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１．緒　言

近年の機械加工は，ユーザの製品に対する嗜好性により，
被削材の形状が多様化している。そのため加工用の NC

（Numerical Control）データ量が増大しつつある。NC デー
タは，点群で構成されており，厖大な量となり，この量に
比例して加工に長時間を要している。NC データを活用す
るためには高速処理の NC 工作機械が要求される。しかし
ながら一般にこれらの機械は高価である。そのため既存の
NC 工作機械を利用した加工が求められている。これらの
NC 工作機械においては，厖大な NC データに対して，転
送速度の遅延により加工に長時間を要してしまう。

本研究においては，自由曲線を構成する点群データを，
必要精度内で円弧に近似することにより，NC データ量を
削減させ，結果として加工時間を短縮させることを目的と
している。

離散点群の円孤近似法を用いたＮＣデータの削減と加工面評価
川﨑　清貴 *，溝口　知広＊＊，小林　義和＊＊，白井　健二＊＊，近藤　司＊＊＊

Reduction of NC Data Volume by Circular Arc Approximation Method of
 Discrete Points and Evaluation of Machined Surface 

Kiyotaka KAWASAKI, Tomohiro MIZOGUCHI, Yoshikazu KOBAYASHI, 
Kenji SHIRAI and Tsukasa KONDO

Abstract

The purpose of the present study is  to reduce data volume and shorten the machining time of machine 
tools, by the circular arc approximation of point groups composing free-form curves within the required 
range of accuracy. With the circular arc approximation method used for reducing NC data this time, 
circular arc is applied to free-form curves using the least squares method within the required accuracy. 
As a result, the total number of point groups was reduced to about 1/6, data volume was reduced to about 
1/5, and the accuracy of the circular arc approximation was verifi ed by machining experiments.
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２．自由曲線における円孤近似

２．１　円孤当てはめ処理の概要
工作機械の NC データを活用する手法として円弧近似法

が提案されている1）～3）。円孤近似法とは，自由曲線を必要
精度内で最小二乗法を用いて，円弧を当てはめ，既存の
NC 工作機械でも対応できる NC データを作成し，従来の
NC 工作機械でも利用可能とすることである。この方法は
まず，工具経路の点群データをファイルから呼び出す。次
に許容誤差量すなわちトレランス量と当てはめる最大点群
数を指定する。トレランス量を小さくするほど，円弧上の
点に近づく。円孤近似の方法としては C1，C0 連続による
接続法がある4）～6）。繰り返し処理において円弧近似の対象
となる点群データに対して，C1 連続或いは C0 連続かの
判別をする。その判断は C1 連続の可能範囲まで処理を繰
り返す。不可能となった場合には C0 連続とする。図１⒜，
⒝に C1 連続と C0 連続の円弧による接続方法を示す。図
１の⒜に示す C1 連続とは，前の円孤と次の円孤との繋ぎ
目が滑らかとなる接続方法である。それに対して図１の⒝
に示す C0 連続とは円孤間の繋ぎ目が滑らかとはならず，
窪みができてしまう接続方法である。C0 連続の条件を満
たすには，直前の円弧の終点と当てはめを行う円弧の開始
点が一致している。その条件は以下に示す式⑴である。



図２　座標値取得の流れ

⒜　C1 連続による円孤の接続方法

⒝　C0 連続による円孤の接続方法
図１　C1 連続と C0 連続の円弧による接続方法
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 ⑴

ここで，（x0,y0）が前の円弧と求める円弧の通過点の座標，
（Cx,Cy）が求める円弧の中心点の座標，r は半径である。
C1 連続は先の条件に加え，法線方向上に２つの円弧の中
心点がある。その条件は以下に示す式⑵，⑶である。

 ⑵

 ⑶

ここで，a は前の円弧の中心座標から次に求める円弧の中
心座標までの距離の倍数である。そして，（Cx0，Cy0）は，
前の円弧の中心座標である。C1 連続，C0 連続に判別され
た点群データに対して，それぞれ円弧を当てはめる処理を
行う。当てはめる処理は，その当てはめた円弧と座標まで
の最短距離 d がトレランス量内かを比較する。以内であれ
ば，当てはめ可能と判断し，次の点群の処理に移る。トレ
ランス量を満たさなければ，当てはめる点数を一つ減らし，

再度当てはめる処理を行う。この処理を最後の点に到達す
るまで繰り返す。

２．２　座標値の取得法
今回，上記の処理内容について，NC データ量の削減効

果を検証するための実験を行った。実験に用いる点群は
bmp（bit map）形式の画像データから作成している。図２
に座標値取得の流れを示す。画像の輪郭抽出方法には，８
点連結抽出法を用いた7）。８点連結抽出方法とは，画面の
左上から順に走査し，最初に現れた物体領域を最初の輪郭
画素とする。そして，それと隣接する領域を左回りに検索
し，次の輪郭画素を決定する。これを開始点に戻るまで繰
り返すことによって輪郭抽出を行うことができる。まず輪
郭抽出処理をするにあたり，元画像を二値化処理し，グレー
スケールのない白黒画像にする。白黒画像にする理由は，
次に行う輪郭抽出処理の結果をより正確におこなうためで
ある。その後，８連結抽出法を用いて，輪郭抽出を行い，
座標値を取得する。このようにして，今回例としてアルファ
ベットの「C」，数字の３，手の画像，トナカイの画像の
座標値を取得した。
 

３．円孤近似プログラム

３．１　円孤近似プログラムの概要
図３に円弧近似プログラムの処理方法を示す。この図に

おいて緑の円弧が C1 連続を，赤の円弧が C0 連続を示す。
また，図中の Pc1，Pc0 はそれぞれ C1，C0 円孤の中心点
である。トレランスと当てはめる点数を変更することによ
り，すべての点群を円弧にできる。対象となる点群におけ
る d の総和のトレランスを小さく設定すると，１つの円孤
に対しては良いが次の円孤との接続に対して C0 連続が多
くなる。逆にトレランスを大きくとると C1 連続が多くな
るが，全体の当てはめがうまくいかず精度が落ちる。した



図３　円弧近似プログラムの処理方法

図４　円弧近似プログラムの実行結果

表１　直線と円弧との補間による比較結果

補間方法 総点群個数 C0/C1 の
個数

デ ー タ
量

アルファベット
の「C」

直線補間 339個 9.83KB
円弧補間 52個 24個/28個 2.38KB

数字の３
直線補間 428個 12.4KB
円弧補間 62個 26個/36個 2.66KB

手の画像
直線補間 402個 11.6KB
円弧補間 74個 25個/49個 2.58KB

トナカイの画像
直線補間 560個 16.5KB
円弧補間 100個 45個/55個 3.03KB

図５　加工結果の比較
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がって，すべての点群データを C1 連続にすることは難し
いとされている。

尚，本論文では，実加工上において問題がないと判断し，
接続点における接線方向連続を C1 連続と定義している。

３．２　円孤近似プログラムによる処理結果
図４に輪郭抽出によって得られたアルファベットのＣ，

数字の３，手とトナカイの画像の座標値を円弧近似プロ
グラムで実行した結果をそれぞれ示す。トレランスはア
ルファベットのＣは 0.29mm，数字の３は 0.49mm，手の
画像は 0.78mm，トナカイの画像は 0.70mm とした。今回，
これら４つの事例において，それぞれに定めたトレランス
未満では該当する円弧を当てはめることができなかった。
図に示すトレランス量はすべての点群を円弧に当てはめ可

能な最小値となっている。特に，手とトナカイの形状のト
レランスが大なのは，点群の凹凸が多いためである。今回
の最大当てはめ点数は 20 個である。

４．加工実験

４．１　加工実験の仕様
加工実験として，NC データをそれぞれ作成し，加工を

行った。指定されたトレランス量において円弧近似できな
かった点群の間はすべて直線近似とし，それ以外はすべ
て円弧近似とした。以上の条件により，総点群数および，
NC データ容量を比較した。被削材は比較的加工を行いや
すい人工木材のケミカルウッド，使用工具はスクエアエン
ドミルでアルファベットのＣ，数字の３の加工には半径
2mm，手の画像，トナカイの画像の加工には半径 1mm の
工具を使用し，スピンドル回転数は 20000rpm，切削深さ
は 5mm，送り速度は 300mm/min である。

４．２　直線と円孤との補間による比較
加工実験の比較結果を表１に示す。この表において円孤

近似処理なしと円孤近似処理ありのものを比較した結果，
総点群数は約６分の１，データ量は約５分の１に削減する
ことができた。次に図５⒜，⒝に手の画像の加工結果の比
較を示す。それぞれ，左側の図が円孤近似処理なしの加工
結果，右側の図が円孤近似処理ありの加工結果を示してい
る。この２つの形状を目視により比較した結果，大きな差
異はみられなかった。しかし，デジタルカメラによって撮
影し，比較した結果，円弧近似のない場合の輪郭は滑らか
ではない。一方，円弧近似の場合には滑らかとなっている。



図６　トレランスを変えた場合の円孤当てはめの比較

図７　グルーピング数による円弧当てはめの違い
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５．円孤当てはめ処理の考察

今回トレランスの値が NC データ量と円孤の個数に対し
てどのように関連性をもつのかを検証例とした。アルファ
ベットの C をとりあげ，最大当てはめ数は 20 個，トレラ
ンス量を 0.5mm，1.0mm 増加させた場合の円孤当てはめ
を行った。その結果を図６に示す。トレランスをプラス
0.5mm，1.0mm した場合，すべての点群に対しては円孤当
てはめをできなかった。この手法は，トレランスと最大当
てはめ数を基に点群を順番に円孤当てはめを行っている8）

～12）。そのため，同じ点群，同じトレランスでも最大当て
はめ点数を変更させた場合，図７の⒜，⒝のように C1 連
続で補間できるところも，点群の並びによっては図７の⒞
のように C0 連続になる場合や，当てはめに該当するもの
がなくなり円孤補間できなくなる場合がある。また，同じ
点群数，同じ当てはめ点数，同じトレランスでも点群のス
タートする位置が違う場合，円孤当てはめは全く別の結果
となってしまう。更に，当てはめ点数と，トレランスが大
きければ必ず C1 連続の多い当てはめができるとは限らな
い。逆にトレランスと当てはめ点数を大きくしたことによ
り，C1 連続よりも C0 連続の個数の方が増えてしまうケー
スもあった。点群全体に渡って円孤当てはめを行うには，
自由曲線全体の形状を考慮してサンプル点を選択するか，
または一定の規則を作りサンプル点を選択する必要があ
る。

６．結　言

６．１ 結論
本研究では自由曲線を構成する点群データを，円弧近

似することにより，既存の NC 工作機械で加工可能な NC
データを削減させた。これによって工作機械の加工時間を

短縮できる。また，円弧近似プログラムにより加工実験を
行い，以下の結論を得た。

⑴　円弧近似によって直線近似と比較した場合，総点群
数は約 6 分の 1，NC データ量は約５分の１に削減で
きた。

⑵　円弧近似により加工された被削材を直線近似の場合
と目視により比較したが差異は認められなかった。

６．２ 今後の課題
今回，点群の並びによっては C0 連続になる場合や，当

てはめに該当するものがなくなり円孤補間できなくなる場
合があった。そこで点群全体に渡って円孤当てはめを行う
ために，自由曲線全体の形状を考慮してサンプル点を選択
する，または妥当なルールに従ってサンプル点を選択する
方法を検討し，その後，今回，円弧近似したアルファベッ
トのＣ，数字の３，手とトナカイの画像の４つの事例のト
レランス量を 0.5mm，1.0mm 増加させた場合の NC 加工
データ量とその加工精度について比較し，評価を行う必要
がある。また，この円孤当てはめ処理の手法が 3 次元加工
に応用できないか検討する予定である。
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１．はじめに 

遺伝的アルゴリズム （Genetic Algorithm; GA）1）は，現
在幅広い分野で適用されている最適化・探索の手法である。
黎明期における GA は自然界における生物集団の進化過程
を計算機上で模擬的に再現することで探索を行なうという
意味合いが強かったが 2） ，近年では生物の進化モデルに
留まらず，個々の解の逐次的改善を伴う並列多点型の探索・
最適化手法として再定義されつつある 3）。

GA の代表的な適用分野には，関数最適化問題と組合せ
最適化問題がある。前者は主に連続値パラメータを用いた
実数値関数の最適化を扱う問題である。かつてはバイナリ
型遺伝子によるコーディングが主に用いられていたが，近
年実数値ベクトルを遺伝子型として扱うことで大幅に性能
を向上させられることが知られるようになって飛躍的に発
展している 3）。これに対して後者は，離散変数の組合せに
関する最適化を扱う問題であり，巡回セールスマン問題，
ナップサック問題，スケジューリング問題などが知られて
いる。本論文では，代表的なスケジューリング問題である
勤務シフト問題を扱う。勤務シフト問題は多数の制約条件
を満たして最適な勤務表を作成するものであり，病院，介

勤務シフト作成問題における Memetic Algorithm の適用
松井　和宏＊， 磯部　直希＊＊，佐藤　晴夫＊

Memetic Algorithms in Job Scheduling Problems 

Kazuhiro MATSUI, Naoki ISOBE and Haruo SATO

Abstract

We propose two types of local search operators in job scheduling problems using memetic algorithms 
(MAs), which are combinations of genetic algorithms and local searches (LS). Several recent researches 
of MAs show that LS is very effective for function optimization problems. However, in combinatorial 
optimization problems, only a few studies of LS are reported. Therefore, we discuss the application of LS 
for job scheduling problems, in which the effect of LS is not clarified suff iciently. The main aims of our 
new LS operators are to dissolve prohibited sequences of job shifts and to satisfy constraint of the staff 
number. In our experiments, we show that our MA obtains feasible solutions with very high fitness values. 
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護施設，警察，消防，警備など 24 時間体制の活動が求め
られる業種で必要とされる重要な問題である。 

近年の GA に関する研究において，Memetic Algorithm
（MA）4） という手法が注目されている 5）。MA は GA と局
所探索 （Local Search; LS） を組み合わせた手法である。
LS は，探索空間中の着目点の周辺（局所的領域）を重点
的にサンプリングすることで，着目している局所的領域内
で有効な探索を行なうための操作である。一般的な GA に
は，大域的探索能力は非常に高い反面で局所的探索能力が
劣っているという特徴がある。そこで GA に LS を組み合
わせることで，GA の弱点を補強して探索性能を向上させ
ようとするのが MA である。 

また，MA と類似した手法として，GA with LS，GA 
then LS 6） がある。これらも MA と同様に LS を GA と組
み合わせる手法である。これまでの研究で，特に関数最適
化問題の領域においては，MA や GA then LS の有効性が
確認されている 6）。

これに対して，GA のもう一つの代表的な適用対象であ
る組合せ最適化問題における LS の有効性に関してはわず
かな数の実証報告 7） があるのみであり，依然として検討が
不十分な状況である。そこで本論文では，MA を組合せ最
適化問題に適用することによって，LS の効果を検証する
ことを目的とする。代表的な組合せ最適化問題である勤務
シフト問題を例として取り上げ，勤務シフト問題において
有効な LS，及び GA との組み合わせ方について検討する。 



図１　Memetic Algorithmの概念
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２．Memetic Algorithms 

２．１　遺伝的アルゴリズム 
遺伝的アルゴリズム（GA）は，自然界における生物集

団の進化過程をモデル化し，探索や最適化に応用したこと
を起源に持つ 2）。基本的な考え方としては，「環境」に適
応した生物個体が生き残って子孫を残し，適応しなかった
個体は死滅するというプロセスを繰り返すことで，環境へ
の適応性を高めた個体が徐々に出現してくるというもので
ある。ここで「環境」は解くべき課題に相当し，「個体」
は解の候補に相当する。

