
はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

ぬくもり

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□あたたかさ（人肌）

□やわらかさ（肌ざわり）

□保湿性

□愛着・親しみやすさ

□適温（温度差の小さい）

□安定した形状（耐久性）

□衛生的くっついてると安心するね

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

ふわふわで気持ちいいー

[ OSキーワード ]

右：大好きなお兄ちゃんと頬を寄せ合い毛布に
くるまる。モコモコの毛布に顔を埋めたり、抱
きしめる快感。肌の感触や心地よい匂いで安心
感に包まれる。肌に伝わる温かさで、守られて
いる自分を実感する。

左：子どもを包み込む大きな腕。伝わ
る体温。呼吸のたびに上下するお腹。
心地よい温度と揺れが、子どもを安心
感で包みこみ、身体も心も温まる。

まどろんで低温やけど、窒息。

思わぬほこりでアレルギー。

高温、蒸気、雑菌。

度を越すと心地よさも命取り。

感知

ふわふわ、モコモコに誘われて飛び込む。

ほっぺですりすりする心地よさ。

お気に入りのぬいぐるみ。肌のぬくもり、安心感。　　　　　　　　　　　　　　　　　

大好きな人やお気に入りの毛布に包みこまれて

ぬくもりを感じる。

共鳴
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

触って確認

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

[安全・安心コード ]

□危険物の施錠・隔離

□刺激臭

□苦味・辛味

探究

何だか固いな。
ネチャネチャするな。

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

これなんだ！？
ふむふむ・・・

[ OSキーワード ]

下：生クリームの目新しい感触に夢中にな
る。生クリームでネチャネチャになったイチ
ゴは、いつもとは違った見た目と感触。
五感を目一杯使って、じっくりと観察する。

左：リモコンは手に持ちやすいサイズ感・形
状。大小様々な凹凸を口に含んで舐める。形
状や質感を、舌を使って何度も繰り返し確か
める。お気に入りのアイテムを口に含むこと
は安心感にも繋がってる。

手を切ったり、かぶれたり。

口にバイ菌が入り、お腹をこわしたり。

手に取ると意外と重くて落としてしまい、

当たってけがをする。

壊れてけがをする。

おもちゃやリモコン、

大人は気が付かないような小さな埃や髪の毛。

興味があるものを口に入れたり、

手で触ったり、

大きさや質感を感じ取り、確かめる。     

□警告音

[デザインコード ]

