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人智学では、人間の生命を担う源泉を 3 つに区分していると言います。そのうちの一つは食べ物。 

2 つ目は空気、3 つ目は感覚です。 

世界を見渡してみると、今の世界では食物も空気を汚染され、人々は地球温暖化や環境破壊に 

対して取り組みを始めています。このような環境の中で、人間の感覚も自然が破壊されている 

のと同じように、時代を経て危機的な状況にあると言えないでしょうか。 

近代的な暮らしの中で、便利さや文明の進化と引き換えに失いつつある、私たちの人間としての 

感覚。見えない部分で知らないうちに脅かされ、退化したり、失われていっているものが 

あるのではないでしょうか。 

幼児期に感覚を育むことが「私」を知り「個性的な命」を育むことにつながるのなら、 

子供たちにとって、健やかな感覚を育むには、何が大切なのでしょうか？ 

全身を感覚体として生きている幼児期の子供たちは、その世界に対して開かれた命を自分では 

守ることができません。20 歳になるまでアルコールやタバコが禁止されることで、青少年の 

健康を守るように、見えない部分で晒されている子供の感覚を、どのように守り育むことが 

できるのでしょうか。 

感覚については「五感」が子供の成長において重要であると一般的に知られています。 

それは主に脳や身体の発達とともに、医学的に説明されています。それによって、子供の成長の 

仕組みを理解することができます。けれど、命をもっと大きな視点で眺めた時、なぜその感覚が 

存在し、それは私たちの命にどのようなものをもたらすのか、という根源的な問いについては、 

脳の仕組みや感覚が神経を通して発達する仕組みを知るだけでは、わからないことがあります。

3. 感覚の扉を開くこと

12 の感覚について
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脳や身体の仕組みを知ることは、私たちを「物質として見た時」の命の情報を知ることに 

なります。それは何かを読み聞きすることでも、手にすることができる類のものです。命の本質を 

知ることは、私たちを「見えない魂を持つもの」と見た時の命の智慧を得ることにつながります。 

それは見聞きするだけでなく、自己の経験と体験とを通してしか得ることができません。 

人智学の観点から子供の成長を眺める。それは、見えない世界から命がなぜ、どのように育って 

いくのかという根本的な謎を解き明かす手伝いをしてくれます。 

私たち親が「命の不思議」について関心を抱くなら、子供の命についても、より大きな視点を 

持つことができるのではないでしょうか。 

命の土台を育む上で、重要な感覚体にはどのようなものがあるのかを、その視点から見て 

いきましょう。 

人間には五感と呼ばれる感覚「触覚、嗅覚、味覚、視覚、聴覚」だけでなく、12 の感覚が 

あるとシュタイナーは述べています。 

つまり、さらに生命感覚、運動感覚、平衡感覚、熱感覚、言語感覚、思考感覚、自我感覚が 

あると言うのです。そのうちの言語、思考、自我感覚はシュタイナーが発見したものと 

されています。これら 12 の感覚は身体の成長を助けるだけでなく、見えない命と「私」が 

世界との関係を築く上で、大きな役割を持っています。 

だからこそ、この感覚が生命を担う源泉の一つに挙げられているのです。 

この「私が世界との関係を築く上での役割」というのが、感覚を通して得られる見えない力の 

一つであり、感覚を発達させることの重要な意味だと考えます。子供たちは様々な感覚を通して、 

この世界で生きていく力を手にしていく。あらゆる意味で健全に人間として、そして「私」 

として、生きるための能力がこれらの感覚の発達に関わっていると、そういう視点で感覚を 

捉える時、健康と同じく、感覚の持つ、もう一つの意味が現れます。 

単に一般的な運動や視覚聴覚などの能力という意味だけでなく、一人一人が命を全うするために 

必要な能力を手に入れるという、個性的でかつ普遍的な意味です。 

これら感覚が私たちにもたらす能力は、命において何と関連付けられるのかという視点から、 

12 の感覚を見てみましょう。
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12 の感覚は、主に 3 つの区分で成長していく時期が違います。 