提唱当初の GA は自然界における進化のアナロジーとし
ての意味合いが強かったが，近年再定義が進みつつあり，
集団中の個々の解を逐次的に改善しながら，多点並列型の
探索を行なう計算モデルとして発展してきている。その特
徴は，多数の解候補による確率的な多点サンプリング探索
と，複数の解候補を組み合わせて新しい解候補を生成する
交叉オペレータにある。 

なお，GA の詳細な処理手順や派生形などについての詳
細は，文献 1） , 3） , 8） などを参照されたい。

２．２　局所探索 
GA による探索には一般的な傾向がある。それは，大域

的な探索では極めて強力であるのに対して，局所的な探索
の性能が劣っていることである。すなわち，探索の初期段
階においては，質の劣った解集団から非常に短時間の内に
全体的に良好な解集団を形成することができる。これが大
域的探索であり，多点並列型のサンプリング探索という
GA の特徴である。言い換えると，「見込みのありそうな
領域をおおまかに探索する」という点においては GA は非
常に有効であると言える。しかし，ある程度探索が進行す
ると，解集団全体の進化が停滞し，適応度（評価値）の改
善が緩やかになる。これは，解空間中の限定された一部の
領域における精密な探索が不得手であるという GA の弱点
によるものである。すなわち，ある特定の着目点周辺の小
規模な領域に限定して，精緻な探索を行なうという局所探
索の性能が劣っているために，探索終盤における停滞が発
生してしまうのである。 

このような GA の欠点を補うための手法として近年注目
されているのが局所探索 （LS） である 5） , 6） , 7）。LS は，
ある着目点の近傍点をランダムにサンプリングすることで
より優秀な解候補を発見しようという操作である。既存の
突然変異の拡張とみなすこともできるが，従来の突然変異
は集団中の遺伝的多様性を維持することに重点が置かれる
傾向があった。これに対して LS は最良解の近傍探索操作
を指向している点に違いがある。 

２．３　Memetic Algorithms 
GA に LS を組み合わせる手法を総称して Memetic 

Algorithm（MA） という 4） , 5）。一般的な MA の処理手順
を図１に示す。基本的には，一般的な GA の反復処理の中

に LS を組み込んだものであり，GA における毎世代の処
理の中で LS が適用される。同等の方法論として GA with  
LS 6） がある。

また，GA に LS を組み合わせるための別の方法として
GA then LS が提案されている 6）。図２に GA then LS の
概念を示す。これは，通常の GA の反復処理が終了した後
で，LS を繰り返し適用するものである。すなわち，LS
を適用するまでは通常の GA と全く同じ処理であり，通常
の GA が終了してから反復的に LS を適用する。 

両手法を関数最適化問題において比較した報告 6） による
と，実数値 GA による関数最適化では，GA then LS がよ
り良好な結果を得ている。しかし，組合せ最適化問題にお
いては，両手法の詳細な比較はカッティングストック問題
における検討 7） があるものの，十分検証されたとは言いが
たい状況である。そこで，本論文では組合せ最適化問題に
おける LS の効果について，さらに検証していく。 

３．勤務シフト問題 

３．１　勤務シフト問題の概要 
勤務シフト問題とは，ある組織の勤務スタッフに対し

て，通常１ヶ月または４週間程度の一定期間の日勤， 夜勤
といった勤務シフトを様々な条件のもとで割り当てて勤務



図２　GA then LSの概念

表１　勤務シフトと対立遺伝子の対応
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成することが多かった。国内の病院における実態調査 9） に
よると，1997 年の国内 23 病院の 315 部署において，１
部署１ヶ月分の勤務表を作成するのに平均約 11 時間が費
やされている。しかも，これは手作業による勤務表である
ため，必ずしも効率的な解であるとは限らない。そのため，
勤務表作成を自動化することが強く望まれている。 

この状況は他の職種における勤務シフト問題においても
同様である。従って，一般的な勤務シフト問題における汎
用的なアルゴリズムが求められている。そこで本論文では
この問題に MA を適用する。その際に重要な要素となる
LS の適用法について特に重点的に検討する。 

３．２　勤務シフト問題の定式化 
本節では，本論文で扱う勤務シフト問題を定式化する。 
3.2.1　勤務表 

勤務表の対象となる期間（日数）を N 日，勤務するスタッ
フの人数を M 人とする。勤務シフトを３交替制とし，そ
れぞれ「日勤」，「準夜勤」，「深夜勤」とする。さらに「休
日」を含めて４種類の勤務シフトを考える。各シフトに表 
１に示すように 0 ～ 3 の値を割り振る。以上より，N × 
M の２次元配列に 0 ～ 3 の数値を格納することと勤務表
の作成は同等のものとなる（図３）。 

なお，本論文では３交替制の勤務を考えるが，他の n 交
替制勤務についても一般性を損なうことなく同様の議論は
成立する。 
3.2.2　制約条件 

本論文では，以下に示す３種類の制約条件を設定する。 
１．禁止パターン条件 

スタッフの負荷が高くなるために実際の勤務では避
けることが望まれる連続するシフトの系列を禁止パ
ターンと呼ぶ。表２に，本論文で禁止パターンとして
設定したシフトパターンを示す。これは文献 9） や 10） 

で示されている禁止パターンを元にして作成したもの
である。例えば，「深夜勤－日勤」は深夜の宿直勤務
が終了した直後に連続して日中の勤務をすることを意
味している。３交替制のシフトでは 16 時間連続の勤
務となって非常に負荷が高いため，避けることが望ま
しい。 

表を作成する問題である。 
これは病院，介護施設，警察，消防，警備，大規模プラ

ントの管理など，24 時間体制で機能し続けることが求め
られる組織において必要とされる問題である。例えば病院
においては，一般的な昼間の診療時間だけでなく，入院患
者や急患に対応するための夜勤が必要とされる。したがっ
て，適切な医療を提供するために必要な看護師の人数を常
に確保することや，必要なスキルレベルの看護師を各シフ
トに一定数以上割り当てることが求められる。また，不規
則な日勤と夜勤の繰り返しは看護師自身の健康に悪影響を
及ぼすため，負荷が過重となるような夜勤のパターンを避
けることや負荷の適度な分散も求められる。他にも，休日
の希望や看護師間の相性など，考慮すべき条件が多岐に
渡っており，難易度の高い問題である。このような看護師
の勤務シフトを作成する問題をナーススケジューリング問
題という。 

ナーススケジューリング問題に対して，これまでは各部
署の看護師長や主任といった責任者が手作業で勤務表を作



図３　勤務表の例

表２　禁止パターン一覧
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この制約条件を満たしている度合いを評価するた
め，図３の勤務表中で「禁止パターンが発生している 
箇所」をカウントし，その値を nprohibit とする。 

２．勤務回数条件 
一般に，各スタッフ間で休日の日数に大きな差があ

ることは望ましくない。また，特定のスタッフに深夜
勤が集中することも避けるべきである。これらをまと
めて定式化したのが勤務回数条件である。 

スタッフ j がシフト i を担当する回数を  と

する。シフト i を最も多く担当するスタッフの回数は

，最も少なく担当するスタッフの回数

は  となる。この２つの値の差 

 （1） 

が小さくなることが望ましい。そこで，di が基準値
を超えていればペナルティを加算することとする。こ
れを全種類のシフトについて合計した値を勤務回数条
件の評価値 fshift とする。 

 （2） 

ここで Tshift は d i の基準値である。di が基準値
Tshift を満たしていれば，di － Tshift は 0 以下の値とな
るため，max{d i － Tshift , 0} は 0 となり，ペナルティ
は加算されない。逆に di が基準値 Tshift を超えていれ
ば di － Tshift は正の値となり，max{d i － Tshift , 0} は
正のペナルティ値となる。これを４種類のシフトにつ
いて合計したものが勤務回数条件の評価値 fshift であ
る。 

３．勤務人数条件 
日勤，深夜勤などの各勤務シフトには，それぞれ必

要な人数が決められているのが一般的である。そこで，
シフト i で必要とされるスタッフの人数を Si とする。
各シフト i における実際の割り当て人数を ai とする
と，

 （3） 

が過不足を表すことになる。休日を除いた全シフトに
ついての過不足 Di の合計を最小化することが望まし
いため，これを勤務人数条件として定式化する。 

 （4） 

過不足の絶対値を合計した値 fnum を求める。ここで
合計の範囲が 0 から 2 であることに注意されたい。
休日に関しては割り当て人数を設定する必要がないた
め，合計から除いている。 

3.2.3　評価関数 
前節の３種類の制約条件は，いずれも値を最小化するこ

とが求められる条件である。したがって，これらの総和 f
を求め，勤務シフト問題全体の評価値とすることができる。 

 
（5）

 

以上より，勤務シフト問題を解くということは，この評価
値 f を最小化する勤務表を作成することと同等となる。 

４　Memetic Algorithm の設計 

４．１　遺伝的アルゴリズムの設計 
表１に示す４種類の勤務シフトを扱うため，この４種類

の数値を GA の対立遺伝子（allele）として定義する。対
立遺伝子は GA において各遺伝子座（locus）上に配置さ
れる値であり，遺伝子座は染色体（chromosome）上の位



図４　局所探索の実行例

表３　各シフトで必要な人数
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５．実　　験

５．１　設定 
勤務表の対象となる期間を N = 31 日（１ヶ月），勤務ス

タッフ数を M = 25 人とする。勤務シフトは表１のように
休日を含めて４種類である。 

制約条件を評価する際のパラメータとしては，勤務回数
条件の基準値 Tshift = 2 とする。これは，各シフトごとの
最多担当回数と最少担当回数の差が２回以内であることを
求めるものである。また，勤務人数条件における必要スタッ
フ人数 Si は，表３に示す通りとした。一般論として，日
中の勤務となる日勤には多くの人数が必要であることが多
いため，日勤の人数を多めに設定している。 

GA に関しては，１つの GA 個体が１つの勤務表を表す。
GA 集団は 100 個体から構成される。探索世代数は 10000
を上限とし，適応度 f = 0 という最良解が得られた場合は
上限世代数に到達する前に終了する。最良解が得られな

置を表す。 
１つの勤務表を１つの個体で表現する。勤務表は図３に

示すように N × M の２次元配列であるため，そのままの
形式で２次元型染色体として表現するのが最も自然であ
る。そこで本論文でも，図３の形式の２次元型染色体とし
て GA 個体を表す。 

個体の評価値（適応度）は，前節で示した式⑸である。
この値は最小化が求められるものであり，最良値は 0 であ
る。 

GA の操作としては，トーナメント選択，一様交叉，ラ
ンダム置換型突然変異を用いる。これらはいずれも安定し
た探索性能を持つことが従来の GA 研究で広く知られてい
るものであるため，本研究でも採用した。 

４．２　局所探索の設計 
局所探索（LS）は，前述した制約条件を考慮して適応

度を効率的に改善できるように設計した。まず，初期的な
実験を GA 単体で実施したところ，3.2.2 節の３つの制約
条件の中で禁止パターン条件に抵触する回数が最も多いこ
とを確認した。そこで，この禁止パターン条件を重視した
局所探索を考案した。その手順を以下に示す。 

１．着目個体中で，勤務日 i = 0, 1, ..., N － 2 について
以下を繰り返す。 
⒜勤務日 i について，スタッフ j = 0, 1, ..., M － 1 に

ついて以下を繰り返す。 
ⅰ．勤務日 i のスタッフ j のシフトが，禁止パター

ンに該当するかどうか調べる。 
ⅱ．禁止パターンであった場合には，勤務日 i + 1 

における禁止パターン以外の全スタッフとシフ 
トを順次交換することで，多数の近傍解を生成す
る。これらの近傍解を評価し，最良解を元の解と
入れ替える。 

図４に LS の動作例を示す。この図で，スタッフ３の第
２日からの２日間が「0 － 1」のシフトとなっている。こ
れは「深夜勤－日勤」の禁止パターンを意味する。そこで，
禁止パターン後半の「日勤」に着目し，第３日が「日勤」
以外の別スタッフのシフトと交換を試みる。「日勤」以外
に限定するのは，「日勤」との交換が無意味だからである。
これによって生成された多数の解候補の中から最も適応度
の良好な解を採用し，元の解と入れ替える。 

４．３　GAと LSの組合せ 
Memetic Algorithms は，GA と LS を組み合わせること

によって，GA の持つ強力な大域的探索能力と LS による
局所探索能力を併せて活用しようという枠組みである。前
述したように，GA with LS と GA then LS という２種類
の方法に大別できる。本論文では，この両者，及び GA 単
体を比較することとする。 



図５　実験結果：３つの手法の比較

表４　実験結果：計算時間

表５　実験結果：制約条件ごとの評価額
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た結果を得ている。このことから， GA with LS は GA 単
体の持つ大域的探索能力と LS による局所探索能力をうま
く組み合わせた探索を実現していることが分かる。 

関数最適化問題においては，GA with LS よりも GA 
then LS が優れているという報告 6） があるが，勤務シフト
問題のような組合せ最適化問題においては異なる傾向があ
ることが確認できた。

次に計算時間を比較した結果を表４に示す。これはいず
れも 10000 世代の探索に要する時間である。表から明ら
かなように，GA 単体が最も高速である。GA then LS は
GA 単体による 9000 世代の探索よりも，LS による 1000 
世代の探索に時間を費やしていることが分かる。また，
GA with LS は他の２手法と比べて大幅に計算時間が長く
なっている。これは毎世代 LS を適用するために，計算量
が膨大になることが理由である。 

かった場合は上限世代数 10000 で終了させる。なお，GA 
then LS を用いる場合は，9000 世代までを GA 探索，最
後の 1000 世代を LS として，合計で 10000 世代とする。 

トーナメント選択で用いるトーナメントサイズは 5 とす
る。一様交叉で用いる交叉率は 100%，ランダム置換型突
然変異で用いる突然変異率は 1% とする。交叉率を 100% 
とするのは，個体ペアを選択しておきながら交叉を実行し
ないことに探索上の意味がないためである。 

また，GA や LS は確率的手法であるため，乱数の偏り
の影響を考慮し，各条件ともに 10 回ずつの試行を実施し
た。次節以降に示す結果はそれらを平均化したものである。 

なお，実験に使用した計算機の CPU は Intel Xeon 
3.00GHz，OS は Windows XP，メモリは 2GB である。 

５．２　結果 
GA のみ，GA with LS，GA then LS の３種類の手法を

比較した結果を図５に示す。横軸は探索世代数， 縦軸は適
応度を表す。いずれも 10 回の試行の平均値である。 

同図から，GA 単体による探索では 6000 世代程度で停
滞していることが分かる。これは解の質が十分な水準に達
する前の収束であり，望ましいものではない。すなわち，
一種の未成熟収束（premature convergence）とみなすこ
とができる。 

GA then LS も GA 単体と同様に 6000 世代程度で停滞
する。これは，9000 世代までの GA then LS は GA と全
く同一手法であるためである。その後 9000 世代からの
LS によってある程度適応度が改善している。これは不十
分な局所解に収束していた個体集団が LS によって停滞
から解放されたことを意味する。このことから，GA then 
LS は GA の局所探索性能を改善するものであることが確
認できた。 

最後に GA with LS では，他の２手法と比較して，序盤
から適応度の向上ペースが優れていることが分かる。これ
は GA 単体に比べて GA with LS の探索性能が優れている
ことを意味する。また，終了条件である 10000 世代時点
における適応度の比較においても，３手法の中で最も優れ

６　Memetic Algorithm の改良 

前章の実験により，GA with LS の有効性を確認するこ
とができた。しかし，図５の実験では厳密な最適解に到達
していない。式⑸の適応度は最小化関数であり，値 0 が厳
密な最適解である。しかし図５に示したように３手法で最
も優れた結果となった GA with LS でも約 30 程度の値で
ある。そこで，Memetic Algorithm をさらに改良すること
で，厳密解に近づけることを試みる。 