□触りたくなるカタチ・素材

□香りの刺激

□色のコントラスト

□キラキラ

□発する音

□突起

感知

□機械的な物
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

通り抜ける路地

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

□適度な明るさ

□視認性

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□自分サイズ

□肩幅＋αの隙間

□遮蔽感（閉鎖性）

□通り抜け（連続性）

□二人がすれ違える幅

□平坦な地面

□壁や柱が平滑

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

下：自分の身長程度の高さのトンネルを、
外を目指して通り抜ける。中は暗いけど、
その先に見える光を目指して進む。

左：向こうに見える“何か”を目指して狭
い通路を通る。広い空間に抜け出る楽し
さ、程よい障害物をよけながら無理して進
む感覚を楽しむ。

薄暗がりに迷い込み、探求心で進んでいく。

狭すぎる隙間は、

はまり込むと抜けられなくなる。

ぶつかり、引っ掛ける。

無理に進めば進むほど、状況が悪化する。

ぎりぎり一人が通れる肩幅＋αの通路。

遠回りしても行きたくなる、秘密の道。

通り抜けた先には、新たな世界が広がる。

どこにつながっているのかな？

向こうまで通り抜けるぞ！

細い道発見！

□倒れてこない壁

□清潔な床

□お手入れ簡単

感知

探求

挑戦
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

ボタンスイッチ

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

□深くない凹み

□チャイルドロック

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□突起している

□指一本で押せる

□光

□凹んでいる

□奥まで押せない

□硬い

□二重構造

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

下：丸くて白い目に留まる形。スイッチを思わせる
形状から、押せそうな雰囲気を察知し、思わず手が
伸びる。押したら何か起きそうな予感がする。

左：いつもは立ち入れないキッチンに入って、ママ
の真似をしてコンロのボタンを何度も押す。ボタン
がへこんだり、戻ったりするのが楽しい。

押したくなる突起。

なんとなく押した瞬間、

作動してしまった。

やけどや落下。

危険なことが待ち受ける。

突起があると触れたくなる。

ボタンがあれば押したくなる。

押せそうな形状に吸い寄せられ

つい手が伸びる。　

□丸い

感知

挑戦

模擬
ママのように、僕もボタンを
押してみたい！

押すとボタンが動く（へこむ）！
光る！

一生懸命手を伸ばして、、
あっ届いた！
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

反復するもの

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

シュッシュッ！
コロコロ～！

これはずっと同じものが
出てくるのかな？

何回やってもグルグルグルグル・・・
何度も何度もしたくなる・・・

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□連続するパターン

□視覚的な揺れ

□音のリズム

□指や身体を挟まない

□不必要な突起や凹みのない

□衛生的

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

次々出てくるティッシュ、

くるくるまわるコロコロクリーナー。

同じ形の繰り返しに心ひかれる。

身体が心地良くリズムをきざむ。

集中しすぎて周りが見えなくなる。

急にリズムが変わって、

バランスを崩して転倒。

身体が変化に追いつかない。

下：何度引き出しても、同じ形状に戻る
ティッシュに自然と手が引き寄せられる。
何度も何度も同じ行動を繰り返し、その仕
組みに魅せられ夢中になる。

左：動きに合わせてクルクル回るヘッドの
動きに興味津々。繰り返す動きは、子ども
を惹きつけ飽きさせない。集中してずっと
転がし続ける。

感知

探究

眩惑
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

アイキャッチ

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□低いアイレベル

□狭い視野感

□コントラスト（図と地）

□目を引くもの（穴・顔・動くもの・光るもの）

□周囲に危険がない

□身体を挟まない

□不必要な突起や凹みのない

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

下：光の当たり方によってキラキラと色が移り変
わり、ふわふわと風に乗るシャボン玉。
その色・形・動きに子どもは一瞬で夢中になる。

左：いつもの散歩コースにある水抜穴。穴の奥に
何があるのか気になり、じっと覗き込む。穴の中
に葉っぱなどの気配を感じ、触りたい衝動に駆ら
れ、躊躇なく手を突っ込む。

ふいに手をのばす。

思わず立ち止まる。

突然のぞき込む。

いきなり駆け寄る。

思わぬ危険に遭遇する。

風景の中のアクセントをレーダーのように探知する。

壁の穴、放置されているもの、塀の上の猫。

のぞき込む。手を伸ばしてみたくなる。

なんだろう？好奇心には逆らえない。

これ、何かな？
あそこで何か動いてる！

探究
向こうはどうなってる
のかな？のぞいてみよっ。

感知

共鳴 うわあ、きれい！
ニャンコちゃ～ん、かわいいね！

□毒性のない
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

かくれんぼ

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

[安全・安心コード ]

□複数の出入り口

□通気性

□やわらかい素材

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

左：テーブルの下に入ると、自分の視界からママが
消えることで、ちゃんと隠れた気持ちになる。近く
にいるママに見つけてもらいたくて、ウキウキしな
がら待っている。

下：カーテンに隠れていないいないばぁ遊び。カー
テンの向こう側と、こちら側の世界で、見え方が変
わることを楽しむ。

隠れる場所にひそむ危険。

家具や家電が転倒。

入ったはいいが出てこれない。　　　　

くるまって窒息。

見えていたものが見えなくなる。

景色が変わる楽しさ。

隠れている間のドキドキ。

「ばぁ」と顔を出した時の、みんなの反応が面白い。　　　　　　

□倒れてこない

[デザインコード ]

□隠れられるかたち

□体がすっぽり入る

探究
カーテンの向こうには何が？
カーテンを開けたら何が？

[ OSキーワード ]

