は精神分析でい
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う内的対象とリビドーの関係に対応する。この対応関係から、対象喪失はノエマを喪失し

たノエシス状態ということになる。 

喪失のノエマ成分は「不在感」である。対象表象にその対象の不在という知覚的現実が加

わる。したがって不在実感が強化される。不在という無のノエマ、過去存在としてのみの

空しいノエマである。喪失のノエシス成分は対象の不在に対する感情で、「寂しさ」が相当

する。 

b) 寂しさ 

喪失感という感情のノエシス面が独自に強くなる（無のノエマは強くなれない）と「寂し

い」という感情になる。 

この感情について九鬼は、「恋しいという客観的感情の裏面にある主観的感情」とし、片割

れが片割れとして自覚する感情とした。ここでいう客観的感情を対象に向った対象（ノエ

マ）感情、主観的感情を自己を対象化した自己（ノエシス）感情と言い換えるなら、寂し

いは「恋しい」という対象感情に付随する自己感情であり、対象から分離された自己自身

の状態感ということになる。 

確かに、英語の”I miss you”におけるmissは特定対象（you）の不在による私(I)の寂しさで

ある。しかし、寂しさは、自己の孤然とした状態感へと一般化することで、特定対象の不

在を前提としなくなる。すなわちノエマの不在によって生じた喪失感は、やがてノエマな

きノエシス感情「寂しさ」へ移行する。寂しさが、特定対象への喪失感ではなく、孤独へ

の不快感であるなら、むしろ「一人になりたくない」という回避感情が強くなり、喪失し

た対象の代替を求めやすい。 

c) 喪失による抑うつ 

喪失感は、空虚感であり、身体的には脱力感をもたらし、あらゆる活力が阻害される。対

象喪失における“抑うつ”は、この喪失感が気分化したものと言える。ラザルスは抑うつを

「大きな喪失の後で、価値ある人生を復活させることができないという絶望感の結果」と

した（Lasarus,1999）。彼は喪失感という感情（missという感情）を認めなかったので、抑

うつを悲しみに対比させたが、抑うつは対象性のない地（背景）的な気分であり、対象性

を“無”として保持している図的な喪失感や悲しみとは次元の異なる状態感である。 

悲しみは、対象喪失事態において、喪失感と同時に体験されうるが、悲しみは、「込み上げ

てくる・迫ってくる」ものであり、意に反しながらも、脱力感とは正反対の痛みとして感

じる興奮（盛り上り）状態になる。この点が喪失感と異なる。ではなぜ興奮するのか。比

喩的には心の痛みの刺激性ともいえるが、この問題は後の項で扱う。 

ラザルスは悲しみを抑うつに後続するものしているが、必ずしもそうとは限らない。喪失

の危機に瀕している時、たとえば恋人から別れ話をもちかけられている時、親族が臨終を
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迎える時、別離の旅に立つ時、われわれは喪失感に沈んでいくより、ある種の興奮状態に