図５の実験で，最終的な 10000 世代時点において，3.2.2 
節の３つの制約条件ごとの評価値を 10 回の試行で平均化
した。その結果を表５に示す。これは，式⑸の３つの項ご
との値と同等であり，その合計が適応度となる。 

この表から，LS は禁止パターン条件と勤務回数条件を
改善するのに有効であるが，勤務人数条件に対してはあま
り機能していないことが分かる。これは，4.2 節で述べた



図６　新しい局所探索の実行例

図７　実験結果：新しい局所探索の効果
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LS のアルゴリズムが，禁止パターンの解消を主目的とし
たものであったことが理由と考えられる。そこで，特に勤
務人数条件に注目し，新しい LS の追加を検討した。 

ここでは，以下の手順の LS を追加で実行する。 

１． 勤務人数条件を満たさない日を検索する。 
２．手順１に該当する勤務日において，以下の処理を実

行する。 
⒜設定人数に不足があるシフトを s-，超過があるシ

フトを s+ とする。 
⒝シフト s+ を担当する全スタッフについて，s+ を s- 

に置き換えた新しい解候補を生成する。この処理は
シフト s+ を担当する全スタッフについて実施され
るため，s+ 担当者が n 人いれば，n 個の解候補が新
しく生成される。

⒞生成された n 個の解候補の中で最も良い適応度を持
つ解を，元の解と入れ替える。 

３．手順１から２を，全勤務日について繰り返す。 

図６に LS の動作例を示す。第３日において，日勤人数が 
７人，深夜勤人数が４人であるため，日勤人数が不足，深
夜勤人数が超過している。そこで，深夜勤を担当している 

４人のスタッフ全員について，深夜勤を日勤に置き換えた
新しい解候補を４つ生成する。それぞれの解候補の適応度
を求め，最良の解候補を採用する。 

この新しい LS の効果を検証する実験を行なった。最初
の実験で最も良い結果となった GA with LS に新しい LS
を追加した場合と比較した。結果を図７に示す。この図か
ら明らかなように，新しい LS により適応度は大幅に改善
された。10000 世代事件での解は最適値 0 に非常に近い値
であり，ここまでの実験で最も優れた結果であるといえる。 

しかし，計算コストが高いという GA with LS の欠点は
さらに増大している。新しい LS を導入した場合，計算時
間は 5106.8 秒となった。それまでの 3083.5 秒と比べて，
約 66% の増加である。このことから，GA with LS は非常
に強力な探索能力を持つ反面で，計算コストが高いことが
明らかになった。 

７　むすび 

本論文は，勤務シフト問題を題材にして，組合せ最適化
問題に Memetic Algorithm（MA）を適用する際の LS の
効果について検討したものである。勤務シフト問題におけ
る制約条件を定式化し，その条件を満たすための２種類の
LS を提案した。さらに提案した LS を導入した MA を用
いて GA 単体との探索性能を比較するとともに，GA then 
LS と GA with LS を比較することで MA の構成について
も検討した。実験の結果，GA with LS が最も優れた探索
性能を持つことを示した。同時に，GA with LS の計算コ
ストが高いことも確認した。 

今後の課題は３つある。第一に，現時点では評価値 0 の
解を得ることができていない。そのため，さらなる LS の
改良により，評価値 0 の厳密解を得ることを目指す必要が
ある。第二に，GA with LS は強力な探索性能を持つ反面，
計算コストが非常に高い欠点がある。この欠点への対策と
して，計算コストの低い LS について検討していく必要が
ある。最後に，現時点で用いている制約条件には，希望休
日の導入，スタッフ間の相性，スタッフのスキルレベルな
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どを考慮していない。これらを導入することが第三の課題
である。 
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１．はじめに

脳における情報処理は神経細胞（ニューロン）で構成さ
れた複雑なネットワークによって行われており，ニューロ
ンは情報の入出力素子と考えられる。ニューロンの形態は
種類により異なるが，その構造は大まかに３つの部分に分
かれる。１つ目は情報の主な入力部である樹状突起，２つ
目は情報の演算部である細胞体，３つ目は情報の出力部で
ある軸索である。ニューロン内部での情報は膜電位の変化
として伝播され，膜電位が閾値を越えたときに出力として
活動電位（AP, Action Potential）が軸索を流れ，他のニュー
ロンに情報が伝達される。AP は入力部である樹状突起に
も伝播し，それを逆伝播電位（BPAP, Back-propagating 
Action Potential）と呼ぶ。情報の送り手側のニューロン

海馬CA1 ニューロンでのシナプス間相互作用による
シナプス可塑性の数値実験

伊藤　幸祐 *，岩井 俊哉＊＊

Numerical Experiments on Synaptic Plasticity by Interaction between Synapses
 on Hippocampal CA1 Neuron 

Yukihiro ITO and Toshiya IWAI

Abstract

Interactions among the back propagating action potential (BPAP) and excitatory post-synaptic potentials 
(EPSPs) in the dendrite were found to influence synaptic plasticity by biological experiments of the 
hippocampal CA1 pyramidal neurons. Numerical experiments of membrane potential dynamics in the 
dendrite by the multi-compartmental model of a CA1 pyramidal neuron were performed and we examined 
a relation between Ca2+ concentration caused by the membrane potential dynamics and synaptic plasticity. 
We found that changes of a synaptic effi  cacy at the spine on a distal dendrite depended on two arrival time 
diff erences at the spine on the distal dendrite. One was a time diff erence between an arrival time of EPSP 
from the proximal dendrite and that of BPAP, τ1 . Another was a time diff erence between that of EPSP 
from the spine on the distal dendrite and that of BPAP, τ2 . When both τ1  and τ2  were the long term 
potentiation (LTP) time window, LTP was strongly induced on the spine on the distal dendrite. On the 
other hand, when τ1 was the long term depression (LTD) one and τ2 was LTP one, the induced LTP at 
the spine on the distal dendrite was weakened. Thus, interactions among BPAP and EPSPs in the dendrite 
were also found to infl uence synaptic plasticity in our numerical experiments.

Key words：Hippocampus, Spike Timing Dependent Plasticity, Synaptic Plasticity, Multi-Compartmental 
Model, Dendrite.

平成23年５月31日受理
　　　＊　日本大学大学院工学研究科情報工学専攻
　　＊＊　日本大学工学部情報工学科

（シナプス前ニューロン）の軸索先端部と情報の受け手側
のニューロン（シナプス後ニューロン）の細胞体あるいは
樹状突起にある受容体は，化学物質（神経伝達物質）を介
して情報伝達を行うシナプス結合を形成しており，この部
分をシナプスと呼ぶ。軸索先端部に AP が到達すると神経
伝達物質が放出され，受容体に神経伝達物質が結合するこ
とでシナプス後ニューロンの膜電位を変化させる。

シナプスには興奮性シナプスと抑制性シナプスがある。
前者は膜電位を上昇させ，この電位を興奮性シナプス後電
位（EPSP, Excitatory PostSynaptic Potential）と呼ぶ。興
奮性シナプスには AMPA 受容体や NMDA 受容体などが
存在し，スパインと呼ばれる膨らみのある突起をシナプス
後ニューロンの結合部につくる。また，後者は膜電位を減
少させ，それを抑制性シナプス後電位（IPSP，Inhibitory 
PostSynaptic Potential）と呼ぶ。抑制性シナプスには
GABA 受容体などが存在し，スパインのような突起をつ
くらない。ある種のシナプスは BPAP と EPSP の頻度や
タイミング差によってシナプス伝達効率を変化させる。こ
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れをシナプス可塑性と呼ぶ。特にタイミング差によって生
じるシナプス可塑性はスパイクタイミング依存性可塑性

（STDP, Spike Timing Dependent Plasticity）と呼ばれて
いる1）。シナプス可塑性はスパイン内の Ca2+ 濃度変化によ
る AMPA 受容体のリン酸化・脱リン酸化が原因と考えら
れている。

ニューロンの樹状突起には多数のシナプスが存在し，興
奮性と抑制性のシナプスの位置や密度が情報伝達に大きな
影響を与える事が近年の研究から明らかにされている。池
田ら2）は，海馬 CA1 の主要なニューロンである錐体細胞
のスライス標本を用い，樹状突起の細胞体近位部にある興
奮性シナプスと遠位部にある興奮性シナプスでの STDP
を調べた。BPAP と２つの EPSP の３つの入力タイミン
グを変えて与えることで，これらの入力タイミングの違い
に依存したシナプス可塑性を示した。我々の知る限り，こ
のような樹状突起の細胞体近位部と遠位部の相互作用に基
づくシナプス可塑性の理論的研究は行われていない。

そこで我々は，樹状突起の細胞体近位部と遠位部（以下，
単に近位部，遠位部と略す）にシナプスをもつ海馬 CA1
錐体細胞をマルチコンパートメントモデルで構成した。そ
して，BPAP と２つの EPSP を様々なタイミングで与え
ることで膜内の Ca2+ 濃度変化からシナプス可塑性を計算
し，池田らの実験が再現できるか調べた。

２．モデル

１章で説明した池田らの生理実験を再現するために，２
つのスパインの位置を生理実験と一致させたマルチコン
パートメントモデルを構成した。提案モデルは北嶋らのモ
デル 5）, 6）を参考にして，近位部と遠位部のスパインに独
立に刺激を与えることで，BPAP と２つのスパインから
の EPSP の相互作用によるシナプス伝達効率の測定を可
能にした。各コンパートメントは BPAP や EPSP などの
刺激を与えることで膜電位変化が生じ，Ca2+ 濃度が変化
する。そして Ca2+ 濃度に依存してシナプス可塑性が生じ
る。以下でモデルの詳細を説明する。モデル中のパラメー
タ値などは Appendix に記載した。

２．１．マルチコンパートメントモデル
海馬 CA1 錐体細胞を複数の部分に分割して，それらを

結合する等価電気回路に置換えたマルチコンパートメント
モデルを使用してニューロンモデルを作成した。図１にモ
デルの概念図を，図２にモデルの等価電気回路を示す。図
１で示されているように，このモデルは大きな球で表した
１つの細胞体（s），円柱で表した５つの樹状突起（d1 ～
d5），小さな球で表した２つのスパイン（rp, rd）から構成
され，８つのコンパートメントを持つ。

スパインには興奮性シナプスの受容体である AMPA 受
容体と NMDA 受容体を配置する。海馬 CA1 錐体細胞に
は興奮性のシナプスの他に抑制性シナプスも存在する。抑
制性シナプスの受容体として，GABA 受容体を考慮し，

参考文献 3）, 4）に基づき細胞体 s には順方向性 GABA（FF-
GABA）受容体と回帰性 GABA（FB-GABA）受容体を，
最も細胞体に近い樹状突起 d1 には FF-GABA 受容体を配
置した。樹状突起 d2 ～ d5 では特定のリガンド依存性チャ
ネルは考慮しない。

各コンパートメントの膜電位変化を微分方程式⑴～⑻で
記述する。式⑴～⑻において Vx, Cx, Rx（x=s, 1, 2, 3, 4, 5, 
rp, rd）はそれぞれ各コンパートメントの膜電位，膜容量，
膜抵抗である。ニューロンの単位面積当たりの膜容量 C，
膜抵抗 R を均一と仮定し，コンパートメントの表面積に
より Cx, Rx の値が決まる。また Gy（t）（y=gff，gfb，AMPA，
NMDA）はリガンド依存性チャネルのコンダクタンスで，
与えられた時刻でチャネルを開くことにより EPSP 及び
IPSP の効果を実現する。チャネルコンダクタンスの時間
変化を式⑼のα関数で表現した。ここで gy はチャネルコ
ンダクタンス Gy（t）の最大値，τslow　

y   ，τfast　
y   はチャネルコン

ダクタンスの増加と減衰の速さを表す時定数である。
NMDA 受容体の効果は式⑽で表すように，式⑼で示した
チャネルコンダクタンス（リガンド依存性）に加え Mg2+

ブロックの効果（電位依存性）を考慮した。gz（z=s1，12，
23，34，45，rp2，rd4）はコンパートメント間のコンダク
タンスである。

２．２． Ca2+ 依存のシナプス可塑性モデル
海馬 CA1 錐体細胞のシナプス伝達効率はスパイン頭部

の Ca2+ 濃度に依存して長期的に増強（LTP, Long Term 
Potentiation），抑圧（LTD, Long Term Depression）され
ることが確認されている。これは Ca2+ によりスパイン頭
部の AMPA 受容体のタンパク質がリン酸化 ･ 脱リン酸化
し，イオンの透過度（コンダクタンス）が変化するため
と考えられている。以下に Ca2+ 濃度変化によって LTP, 
LTD が生じる流れを説明する。

まず，Ca2+ 濃度は式⑾によって決定される。Ca2+ 濃度
は右辺第一項で示す代謝ポンプや細胞膜からの漏れにより
減少し，第二項で表す Ca2+ 電流により上昇する。Ca2+ 電
流として式⑿，⒀に示したリガンド依存性かつ電位依存
性の NMDA チャネルと VSCC（電位依存性 Ca チャネル）
による電流を取り入れた。前者は式⑽を用いて得られた電
流に Ca2+ 透過度 PCa を乗じたものとした。後者はホジキ
ン ･ ハクスレイモデル型の活性 ･ 不活性（電位依存性）を
持つ GHK 方程式を用いた。VSCC の活性化，不活性化の
度合いを表す変数はそれぞれ mCay，hCay であり，その時間
変化は式⒁，⒂で表わされる。これらの変数の時定数は膜
電位に依存し，詳細を Appendix に記載した。

次に，Ca2+ 濃度の変化に伴い，AMPA 受容体のリン酸
化 ･ 脱リン酸化が生じる。このリン酸化の時間変化を式⒃
で表わす。ここで Na は AMPA 受容体の総受容体数，N*
はリン酸化された AMPA 受容体数，ΔN* は N* の変化量で
ある。ここで，式⒄，⒅で表される北嶋ら5）が用いた Ca2+

濃度と AMPA 受容体のリン酸化の度合いの関係を図３に
示す。Ca2+ 濃度が少し上昇し，ηd1< [Cax] <ηd2 の低い濃度



図１　モデルの概念図

図２　モデルの等価電気回路

図３　Ca2+ 濃度依存のシナプス伝達効率の変化
[Cax] は Ca2+ 濃度でηd, ηp は AMPA 受容体の脱リン酸化，

リン酸化が生じる閾値。（参考文献5より改変）
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領域に達すると式⒄に従い脱リン酸化を引き起こす。さら
に Ca2+ 濃度が上昇し，ηp< [Cax] の高い濃度領域に達する
と式⒅に従いリン酸化を引き起こす。

最後に，AMPA 受容体のコンダクタンスが式⒆で決定
される。このとき，ΔN*>0（リン酸化）の場合はコンダク
ダンスが増大し，逆に ΔN*<0（脱リン酸化）の場合はコン
ダクタンスが減少する。この AMPA 受容体のコンダクタ
ンスの増減が EPSP の大きさを増減させ，LTP，LTD が
生じる。

⑴
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図４　光計測を用いたシナプス伝達効率の変化。
左：近位部，右：遠位部。

（塚田らの実験結果を参考文献4より改変）

図５　海馬 CA1 錐体細胞の樹上突起遠位部
におけるシナプス伝達効率の変化（τ2 =5ms）

（参考文献2より転記）
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３． 実験内容

４次のルンゲ ･ クッタ法を用いて式⑴～⑻，⑾，⒁，⒂
の微分方程式系の数値積分を行う。EPSP，IPSP およ
び BPAP を繰り返し発生させることで生じるシナプスの
伝達効率を測定し，シナプス可塑性を考察する。EPSP，
IPSP を発生させる刺激を 5Hz で 80 発とする。BPAP は
2.6mA，1.5ms の矩形電流とする。以下では，BPAP を発
生させる時刻を基準として，近位部の EPSP の発生時刻
の進みをτ1，遠位部のEPSPの発生時刻の進みをτ2とする。