このカーテンなら体が隠れる！
隠れてみよう！挑戦

毛布の中は真っ暗だけど、
開けると明るい！感知

ママー、私はどーこだ？共鳴
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

ひんやり

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

□衛生的

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□冷たい素材

□雪

□触れる高さ

□触りたくなるかたち

□適温

□見た目でわかる

□安定した形状

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

左：窓ガラスに手と頬を付けると、ピタッ
と吸いつき、ひんやり冷たい。全身で冷た
さを感じたい。高い体温が少し低くなる感
じがする。

まどろんで低温やけど。　　　　　　

恐ろしい雑菌。

度を越す冷たさは危険に繋がる。

ひんやりするものに触れると気持ちいい。

手だけでなく、体全部で感じたい。

体温の高い身体が冷たさを欲している。

ずっとくっついていたら、
もっと涼しくなるのかな？

ひんやり冷たくて
気持ちいい！

□色のコントラスト

感知

探求

右：タイルの持つ、程よく冷たくしっとりした
質感が心地良く、ごろごろと寝転がる。ひんや
りとした温度感に全身が包まれる。
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

囲われ感

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

□通気性

□メンテナンスのしやすさ

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□もぐりこめる巣

□身体寸法ぴったりの空間・密着感

□適度な閉鎖感

□複数の出入り口

□十分な開口部の広さ

□覗き窓

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

右：自分の身体がぴったりはまりこむ箱。
包み込まれる安心感にひたる。本を読みなが
ら寝てしまう。

隠れる場所にひそむ危険。

抜け出せなくてケガをする。

落ち着きすぎて寝ちゃったり、

うっかり閉じ込められて酸欠に。

適度に包まれる安心。

ひんやりとした肌触り。

ほっこりする温もり。眺めのよさ。

外の喧噪から隔離され、

他人から邪魔されない場所。

感知

共鳴

なんだか落ち着く！

友だちと一緒！

左：マットを使って二人だけの家をつくる。
子どもスケールの小さな家は心地よく、守られ
ている感じがする。自分たちだけの特別な空間
に安心感とわくわく感が交錯する。
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

延長する身体

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

みてみて！
こんなところまで届くんだよ！

ガシガシザンザン・・・。
（草原を払って進む）
すすめーっ！

トリャアー！！！
僕は（私は）つよいんだぞー。

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□偶然見つけたもの

□手足を延長するもの

□握りやすい太さ

□やわらかい素材・弱い素材

□丸みのある先端

□鋭利な先端部のガード

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

長いものを持つと

どこまで届くか確かめたくなる。

振り回したくなる。

自分の領域が広がる道具。

強く、大きくなったような気がする。 

長いものを持つと

周囲も構わずブンブン振り回し、

おもいきり放り投げる。

自分自身もずっこける。

左：公園で手ごろな枝を拾って、木の葉を
叩いたり、地面の小さなどんぐりを飛ばし
てみたり。自分が急に強くなったような気
になる。
枝や棒、長い紐。身近な所にある材料は、
いつでも子どもの遊び道具になる。

下：高いところにある物を取ろうと、手近な
物を踏み台にする。
背が伸びたような感覚は、自信へと繋がる。

共鳴

眩惑

模擬

□持ちやすい長さ

□加工のしやすさ

□軽さ（持ちやすい重さ）

□柔らかさ（素材のやさしさ）

□壊れにくい、ささりにくい素材

□凸凹のない床面、壁面
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

音キャッチ

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□音が出る素材

□ランダムな音

□音を大きくしない

□転落を防止する

□周囲に障害物がない

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

大きな音に夢中になり

ママやパパの声が聞こえなくなる。

危険が近づいても反応できない。

突然聞こえてきた、

馴染みのない目立つ音に反応する。

リズミカルな音楽が流れると

自然と身体が動き出す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　

自分のからだや道具を使って音をつくり出す。

ん！？何の音？
この音はなんだかワクワクする！

創造
手を合わせるたり、
唇をブルブルさせると変な音が出る！

感知

共鳴
パパママやお友達と一緒に音やリズムに
合わせて体を動かすのは楽しいな。

下：お茶を飲んだ後のコップをテーブルに置く
時、音が鳴ることに気づく。 
コップを逆さまにすると違う音がして、繰り返
し鳴らす。

左：ピアノの鍵盤に触れると、音が鳴ることに
気付く。普段聞いている音とは何か違う、自分
で奏でる音に興味は尽きない。

□途中でリズムが変わる音楽

□ホワイトノイズ

□心音
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

解放感

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

[安全・安心コード ]