なる。それは喪失に対する動揺そして抵抗（戦い）としての興奮であるが、その悲愴な戦

いにおいて、すでに“愛惜”という悲しみは始まっている。すなわち実は悲しみは喪失感に

先行しうる。 

前述したようにラザルスが、悲しみは対象についてではなく自己についての感情であるこ

とを示唆している点は注目に値する。喪失感と悲しみの違いは、まさにその感情対象の違

いにもよる。同じ対象喪失事態でも、喪失感の対象は、失われたモノ
．．．．．．

（相手の不在感）で

あり、悲しみの対象は、失うコト
．．．．

（私の痛み、いなくなるコト）である。すなわち喪失感

はノエマ的で、悲しみは寂しさと同じくノエシス的である。喪失は事後的であるが、悲し

みは実は喪失の危機の段階で発生する現在的な体験である。それゆえに、喪失感のクオリ

アよりも悲しみのクオリアは言語的にはるかに記述しづらい。 

3.3. 対立感情 

対立感情は当該感情に対する機能性によって、反対感情、矛盾感情、無化感情に下位分類

できる。 

a) 反対感情：喜び 

デカルトもスピノザも獲得・達成の感情である喜びを反対感情に挙げている。意味・方向

（ベクトル）は正反対であるが両立しうるのが反対感情である。すなわち当該感情との並

立によってジレンマあるいはアンビバレントな状態になりうる。卒業式の涙も、卒業する

当事者にとって、この両価的状態といえる。さらには、文芸作品におけるハッピーエンド

も、その結末に内包されていた過去の悲劇性が感動を一層強める効果をもたらす。 

b) 矛盾感情：期待（楽しみ） 

悲しみの発生を不能にする感情は何か。まずは無関心の対象は喪失の対象にはならない。

ただし無関心は本来的には広義の“愛“の矛盾感情であることから（山根、2008）、愛の対象

喪失としての悲しみとも同様な関係となるのも当然である。 

「悲しみは絶望ではなく、無力感を伴う」というラザルスの説に従うと、悲しみに固有の

矛盾感情は、無力感の逆の「効力感」が矛盾感情となりうる。だが喪失感の反対感情は意

味空間的には「獲得感」（馴染みのない表現であるが「喜び」に近い）となるはずであるか

ら、絶望（失望）の反対感情である「期待（ワクワク）感」も、抑うつの矛盾感情である

「昂揚（ウキウキ）感」も意味空間的には悲しみの矛盾感情にはならないことになる。 

スピノザは、悲しみの対立感情に喜びを挙げたが、それは「より大なる完全性へ」の移行

感を意味している。一方、九鬼が喜びよりも「嬉しさ」を対立感情としたのは、外へ向う

能動性に注目したためである。これらは現在的な獲得感・将来的な期待感とも関係してい
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る。これに効力感と昂揚感を加えると、躁的な自己万能感（世界と密着した自己拡大感）

を構成しうる。 

c) 無化感情：悲しみ自体？ 

悲しみを鎮める感情は何か。対象喪失においては、悲嘆に陥る抵抗として、喪失した対象

を悪玉視したり軽視する「躁的防衛」がなされるという（小此木、1979）。これは無関心・

憎しみという「愛」の対立感情に移行することによって、愛の失敗としての悲しみを弱め

ようとすることである。だがこれらは「悲哀の仕事」を遅らせるだけで、悲しみを消えさ

せはしないという。すなわち、これらの愛の反対感情は悲しみを鎮める無化感情としては

機能しえないということである。 

フロイトによれば、悲しみは、悲しむこと（悲哀の仕事）によってしか克服できない。な

ぜなら、悲哀（の仕事）それ自体が失われた対象からリビドーを解放する過程であるから。

フレイによれば、悲しみの涙にくれることは、ストレスを低減させ、感情強度を弱める作

用をもつ。 

ある期間、悲しみにひたる（対象喪失を受容する）ことによって、傷が自然治癒するよう

に、やがて悲しみの支配から脱することができる。傷跡は消えないが最初の頃のような“痛

み”はもう起きなくなる。悲しみにもう“襲われる”ことはないが、悲しみを忘れることはな

い。これは悲しみを内在化したことであり、悲しみを自ら背負い続けていることにはかわ

りない。その意味で、悲しみとは、人生の年輪（心の傷という刻印）を刻むことである。 

ここで思い出すのは、儒教における喪である。親が死んだ場合、士には三年の服喪期間が

定められている。そして服喪終了後でも、亡き親を思い出したらいつでも「哭する」のが

礼とされる（『儀礼（士喪礼）』）。儀式的な服喪が終わっても、親を思って赤子のように泣

くことは、儒教の第一原理である「孝」の赤心の表現となる。自分が生きている限り、亡

き親への心の喪は終えないのである。 

4. 悲しみの諸相：対象喪失でない悲しみ  
悲しみを対象喪失の文脈でのみ語る心理学の定型思考から脱し、悲しみという感情の存在

可能性を探ってみる。 

4.1. 悲しみの興奮性：心理的距離における悲しみ 

まずは悲しみの抑うつ方向ではない、興奮方向の側面に注目したい。悲しみを、「愛
かな
し」と

いう切ない思慕のように、対象喪失ではなく、継続中の対人関係において体験される感情

とするなら、心理的距離の体験構造（山根、1987）の用語で表現できるかもしれない。そ

の場合の悲しみを「切ない」という心の痛みとみなすなら、失恋（喪失）の苦しみだけで

なく、片思いの苦しみも含まれる。それどころか、愛しあう二人になっても、逢瀬の終わ
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りの別れ際（対象喪失ではない）に切なくなる。あるいは我が事でなくとも、子に愛情を