３．１．実験１
上述したように BPAP と単一のスパインでの EPSP を

固定したタイミングで連続的に与えることで，そのスパイ
ンにおけるシナプス伝達効率が変化する。この変化の様子
は BPAP と EPSP の時間差（τ）に依存する。海馬 CA1 錐
体細胞での STDP はτに対して図４のように近位部ではメ
キシカンハット形となり，遠位部では非対称形となる 4,12）。
測定量は光計測により見積もった CA1 の集合電位で，図
の縦軸は刺激実験前後の測定量の比率（LTP/LTD）を表
している。本研究ではまず，BPAP と２つのシナプスの
一方のみに EPSP を発生させシナプス伝達効率変化を測
定し，STDPの性質の樹状突起の位置による違いを調べた。

３．２．実験２
BPAP に加え近位部と遠位部の両者に EPSP を発生さ

せると，そのタイミングτ1 とτ2 に依存して遠位部におけ
るシナプス伝達効率が変化することが池田ら2）によって示
されている。彼らは光計測によって CA1 の集合電位の空
間平均量を測定し，刺激実験前後の比をシナプス伝達効率
の変化として報告している。

彼らはτ2 ＝ 5ms の遠位部の刺激のみを与える実験（コ
ントロール）と，τ2 ＝ 5ms の遠位部の刺激とτ1 ＝ 5, 
20ms の近位部への刺激を与える実験を行った。実験の結
果として報告されているグラフを再構成したグラフを図５
に載せた。τ2 ＝ 5ms の遠位部のみの EPSP（コントロー
ル）では LTP が生じた。近位部で LTP が生じるタイミ
ングτ1 ＝ 5ms の EPSP も与えると LTP が増大した。こ
れは BPAP が近位部の EPSP と重なることで膜電位が増
幅されて遠位部に到達するからであると考えられる。一方，
近位部で LTD が生じるタイミングτ1 ＝ 20ms の EPSP
を与えると LTP が消失した。これは BPAP が近位部の
EPSP と重なりが少なく膜電位が減衰して遠位部に到達
するからであると考えられる。

また，彼らはτ2 ＝ 20ms の遠位部の刺激のみを与える実
験（コントロール）と，τ2 ＝ 20ms の遠位部の刺激とτ1 ＝ 5, 
20ms の近位部への刺激を与える実験を行った。実験の結
果として報告されているグラフを再構成したグラフを図６
に載せた。τ2 ＝ 20ms の遠位部のみの EPSP（コントロー
ル）では LTP も LTD も生じていない。近位部で LTP が
生じるタイミングτ1 ＝ 5ms の EPSP も与えると LTP が
生じた。一方，近位部で LTD が生じるタイミングτ1 ＝
20ms の EPSP を与えると LTP が生じた。このように遠
位部のシナプス伝達効率がτ1 により変化する原因は，τ2

＝ 5ms の場合と同様に BPAP が近位部の EPSP の発生に
よって増幅または減衰されるからだと考えられる。本稿で
は，この生理実験と同じ刺激タイミング数値実験を行った。

⒂

⒃

⒄

⒅

⒆



図６　海馬 CA1 錐体細胞の樹上突起遠位部
におけるシナプス伝達効率の変化（τ2 =20ms）

（参考文献2より転記）

図７　シナプス伝達効率の変化

海馬 CA1 ニューロンでのシナプス間相互作用による
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３．３．実験４
様々なタイミング（τ1，τ2）でのシナプス伝達効率を

調べるため，[-30,30] の範囲でτ1，τ2 を変化させて数値実
験を行った。

４．実験結果

４．１．実験結果１
BPAP と近位部および遠位部スパインの一方に刺激を

加えたときの近位部および遠位部のシナプス伝達効率のタ
イミング依存性を図７に示した。図７より近位部でも遠
位部でも STDP 曲線がメキシカンハット形であることが
わかり，近位部では図４の生理実験と定性的に一致した。
しかし，遠位部ではτ >0 で LTD が生じ，生理実験で報
告されている非対称形 STDP 曲線と異なる結果となった。
この原因については次の章で考察する。

４．２．実験結果２
図５に示した池田らの実験と同一のタイミングでの数値

実験結果を図８に示した。縦軸は刺激実験前後の遠位部で
生じた EPSP の比率（LTP/LTD）である。τ2 ＝ 5ms で
は遠位部で LTP が生じるタイミングである。従って，コ
ントロールでは LTP が生じている。一方，図５と同様に
τ1 ＝ 5ms では近位部での BPAP の増幅により遠位部で強
い LTP が生じ，τ1 ＝ 20ms では近位部での BPAP の減
衰で LTP が消えていることが分かる。

図６の実験と同一のタイミングで行った数値実験の結果
を図９に示した。図４ではτ2 ＝ 20ms は遠位部で LTP も
LTD も生じないタイミングであるが，図９のコントロー
ルでは LTD となった。一方，図６と同様にτ1 ＝ 5ms で
は弱い LTP が生じ，τ1 ＝ 20ms では弱い LTD が生じて
おり，実験と定性的に等しい結果となった。しかし，シナ
プス伝達効率の変化が小さな値となった。この原因は，図

７で遠位部の STDP 曲線がτ＞ 0 で LTD を生じたため
と考えられる。しかし，近位部の効果が強く定性的には実
験を再現したと考える。

池田らの実験結果と数値実験の結果を定量的に比較でき
ないと考える。その理由は次の通りである。彼らの生理実
験の測定量は光計測による CA1 の集合電位，つまり複数
のニューロンの EPSP を空間平均しているのに対し，我々
の数値実験の測定量は単一ニューロンの EPSP である。
また，刺激回数も異なっている。

４．３． 実験結果３
様々なタイミング（τ1，τ2）でのシナプス伝達効率の

変化を数値的に調べた結果を，２次元空間（τ1，τ2）上
の鳥瞰図として図 10 に示す。図のτ2 方向の変化は，図７
と同様なメキシカンハット形であり，図４よりτ2 ＜ 10ms
では生理学実験と一致する。図 10 のτ2 ＜ 0 の領域では，
τ1 ＝ -5ms 付近を境にτ1 が大きいほど LTD 領域が狭く
なっている。これはτ1 ＜ 0 の LTD 領域では EPSP が
BPAP を増幅せず，τ1 ＝ 0 付近の LTP 領域では EPSP
が BPAP を増幅することにより遠位部で LTP の傾向が
強くなる近位部の性質を反映していると考えられる。ま
た，図 10 のτ2=20ms 付近に LTD ウィンドウが見られる
が，これは図７の遠位部で実験と一致しなかった LTD が
生じていることが影響している可能性があり，シナプス伝
達効率が全体的に小さく見積もられていると考える。従っ
て，広い（τ1，τ2）空間でのシナプス伝達効率変化は，
池田らの実験結果とτ2<10 で定性的に一致した。

５．まとめと今後の課題

本研究では近位部と遠位部のシナプス可塑性の性質を
マルチコンパートメントモデルの数値実験によって調べ



図８　数値実験 1 によるシナプス伝達効率の変化
（τ2=5ms）

図９　数値実験 1 によるシナプス伝達効率の変化
（τ2=20ms）

図 10　シナプス伝達効率のτ1 , τ2 依存性
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遠位部では図４に示すように STDP 曲線は非対称形とな
る。しかし，数値実験結果ではメキシカンハット形となっ
た。これは，コンパートメントモデルを用いた複数の研
究で共通に見られる問題点である 13）。具体的に述べると，
Ca2+ 濃度により AMPA 受容体がリン酸化あるいは脱リン
酸化される詳細な生化学的なプロセスを考慮せず，図３で
示したような現象論的な定式化を行っているモデルでは，
一般的に LTP ウィンドウの両側に LTD ウィンドウが生
じるという問題点が存在する。

また，BPAP の発生時刻を基準とした近位部と遠位部
のスパインからの EPSP のタイミングを変数としたシナ
プス伝達効率の変化を数値的に調べた。上で述べた図７
の遠位部の STDP 曲線が実験結果の図４と矛盾していた
が，仮に図７が正しいと仮定するならば，図 10 に示した
概形は近位部と遠位部からの EPSP の相互作用を次のよ
うに考えることで解釈できる。ⅰ近位部での EPSP のタ
イミングが LTP ウィンドウ内であるか LTD ウィンドウ
内であるかで，BPAP と EPSP の重ね合わせによる遠位
部での BPAP の増幅あるいは減衰が生じる。ⅱ遠位部の
EPSP のタイミングが LTP ウィンドウ内であるか LTD
ウィンドウ内であるかということにより遠位部のシナプス
伝達効率の増減の方向性が決まる。そして，ⅲⅰⅱの効果
の重ねあわせで，遠位部でのシナプス伝達効率の変化量が
決まる。このように対象のシナプスの周りのシナプスの分
布や種類の違いが，STDP に影響することが分かった。

上述したように本研究を含む多くのコンパートメントモ
デルは LTP ウィンドウの両側に LTD ウィンドウが生じ
るという問題点を持つ13）。その改善策として，AMPA 受
容体がリン酸化・脱リン酸化される詳細な生化学的なプ
ロセスであるタンパク質シグナル伝達経路を考慮したモ
デルや NMDA 受容体の Ca2+ 流入のアロステリック性を取
り込んだモデルが存在する。それらのモデルは複雑であ
るが様々な生理学的な実験事実を再現している14）。また，
NMDA 受容体のアロステリック性を考慮した現象論的な
モデルも存在している14）。本研究の今後の課題は NMDA
受容体のアロステリック性を考慮した現象論的モデルで，
本稿で取り上げた池田らの実験結果を再現することであ
る。
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１　はじめに

ルドルフ・シュタイナー（Rudolf Steiner）は，周知の
ようにごく初期の思索の段階で，ゲーテの自然学研究に
足を踏み入れる。この段階での，シュタイナーが「人智
学」を表明するまでの思索を，認識論として大括りするこ
とができる。この時期に書かれた文献は，ゲーテの自然研
究が主なテーマとなっているが，これらの文献では，カン
ト（Immanuel Kant）が例外なく取り上げられている（註１）。
従来この点は，あまり注目されていないが，ゲーテと並ん
でカントもまた，シュタイナーに影響を与えた証左と考え
ることができる。

シュタイナー認識論におけるカントの位置づけは，シン
プルである。彼は，かなり初期の段階で認識論の反理想
をカント哲学にみていた。シュタイナーにとって理想は，
ゲーテであり，その対岸にあるのがカントである。したがっ
てカントは，シュタイナーによって否定的扱いを受ける。

しかしその一方でシュタイナーは，基礎的で重要な概念
をカントから学び，それらを自らの論に援用している。そ
して彼は，カントの哲学概念を再解釈し，それらの概念を

R. シュタイナーの I. カント批判⑴
― 認識論における「形式」と「質料」―

土屋　文明＊

The criticism on I. Kant by R. Steiner 1:
“Form” and “material” in epistemology

Fumiaki TSUCHIYA

Abstract

Kant’s epistemology dealed with “the transcendental form”, and he tried clarify “form” which all human 
beings possessed transcendentaly in order to comprehend “material”. On the other hand, Steiner attached 
importance to “material” for the starting point of recognition and the object of consideration. However, 
Kant regarded “phenomenon” as the object of recognition and investigated “the objectivity” of recognition 
by rejecting “Ding an sich”, while Steiner investigated “the objectivity” of “Ding an sich”.

The essensial difference between Kant and Steiner is that Kant argued over the “formal” epistemology 
and Steiner argued over the “material” one.

Key words：ルドルフ・シュタイナー，カント，認識論，ヴァルドルフ教育学

平成23年５月30日受理
　　　＊　日本大学工学部総合教育

用いながら，カント批判をしている。カントの論とそれに
対するシュタイナー解釈との違いに光を当てることを通し
て，シュタイナー認識論の核となるいくつかの特性を明ら
かにしたい。

本稿は，シュタイナーとカント両認識論における「もの
自体」をめぐる議論に目を向ける。シュタイナーは，カン
トのいう「もの自体」を明確に批判する。カントは，人間
には「もの自体」は認識できず，人間の認識対象はあくま
で「現象」であると主張する。シュタイナーにとってその
ような認識論は，無用の長物である。

本稿では，以下のことを主張する。カントの認識論は，
「先験的形式」を論じ，「質料」をとらえるために人間にそ
なわる「形式」を明確にしようとした。それに対してシュ
タイナーは，「質料」を認識の出発点とし，同時に考察の
対象にした。またカントは，「現象」を認識の対象にし，「も
の自体」をいわば仮想に追いやることによって，認識の「客
観性」をめざした。それに対してシュタイナーは，「もの
自体」の「客観性」を追究した。両者の本質的相違は，カ
ントが「形式的」認識論を展開したのに対して，シュタイ
ナーは，「質料的」認識論を展開したことにある。
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２　シュタイナーとカントの間で相違する論点
としての「もの自体」

シュタイナーのカント批判とは，どのようなものである
か。博士請求論文に若干手を加えた『真理と学問』（註２）が
ある。『真理と学問』を上梓するに際して，この請求論文
に新たに書き加えた「序言」の冒頭で，シュタイナーは，
カントについて次のように書いている。

現在の哲学は，不健康なカント信仰に悩まされている。
この小著は，その克服に貢献するものであってほしい。

（Wahr ,9）（註３）

シュタイナーは，カント哲学にノーを突きつける。そし
て「不健康」の中身について次のように続ける。

カントが成し遂げたことは何だろうか。彼は，私たちの
諸感官と理性の彼岸にある諸物の根源は，［…］私たち
の認識力では達することができないことを示した。そこ
から彼が結論づけたことは，私たちの学問的努力は，経
験によって獲得可能なものの範囲内にとどまるべきであ
り，超感性的根源の認識，すなわち「もの自体 Ding an 
sich」の認識には至らないというものであった。（ibid.）

引用文において，認識対象に対するシュタイナーとカン
トとの決定的な違いが表明されている。それは，シュタイ
ナーが，まさにカント哲学の重要概念「もの自体」に対し
て異議を唱えていることである。「もの自体」は，『純粋理
性批判』を展開する上で，カントにとって不可欠の概念で
あったということが，カント研究者によって指摘されてい
る（註４）。シュタイナーは，「もの自体」を彼岸のものとし
て位置づけるカントを正面から批判する。人間に認識でき
ない「もの自体」を，シュタイナーは決して認めることが
できなかった。

シュタイナーのこのような基本的な姿勢は，ゲーテ研究
も影響していると考えられる。シュタイナーは，カントと
ゲーテとの違いについて，『ゲーテ自然科学論集』の中で，
次のように書いている。

カントによれば，事物の根本，「もの自体」は，私たち
にはわからない。私たちの諸物の知識は，自分たちとの
関連で存在するにすぎず，個人にとって

4 4 4 4

妥当であるにす
ぎない。世界についてのこのような見方から，ゲーテは
たいして得るものはなかった。［…］すなわち彼は学問
に対して，諸物が自分たちとどのような関係にあるかと
いう単なる報告以上のことを要求する。『客観と主観の
仲介者としての実験』［…］という論文の中に，研究者
の課題が示されている。研究者は，認識のための尺度，
判断のためのデータを自分自身からではなく，観察する
諸物の領域から取り出すべきであるとされる。この一文
に，カント的思考法とゲーテ的思考法の深い対立が特徴

づけられている。カントの場合，諸物についてのすべて
の判断は，主観と

4

客観に基づく産物にすぎず，主観が客
観をどのように直観するかについての知識を提供するに
すぎない。これに対してゲーテの場合，主観が，公平無
私に客観に同化し，判断のためのデータを諸物の領域か
ら取り出す。（Schrift,222f.）