                          と呼ばれる 4 つの感覚は《 触覚、生命感覚、運動感覚、平衡感覚 》 

                          主に生まれてから 7 歳までに育つ感覚だと言われています。 

 

                          と呼ばれる 4 つの感覚は《 嗅覚、味覚、視覚、熱感覚 》 

                          主に 7 歳から 14 歳に育つ感覚だと言われています。 

 

                          と呼ばれる 4 つの感覚は《 聴覚、言語感覚、思考感覚、自我感覚 》 

                          主に 14 歳から 21 歳に育つ感覚だと言われています。 

 

7 歳までは、主に身体に関わる感覚である、触覚、生命感覚、運動感覚、平衡感覚が育ちます。 

肉体を知覚する感覚です。そしてそれらが、私たちの「自己経験」につながり、世界と出会う 

ことで「私」という存在を身体的に呼びさまします。つまり、生まれてから 7 年の間に、子供は 

「私」を身体的に育みます。そしてそれこそが、個性的な命の器であり、土台となります。 

ですから、この 4 つの感覚を通して子供たちが得られるものは、単に脳や神経の発達からの 

感受性の豊かさを得るということだけではないのです。自己経験、身体を通して自分を知る、 

世界を確かめる。これこそが、この 4 つの感覚が命にもたらす影響です。 

 

 

皮膚で触れ合うことを通して、子供は自分が世界から切り離されたものだと知覚し、自分の 

輪郭を確かめ、私と世界との境界線を身体的に学びます。この感覚を通して、心地よさ、 

安心感を感じることは生きることへの信頼、そして知覚される自分の身体を通して、身体的に 

「自分」を知ることにつながります。また、この全体からの隔たりを発見することは、逆説的に 

自分が世界の一部であったことを心の深い部分に映し出します。これは人間が生きる根源的な 

問いの一つになり得ます。 

何かが「ある」と触覚が見つける何か。これは「私」という存在、そして世界全体への問いです。 

それは、後の子供の人間的成長を助けます。

触覚

肉体の感覚

感情の感覚

精神の感覚
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平衡感覚は重力のある世界でのみ体験されます。そのために、肉体は大地にしっかり足をつけて、 