そそぐ若親、親を慕う幼な子の姿を見ただけでも、涙が出るほど切なくなる（その親子が

ヒトでなくても）。悲劇的でないのに、“心温まる”というのどかさを越えて、心が痛くなる。 

切ないという心の痛みは、心理的距離モデルでは相手への“思い”（という感情的ノエシス）

が２重に“溢れた“状態として表現できる。すなわち、自己から相手への能動距離が相手か

ら自己への受動距離よりもずっと近い（ミゾ状態）ために、自己から相手に向って思いが

溢れる。同時に能動側の表象距離が表出可能なレベルを越えてしまっている（ズレ状態）

ので、内的な思いが行動的な表出レベルを越えて溢れてしまう。これほどまでの能動・表

象距離における一方的な“高まり”が痛いまでの興奮性をもたらす（内的不均衡は緊張=興奮

をもたらすという発想は、K.レヴィンの力学モデルによる）。 

失恋や片思いのような“先走り状態”のミゾ体験において、距離の“近さ”を一体感の”大きさ

“として表現すると、自分の能動距離は相手からの受動距離の最大値よりもなお大きすぎる、

すなわち能動＞受動maxという状態になる。そして、自己側のズレは、自分の表象距離が相

手に対するいかなる表出距離よりも大きすぎる、すなわち表象>表出max 状態になる。ズレ

（表象と表出の差異）があってもなくても、この本質的ミゾ（能動と受動の差異）からは

逃れることができない。 

切なさで「胸がキュンとなる」のは、思いが２側面で溢れ出て（表象＞表出、能動＞受動），

その不均衡を耐える痛みである。愛し合っているとしても、いや愛が強ければ強いほど切

なさは強くなる。すなわち、切なさは、人を愛する幸せとその愛が（心理的距離的に）完

全には実現しない悲劇の混在による、哀しい愛のアポリアを示している。 

自分のあふれる想いは、表出（表現）不可能なほどであり、それゆえ相手に届かない。「切

ない」という単語をもたない欧米人は、代わりに次のような説明的な表現をする。「あなた

が思っている以上に、私はあなたを愛している」。この言葉には、自分の愛の強さだけでな

く、その強さが不達であり（ミゾ）、その原因が自分の真の想いを表現する術がない（ズレ）

の苦しみも含意されている。 

この切なさは、当該の関係においては一時的でない本態的不満状態であるため、解決不能

で、しかも持続する。不満ながらも、解決不能なため、あきらめざるをえない。すなわち

この状態から逃れられず，ひたるしかない（せめてもの行動化として、歌や詩の制作動機

になる）。通常、人はこの切ない痛みを自分が甘受する。この切ない痛みを引き受けられな

い場合がストーカー(表出の暴発)行為となる。 
対象喪失の後にはじめて悲しくなるのではない。喪失の危機が来てはじめて悲しくなるの

でもない。愛が実現していれば、もうすでに「かなし」い。それは九鬼や杉谷が述べたよ
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うな「喪失」を予見しての悲しさではない。愛することに内在する切なさがすでに「かな