引用文は，ゲーテとカントとの認識論の違いに関する
シュタイナー理解が端的に示されている。そして，シュタ
イナー自らが選ぶ基本的な方向性も込められている。

引用文は，２つの視点から，両者の違いが指摘されてい
る。

まず，ゲーテとカントとの認識追究の出発点の違いであ
る。ゲーテにとって，認識の対象は，引用文によれば「諸
物」である。つまりゲーテの場合，認識の出発点は，事物
そのものである。そして，シュタイナーの出発点でもある。
カントのそれについては，事物そのもの，すなわち「もの
自体」ではない。このことが第一の相違点である。

次に，認識対象へのアプローチの仕方の違いについての
シュタイナー理解が示されている。引用文中原文イタリッ
ク体になっている部分で，訳文の「主観と

4

客観」に注目し
たい。「と

4

」が原文イタリック体で強調されているところ
から，カントが，認識に際して「主観」と「客観」に分け，
両者を区別することをシュタイナーが問題視していること
がわかる。カントは，「認識の尺度」をもって「もの」の
観察にあたる。そのような基準をもった観察者である「主
観」にとって，対象である「客観」がどのようにみえるか
を判断する。カントは，このような観察の条件を設け，そ
の条件の枠内で諸物をみようとしている。これがシュタイ
ナーのカント理解である。

それに対してゲーテの場合は，「主観」は，「公平無私に
客観に同化」する。シュタイナーはそのようにいう。「公
平無私に」とは，前もって「認識の尺度」をもたないとい
うことであろう。
　「客観に同化」の意味するところについて，別の個所で
シュタイナーは次のようにも表現している。

私たちは所与を，それがあるがままに把握する。すなわ
ちそれから自分たちを消去させるとき，それ自体が正体
を現すだろう何かの多様として所与を把握する。このよ
うに私たちは，対象それ自体に語らせるので，客観的な

4 4 4 4

認識を獲得することが期待できる。（Schrift,159）

つまり引用文にある相違点は，カントは，対象それ自体
でないものに「認識の尺度」をもって向かうのに対して，
ゲーテは，「もの自体」を対象にし，その際「認識の尺度」
をもたないということにある。後者の場合，「認識の尺度」
をもたない認識は，どのようにして可能か，「対象それ自
体に語らせる」際に聴き取る主体あるいは手段は何か，こ
のようなことが当然問題になってくる。筆者によれば，カ
ントが明確に分けて論じた「質料」と「形式」の区別を，シュ
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と，それが，カント認識論の目途である。
カントは，自らの認識論の特徴を次のように表現する。

私が先験的
4 4 4

transzendental と名づけるのは，諸対象にか
かわるのではなく，むしろ諸対象についてのわれわれの
認識の仕方に，それがアプリオリに可能であるべきか
ぎりにおいて，一般にかかわるすべての認識である。そ
のような諸概念の体系は先験的哲学

4 4 4 4 4

と呼ばれるだろう。
（B,25）

引用文にあるように，カント認識論の課題は，具体的な
「諸対象」にかかわるものではない。「諸対象」の正しい認
識とは何かを問うことでもない。そうではなく，「認識の
仕方」，人間はどのようにして認識に至るか，その構造を
問うといっているのである。そしてその際，認識を，経験
からきり離して，「アプリオリ」な「先験的」な観点から
究明していく，というのがカントの課題である。「先験的」，
つまり人間認識のうち，具体的な経験に先立っている人間
認識構造は何かを明らかにすることである。

カントの認識論は，「経験」に入る以前にもっている「ア
プリオリ」な人間の認識構造は何かを明確にすることをめ
ざしている。経験が経験として成立するための必然的な条
件は何かを問う，というものである。

そしてそのためのカント認識論の出発点は，「現象」で
ある。

われわれがある対象によって触発されるかぎり，対象
が表象能力に対して及ぼす結果は感覚

4 4

である。感覚を通
して対象にかかわる直観は経験的

4 4 4

という。経験的直観の
未規定的対象は現象

4 4

という。（B,34）

引用文には，カントが認識論に際して出発点とするもの
は何かが示されている。それは，「ある対象」によって触
発されて，その対象が「表象能力」によって人間の中に生
じた「感覚」である。しかもいまだ規定されていない「感
覚」であるところの，カントのいう「現象」が認識の出発
点である。

この主張を理解するためには，「形式」と「質料」を区
別することが必要である。カントは両者の相違を次のよう
に書いている。最初の一文は，続く段落理解のために，必
要なものである。

現象において感覚に対応するものを私は現象の質料
4 4

と
呼ぶが，現象の多様がある種の関係において秩序づけら
れうるものを私は現象の形式

4 4

と呼ぶ。
　［…］ある種の形式で配列されうるものはそれ自身ま
た感覚ではありえないので，［…］すべての現象の形式
は，感覚のためにことごとく心性の中にアプリオリにす
でになければならず，それゆえすべての感覚から切り離
して考察されうるものでなければならない。（B,34）

タイナーはあまり重要視していないように思われる。そし
て，このことは，「もの自体」をめぐる見解の相違，シュ
タイナーとカントの「経験」のとらえ方の違いにつながっ
ていく。

３　カントにおける「経験」の前提となる「形式」

カントは，『純粋理性批判』序論のはじめの部分で，「経
験」について次のようにいう。

［…］時間に関していえば
4 4 4 4 4 4 4 4 4

，経験に先だってわれわれに
達する認識はなく，すべての認識は経験とともに始まる。

しかしわれわれのすべての認識が，経験とともに
4 4 4 4

始ま
るとしても，だからといって必ずしもすべての認識が経
験から

4 4

生じるわけではない。（B,1）

カントは引用文で，認識には経験が不可欠であると，常
識的な見解から始める。だがそれは，「時間に関していえ

4 4 4 4 4 4 4 4

ば
4

」という条件付きで認識は経験とともに始まる，といっ
た後で「しかし」と続け，経験に基づかない認識もあると
いう。カントの強調点が，後ろの部分，すなわち経験に基
づかない認識の方にあることは明らかである。カントは，
次の引用箇所で自らの論の基本的性格と独自性を示そうと
している。

［…］経験に依存しない，そして，諸感官の全印象にさ
え依存しない認識が存在するのかどうかということは，
少なくとも，より綿密な研究が必要とされる問題である

［…］。そのような認識
4 4

は，アプリオリ
4 4 4 4 4

と呼ばれ，経験的
4 4 4

認識，すなわちその源泉をアポステリオリに，つまり経
験のうちにある認識からは区別される。（B,2）

カントは，引用文にあるように，「アプリオリ」な認識
と「経験的」認識とを区別する。人間の認識は，通常経験
から得られ，経験を前提にする。そのような意味で，通常
の認識は，「アポステリオリ」なものである。だが人間認
識の中には，経験や「感官の全印象」にも依存しないもの
が存在するのではないか。人間にとって経験によって認識
が得られ，蓄積されることは事実であるが，経験と無関係
な，経験に依存しない認識があるのではないか，そしてこ
のような認識を研究する価値があるのではないか，そのよ
うな認識を，「アプリオリな認識」と呼ぼう。カントはこ
のようにいう。そして経験的認識から区別し，「アプリオ
リな諸認識のうちで，経験的なものがまったく混じってい
ない諸認識を純粋

4 4

と呼ぶ」（B,3）。カントはこのように，
人間認識において，経験が全く介在しない「純粋認識」の
存在の可能性を指摘する。

経験に依存するのではなく，人間にとってそのような確
実さを担保できる認識，すなわち「アプリオリな認識」を
想定し，それがどのようなものでありうるかを究明するこ
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最初の一文は，出発点となる認識の対象について語って
いる。それは，人間の目の前にある対象そのもの（「もの
自体」）ではなく，目の前にある多様な対象から，人間の
五官が触発されるものである。そうして得られた「表象」

「感覚」のうち，未規定的対象（註５）が「現象」と呼ばれる。
すなわち，五官によって得られる「表象」は，「質料」と「形
式」をもつものであるが，まだ個々の意味づけがなされて
いない段階のものである。このような「現象」が，カント
における認識対象の出発点である。
　「表象」「感覚」は，五官によって得られる。五官によっ
て経験的に得られる「現象の多様」が「質料」である。し
たがって「質料」は，常に「アポステリオリ」なものである。
この「表象」「感覚」には「形式」も含まれている。この「形
式」の機能は，「感覚」にはない。「現象の多様」に対して

「形式」を与える機能は，人間に「アプリオリ」にそなわっ
ていると考えなければならない。したがって，「形式」は，
経験から切り離して考察することができる。このようにカ
ントはいう。

そしてカントは，認識の２つの根本源泉は「直観」と「概
念」であるという。

われわれの認識は，心性の二つの根本源泉から生ず
る。［…］直観と概念はわれわれのすべての認識の構成
要素である。［…］両者は，純粋であるか経験的である
かのいずれかである。［…］表象に感覚が混じっていな
いならば純粋

4 4

である。［…］それゆえ純粋直観は，何か
を直観するために必要な形式だけを含む。そして純粋概
念は対象一般の思考の形式だけを含む。純粋直観または
純粋概念だけがアプリオリに可能であり，経験的直観ま
たは経験的概念は，アポステリオリにだけ可能である。

（B,74f.）

　「純粋直観」と「純粋概念」は，認識の根本源泉といわ
れるものである。最初に「純粋直観」が諸対象とかかわり，
そうして得られた多様が，「純粋概念（悟性）」によって意
味づけがなされるという人間の認識構造が語られている。

両者は，それぞれ「直観される形式だけを含み」，「対象
一般の思惟の形式のみを含む」。つまり，「純粋直観」「純
粋概念」は，それぞれ「形式」のみを含み，「質料」は含
まない。この点をとらえることが重要である。
　「純粋」について，カントは次のように書いている。

その中に感覚に属するものが見出されないすべての表
象を，私は（先験的意味において）純粋

4 4

と呼ぶ。（B,34）

　「純粋」は，経験によって得られる質料がまったく含ま
れない表象を意味する。上にも書いたように，「純粋直観」

「純粋概念」は，「形式」である。したがって，「純粋直観」
は「純粋形式」とも呼ばれる（ibid.）。これらについては「ア
プリオリ」に，すなわち経験なしに考察することが可能で
ある。「形式」だからこそ「先験的哲学」の考察の対象に

なりうる。それが「アプリオリ」な概念の本性である。カ
ントの問題意識は，「経験に依存しない，そして，諸感官
のすべての印象にさえ依存しない認識が存在するのかどう
かということ」である。

したがって，カントの認識論で人間認識構造を追究する
段階においては，「諸対象」の質料的考察は後回しになり，

「経験」を可能にする「形式」としての認識条件は何かが，
徹頭徹尾問われる。「質料」を問うのは，その後である。

カントの認識論は，認識の形式を問うものである。彼の
めざすべき「先験的哲学」は，はじめは質料的経験から離
れるものであることが明確になった。次にシュタイナーの
経験をみることにしよう。

４　シュタイナーの「質料」としての「純粋経験」

シュタイナーは，認識論が成立するためには，「無前提」
の状態から始めるべきだという（Wahr,25）。シュタイナー
にとって認識の究明にあたって重要なことは，その出発点
をどこにおくかである。認識論構築のためには，まだ認識
行為が生じていない対象，認識なるものが刺激を受ける以
前の対象が，出発点にされるべきである（Wahr,49）。そ
のようにシュタイナーはいう。この点は，カントと対照的
である。カントは，対象を認識する認識構造から明らかに
しようとしたのに対して，シュタイナーは，認識対象その
ものにまず目を向けているからである。

シュタイナーは，「無前提」について次のようにも書い
ている。

［…］すべての誤りが閉め出されるのは，次のようにい
うときにだけである，私は，認識行為によって得た思考
によるすべての規定を私の世界像から分離し，私とは無
関係に私の観察の範囲に入るすべてのものだけを心にと
める，と。／　誤謬

4 4

が認識論的に問題になる場合には，
誤謬は認識行為の内部にだけありうる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。感官による錯覚
は誤謬ではない（註６）。（Wahr,53f.）

引用文では，認識にかかわる人間行為として，「観察」
と「思考」が挙げられている。この認識の基本構造は，カ
ントの先の引用文にあった，「純粋直観」と「純粋概念」
に対応しているようにもみえる。シュタイナーによれば

「認識行為・認識活動」は，「思考」と関係している。それ
に対して「観察」は「感官」によって行われる。

シュタイナーによると認識論の出発点となりうるもの
は，「感官」によって「観察」されるものだが，「思考」が
まだかかわっていない対象ということになる。シュタイ
ナーはそれを，「直接所与の世界像」（Wahr,49）という。
これこそが，無前提の条件を満たすものである。したがっ
て，「直接所与の世界像」こそが認識の対象にすべきもの
である。この対象に対する「感官」による知覚が，認識の
中身になる。
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であり，その中身（質料）が書かれている。それは，相互
に「まったく関連性のない諸部分の集合体」である。そし
て，どの部分も価値の違いがなく，どの部分が重要で，ど
の部分が重要でないということもなく，均質な諸部分，こ
れが「純粋経験」の中身である。

シュタイナーが経験について語るとき，感性によって得
られる「質料」から論の展開が始まる。この点は，カント
と対照的である。

カントは，自らの認識論の課題について次のように書い
ていた。

私が先験的
4 4 4

と名づけるのは，諸対象にかかわるのではな
く，むしろ諸対象についてのわれわれの認識の仕方に，
それがアプリオリに可能であるべきかぎりにおいて，一
般にかかわるすべての認識である。

カントのいわゆる「先験的認識」において，「諸対象」は，
さしあたって検討の対象外であることがはっきりと宣言さ
れている。何を認識するか，認識したものは正しいか否
か，真か否か，こうしたことは，人間の認識の仕組みを論
じる段階では問われない。「認識の仕方」こそが，問われ
る。端的にいえば，「質料」ではなく人間が「先験的」に
もちあわせる「形式」こそが，まさに「先験的認識」論に
おける考究対象である。

これに対してシュタイナーの関心の対象は，「質料」に
ある。両者の認識追究に際しての基本姿勢の大きな違い
が，シュタイナーの次の文章に表れている。

私は，上で挙げた直接の知覚対象を，意識的な主観が観
察を通してそれを知る限りにおいて，知覚

4 4

と呼ぶことに
する。したがって私は，この観察の経過ではなく，観察
の対象

4 4

をこう名づける。（Freiheit,52）

カントの当面の関心事は，認識がどのように成立するか
であるのに対して，シュタイナーのそれは，対象そのもの
の認識である。

シュタイナーの認識の考え方は，カントのそれに対応し
ているようにもみえる。シュタイナーは，「純粋経験」か
ら得られるものを，「全く均質の価値をもつ諸物の多様」
といい，この多様の関連を作り出すのが思考だとするから
である（Grund,34）。

認識について語るとき，カントは，いわば経験から離れ，
認識の「形式」について追究する。それに対してシュタイ
ナーは，経験の「質料」について語る。この結果，認識論
の目標も両者で異なったものになるだろう。シュタイナー
は，何ゆえに「質料」を考察の対象にするのか。

ゲーテ的思考法の意味で行われる私たちの認識論は，
思考と存在との単なる形式的な関係を確定しようとする
ものではない。すなわちそれは，認識論的問題を単に論
理的に解こうとするものではなく，実質的な positiv 答

ここまでは，カントとの違いがないように思える。カン
トは，「経験的直観の未規定的対象」すなわち，「現象」が
認識の対象であった。シュタイナーは，思考によって規定
される以前の感官による観察内容が「無前提」であると
いっているからである。ところがシュタイナーが「純粋経
験」について語るとき，カントとの「経験」との違いが明
確になる。