真っ直ぐに立っていなければなりません。その立ち姿はそのまま「私 (自我) 」を意味します。 

バランス感覚を育むには、その自我に自分の中心を見つけることが求められます。自分だけの 

独自の立脚点と、他者と共有する世界の空間にあって、私を感じること。それを見つけることが 

平衡感覚の力です。それは自己への信頼と内なる静けさや落ち着きをもたらします。 

このように 4 つの基本的な感覚の与えるものを眺めてみると、脳や肉体の発達を通した感受性の 

成長の裏では、命を根底から支えるための見えない力が育まれていることがわかります。 

それは、人間が健康で幸せに生きていくための、根本的で必須のものである「私」という土台で 

あり、後に世界と出会い、他者を理解し、人生を構築するための見えない魂の基礎の芽生えです。 

感覚を健康に育むこと。 

それは肉体的、身体的な発達を通して、子供の魂の扉を開くことなのです。

自分自身の運動 (動いている、じっとしている) を知覚することで、自己の自由への感覚と 

自己制御の能力を得ます。また、運動は常に自分の意図でもたらされることを理解します。 

それは、大きな意味で人生の動きを理解することにつながります。 

私たちが出会う様々なことには自分の意図が反映されているという感覚は「私が自分の人生を 

作っている」という人生に対する自発的な考えにつながります。

全身を感覚体として、子供はリズムや雰囲気を感じ取ります。その中にある穏やかさや秩序、 

正しさ、愛情を通して、快と不快を自己の中に見つけます。それは自分の体調を知る能力に 

つながります。そして、あらゆる調和の感覚を育みます。心地よさは、逆の不快さの体験、 

または痛みによって、知覚され成長するという特徴があります。ですから、適度な不快や快い 

疲労は子供の生命感覚を育み、逆に快適過ぎる環境は、感覚を鈍らせると言われています。 

つまり、この感覚の成長には節度が求められます。

生命感覚

運動感覚

平衡感覚



第 1 章  3. 感覚の扉を開くこと

23

肉体の感覚　身体を知覚する 《 ０ ～ 7 歳 》

1. 触覚

司る器官  皮膚

与えるもの

 生きることへの信頼 

 自他の境界を知る、自分の身体性の感覚 

 守られているという感覚、安心感

必要なこと

 愛をもって触れ合うこと、守られている状態 

 触り心地のよい天然素材のものに触れる 

 落ち着いて一人でいられる状態 

 抱きしめること、解き放つこと

具体例

 優しく抱っこする、落ち着いてお世話する 

 自然素材のもので環境を整える 

 赤ちゃんをおくるみで包む

妨げるもの

 心のこもっていない言動 

 過保護、もしくは放置や無関心 

 大人の都合で子供と触れ合うこと

2. 生命感覚

司る器官  身体全体、自律神経

与えるもの

 調和しているという感覚 

 身体の快、不快がわかる (痛みを通して感じる) 

 体調を知る機能、自分の生命プロセスの知覚

必要なこと

 リズムのある環境、安定した生活、節度のある状態 

 食事の際の喜び、空腹感や渇き 

 ものを丁寧に扱うこと

具体例
 穏やかなリズムのある暮らし、適度な痛みを乗り越えること 

 質の良いメルヘンを聞くこと、苦味のある味

妨げるもの

 争い、暴力、不満足、恐怖、神経質な状態 

 リズムや節度のなさ、過保護 

 行為に関連性がなく、理解不可能な状況

3. 運動感覚

司る器官  筋肉

与えるもの

 自由の感覚 

 私が人生を動かしているという認識 

 自分の運動の知覚、他人の動きの知覚 

 動くことと同時に自己制御の力 (意志の力)

必要なこと
 自発的な活動を促すこと 

 子供が自由に触ったり、動いたりできること

具体例
 子供がなんでも触っていい場所を整えること 

 自然の中で遊ぶこと

妨げるもの

 子供に口を出し過ぎること 

 自発的な活動ができない環境、状況 

 テレビの前で動きが止まること 

 オートマティックなおもちゃに囲まれること
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身体性に結び付いている、この 4 つの感覚のもたらすものを言葉にしてみると、たいそうな 

ことに感じますが、実はこれらの感覚に大切なことは、とてもシンプルなことです。 

それは穏やかな暮らしです。 

お母さんやお父さん、お世話をする人が愛と母性を持って、子供に接する。 

当たり前に暮らし、当たり前に抱っこし、遊び、ご飯を作って食べて寝る。 

そういう当たり前の暮らしができればいいはずなのです。 

けれど、時代や環境の変化によって、その当たり前がどんどんと変わっていき、一体何を基準に 

当たり前の生活を築いていったらいいのか、わからないのが現状でしょう。 

なぜなら、当たり前は時代と共に変化するからです。今ある当たり前は、本当に人間らしい 

生き方に即しているのか、私たちが望む人間らしい暮らしとはなんだろう、ということを 

私たち親は時々立ち止まって考えてみることも必要かもしれません。 

文明の発達により手に入れた便利さは、人間が本来必要とする快適さ、というものとは違う 

ようです。それは食卓において「美味しい」が、単に味を意味することだけによらないこととも

同じです。 

本当の心地よさは、私たちの命が知っている。本当の美味しさは、私たちの感覚が知っている。 

子供だけでなく、私たちも自分の中にある感覚の種ともう一度出会い、感じていくことも 

子育ての助けになるでしょう。

4. 平衡感覚

司る器官  三半規管

与えるもの

 自己信頼と落ち着き 

 内的なバランス感覚、精神バランス 

 自分の中心を持つ、自我と結び付く

必要なこと
 バランスを取るような、動きのある遊び 

 落ち着きと確かさのある態度

具体例  シーソー、竹馬、縄跳び

妨げるもの

 落ち着きのない生活や態度 

 運動の欠如 

 諦め、投げやり、喜びのない態度

触覚、生命感覚の未発達
 自己の不確かさ、世界への不安、恐怖、心配 

 多動や攻撃性

運動、平衡感覚の未発達
 運動感覚のダメージは、模倣の力が欠如する 

 自己不信や孤独、落ち込みやすい態度
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ここでは外の世界を知覚し、自分の内面、感情の動きを体験します。 