し」いのである。 

対象喪失でも悲しみを引き起こすのは、失恋やわが子との死別など対象への溢れる思い（切

なさ）が元よりある場合が最も強い。すなわち、元々の「かなし」さが悲しみとなってい

る。また、日頃は切なさを感じない対象を喪失した場合にも、喪失そのものによって”切な

い“状態（能動＞受動）が発生するため、同様な悲しみを経験する。ただし、自分の方から

内的に離れていく対象喪失の場合、このような切なさはない（別種の心苦しい痛みはある）。

切なさとは、愛の不全、しかも愛が多すぎることによる不全である。 

4.2. 自己憐憫：対象愛でない悲しみ 

（対象）喪失は確かに悲しみを引き起こす事態として典型である。だが喪失の感情クオリ

アは喪失感がふさわしく、喪失感は悲しみのクオリアではない。 

 “対象喪失→悲しみ”という図式は“愛=対象愛”という固定観念に由来している。前稿（山

根、2008）において、“愛=対象愛”という西洋的限定から脱却したことにより、愛の不全と

しての悲しみも、対象愛ではなく自己愛の不全としてもありうることが論理的に示唆でき

る。実際、悲しみが「自己効力感」の不全を意味するなら、悲しみの対象は「ダメな私」

である。自分のダメさ・惨めさを悲しんでいる。 

a) 自己憐憫への偏見 

幼児は、痛みや恐怖など、さまざまな不快感情で泣く。それゆえ逆に、大人は幼児の悲し

みを理解しづらい。たとえばデパートで、おもちゃをねだって幼児は涙を流し、迷子にな

った子も泣いている。これらの涙は何であろうか。おもちゃはまだ対象として獲得してい

ない。むしろ買ってくれない親に対する欲求阻止の怒りの涙が主であろう。同時に、欲し

いモノを手に入れることができない自分を哀れんでいる可能性もある（たとえばお兄ちゃ

んが誕生祝いで買ってもらって、自分が買ってもらえない場合）。また、迷子になって泣い

ている子は、一時的な対象喪失状態とも言えるが、頼りになる他者を見失い、置いてきぼ

りをくった孤立感・見捨てられる不安感が強い。つまり自己を悲しんでいる。 

青年期の受験・就職・恋愛の失敗での悲しみは、対象喪失として語ることもできるが、自

分の不甲斐なさ・惨めさ、「寂しさ」をも悲しんでいる。そもそも対象喪失による悲しみ自

体にも、相手への憐憫と自己への憐憫が含まれていないか。 

成長した人間が泣く情景として想起すのは、石川啄木の詩集『一握の砂』内に収められた

「我を愛する歌」と題された次の歌である（石川、1968）。「東海の小島の磯の白砂に われ

泣きぬれて 蟹とたはむる」（この後も一人で泣いている歌が続く）。この歌は空間の連続的

ズームアップ（海→小島→磯→砂浜→われ→蟹）によって、自己の存在の縮小感を表現し

ている。悲しんでいる自己は、蟹と同等にまで縮小している。この縮小化はまさにスピノ
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ザの定義に相当する。泣いている原因は問題ではない。ここで泣いているのは、縮小して