経験とは何か。現実と衝突する中で，自分の思考が掻
きたてられることを誰でも知っている。空間と時間の中
にある諸対象が私たちに近づく。私たちは，多様に区
切られた，きわめて雑多な外的世界を知覚し，多少とも
豊かに発達した内面世界を体験する。私たちに現れるこ
れらすべての最初の形態は，私たちの前に完成した状態
にある。私たちは，その成立に関与しない。未知の世界
から発するように，現実は最初に，私たちの感性的，精
神的把握能力に現れる。／　この私たちの最初の活動
は，現実の感性的な把握である。この把握に際して現れ
るものを，私たちはつかまえる必要がある。なぜなら
これだけが純粋経験とみなすことができるからである。

（Grund,31）

　「経験とは」「現実と衝突する中で自分の思考が掻きたて
られること」だという。このように，シュタイナーのい
う「経験」は，質料的な「現実」の「感性的，精神的把握」
のことである。「空間と時間の中にある諸対象」は，「質料」
である。したがって「経験」の主体は，「思考」「感官」で
あるが，「感性的な把握」，「知覚」すること，すなわち「思
考」が介在しない質料の「感性的な把握」がシュタイナー
のいう「純粋経験」である。
　「純粋経験」について，すぐ後ろで次のようにもいう。「純

4

粋経験は
4 4 4 4

，現実の形態であり
4 4 4 4 4 4 4 4

，私たちが自己を完全に放棄
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

してそれに向かうとき
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，この形態の中で現実が私たちに姿
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

を現す
4 4 4

」（Grund,28）（註７）。
　「純粋経験」は，「思考」が介在しない経験である。とす
るならば，「純粋」の意味は，シュタイナーとカントでは
異なる意味内容をもつ。カントの意味での「純粋」は，「ア
プリオリな諸認識の中で，経験的なものが混じっていない
諸認識」のことである。したがって，仮にカントの意味で

「純粋」を使うとするならば，「純粋経験」は，形容矛盾と
なる。つまりシュタイナーは，カントの意味で「純粋」を
使用していない。

シュタイナーのいう「純粋経験」の質料，すなわち経験
の中身はどのようなものだろうか。

［…］それは，空間の中に並び立つものと時間の中で連
続しているものにすぎない。すなわちまったく関連性の
ない諸部分の集合体である。［…］／　その時世界は，
全く均質の価値をもつ諸物の多様である。（Grund,30）

　「現実」を「感官」によって知覚することが「純粋経験」
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方は，カントによれば「純粋」に，すなわち人間にとって
生まれながらにして決まっている。それを可能にするの
が，「純粋形式」としての「空間」である。

また，「内的感官」によって心の「内的状態」が表象さ
れる。これを可能にするのが「純粋形式」としての「時間」
である。「時間」は，「同時存在」や「継起性」（B,46）の
表象を可能にする。例えば，机の上に同時に本と時計があ
ると表象したり，机の上に載っているものが 10 分前の状
態と違った風に見えたりするのは，この「時間」によるも
のである。この「時間」によって表象する仕方は，経験に
よらず，「純粋」に，すなわち生まれながらのものである。
だからこの「時間」は，「純粋形式」といわれるのである。

つまり，人間認識は，まずは「空間」「時間」という「純
粋形式」を通して，外的諸物を表象することから始まる。
ただし，人間をこのような「純粋形式」をもつものととら
えることは，可能な人間認識の範囲を限定することでもあ
る。

［…］空間は外的諸感官のすべての現象の形式にすぎず，
すなわち，感性の主観的条件であり，この条件のもとで
のみわれわれに外的直観が可能である。（B,42）

［…］空間において直観されるものは，そもそももの自
体ではなく，［…］諸対象そのものはわれわれにはまっ
たく未知である。（B,45）

［…］時間は，すべての現象一般のアプリオリな形式的
条件である。（B,50）

［…］時間は，われわれの（人間的）直観の主観的条件
にすぎず，［…］それ自体，主観の外部においては無で
ある。それにもかかわらず，時間は，すべての現象に関
して，それゆえ，われわれの経験に現われうるすべての
事物に関しても，必然的に客観的である。（B,51）

　「空間」も「時間」も，「現象」の「形式」である。ここ
でカントの認識の対象が，「現象」であるとされているこ
とに注意が必要である。ところで日常使われる空間，時間
は，カントのいう「形式」としての「空間」「時間」とは
異なる。「空間」「時間」は，人間認識（「外的直観」）の「主
観的条件」とある。つまり，ここでいう「空間」「時間」は，
人間認識とは関係ないところに普遍的に存在するものでは
ない。例えば，空間時間のあり方は，おそらく人間と他の
存在物とで異なるにちがいない。人間にとっての１メート
ルや１時間と，アリやゾウのそれらとは，異なる。１メー
トルや１時間は，人間とって意味があるだけで，アリやゾ
ウには全く意味をなさない。「形式」としての「空間」「時
間」を通して見える世界は，人間にとってだけ当てはまる
ものであり，そのような意味で「主観的条件」のもとで存
在するものである。だから空間時間が普遍的に存在するも
のとしたら，すなわち「主観の外部においては無である」。
カントが，｢形式｣ としての ｢空間｣ と ｢時間｣ を提示す
る意図は以下にある。

を得ようとするものである。私たちの認識論は，何が
4 4

思
考内容であるかを示す。そしてこの何が

4 4

同時に客観的な
世界内容であるかということ

4 4 4 4 4

を見出す。（Schrift,165f.）

引用文において，シュタイナーの認識論で追究すべきも
のが，「質料」に関するものであることが示されている。
シュタイナーは，「思考内容」を明確にして，それが「客
観的な世界内容」であることを示すのが，認識論の役割で
あるという。したがって，シュタイナーにとって「経験」は，
人間認識において不可欠のものになる。

偏見なしに考察したとき，はじめから経験に依存しな
いことは不可能であるように思われる。つまり私たち
の知の対象が何であれ，一度直接的，個人的な体験と
して私たちに近づき，その結果経験になるに違いない。

（Wahr,30）

認識論においてカントにとってさしあたっての考究対象
は，人間認識構造（「形式」）であるのに対して，シュタイ
ナーにとってのそれは，何が人間にとって重要で「客観的
な」内容であるかを明確にすること，すなわち「質料」の
客観性にあることが確認された。

シュタイナーとカント両者の「経験」をめぐる認識論の
違いは，「空間」「時間」概念に象徴的に現れる。

５　「空間」「時間」概念における両者の相違

（1）カントの「形式」としての「時間」「空間」
先に，「純粋直観」と「純粋概念」は，認識の根本源泉

であるというカントの文章を引用した。そして，両者は，
「純粋」がついていることから，「質料」を含まない「形式」
であった。この「純粋形式」であるとされるものが「空間」
と「時間」である（B,36）。人間は，これらの「形式」を
通して，外部の諸対象を表象する。

（心性の特性である）外的感官を媒介にして，われわれ
は諸対象をわれわれの外部にあるものとして，しかもこ
れらすべてを空間において表象する。この空間におい
て，諸対象の形態，大きさ，相互関係が規定されている
か，規定可能である。内的感官は，心性が自己自身をあ
るいはその内的状態を直観する手段である。［…］内的
感官は，特定の形式であり，魂の内的状態の直観がそれ
のもとでのみ可能である。内的諸規定に属するもののす
べては，時間との関係において表象される。（B,37）

諸対象は，まず「外的感官」，すなわち五官によって表
象される。このとき必ず「空間」という「純粋形式」によっ
て表象される。ある対象，例えば机は，外的対象として表
象されるが，その形態，大きさ，どこにあるかなどをどの
ように表象するかは，経験によるものではない。机の見え



R. シュタイナーの I. カント批判⑴
― 認識論における「形式」と「質料」― 29

　「主観的条件」をもつ人間は，「ものそれ自体」「諸対象
そのもの」を理解することはできない。人間が認識の対象
にできるのは，「主観的条件」のもとにとらえられる「現
象」だけである。ここのところは，重要である。なぜなら，「も
のそれ自体」が理解できると考えるか，できないと考える
かは，シュタイナーとカントとの大きな相違点だからであ
る。

カントにおける「純粋形式」であるところの「空間」「時
間」は，「ものそれ自体」が成立するための条件ではなく，
人間認識が成立するための条件である。そして，このよう
な条件のもとにある「すべての現象に関しては」「必然的
に客観的である」というのである。このようにいう意味は，
ここでの「客観的」は，人間認識の対象である「現象」に
関してだけあてはまるということである。しかも引用文に
あるように，「空間」「時間」は，「アプリオリな形式的条
件」である。つまりカントは，「感性」による人間認識に

「条件」を設定し，「現象」内での認識の「アプリオリな客
観性」を主張しているのである。言葉を変えると，カント
は，認識の「アプリオリな客観性」を確保するために，認
識の対象を「現象」に限定しているわけである。

それに対してシュタイナーのいう空間と時間はどうか。

（2）「質料」把握のための「空間と時間」
　「空間」についてのシュタイナーのとらえ方は，次に表
れている。

カントは全く間違った想定をし，空間を，それ自体に
おいて概念的に規定可能な実体 Wesenheit としてでは
なく，全体 totum として理解した。（Schrift,294）

認識の出発点を「現実」「純粋経験」におくシュタイナー
にとって，時間，空間は，引用文にあるように「実体」を
伴うものである。これまでカントのいう「直観形式」とし
ての「空間」「時間」は，カギ括弧を付けて「形式」であ
ることを示し，物理的空間としての時間，空間と区別した。
だが，引用文にみられるようにシュタイナーが語る空間
は，人間の側に先験的にもっている「直観形式」を意味し
ないことは明らかである。そうではなく，人間の認識対象
としての物理的空間である。

空間について語るシュタイナーは，個別の例から始める
のが常である。つまり語り口の出発点がいつも「質料」で
ある。空間の意味が説明される際には，例えば２つの光る
点が取り上げられる（Schrift,289）。そしてこれらを知覚
器官がとらえる際の空間の役割が語られる。そして空間に
ついて次のように結論づけられる。

つまり空間
4 4

は，諸物の見方であり，私たちの精神が諸
物を一つのまとまりに統合する仕方である。その際次の
ような３つの次元がある。最初の次元は，感官による２
つの知覚の間にある関係を作り上げる。つまりこの次元
は，具体的な表象

4 4 4 4 4 4

である。第２の次元は，２つの具体的

表象を相互に関連づけ，それによって抽象
4 4

の領域に移行
する。最後に第３の次元は，抽象の間にある概念的統一

4 4

体
4

を作り上げるだけである。（Schrift,293f.）

引用文中，３行目の感官による知覚 Sinneswahrnehmung
に，シュタイナーによる註がついており，この知覚は，カ
ントの感覚 Empfindung と同じ意味であるとコメントされ
ている（Schrift,293）。つまり，シュタイナーのいう空間
における３つのうちの最初の次元で感官により得られる知
覚は，カントのいう「現象」が意識されているように思わ
れる。すなわち，まだ「（純粋）概念」が伴わない段階の
感性的知覚である。シュタイナーによれば，空間によって
最初の次元で行われることは，具体的な表象を得ることで
ある。次の次元においては，得られた表象が抽象化され
る。そして第３次元において抽象化されたものの概念的統
一が図られる。このように，人間の目の前にある諸物がま
とまりのある統一的概念を生み出す役割をするのが，シュ
タイナーのいう空間である。

このようにシュタイナーにおける認識は，まず諸事物，
すなわち「質料」に目を向け，諸概念や，概念的統一体を
作り上げることが行われる。その際，空間という見方が利
用される。シュタイナーは，空間の意味についていう。

諸物の中にある必然そのものである。全く表面的な意
味での諸物の独自性を，その実体にかかわるのではな
く克服する必然，そしてこの独自性をひとつの統一に
統合する必然である。つまり空間は，世界を一つの統
一としてとらえる仕方 Art である。空間はある種の観

4 4 4 4 4 4 4 4

念
4

Idee である
4 4 4

。カントが考えたような直観ではない。
（Schrift,294f.）

シュタイナーは，「空間は，世界を一つの統一として捉
える仕方である」という。これは，カントのいう「形式」
と相違しないようにも思える（註８）。しかしカントのいう「形
式」は，人間認識の基盤として先験的に持つものである。
それに対してシュタイナーのそれは，諸物の中にあるもの
であり，人間が世界の中から発見するものである（註９）。

また，引用文では，両者の決定的な違いが示されている。
カントにおいて「空間」は，純粋な直観形式である。カン
トのいう「直観」は，「感性」によって提供されるもので
ある。そして「感性」は，対象を受容するものとして位置
づけられている（B,33）（註 10）。つまりカントの場合，「直観」
は，概念や「観念」を把握する機能までもたされていない。
それは，「悟性」の役割である（ibid.）。

これに対してシュタイナーの空間は，引用文にあるよう
に，感性的「直観」を越えた働きを有している。それで
シュタイナーは，「空間は直観ではない」と主張するので
ある。対象それ自体である諸物をとらえるに際して，引用
文の空間は，カントのいう「直観」の機能の枠を超えてい
る。引用文をみる限り，シュタイナーは，カントによる「感
性」と「悟性」との区別に，重要性を見出していないかの
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ようである。
時間についてはどうか。時間を考える場合でも，シュタ

イナーは，カントのいう「現象」を知覚の出発点にはしな
い。シュタイナーにとっての出発点は，諸物そのものであ
る。シュタイナーはいう。

つまり知覚された世界は
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，メタモルフォーゼした知覚
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

の総体そのものである
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。（Schrift,270）

知覚された世界が「質料」として捉えられている。そし
て「知覚」されたものは，諸物そのものであることが述べ
られている。そして「感性」と「悟性」との区別は，時間
について語る際にも，シュタイナーの念頭にないかのよう
である。人間が感官によって世界を知覚する際に果たす時
間の機能について，次のように書いている。

だが始まりと終わりのある客観的プロセスに対してさ
え，私たちの時間概念を適用することは正しくない。あ
る特定のものに関して，ある新たな特徴が現れ，少しの
間に多様な展開をし，それから再び消えるとしたら，私
たちはここでもこの特徴の内容をその本質とみなさなけ
ればならない。そしてこの本質は，始まり，継続，終わ
りの概念と絶対に無関係である。（Schrift,272）

　
引用文にある時間概念は，カントのいう「直観形式」と

しての「時間」でないことは明らかである。始まり，継続，
終わりを示すとしたら，それは，通常の物理的時間を意味
する。カントのいう「内的感官」の表象を可能にする「形
式」としての「時間」ではない。引用文では，諸事象の本
質は，時間とは無関係に絶対的なものとして存在するもの
であるといわれている。
　「直観形式」としての「時間」ではない，通常の時間と
諸事象との関係について，シュタイナーは，次のように書
いている。

［…］時間は，諸変化が生じる器ではない。時間は，諸
物以前に

4 4 4

そして諸物の外側に
4 4 4

存在しない。時間
4 4

は，諸事
実がその内容に応じて連続的に相互に依存関係にある状
態を明白に表現するものである。（Schrift,272f.）

諸物，諸事実を認識する際に，物理的時間という視点に
立つことによって，諸事物相互が，どのような関係にある
かが分かる，それがシュタイナーにおける諸物と時間との
関係である。カントにおける認識の対象は，「経験的直観
の未規定的対象」である「現象」であった。この「現象」を，

「直観形式」である「空間」と「時間」によって人間が把
握するのであった。しかもこの「感性」の段階は，「受容」
すること以上の機能は持たなかった。したがって「現象」
の意味づけは，「直観」すなわち「時間」の役割ではない。
引用文は，諸物が「相互に依存関係にある」と把握してい
る。これは，カントにおいては認識の次のステップの「悟

性」の役割を含むものである。
こうした諸物と時間との関係は，先にみた空間と諸物と

の関係と同様である。カントの場合は，諸物があると仮定
して，それが「五官」によって「直観」される際の「形式」
として，「空間」「時間」が機能する。それに対してシュタ
イナーにおいては，空間，時間が，カントのいう「感性」
の領域，すなわち「直観形式」の枠を超えて，「悟性」の
機能を果たすものとして位置づけられている。

