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Abstract
The skin has been explored in various fields such as physiology, neuroscience, psychology, and philosophy. However, 

considering its multi-layered functions, it will be ideal to study the skin on multidisciplinary arena. The tactile sensation cap-
tured by the skin has unique characteristics compared to other four types of senses among the five senses. Tactile sensation is 
perceived as reality, reciprocity, sense of unity, and as an interoception. Therefore, if touching is applied to contact with other 
people, it is possible to quickly build an intimate relationship. Interestingly, self-touch has the effect of directing one’s inner 
consciousness and has characteristics that are different from what is produced by touching others. The skin has tactile nerves 
that produce sense of pleasure, which respond only to touches applied at a slow speed of about 3 cm to 10 cm per second. 
When this nerve ignites, oxytocin is secreted in the brain. Oxytocin has various roles that contribute to physical and mental 
health, such as relieving stress reactions and promoting fat metabolism. One can even promote oxytocin secretion by oneself. 
Oxytocin is secreted by physical contact, volunteer activities, and enjoying the five senses and so on. Recently, it has been 
known that oxytocin affect not only general health but also life expectancy. Due to various difficulties caused by COVID-19, 
the secretion of oxytocin is suppressed in people in general, and especially women are suffering from its adverse effects.
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1. 皮膚の多層性

皮膚は私たちの身体を覆う臓器であり，身体内部の状
態を現していると同時に，外部からも影響を受けてお
り，境界としての特徴を持つ。さらに心理的にも自己と
他者の間を隔てるバリア機能を持ち，そこに他者との関
係が反映される。皮膚はそのような幾重にもなる多層的
な機能を持つため，皮膚感覚は他の感覚にはないさまざ
まな独自の特徴を有している。それゆえこれまでは皮膚
感覚は，生理学，神経科学，皮膚科学，哲学，心理学な
どの学問領域で分断され各々の領域で固有の研究が進め
られてきたが，最近になってそれらを統合する科学的な
知見が次々と明らかになってきた。しかし社会の中で生
活し，そこで独自のセンサーとしての役割を発揮してい
る皮膚の多層的な特徴を考えると，これからはさまざま
な領域間で横断的なつながりを持ちながら，各々を統合
する学際的な科学として研究する必要性がある。本稿で
はそのような視点から，皮膚感覚が持つ複雑な機能の一
端を紹介し，皮膚感覚を学際的な学問の俎上に上げ，統

合的な理解を促すための試論である。

2. 触覚の独自性

五感の中で触覚には独自の特徴がある。
第1は実在性である。当然のことではあるが，私たち
はこの3次元空間に実在する物にしか触れることはでき
ない。触覚とは，実在するモノに接触した時に起こる皮
膚の変形や摩擦を感じているからである。そこでこの性
質を人と人との触れ合いであるタッチングに応用する
と，触れた人は相手の存在を実感する感覚があると同時
に，触れられた人は自分の存在を相手に認めてもらった
感覚が生じる。この特徴は特に現代の子育てや医療現場
では重要である。いずれも希薄な関係性が問題視される
ようになり，その悪影響が指摘されているからである。
第2は相互性である。これは触れる人と触れられたモ
ノとの間で，相互に影響を与え合うという特徴である。
例えば私がペットボトルに触れたとすると，ペットボト
ルの水は私の手の体温を奪い少し温かくなる。逆に私
の手は冷たくなる，といった具合である。これを人との

  

  桜美林大学リベラルアーツ学群

 * Corresponding author：桜美林大学リベラルアーツ学群，〒194–
0294 東京都町田市常盤町3758（E-mail: y-hajime@obirin.ac.jp）

  College of Arts and Sciences, J.F. Oberlin University (3758 Tokiwa-
machi, Machida-shi, Tokyo 194–0294, Japan)