□周囲に障害物がない

□濡れても滑らない素材

□歩車分離

挑戦

あ～、窮屈だった！
自由に走れるぞ～！

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

どこまで遠くにいけるかな？

[ OSキーワード ]

駆けだしたい衝動で

周りが見えなくなる。聞こえなくなる。

何かにぶつかる。　　　　　　　　　　

すべってころぶ。

抱っこひも、チャイルドシート、エレベーター。

自由に動けなかったり、狭い空間にいると

動きたくてしょうがない。

そこから放たれた瞬間に

駆けだしたくなる。

[デザインコード ]

□拘束と解放

眩惑

右：車でチャイルドシートに乗って、降り
たったところは、広い駐車場。
解き放たれた気持ち良さで、思わず駆け出
してしまう。

左：抱っこ紐やベビーカーからおりると、
つい走り出す。行動を制限されていると動
きたくて体がうずうずする。

□周囲の安全確保
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

見立て

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

□落下を防止する

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□自然物（小道具）

□抽象性（あいまいさ）

□分身

□食べても無害

□誤飲しないサイズ

□不必要な突起や凹みのない

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

左：恐竜もヒーローも今も本当にいると信じて
疑わない。自分もその世界にのめりこみ、戦い
や、ごっこ遊びの登場人物になりきる。

右：大人やきょうだいのすることをいつも見てい
て、いつの間にか真似をする。本物の電話や電話
に見えるおもちゃや食べ物を手にすれば「もしも
し」とリアルな電話ごっこがはじまる。

その場の状況や身近な小道具を使って

リアリティに浸る。

エスカレートするヒーローごっこ。

本当に食べちゃう泥だんごに草の

ジュース。

空想と現実の境界が分からなくなる。

カタチからインスピレーションを受け

夢や空想、身近にある環境に自分を投影する。

お母さん、スポーツ選手、お姫様、ヒーロー。

頭の中には

空想の物語が無限に広がっていく。

おもちゃのブロックが
電話に変身！「もしも～し」

がお～！お前を食べちゃうぞ！　
負けてたまるか～！がお～！模擬

創造
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

破壊

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

□不必要な突起や凹みのない

□誤飲しない大きさ

□当たっても痛くない

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□規則的な並び

□手で持てるサイズ感、重量感

□規則性の出る形

□類似するものが複数ある

□角の丸い形

□重くない素材

□落下しても壊れない素材

あ！ぴったりだ！

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

奥まで手が入るかな？
届くかな？

[ OSキーワード ]

壊したものが、自分に降り注いでくる。

倒したものが壊れて割れて、

ケガをする。

壊れたものを触って、口に入れて、

けがをする。

壊してみたら、重かった。痛かった。

なんでも壊していいと思ってしまう。

規則的に並んだものをみると壊したくなる。

ガシャンと壊れる音、崩れることで変化する

カタチ。

破壊して得られる達成感。

激しい変化や音は興奮材料になる。

□壊れる音

運

眩惑

挑戦

□変化するカタチ

感知

わー！
こんなにいっぱい散らばった！　

一気に崩れて興奮する！

もっとぐちゃぐちゃにしたいー

ガシャーン！

左：積み木を慎重に積み重ねる。次の瞬間、大事に
積んだ積み木を手で振り払って大胆に壊す。壊れて
出るガシャーンという大きな音。一気に積み木が散
らばる様。破壊音と、急激な形状変化に陶酔する。

下：敷き詰められた床マットをひとつ外してみる。
簡単に外せることがわかった瞬間にスイッチが入
り、次から次へと、リズムよく外れていく感覚が気
持ちいい。
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