カントの「純粋形式」としての「時間」「空間」が，シュ
タイナーのいう時間，空間と同じではないことが確認され
た。両者の相違は，以下のようにまとめることができる。

第一に，カントの人間認識究明にあたっての論の組立て
の順序は，「質料」すなわち，認識の対象より，「空間」「時
間」という「形式」が先にあった（註 11）。一方シュタイナー
においては，最初に「質料」，彼のいう「純粋経験」があり，
次に「形式」が明らかにされていく。

第二に，カントの「時間」「空間」は，認識する際に人
間が「先験的」にもち合わせる，ものの見方である。これ
に対してシュタイナーにおける時間，空間は，諸物，諸事
象とのかかわりの中で，人間の中に経験によって蓄積され
る，ものの見方である。

第三に，カントの「時間」「空間」は，「感性」に所属す
るものであり，「受容する」ことにとどまる。シュタイナー
の空間，時間は，「受容」を越えて，人間が能動的に行う
認識に際しても機能する。すなわち彼のいう時間，空間
は，カントのいう「直観形式」ではない。

時間，空間に関して，両者のいずれがとらえ方において
優れているかの優劣を判断することに，筆者の関心はな
い。これらの相違が，シュタイナーのどのような認識論の
構築につながったかが重要な点である。

６　本稿の到達点と今後の課題

本稿では，シュタイナー，カント両者の認識論における
アプローチの相違に焦点を当てた。明確にできたことは，
カントの認識論は，「先験的形式」を論じ，「質料」をとら
えるために人間に備わる「形式」を最初に明確にしようと
したこと，それに対してシュタイナーは，「質料」を認識
の出発点と対象にしたことである。さらに，カントは，「現
象」を認識の対象にし，「もの自体」をいわば仮想に追い
やることによって，認識の「客観性」を得ようとしたこと，
シュタイナーは，「もの自体」の「客観性」を得ることを
めざした，ということである。本稿の到達点は，カント
が「形式的」認識論を展開していること，それに対してシュ
タイナーは，「質料的」認識論を展開していることを確認
できたことである。

カントの「もの自体」の想定に対して，シュタイナー
は，「主観主義」と断じる。そしてカントの想定する「主
観的形式は，必然的な通過段階にすぎないものであり，認
識プロセスそれ自体において克服されるものであることを
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立証」（Wahr,15）したという。そして，認識可能なもの
として「現象界」に限定し，「もの自体」を認識対象から
除くカント哲学を批判する。そしてカントを克服したとさ
れる自らの認識論を，「客観的観念論

4 4 4 4 4 4

」（ibid.）であると主
張する。

シュタイナーの主張を認めるとするならば，カントは
「形式」を，シュタイナーは「質料」を追究したという把握は，
問題の一側面をとらえたにすぎないといえるかもしれない

（註 12）。シュタイナー認識論の「形式」的側面，及びカント
の「質料」的側面にも当然のことながら考察が必要である。

カントの場合は，「感性」と「悟性」が，それぞれ役割
を果たすことによって人間認識が成立する。この点を明確
にするためには，「先験的論理学」にもさらに目を向ける
必要がある。

一方，認識の根源的要素とされる「感性」と「悟性」によっ
て，人間認識が果たされるというカントの認識論を，シュ
タイナーは，二元論であると批判する（Freiheit,97f.）。と
するならばシュタイナーの場合，「関連性のない諸部分の
集合体」に意味をもたせるものは何だろうか。今後明らか
になるように，シュタイナーにおいても，それは思考であ
る。この思考は，シュタイナーのいう「純粋経験」と，ど
のようにかかわることになるのだろうか。そしてそこでの
思考のかかわりが，カントの二元論を克服している「客観
的観念論」といえる根拠は何であろうか。

これらの疑問を解くためには，カントのいう「悟性」と，
シュタイナーにおける思考に目を向けなければならない。
それによって，シュタイナー認識論の考察は，次のステッ
プへと進むことになる。

＜引用文献＞

１　I.Kant: Kritik der reinen Vernunft,Meiner　Kritikと
略。
　『純粋理性批判』からの引用箇所を示すに際しては，
カント研究書の慣例に従い，第１版をＡ，第２版をＢ
と表記する。本稿での引用は第２版だけのものとなり，
表記がＢのみになった。その後ろに頁数を数字で記し
た。例えば（B,1）のように。訳に際しては，参考文
献を参照した。

２　R.Steiner :  Goethes Naturwissenschaft l iche 
Schriften,Rudorf Steiner Verlag　Schriftと略。

３　R.Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie,R.
S.Verlag　Grundと略。
浅田豊訳『ゲーテ的世界観の認識論要綱』筑摩書房

４　R.Steiner: Wahrheit und Wissenschaft,R.S.Verlag　
Wahrと略。

５　R.Steiner: Die Philosophie der Freiheit,R.S.Verlag　
Freiheitと略。
髙橋巌訳『自由の哲学』ちくま学芸文庫

６　福谷茂『カント哲学試論』知泉書館　哲学試論と略。

７　岩隈敏『カントの哲学』世界思想社　カントの哲学と
略。

８　中山元『純粋理性批判１』光文社　批判と略。
９　岩城見一『感性論－エステティックス』昭和堂　感性
論と略。

＜参考文献＞

１　高峰一愚訳『純粋理性批判』河出書房新社
２　篠田秀雄訳『純粋理性批判上・中・下』岩波文庫
３　原佑訳『純粋理性批判上・中・下』平凡社
４　有福孝岳訳『カント全集４・５・６』岩波書店
５　岩崎武雄『カント「純粋理性批判」の研究』勁草書房
６　竹田青嗣『完全解読カント「純粋理性批判」』講談社

選書メチエ

＜註＞

１　該当する文献は，『ゲーテ自然科学論集』（1883 ～
97），『ゲーテ的世界観の認識論要綱』（1886），『真理
と学問』（1892），『自由の哲学』（1893）である。『自
由の哲学』は，シュタイナー認識論の，到達点ととら
えることができる。

２　『真理と学問』は，シュタイナーの博士請求論文に若
干手を加えたものである。編者の解説によれば，論文
のテーマは，「特にフィヒテの知識学を考慮した認識
論の根本問題」である。博士請求論文と『真理と学問』
との違いは，テーマの名称が変わったこと，「序言」
と「第８章実践上の最終的考察」が加えられ，僅かに
文体が修正されたことだとされる（Wahr,94）。

３　括弧内は，引用文献の略と頁数，以下同様。引用文の
傍点部分は，原文イタリック体，以下同様。ただし，
Kritik の訳に際して付した傍点部分は，原文ゲシュペ
ルト。なお，引用文中［　］内は，引用者による。

４　たとえば，福谷茂氏は，「もの自体」は，カント哲学
をひも解く重要概念であるととらえ，次のように書い
ている。「［…］多面性を有することがむしろ物自体と
いう概念の本質に属する，［…］カント理論哲学の全
体が物自体の，段階的解消と新たな産出を軸として構
想されている」（哲学私論 ,26）。

５　岩隈敏氏は，「未規定」について次のように書いている。
「それは，言葉で表現できないこと

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，言語的に未規定
4 4 4 4 4 4 4

であること
4 4 4 4 4

を意味しません。それは，対象が現実に存
在するか否か，という対象の現存在について未規定で

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

あること
4 4 4 4

を意味します」（カントの哲学 ,32）。
一方中山元氏は，「未規定」の意味を次のように書

いている。「まだ個別の性質をもつものとして規定さ
れていないという意味」（批判 ,34 － 5）。

６　この個所は，ゲーテの言葉が念頭にあると思われる。
ゲーテは次のようにいう。「感覚はまどわさない。判
断がまどわすのだ」「箴言と省察」（『ゲーテ全集 13』
潮出版社，245 頁）
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７　ここでの「自己を完全に放棄して」は，ゲーテの言葉
を借りたものである。ゲーテは，自己放棄の難しさに
ついて，当該論文において縷々述べている（Goethe: 
Der Versuch als Vermittler von Objekt und Subjekt.
In: GOETHE，Band13,Beck,S.10）。

８　より正確にいえば，「純粋概念（悟性）」における「形
式」であるが，本稿ではカントの「先験的論理学」に
少しふれただけである。註 9 も参照のこと。

９　ここで問題になるのは，諸物に存在する「形式」は，
人間にどのようにして認識されるかということであ
る。この部分は，本稿の枠を超えている。すなわちカ
ントは，認識構造を主に「先験的論理学」で論じて
いる。これまでの論考は，主にカントの「先験的感性
論」に対応すると思われる部分に，シュタイナーの論
を対比させている。カントは，「感性」と「思考」を
明確に区別して「先験的哲学」を論じているが，「思考」
を論じている「先験的論理学」には，充分に足を踏み
入れていない。また，シュタイナーのいう「まったく
関連性のない諸部分の集合体」であるかぎりは，認識
にはならない。この全く均質な価値をもつ諸物の多様
は，どのようにして，意味のあるものになるとされる
のだろうか。今後明らかにしなければならない。　

10　岩城氏は，「感性」の「受容性」について，次のよう
に書いている。「［…］『感性』という概念を『受動的
なもの』として設定すること，このことで私たちはは
じめて，人間の能動的な感覚能力には感性だけでな
く，別の能力も関与していること，このことを理解で
きるようになる。／［…］もう１つのメリットがある。
それは，『人間の経験』『人間の認識』には，いつも受
動的な「感性」が関与し，『質料』が受容されている，
とみなすことであり，これによって人間の『経験』『認
識』は，決して完全に自由になるものではない，とい
うこと，人間の経験，認識は，いつも『質料』の制限
を受けており，その中で成り立っているということ，
このような人間の経験の＜『外部』との関係＞が確保
できるからだ」（感性論 ,49）。

11　論組立て上の順序は，関心の強弱を表すものではもち
ろんない。カントの最大の関心事は，「純粋理性批判」
にあることはいうまでもない。すなわち「質料」の「誤
謬」なき判断にある。カントは，次のように書いてい
る。「［…］哲学の第一のそして最も重要な仕事は，誤
謬の源泉を塞ぐことによって，それ［形而上学］から
すべての不都合な影響をきっぱりと取り除くことであ
る」（Kritik,BXXX Ⅰ）。

12　本稿で明らかにしたシュタイナー認識論にみられる
特性が，たとえそれが一側面であるとしても，後の「人
智学」へとつながっていく重要な点を含むものである
のだが，その指摘は，もう少し先のことになる。
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1. Introduction

M. Night Shyamalan, a film director, gained a 
great reputation with his work, The Sixth Sense (1999). 
But his recent fi lms have been a disappointment to 
many, and valuations on him have declined. However, 
it may be doubtful whether critics and audiences 
properly understand Shyamalan’s themes. His films 
are too ingenious to be understood because his theme 
is reflected in his films not only by his directing of 
the films but also by his writing of their scripts. 
The purpose of this paper is to survey his films, 
examine his themes in them and revaluate him as a 
film artist.

2. Grotesque and Bizarre

M. Night Shyamalan makes an original script 
which is set with phrases and scenes that are to be 

A Study on M. Night Shyamalan : 
From The Sixth Sense to The Happening
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　M. Night Shyamalan, a film director, gained a great reputation with his work, The Sixth Sense. But his 
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　It might be said that his films are categorized as suspense films and sometimes even thriller movies. 
Superficially it seems that a common point can be found between Hitchcock’s films and Shyamalan’s 
under the impression that both are suspense films. But Shyamalan’s films, which are totally different from 
Hitchcock’s, somehow promote mysterious, grotesque and bizarre feelings. What makes Shyamalan’s films 
different from Hitchcock’s is that all the characters’ minds in Shyamalan’s films have already been hurt. 
Their situations are too cruel and they have serious wounds in their minds. But from a different point of 
view, the unreal and cruel situations are the first chance for them to be reborn. We can find a hint in The 
Sixth Sense that characters find a cue for healing. The keyword that includes this theme is communication. 
Communication is necessary for understanding each other and for making sure of mutual love. A 
metaphorical scene of such communication can be found in The Happening, where tightly holding hands is a 
metaphor that means mutual trust and love. 
　It is love that Shyamalam constantly describes in his films, which is a significant difference from 
Hitchcock’s films. Shyamalan’s consistent theme in stories is love and rebirth.
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developed later in order to lead us to an unexpected 
truth at the climax. His faculty for controlling our 
mind is ingenious. He hangs our mind at his will. 
It is suspended for a long time without seeing the 
truth. Originally this film technique was invented by 
Alfred Hitchcock. In all his films he tried to make 
the audience’s mind feel at a loss. Hitchcock called 
it “suspense”. Shyamalan tries to lead our mind to 
a climax by using the same film technique. Actually 
Shyamalan said that he got influenced by Hitchcock,1 
and he is generally recognized as a Hitchcockian. 
He sympathized with Hitchcock’s story-telling 
style. Therefore it is important that we compare 
Shyamalan’s films with Hitchcock’s.

In spite of the influence from Hitchcock,
Shyamalan’s films are totally different, as they 
somehow promote mysterious, grotesque and bizarre 
feelings. The characters in The Sixth Sense are 
scared at the spirits of the dead. The characters 
in Signs are frightened at the figure of an alien. 
The characters in The Village (2004) run away 
from unidentified creatures. And the characters 
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in The Happening (2008) run around to escape the 
neurotoxin of flowers.

Superfi cially it seems that a common point can be 
found between Hitchcock’s films and Shyamalan’s,
because in Hitchcock’s great masterpiece, The Birds 
(1963), a supernatural phenomenon that can’t be 
interpreted by rationality occurs in the same manner. 
Actually Shyamalan said he was inspired by The 
Birds when he made Signs.2 

But you can find diff erences between Hitchcock’s 
films and Shyamalan’s. One of the differences from 
Hitchcock’s suspense is the feeling of reality. When 
Hitchcock shot a victim of a murder, he managed to 
avoid describing the reality of death. In The Man Who 
Knew Too Much (1956), greasepaint is stuck on Ben’s 
hands when he tries to hold a guy who falls down 
at a market in Marrakech. At this moment our eyes 
are led not to his death but to black greasepaint on 
his hands. In North by Northwest (1959), a guy with a 
knife in his back has only the role of involving Roger 
Thornhill in an intrigue. With Cary Grant’s comical 
acting, the scene doesn’t give us a chance to 
understand the cruelty of his death. In Saboteur 
(1942), suspense is raised by showing a seam of Fry’s 
armhole come unsewn in the scene where he fell 
from the Statue of Liberty, and our attention is 
attracted only to the special effect which showed 
Fry fall from the Statue of Liberty to the ground. 
Hitchcock had a great interest in the process of 
death, but he didn’t want to describe the actual cruel 
moment of death. In Psycho (1960), we can find his 
endeavors to remove the physical pain and the color 
of Marion’s blood from the moment of death. As he 
said, he intentionally avoided showing the moment 
when Norman’s knife sticks her body, and changed 
the color of blood that flows into the drain to black 
and white.3 Inevitably the film doesn’t have a realty 
of death. In The Trouble with Harry (1955), he used a 
dead body as a property. You can’t help feeling that 
he shamelessly describes death. But his style, in 
which he didn’t intend to describe death, is eff ective 
in making his films sophisticated. He also succeeded 
in making them profound and creating a witty 
atmosphere in a suspense style. 

Now, let us examine Shyamalan’s films. When 
we look into his description of death, we will find 
that he also tries to avoid bloody descriptions. In 
Unbreakable (2000), Signs, The Village and Lady in the 
Water (2006), a description of death can’t be seen. 
Even in The Sixth Sense, where many spirits of the 
dead suddenly appear, the moments of death, except 

Dr. Malcolm Crowe’s death, isn’t described. But in 
spite of his avoiding a description of death, we can 
have the feeling of looking at something substantial 
through all his films, and you can recognize bloody 
things in the air more than in Hitchcock’s films. 
There is also another unusual feeling in Shyamalan’s 
films; not only of being grotesque and bizarre but 
also real.

