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1．はじめに

　むかしから子どもは朝に目覚め昼間には活発に動き夜
にはぐっすりと眠ることは成長過程でごく自然な現象で
あった。しかし、近年人工照明やインターネット、電子
機器の発達により、大人の睡眠だけでなく、子どもの睡
眠にも大きな影響がみられる。このような子どもは夜眠
り、昼間活動するという正常な睡眠・覚醒のリズムが保
たれず、不眠や過眠といった症状を示したり、また夜更
かし、朝起きられない症状から遅刻、欠席、そして不登
校に発展することもある。近年、睡眠・覚醒のリズムの
発達には、新生児・乳児期の眠りが関連する可能性も指
摘されてきた。さらにリズムの発達には母体と保育環境
が大きく影響する。本章では胎児・新生児の眠りの変化
と発達の意義について概説する。

2．�胎児期のサーカディアン・リズムと�
睡眠の発達

　ヒト胎児は、体動や心拍数に約24時間のリズム（サー
カディアン・リズム）をもつことが知られている。早い
胎児では、妊娠22週ですでに心拍数にサーカディアン・
リズムが観察される［1, 2］。また、マントヒヒの胎児に外
科的に脳波電極・心電図電極を装着し、子宮内に戻して
胎児をモニターすると、その活動状態にサーカディア
ン・リズムがあることも明らかになった［3］。さらにげっ
歯類（マウス・ラット）、霊長類（オマキザル）の胎児にお
いても、睡眠を制御する脳内の生物時計「視交叉上核」（図
1）で、糖代謝（図2）、時計遺伝子、そして時計関連遺伝
子にサーカディアン・リズムが存在することが報告され
ている［4-10］。
　このような胎児の体動や心拍数といった「生理指標」に
観察されるサーカディアン・リズムは、母体が胎盤を経

由して伝えるホルモンや栄養のサーカディアン信号に依
存している（図3）。特に母体から夜に分泌されるメラト
ニンが胎盤を通過して「胎児」の視交叉上核に到達し、そ
のメラトニン受容体に結合することにより、生物時計の
働きを調節することは興味深い。そのため、いったん赤
ちゃんとして子宮から娩出され、母体からのサーカディ
アン信号が途切れると、体動や心拍数に観察されていた
サーカディアン・リズムは消失してしまう。満期前に生
まれてしまった早産児は、子宮の外で生活する胎児であ
り、その典型例だ。治療のために保育器管理される早産
児の体には電極が装着され、心電図・呼吸数・血球酸素
飽和度、そしてときに脳波が24時間連続モニタリングさ
れるが、これらの生理指標にサーカディアン・リズムを
確認することはない。その代わりに、約3〜4時間周期の
リズム（ウルトラジアン・リズム：24時間より短い周期
をもつリズム）が観察される（図4）［11］。
　また、早産児の「睡眠」においてもサーカディアン・リ
ズムは観察されない。妊娠24〜26週の早産児には、睡眠・
覚醒の特徴を十分に満たした状態の周期性はみられない
が、28〜30週になると睡眠・覚醒の区別が可能となる。
初め、体動や眼球運動のみられるレム睡眠（この時期の
レム睡眠は動睡眠とも呼ばれる）が明らかになり、つい
で呼吸や心拍が規則的なノンレム睡眠（この時期のノン
レム睡眠は静睡眠とも呼ばれる）が出現し、32週になる
と約40〜90分周期の動・静睡眠のウルトラジアン・リズ
ムを認めるようになる。比較的安定した睡眠のウルトラ
ジアン・リズムが確立するのは妊娠36週以後で、40週で
ほぼ完成する［12, 13］。また、子宮内の胎児を超音波で観察
した結果でも、体動や眼球運動に早産児と同様の動・静
睡眠のウルトラジアン・リズムが認められ［14］、胎児は自
立的なウルトラジアン・リズムによる制御と、母体信号
に依存するサーカディアン・リズムによる制御という、
2つの制御を受けている。
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　母体から胎児へ伝えられるサーカディアン信号は、胎
児の発達に影響する。たとえば、妊娠中に夜間勤務を行
う看護師や、勤務中に時差ボケを体験する国際線の客室
乗務員では、このサーカディアン信号が乱れ、出生時の
赤ちゃんの体重が減ってしまったり、早産になる確率が
増えたり、また流産が起こりやすくなる［15-17］。 動物研究
でも、妊娠ラットを常に明るい恒明環境で飼育すると、
母体がつくるメラトニンのサーカディアン信号が消失
し、胎児の体重増加スピードが落ちる現象が観察されて
いる。一方、同じ条件の妊娠ラットでも、夜間メラトニ
ンを注射し、夜に分泌が高くなるメラトニンのサーカデ