しまった自己の惨めさである。その縮小は内的対象の喪失という自己世界の部分崩壊でも

あるが、より小さな完全性への移行としての自己そのもの萎縮（弱体化、無価値化）でも

ある。その自己を悲しんでいる。すなわち自己憐憫である。 

自己憐憫とは、“私ってかわいそう“という悲劇の主人公にひたることである。これは発達的

に先行した他者への憐憫が、その応用として自己に向ったということではない。自己愛／

対象愛＝未熟／成熟という発想によれば、他者への憐憫でない自己憐憫は、むしろ憐憫の

未熟性であり、退行的な自己愛とみなされる。 

確かに自己愛は原初的であるがゆえに、そして後の対象愛によって背景化されるため、感

情の未熟性・退行性とみなされやすい（今でも自己愛はパーソナリティ障害を構成する性

向の１つとされている）。自己憐憫はその自己愛以上に負のイメージが払拭されていないた

め、自己愛への抑圧が強い男性ほど、自己憐憫で泣く事が抑圧される（対象喪失での涙な

ら抑圧される理由がない）。だが自己愛を対象愛よりも本源的な愛（存在愛に近い）とみな

すなら、愛する自己が悲惨な状況こそ憐憫に値する。 

b) 自分を悲しむ 

九鬼による「恋しい」と「寂しい」との関係を参照すると、対象喪失と自己憐憫は悲しみ

という“孤独への縮小化“を構成する両面とみることもできる。不在となったノエマに対し

ては喪失感が発動する。その不在性は自己世界の部分的欠落である。一方、対象性を失っ

たノエシスは自分が置いてきぼりになった、世界から見放されたという寂しさ・被害感に

なる。 

対象喪失ではなくても、自己憐憫で悲しみが成立しうるのは、恋しい具体的対象が存在し

ていなくても、自分の孤独を見据えることで寂しさが成立するためである。そして自己愛

的な自己憐憫にひたることは、自責・自罰による自己否定へ向うことを押しとどめる。世

界から見放されても、自己の存在は自己によって愛されているから。 

対象喪失にしても、自己憐憫にしても、いずれも自己にかかわっている。ならわれわれは

自己にかかわらない現象は悲しまないのか。 

4.3. 快としての悲しみ 

悲しいという感情体験そのものが不快なのではない。不快なのは実害としての喪失（傷）

である。悲しみは心の痛みではあるが、心の傷ではない。身体的痛みが、マッサージにお

けるように時には積極的に求められるように、心の痛みも、自己を修復する機能ゆえにか、

時に率先して体験される（喪失のような損害をもたらさない条件で）。 

悲劇という芸術表現形式が公的に存在しえていることは、無害の悲しみが人々に求められ

ている証しである。芸術観賞で流す涙は浄化の機能がある。ただ心的浄化が目的だけなら、
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悲しみでない感動的なハッピーエンドでもかまわないはずである（感動的なハッピーエン

ドは、過去の悲しみの克服という意味で、悲しみを内包しているが）。純粋の悲劇（別れで

終わるような）も求められるのはなぜか。 

まず、他者に見舞った悲劇は、社会的比較によって相対的に自己の幸福を確認させること

にもつながり、自己の幸福感を味わうために、あえて他者の悲劇を体験する、という理屈

も成立する（その他者が憎悪の対象であればなおさら）。それなら、悲劇を観ている時、人

は幸福感・優越感にひたっているだろうか。鑑賞者の涙は、歓喜の涙ではなく、憐憫の涙

である。 

喪失感など心的外傷にかかわらない、純粋な悲しみのクオリアは、むしろこのような体験

において確認されうる。心の傷とならない純粋な悲しみは、危険を伴わない純粋な恐怖と

同じく、不快感情ではなく、むしろ積極的に求められさえする。それは、悲しみ体験が、

本質的快（悦楽）をもたらすためとしか考えられない。悲しみにおける（事後的でない現

在的な）快とはどのような体験か。 

悲しみは込み上げ・溢れる興奮的な発動であり、心が痛い動揺である。その痛みは、喪失

という心的外傷による抑うつ的な痛みではなく、溢れる思いの切なさである。外部存在の

消滅化によって愛惜が発動されるように、目の前の悲劇によって、憐憫という痛い愛が溢

れ出る。そこで落とされる涙はほとんど感動の涙に等しい。損害のない悲しみは感動の一

種であるようだ。喜びと共通するこの「感動」に、快となる悲しみの未発見のクオリアが

ひそんでいるのではないか。 

5. 終わりに  
本稿は悲しみの議論をあえて拡散させたので、最後にまとめ直す必要がある。本稿では「悲

し＝愛
かな
し」という古来の日本語を論拠に「悲しみ＝不快・対象喪失・悲哀の仕事」という

定型論理から離れた結果、「悲しみ＝憐憫」という関係がクローズアップされた。憐憫は、

悲劇的な他者への共感という旧来の変異形（下位感情）としてだけでなく、自己憐憫とい

う一見退行的ながら自己存在を保証する悲しみをもたらす。さらに憐憫は、自己が無傷な

（快としての）悲しみとしても経験される。そしてこの憐憫は娯楽的な快に留まらず、博

愛的な慈悲としての新たな段階の（非執着的な）対象愛へも導くものでもある。憐憫は悲

しむ（痛む）能力を拡大するものといえる。 
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