この 4 つの感覚は魂に結び付いた感覚で、感覚魂と呼ばれます。嗅覚は意志に関わり、味覚は 

感情プロセスを、視覚は思考に関わり、熱感覚は関心を表します。これらの感覚を通して 

外の世界に関心を抱くと同時に、自分がどんな感情を持っているかを体験します。 

この感覚を育てるには、感情に働きかける芸術活動が助けになります。

感情の感覚、世界を知覚する《 ７ ～ 14 歳 》

5.  嗅覚 

自我、意志と関わる

司る器官  鼻、嗅粘膜 (脳に一番近い感覚)

与えるもの
 道徳的な感覚、善悪を見分ける (胡散臭い、きな臭いなど) 

 匂いとの心的関係、その人の自我、個性を表す

必要なこと  自然な匂い、様々な植物や食べ物を通して、繊細な匂いを嗅ぐ

妨げるもの  人工的な匂い、不快な刺激

6. 味覚 

感情、エーテル体と関わる

司る器官  舌

与えるもの

 身体を健康にするものの味、質を見分ける能力 

 本当の美味しさ 

 命を潤すものを見分ける、趣味のよさ (テイスト)、美的感覚 

 人生経験の質を感じる (苦い経験、酸っぱい批評、甘い体験)

必要なこと
 家庭料理、環境を美しく整える、リズムのある食事 

 子供のテイストを引き出す料理、子供に必要な食べ物を与える

妨げるもの  人工的調味料、趣味の悪い発言や態度、美しくない環境

7. 視覚　　　 

思考と関わる

司る器官  眼 (脳の一部が切り離されてできた器官)

与えるもの

 雰囲気、ものの特徴を感じ取る、あらゆる光と色彩の体験 

 魂の感情を表す感情感覚 (目は口ほどにものを言う) 

 思考へ向けられる意識

必要なこと  自然の中で色彩を体験すること、環境に色彩の調和を持つこと

妨げるもの
 テレビや刺激の強いものを見過ぎる　 

 無関心さ、色彩のない環境、乗り物移動の多さ、蛍光灯　

8. 熱感覚 

アストラル体、自我、関心

司る器官  全身にある神経 (温寒の受容体)

与えるもの
 世界への関心と好奇心、知りたいと思う意欲 

 温かさと冷たさの動きを通して、世界を知覚する

必要なこと  適切な衣類の保護、温かな雰囲気

妨げるもの
 質の悪い衣類、寒さに対して不十分な衣類、行き過ぎた鍛錬 

 空調の効き過ぎた環境、大袈裟なまたはよそよそしい態度
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◯ 門番としての役割 