探検

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

この中入ってるのかな―？

みたい！さわりたい！

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□挑戦できる

□少しだけ見える

□非日常感の演出

□怖さの表現（色・光・音・匂い）

□対象物の施錠

□手が届かない高さ

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

いつもは閉じている扉や引き出し。

見れない、入れないからこそ

とても魅力的な場所になる。

中に何があるのか確かめたい。

湧き上がる探求心に忠実に動く。

コンロの火、たばこ、洗剤、カッター。

見えない、入れない先には

危険が待ち受けている。

下：普段は閉じられている引き出し。大人の
行動を観察しそこには何かが入っていること
を知っている。普段見えない、触れられない
ことが知りたい欲求を高める。目に入った引
き出しは片っ端から開けていく。

左：普段は入れないゲートの向こう側のキッ
チン。ママやパパが入っているから、どんな
ところか入ってみたくなる。ゲートが開いた
とき、入りたくて、駆け寄っていく。

探求

挑戦
□隔離

□色のコントラスト
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

無意識の感触

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

[デザインコード ]

□材質と形状

□素足

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

ザラザラ、スベスベ、ぷにぷに、
でこぼこ。いいね、これ！

[ OSキーワード ]

右：お散歩中、気になるものを見つけじっと見
つめる。集中して見ているものの、手はお母さ
んの顎を触っている。お気に入りの感触は気持
ちよく、安心感に心が満たされることで、観察
対象への集中力が高まる。

きちんと確認せずに手足で触ったり

舐めたりすると

手を切ったり、足に刺さってしまったり。

危険に気付かずケガをする。

ふとした瞬間に身体の中に入ってしまう。

感知

つるつる、ざらざら、凹凸。

手足や口に入れて、感触を確かめる。

無意識に触れる。なぜか気になる。

□手触りの良さ

[安全・安心コード ]

□不必要な突起や凹みのない

□生理的な忌避

□はがれにくい

□口の中に入れても無害

□誤飲しないサイズ

左：テレビを見ながら、お気に入りの人形を触る。
意識は視線の先に向けられているが、指先は心地よ
さを感じている。
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

流れる水

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

[安全・安心コード ]

□清潔さ

□適度な水温

□水たまり程度の水深

感知

顔にかかっても平気だもんね～
楽しいなぁ。

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

冷たい！ビチャビチャ！

[ OSキーワード ]

左：触る度に変化する水の形状や、ピ
チャピチャという音。予測できない変化
に夢中になり、触らずにはいられない。

右：キラキラした水面に、揺れる自分の顔。
水にゆっくり指を付けると水紋が一気に
広がっていく。
じっくりと観察し、その変化に引き込まれる。

水は魔物。

少しの水でも、溺れる。

滑って転倒、頭を打つ。

温度が分からず、火傷する。

キラキラとした水面の下には危険が潜む。

コップの水がこぼれて出来た、

小さな水たまりにも興味津々。

触って、水しぶきを立てて、

水の動きを感じる。

水たまりに吸い寄せられる。

□フラットで滑りにくい路盤と水底

[デザインコード ]

□興奮

□水滴、水跡、水の広がり

□噴水

□水たまり

□涼感の演出（水温・石・木陰）

運

□見通しの良い環境探求 水が動く！
もっと動かしたい！
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

アンバランス

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

□平坦な床

□転倒の衝撃を吸収する

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□もたれられる場所

□回転する

□揺れる

□弾む

□不必要な突起や凹みのない

□適度な高さの支え

□過負荷に耐える

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

右：クッションを重ねた上にそっと立つ。日
常で味わうことが少ない、足元がグラグラと
揺れる感覚を楽しむ。長い時間立っていよう
と踏ん張る。

左：身体を反らして、お腹だけで全身を支
えてみる。身体が安定せず、ゆらゆらした
り、ふわふわしたり。自分の意思に反した
動きが新鮮で楽しい。

ぐるぐるめまい。ふらふらよろめき。

転倒、転落、転覆、衝突…。

過度な動作、急な変化は、制御不能。

片足で立つ。何かにもたれる。

くるくる回る。ゆらゆら揺れる。

その不安定な感覚を楽しみながら。

いつもと違う感じが楽しい。

倒れたり転んだりしないぞ！

ゆらゆら、ぐらぐら

□転がる

□動き続ける不安定感

感知

幻惑

挑戦 □床の平滑な素材
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

くぐりぬけ

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

□不必要な突起や凹みのない

□頭や身体を挟まない

□中の状態が視認できる

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□自分サイズ

□ぎりぎり通れる隙間

□閉鎖と解放

□ショートカット

□いつでも解除可能な空間

□壁や柱の平滑性

□段差をなくす

下をくぐったら何が見えるかな？

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

この穴に入れるかな？

[ OSキーワード ]