One of the reasons why we have the feeling of 
reality is that we can almost feel the character’s 
breath and temperature from the screen. The 
feeling gives us a kind of an illusion. For example, 
in The Sixth Sense, the illusion is the cold and white 
breath that Cole exhales, in Signs,  the illusion is 
Morgan’s suffocative breathing, and in The Village, 
it is unpleasantness when we see the skinned body 
of a dead animal covered in flies, and Ivy’s figure 
covered with mud in the humid woods. Moreover, in 
The Happening, the neurotoxin of flowers stimulates 
our sense as if we could smell it when we watch 
the streams of wind. Generally other film directors 
try to stimulate our senses by visual and sound 
eff ects. Their directions tend to be exaggerative. But 
Shyamalan has endeavored to create the feeling of 
reality. He also tries to make us in common with the 
characters’ feelings. Shyamalan said in interview, 
“When making films, a director aims principally at 
making an audience ‘understand’. But I aim at making 
an audience ‘have an actual feeling’ that they sit on 
a chair.”4 Shyamalan’s aim is to share us with the 
feeling the characters have. On the other hand, the 
other directors’ aim is to surprise us by stimulating 
our senses. In The Sixth Sense, Shyamalan directed 
so ingeniously as to make our senses too sensitive, 
allowing us to believe the illusion that there are 
spirits all around. However sensitive we are, we can’t 
see the spirits. But seized with the feeling that the 
spirits are here and are watching us silently, we 
get nauseated. Every shot is gloomy and creates an 
unpleasant atmosphere. In every shot, we can see his 
ingenious plan that makes up a grotesque world. 

What does Shyamalan intend to show us in his 
films? Regarding his films as mystery or suspense 
films is a principal cause of misunderstanding 
them. Both critics and audiences have an excessive 
expectation to see the riddle solved at the climax. 
This tendency has continued since The Sixth Sense. 
The truth of the story is disclosed not only to the 
characters but also to the audience. It is natural 
that unexpectedness is an important element for the 
story. On the other hand, it raises the problem that 
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we have expected the thrill of unexpectedness too 
much. It might be said that his fi lms are categorized 
as suspense films and sometimes even thriller 
movies. That is because all his stories are set in an 
abnormal situation where characters are seized with 
fear and horror. Shyamalan’s fi lms look very much 
like Hitchcock’s, but if seen only from this point of 
view, Shyamalan’s intention might be overlooked.

3. Healed People

Hitchcock used his own style, called ‘Hitchcock 
Style’, in which a common person is involved in a 
crime. Iris Hendson in The Lady Vanishes (1938), 
Mr. and Mrs. McKenna in The Man Who Know Too 
Much, and Roger Thornhill in North by Northwest 
are ordinary people. Hitchcock liked to describe the 
change of their minds at the unusual situations into 
which they were forced. 

What makes Shyamalan’s films different from 
Hitchcock’s is that all the characters’ minds have 
already been hurt. They live in an abnormal world at 
the beginning of a story.

In The Sixth Sense, Lynn Sear gets irritated 
towards her son Cole because he is not honest with 
her, and she says,“If we can’t talk to each other, 
we’re not gonna make it.”5 Malcolm Crowe is also 
troubled by a sense of alienation from his wife Anna, 
saying to himself “I know what I want. I want to be 
able to talk to my wife again. The way we used to 
talk to each other. Like there was no one else in 
the world except us.” In Unbreakable, David Dunn 
has been feeling guilty since nobody except him 
survived the train accident. In Signs, Graham Hess 
forsakes his faith because he loses his wife in a 
car accident, and he shows his brother Merrill his 
hopeless view of life, saying “We are all alone.”6 In 
The Village, Lucius Hunt and Ivy Elizabeth Walker 
are frightened everyday at the creatures called 
“Those We Don’t Speak Of”.7 The Elders, whose 
families had been murdered in the town, artifi cially 
created the innocent community because they were 
disappointed at modern society. They persist in their 
own narrow-minded view of life as Edward Walker’s 
words show: “If we did not make this decision, 
we could never again call ourselves innocent. And 
that, in the end, is what we have protected here--
innocence!” And blind heroine Ivy starts to trip to 
the unknown world. In Lady in the Water, Cleveland 
Heep, whose family was murdered, has been bitterly 
disappointed at his life for long time: “I’m so lost 

without you guys.”8 In The Happening, Elliot Moore 
senses his wife Alma’s affair and wishes to regain 
his wife’s love. 

The characters have everyday life, suff ering their 
own wounds: Shyamalan mercilessly throws them into 
an unreal and cruel situation. And he persistently 
drives them into a corner. Their situations are too 
cruel and they have serious wounds in their minds. 
But from a different point of view, the unreal and 
cruel situations are a first chance for them to 
recover. Their challenges are ordeals for rebirth, 
nothing but a MacGuff in: 9 Cole can see the spirits 
of the dead; nobody but David could survive; mystery 
circles appear unexpectedly; flowers are giving off 
poison; a narf, a sea nymph, is sent form the Blue 
World to rescue human beings. These situations are 
nothing but MacGuffins that shake the characters’ 
minds and make them desire a clue for rebirth. If 
we appreciated Shyamalan’s films just as mystery or 
suspense films in which tricky devices are set, we 
would overlook an important theme, rebirth. Mystery 
and suspense are styles that stimulate an audience’s 
mind: thrill, confusion and horror. On the other 
hand, theme is not a style but a message that makes 
an audience understand humanity, and a suggestion 
about a life. Shyamalan wants to show his message 
that leads an audience to a better life by using 
mystery and suspense styles. In Hitchcock’s films, 
Hitchcock intended to stimulate an audience’s mind 
without including themes about love. The important 
point is that there is a salvation for characters in 
every Shyamalan’s film. And that is a big diff erence 
from Hitchcock’s themes. 

At the beginning of the story, the characters’ 
wounds are showed to us. Their wounds are healed 
through various processes. The more we can share 
their wounds, the more we can really experience 
their rebirth together. Actually Shyamalan said 
in an interview that the most important thing is 
“an originality”, “a sympathy” and “an element of 
unreality”. 9 He wants us to synchronize with them.

In Signs, after Graham Hess lost his wife in a 
car accident he forsakes his faith, and is at a loss 
to know how to protect his family. But he starts to 
fight to protect his family against aliens. Finally he 
finds Divine Providence through his wife’s death. 
The title Sign doesn’t mean a sign of an alien’s 
existence but a sign of God’s existence. It isn’t a 
sign of an alien’s attack but a sign that he has been 
watched by God. It is a sign of the grace of God. 
Finally Graham realizes the grace of God and gets 
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back to his job in a church. The theme of this film 
is a bond of a family and an awakening that Divine 
Providence makes Graham alive. He realizes again 
how worthy a life is. 11

At the beginning of The Village, the village seems 
to be calm and pastoral. The people are pure and 
devout. Young men and women express their respect 
for the Elders. But the society is based on the 
Elders’  “silly lies”. They make the society horrible 
by inventing “Those We Don’t Speak Of”. It is a 
grotesque and weird community of innocent people. 
At first it seems that the bond of this village is 
pure, but it is dependent on a grotesque and weird 
sense of values. In this community, Ivy finds love 
and chooses self-sacrifice to save Lucius. The theme 
of this film is an awakening to love. It is described 
in the Elder Edward’s lines: “And she is led by love. 
The world moves for love. It kneels before it in 
awe.” Shyamalan says this film is “a love story”. 12

Healed people are also in Lady in the Water, a kind 
of an allegory set in a modern situation. Cleveland 
Heep, the superintendent of an apartment building, is 
in the depth of despair because his wife and children 
are killed by a thief at night. One day he finds a lost 
girl, Story, in the pool and decides to protect her 
from a Scrunt’s attack in order to send her back to 
the Blue World. First he starts to find Tartutics, 
three law keepers. He soon realizes that Reggie, who 
is working out on one side of his body, is a Guardian 
and that Dury’s son, Joey, who deciphers messages 
from cereal boxes, is a Symbolist and finally that 
he is a Healer. He starts to fi ght against a Scrunt 
with other Tartutics and seven Guilds that support 
Cleveland’s healing ceremony. 

We feel like we are playing a computer game as 
well as watching a modern allegory - a decipherment 
and a code, evil and good, a mission and a sacrifi ce, 
and wounding and healing. Brave men protect 
an innocent lady from an evil incarnation. This 
is a situation of a role-playing game. We are 
disappointed at this film, because we don’t expect to 
watch a game. But even if the element of a game is 
removed, this story has a universal theme. 

A hint for the theme of this film is found in the 
opening narration: “Once, man and those in the water 
were linked”. It means a bond of people has been in 
society since an ancient age. Story tells Cleveland 
her message, sympathizing that he gets wounded at 
heart.

Story: Man thinks they’re each alone in this world. 

 It is not true. You are all connected. One 
 act can one day aff ect all.

Story’s lines are the same as Graham’s line in Signs: 
“We are all alone.”All the characters in Shyamalan’s 
films live in a lonely life. But Shyamalan’s message 
is told by Story.

Cleveland: Anybody can do this job, Story.
Story: You have a purpose. All beings have a

 purpose.

This idea that all people join together and have a 
purpose to be fulfilled is a theme of his all films. 
The line, “One act can one day affect all.” has 
the same message as “Once, man and those in the 
water were linked.” That is the same message of 
coexistence. Various bonds are shown in Shyamalan’s 
films: the bonds of family in The Sixth Sense and 
Signs, the bonds of a village in The Village, the bonds 
of residents and strangers in Lady in the Water, and 
the bond of husband and wife in The Happening. The 
characters help each other and fulfill their own 
purposes as a chosen people. They became healed by 
helping each other.

4. Holding Hands

How can characters find a cue for healing? We 
can find a hint in The Sixth Sense. In this film the 
loneliness of husband, mother and son is described. 
At the climax Cole decides to tell the truth to his 
mother Lynn. 

Cole: I’m ready to communicate with you now.
Lynn: Communicate?
Cole: Tell you my secrets.
Lynn: What is it?

Why doesn’t he say “I’m ready to talk with you now.” 
or “I’m ready to tell the truth to you now.”? The 
keyword that includes his theme is “communicate”. 
Cole wants to develop better communication with his 
mother. Shyamalan talked about this communication 
in an interview.

“I described how we should communicate on that 
kind of fear. It is a communication between a 
doctor and a patient, a husband and a wife and a 
mother and a child, and a communication with the 
beloved departed. If you refused to communicate 
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with your loved one or had a secret, you would 
lose your marriage, your job, your family and even 
your life. As you know, it is so horrible.”13

The Sixth Sense is a film about communication with 
beloved people.14 From this point of view, Signs 
shows communication with God, and The Village shows 
a weird society that refuses communication with the 
outside world. 

Human beings come across one another, love each 
other and build a happy home together, which builds 
a society as a unit. They understand and believe each 
other, and then are closely united together, which 
makes society continue to exist. In this process they 
awaken and are healed, and then they grow up and 
find how to live. Communication is necessary for 
understanding each other and for making sure of 
mutual love. And Shyamalan describes communication 
as a tool to tell love to beloved people. 

Cole: She said you came to the place where they 
 buried her, asked her a question. She said 
 the answer is . . . every day. What did you 
 ask?

Lynn: Do . . . Do I make her proud?
Cole: Mama.

Cole can communicate her mother’s love to 
Lynn. It is not long before he begins to play 
an important role to communicate the bereaved 
persons for the dead persons. Since The Sixth 
Sense, Shyamalan’s message about love has been 
consistent. In The Happening, metaphorical scenes in 
which the characters tell their love through their 
communication are inserted. Since bees disappeared 
in 24 states, many people have been infected with 
neurotoxin and have committed suicide in Central 
Park, New York City. Mr. and Mrs. Moore decide 
to leave for Philadelphia with a colleague Julian and 
his eight-year-old daughter Jess. 

On their way Elliot’s wife, Alma, confesses her 
aff air with Joey. 

Alma : Okay. I was going to tell you, okay? There 
 was this guy, Joey. His name is Joey. He’s 
 at work. We went out and we had dessert 
 when I told you I worked late. And I didn’t 
 work late. I’m feeling really guilty in case 
 we’re gonna die. I just wanted you know 
 that.

Elliot : You lied to me? 15

Elliot, distrusting of his wife’s attitude, is shocked 
to hear that. While feeling embarrassed, they go 
across the country and stumble upon Mrs. Jones 
living in an isolated house. Mrs. Jones helps them, 
but she becomes aff ected next morning. At the end 
of the story Elliot tries to make sure of Alma’s love. 
In order to see Alma, Elliot goes out from the main 
house and walks to a barn where she and Jess have 
taken refuge from the neurotoxin. 

Alma : Elliot?
Elliot : Yeah?
Alma : I was just making sure you’re there.
Elliot : It’s not right for it to end like this. If we’re 

 gonna die, I want to be with you. I want to 
 be with you, and I’m gonna come and be 
 with you.

Alma : Elliot, don’t!

Both Elliot who got out from the main house and 
Alma who got out from the barn stepped up to 
take each other’s hands. That is a calm and solemn 
attitude to make sure of each other’s love. This 
description of holding hands is like a ceremony and 
is a metaphor of human being’s love, communication 
and unity. 

The metaphor of holding hands is found in another 
scene in this film. When Elliot’s colleague Julian 
decides to go back to Philadelphia to make sure 
whether his wife is safe or not, he commits his little 
daughter to the care of Alma. The lines also mean 
not only Julian’s love but also the metaphor of a 
trust.

Alma : I got her, Julian.
Julian : Don’t take my daughter’s hand unless you

  mean it.

Julian doesn’t believe Alma and chides Alma’s 
careless attitude. But he must leave his beloved 
daughter.

In each of his fi lms, Shyamalan’s theme is getting 
refined. Daisuke Kito’s comments about Lady in the 
Water, “His way to show a consistent theme is getting 
refined whenever he makes new films . . .” 16 is 
examplified in The Happening. Shyamalan describes 
a married couple’s love and unity under an unreal 
situation.

The metaphor of love and unity, holding hands, 
can also be found in The Village. At night “Those We 
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Don’t Speak Of” attacks the village. Ivy, who feels 
strong anxiety for Lucius’ safety, stands giving her 
hand to him. By a hairsbreadth Lucius holds her 
hand and takes her into a house. Shyamalan shot 
their holding hands in close-up and followed them 
with a Steadicam to a shelter under a floor. Tightly 
holding hands is a metaphor that means mutual trust 
and love.

As stated above, Hitchcock was interested in a 
method of raising suspense, and never set up the 
situation in which characters love each other and 
sacrifice themselves for their loves. That is why 
we can’t find this kind of theme in Hitchcock’s film, 
The Birds. On the other hand, it is the love that 
Shyamalam constantly describes in his films, which 
is a big diff erence from Hitchcock’s films.

5. Conclusion

All of Shyamalan’s films are often regarded as 
tricky mystery and suspense films. Most of the 
critics don’t pinpoint the theme. Actually you can 
feel fear of loss through all his films. However, it 
is not a loss of life but a loss of love, family and 
ego. In order to raise the fear Shyamalan drives 
the characters into a corner. And at the climax 
the truth is disclosed. Showing the trick, however, 
is not the theme. In his films, all the characters 
communicate with their loved ones to make sure 
of each other’s love. They can fi nd love and can be 
healed by experiencing a trial in an unreal situation. 
Their love and trust make bonds and a unity. And 
desperate people are led to rebirth by the love. The 
consistent theme of his films is love and rebirth. 
And the audience should look for healing and rebirth 
in his films.
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