味わったものは、私たちの「これから」の命に関わるもの。味覚はその入り口に立っている 

門番のような役割をしています。 

◯ 健康と不健康の質を判断する 

本来の味覚の持つ能力は「美味しさ」を判断すること。その「美味しさ」とは、人間の生きる 

上での本能である「健康と不健康の質」を判断するもの。 

「味」ではなく「質」の「美味しさ」を知ることが求められます。 

例えば、ご馳走を食べ続けた後には、シンプルなみそ汁と梅干しにご飯が美味しい。 

あるいは、シンプルなサラダや野菜が美味しいと思うことがあります。 

このような本能的とも言える健康への感覚は、味覚が導いています。 

◯ 自分に必要な質と量を知る 

健康的であるための基準は、食品の質だけでなく、量にもあります。食事の時に、子供に最後の 

一口を食べるか食べないかを決めさせてあげることも、時には必要かもしれません。

◯ 門番としての役割 

◯ 健康と不健康の質を判断する 

◯ 自分に必要な質と量を知る 

◯ 4 つの味覚から得るもの 

◯ 世界を体験する、感情で認識する 

◯ 私の命を作る見えないものの質を味わう 

◯ 健康的な味覚はポジティブな思考をもたらす

味覚がもたらすもの
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◯ 世界を体験する、感情で認識する 

味覚によって、私たちは周囲にある世界のあり方を体験することができます。味覚はその中でも 

感情的にそのあり方を認識するという特徴があります。例えば、味に関する好き嫌いがはっきり 

しているほど、他者に対する共感と反感をはっきりと表す傾向が見られます。 

ですから、食卓から様々な味を味わい味覚を豊かにすることによって、他者を「味わう」力を 

育むことができます。 

◯ 私の命を作る見えないものの質を味わう 

口は食べ物だけでなく、言葉とも関連します。自分の外にあるものが、自分の中に入ってきた時

に感じること。「苦い批判」「甘い言葉」「すっぱい話し方 (ドイツ語ではそう表現します。 

怒っている、というような意味です)」など、味覚と同じ表現です。 

このように私たちは味覚を通して、外の世界から自分の内に入ってくるものを味わい、質を 

体験し、表現します。こうして味わいながら、世界が私たちの命をどのように潤すのか、 

心地よいのか、悪いのか、私の中でどのように関連していくのか、ということを判断するのが 

味覚でもあります。ですから、この感覚は生命感覚ともつながりがあります。

◯ 4 つの味覚から得るもの 

味覚を通して味わうのは、味だけでなく見えない部分の働き。 

生物の中にある成長、形成諸力でもあります。 

4 つの味覚がもたらす見えない力、そしてその味が相当する植物の諸力を見てみましょう。

塩気  -  根っこ

苦味  -  葉

酸味  -  花

甘味  -  果実

意識を覚醒させるように働く。用心深さを必要とする。思考に働きかける。 

(塩気は子供には少なく、というのはこの覚醒とも関係します) 

意志に関連する。生命感覚を育む苦味。意志を呼び起こす。 

(苦い野菜が食べられるという誇りを子供は感じます。お兄ちゃんになった！) 

緊張と我慢。内部を目覚めさせる。思考と感情に働きかける。 

(我慢を学ぶのは生まれてすぐではありません。ですから甘味の次に体験します) 

心地よさを目覚めさせる。消化能力により、甘味を作り出す力。 

自分で心地よさをもたらす能力。感情に働きかける。 

(子供に最も必要な感覚。甘味と心地よさに満たされること。甘味の質が大切)
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また味覚は食べ物だけに関わらず、見えない食べ物、精神的に命を作るものの体験、質に 

ついても味わっています。 

例えば「本をむさぼり読む」という表現があります。このように味覚を眺めると、食べ物の 

物質成分、栄養だけが私たちの命を健康に育んでくれるわけではないとわかります。 

私たちが味わうものは、食べ物だけではないのです。 

◯ 健康的な味覚はポジティブな思考をもたらす 

味覚を通してわかること。私たちの命を潤すというプロセスは、食物だけでなく、見えない 

何かに対しても外から中に入ってくるものとつながり、自分の一部とするということです。 

それを感じること、そこに自分の快や不快を見つけることで、自分を発見します。 

また甘いものだけ、好きなものだけ (味の美味しさ) を口にするということでなく、苦いものを 

食べることにも意味がある、ということが示唆されます。 

つまり、本当の「美味しさ」の感覚です。この苦い体験が自分を養ってくれる体験なのかどうか、

それから受ける恩恵について考えることができます。 

これを端的に表す言葉は「良薬は口に苦し」という言葉です。 

このような視点は、身体の健康を手に入れるだけでなく、人生をポジティブに見る視点、 

何かを乗り越える意志の力にもつながります。 

食卓の上から、これら味覚の持つ意味を子育てや暮らしに活かしましょう。 

食べ物だけでなく、私たちの中に取り込むもの全てが命になるのだと味覚は教えてくれます。
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ここでは精神的な感覚を通して、他を理解する能力を体験します。 