下：ダイニングテーブルの下、狭いところを通過す
る。狭くなっている時ほど入りたい。自分にしか入
れない通路。くぐりぬけた先、いつも見ている世界
が違って見える。

左：通せんぼを見つけると、下をくぐりぬけたくな
る。自分だけが通れる満足感、向こう側に行けた達
成感を味わえる。何度も繰り返したくなる楽しさが
ある。

破れ目やほころびは、危険もむき出し。

出っ張り、とんがり、ざらざら…。

擦りむき、ぶつかり、引っ掛ける。

楽しいくぐりぬけの代償。

小さなトンネルは、異世界への入り口。

自分しか通れない大きさ。

自分だけの特別な抜け穴。

□目立たない（カモフラージュ）

挑戦

探求

□自分サイズ

□清潔な床

□倒れてこない壁

□お手入れ簡単

©SEKISUI HOUSE,LTD. / ©Combi Corporation.  All Rights reserved.



はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

ぴったり探し

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

小さい穴！
自分の指がぴったり入るか、
挑戦だ！

ぴったり入った！
気持ちいい。

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□何度でも試せる

□複数サイズの穴

□フィット感

□素材のやわらかさ

□不必要な突起や凹みのない

□平滑な素材

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

入るか入らないかの挑戦。

穴があったら入れてみる。

手でも足でも物でも。

無意識に自分の大きさを測っている。

ぴったり過ぎる場所。

身体の一部がはまり込む。

抜け出そうともがいてみるが…。

無理やり引っ張ると、傷だらけ。

右：ボールで遊んでいると、偶然ボールの穴に鼻がぴっ
たりはまることに気づく。収まりの良さがうれしくて、
何度も鼻を入れる。ぴったりの穴は自分の身体を知るセ
ンサーになる。

左：お父さんのおへそに指を突っ込む。自分の指が
入るのか、入らないのか。ぴったりはまる心地よ
さ。周りの環境から自分にぴったりのサイズを探し
ている。

挑戦

感知
□頭、指、身体を挟まない

©SEKISUI HOUSE,LTD. / ©Combi Corporation.  All Rights reserved.



はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

メタ視

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□見下ろせる高さ

□視界の広がり

□ランドマーク（周囲で一番の高さ）

□見下ろした時の驚きと発見

□視界を遮らない

□よじ登れない柵、くぐれない柵

□踏み台になるものをなくす
もっと高い所から見てみよう！
寝返りしてもっと違う景色を見てみよう。

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

普段は見上げてるママの顔、
こんなに近づいた！

[ OSキーワード ]

下：寝返りができたら、これまで見えなかった
世界が広がる。寝返りからずりばいへ。新たな
景色への欲求がとまらない。

左：少し高いところに上ってみたら、同じ部屋
でもいつもと違う視界が広がる。大人の目線、
見たことない棚の上、思いがけない発見、見え
ないところが見えてくる。

思うがままに身を乗り出し、

気になるものを見ようとする。

気になるものの行方を夢中で追いかける。

重い頭と高い重心。

自分の身体を支えられなくなり転落する。

感知

高いところに登ると、

視点が変化し、視界が開ける。

いつもは見えない世界がそこにはある。

挑戦

□広い足場

□落下を防止する

□落下の衝撃を吸収する
探求

高い所から見る景色は
どんなだろう。
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

登らせるかたち

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

[安全・安心コード ]

□滑らない手がかり、足がかり

□連続しない段差

□過負荷に耐える
感知

もっと高い所に
登るぞ！

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

ここに手をかければ
登れそう！

[ OSキーワード ]