これら他者を理解する時に、大事なのが基本となる「私」の存在です。それが健やかに育まれ 

発達してこそ、初めて外部のものである他を、内的に理解する力を得られます。 

つまり、この 4 つの感覚の発達のためには、最初に育まれる身体的な 4 つの感覚 

「触覚、生命感覚、運動感覚、平衡感覚」という土台の健やかな成長が求められるのです。

精神の感覚、社会を知覚する《 14 歳 ～ 21 歳 》

9. 聴覚

司る器官  耳、平衡感覚と対している

与えるもの
 音の体験、魂の内的空間を開く、社会的能力、霊的感覚 

 見えないものから生まれるものを体験する (音楽、数学)

必要なこと
 生の音楽、歌声を体験すること (録音されたものでなく) 

 静けさ

妨げるもの  聴覚への負担、機械的な口調や音楽、メディアからの音響

10. 言語感覚

司る器官  運動感覚と対している

与えるもの  見えないものを形として捉える力 (哲学、詩)

必要なこと
 身振りなど身体言語を使った目に見える動き、言霊という感覚 

 内面の動きと外面の動きの一致した状態、物語や詩を読む

妨げるもの
 拒絶的な身振り、建前と本音、テレビなどメディアの会話音 

 メールやチャット、携帯など対面しない会話

11. 思考感覚

司る器官  生命感覚と対している

与えるもの
 物事の理念や概念を理解する能力 (宗教的なもの) 

 言葉の背後にあるものを理解する能力、感覚的把握

必要なこと  守備一貫性、リズムのある暮らしや関連性のある暮らし

妨げるもの
 大人が意味のない話や行動 (関連のない) をすること 

 指図のし過ぎ、辻褄の合わない思考や言動

12. 自我感覚

司る器官  触覚と対している

与えるもの  他者の自我を理解、認識する、本質を経験する

必要なこと

 幼児期に親しい人間の愛情を確かめ、体験すること 

 安心して暮らせる温かい環境で育つこと 

 子供への愛情、大人同志の互いへの愛情ある交流

妨げるもの
 バーチャル (物事の本質でないもの) に囲まれること 

 無関心、唯物的な態度、愛情のない態度
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特に他者を理解する思考感覚は、生命感覚を通して発達します。これは社会的な生活を 

送る上で大切な感覚です。自分の調和を理解することで、初めて他者を受け入れる器ができる 

のです。 

生命感覚が育まれていないと、他者の考えに依存する、あるいは自分の固定概念にこだわる、

物事に執着する傾向など、コミュニケーション能力に支障をきたす傾向があると言われて 

います。 

生命感覚はリズムのある暮らし、食事の際の喜び、節度ある態度、質の良いメルヘンなどの 

お話を聞くことで、育むことができます。 

幼児期に発達するこれらの感覚が、その時だけでなく、後に成人となった時に発達する思考や 

他者を理解する能力、見えないものを理解する能力といった精神的、社会的な能力を発達 

させる上での土台となる、というつながりがここで見てとれます。 

このように人間の成長を長い目で見ていくと、幼児期の過ごし方が、どれだけ人間の一生に 

深く影響するかを考えることができます。 

そして、精神や見えないものを育むことができるのは、まず身体性というものを通してこそ、 

その土台を手に入れられるということがわかります。 

それには幼い時に身体性を通した個人的な性質を体験するほどに、後に全体的で包括的な 

視野を持つことができるようになると言えます。 

幼児期に身体を育む。感覚を健やかに育む。子供が「私」という存在を体験することを支える 

暮らし、食卓はどのようなものになるかという視点を、子育ての中に持っていたいと 

思います。