下：登れそうな高さ、つかまりやすい持ち手。
登れるものは、とりあえず登る。手元も足元も
見ない、感覚が頼り。

左：手が届いたら、足も一緒に上げてみる。足
が届けば、もうそこは登るための場所になる。

登ったことで満足して、

登ったことを忘れてしまう。

降り方がわからない。

登るは易く、下るは難し。

ぎりぎりよじ登れそうな高さ。

しがみつけそうな太さ。

チャレンジしたくなる。

登ることで、みんなが注目する。

□落下の衝撃を吸収する手段

[デザインコード ]

□手のひら全部でしっかりつかめる材質、高さ

□足をかけられる形、高さ

□肩と同じ高さ

□適度な傾斜、樹形

□手掛かりになる形状

□眺めのよさ

□知らない風景

挑戦 □適度な柔らかさ
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

揺れるもの

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

□揺れるものとの距離感をとる

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□吊り下げられたもの

□先端の重み

□揺れの周期・振幅

□過負荷に耐えらる

□揺れるもののやわらかさ

□揺れるものの視認性

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

下：大人が持っていたカメラの紐がゆらゆら揺
れて手を伸ばす。そのうち紐をつかむことがで
き、自分で動かしてみて楽しむ。

左：規則的に回って揺れるメリーをじっと見つ
める。視界のゆっくりした変化を楽しむ。お気
に入りは目で追いかける。

揺れるものを引っ張る。

手を滑らせ、バランスを崩す。

油断していると、揺れるものや土台が

ぶつかってくる。

規則的に揺れているものに惹かれる。

揺らす、引っ張る。

手を加えることで引き起こされる

意外性のある動きを飽きずに繰り返す。

叩いたらどうなる？
ひっぱったり、つかんだりもしてみよう。

触ったら揺れた！
感知

探求
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

マインルール

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

□濡れても滑らない素材

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□連続とアクセント

□移行と誘導

□適したサイズの手すり

□周囲に障害物がない

□ルール化しにくい色・形

□適度な高さと幅

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

下：地面に敷かれた木の板や、長く引かれた線を見
つけるとそこから落ちないように、行ったり来たり
する。自分の世界に入り込み同じ行動を繰り返す。

左：決まったおもちゃを、棚から床に落とす。
このおもちゃは、床にあることが自分のルール。
いつもの場所のいつもの作業、これはゆずれない。
大人が戻しても同じことを繰り返す。

ルールに夢中になりすぎて

周囲が見えなくなる。

こだわりを遂行するために無理をする。

達成欲が危険を引き寄せる。

地面に引かれた線を見れば、その上を歩く。

階段を何度も昇降する。

ブロックを並べる。

自分だけのこだわりをもって遊ぶ。

何度も何度も繰り返す。

感知 こうするのが好き
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はいはい期 よちよち期 てくてく期 ぱたぱた期

0か月 ６か月 10か月 15か月 24か月 35か月

対岸へ

ベビーOSランゲージ

ごろごろ期

よぉ～し、行ってみよう！

ふわ。体が浮いた。

[デザインコード ]

[安全・安心コード ]

□段差や溝・穴・小山

□リズムと連続性

□距離感と目標

□見通しの良い環境

□選べる難易度

□濡れても滑らない素材

Hazard

Playfull

ハザード

プレイフル

[ OSキーワード ]

跳べるかどうかぎりぎりの幅。

小さな溝でも大きな試練。

「できるか？」自分に問いかける。

跳び越える楽しさ。跳べた達成感。

「できる」はずだったのに…

踏切りに失敗。

着地に失敗。

体勢を崩して転んでしまう。

右：少し離れた場所にある台に、自分のタイミ
ングを計って飛び移る。無事飛び移り、達成感
を感じる間もなく、また次の台へ挑戦する。

左：床に敷いたマットに目標を定め、ソファ
から飛び移る。自分なりのかっこいい飛び降
り方を追求し、何度も何度も繰り返す。

挑戦

眩惑

□着地スペース

□踏切点と着地点の安定性

□衝撃を吸収する手段
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