ィアン・リズムを人工的に補完すると、胎児の体重減少
を防ぐことが確認されている［18］。 さらに、ヒトの早産
児においても、明暗環境（昼夜差のある光環境）を人工的
に作成し、直接目から視交叉上核に光のサーカディアン
信号を伝えると、恒明環境（24時間明るい光環境）より体
重が増加することが確認されている［19-21, 10］。

3．新生児・乳児期の睡眠の発達

3.1� �発達早期にはウルトラジアン・リズムとサー
カディアン・リズムが混在する。

　失われた胎児期のサーカディアン環境を取り戻すた
め、生後、新生児は新しい環境に適応しながら、自らの
体の中に、自立したサーカディアン・リズムを形成する
しくみを急速に発達させる。しかし、まったくのゼロか
らのスタートではなく、すでに一部の生物時計は24時間
のサーカディアン・リズムを出生時に刻み始めている可

図1　ヒトの生物時計「視交叉上核（suprachiasmatic nucleus: SCN）」
頭部のほぼ中心（視床下部）にあり、2個の神経核のペアとし
て構成される。（［23］を改変）

図2　 ラット母・胎児間の視交叉上核（SCN）は同調してサーカディ
アン・リズムを刻む（［4］を改変）

（a）昼の活発な母子 SCN の活動（SCN が2つの黒点として並んで
いる。母1匹、胎児4匹分）

（b）夜の SCN は母子ともに活動していない（SCN が2つの黒点が
消えている）。

図3　 胎児の生物時計は母体信号に依存してサーカディアン・リ
ズムを刻む
胎盤を経由して母体から胎児にやってきたメラトニン・栄
養因子等が胎児の生物時計をコントロールする［38］。
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属する私たち「ヒト」は、げっ歯類よりも眼球網膜の光セ
ンサーの発達が早く、妊娠後期の妊娠30週前後から光を
感知することができる［10, 21, 25］。そのため、出生時にはす
でに昼夜の明暗環境を知覚することができ、この明暗環
境が眼球から視神経を介して、視神経に直結する「視交
叉上核」の生物時計の働きを調整する。マウス新生児の
実験から、恒明環境が新生児の生物時計を細胞レベルで
乱すことが明らかになった。生物時計の本体である「視
交叉上核」は約2万個の神経細胞の集合体である。この神
経細胞1つ1つは、明暗環境ではサーカディアン・リズム
をもち、24時間周期で活動レベルの上昇・下降を一斉に
繰り返している。ところが、恒明環境では、この神経細
胞間の協調が崩れ、個々の神経細胞がバラバラのタイミ
ングで活動し始める。つまり、新生児の生物時計にきち
んとした24時間のリズムを刻ませるのには、明暗環境を
整えてあげることが重要だ［26, 27］。
　そして、お母さんからの授乳も新生児の未熟な生物時
計の調整に大事な役割を果たしている。成人では、光環
境の情報を受け取った「視交叉上核」は、松果体に働きか
け、メラトニンの産生・分泌をコントロールする。メラ
トニンは睡眠誘導物質であり、大人ではおもに夜間に分
泌される。このメラトニンは実は母乳にも移行する。お
母さんの松果体は夜間にメラトニンを分泌するので、母
乳に含まれるメラトニンは、昼にくらべて夜に多くなる

（図4）。この夜間メラトニンを多く含んだ母乳で保育さ

能性が高い。たとえば、動物モデルでは、生物時計の本
体である「視交叉上核」は、前述したように妊娠後半から
すでにサーカディアン・リズムを安定して刻む能力をも
つ。さらに、胎児の元となる胎芽が分化を開始した発生
初期の細胞でさえも、妊娠中期の段階で生物時計が動き
始めることも明らかになった［22］。
　実際、生後1カ月の新生児期には、大部分の赤ちゃん
に睡眠・ホルモン分泌にはウルトラジアン・リズムを認
める一方で［12, 13］、体動計で計測される行動量にはサーカ
ディアン・リズムを認める［23］という、周期の異なるリズ
ムが混在する。この原因の1つとして、新生児の脳の他
の部位や臓器が視交叉上核からのサーカディアン信号を
受け取る準備が十分できていないことがあげられる。つ
まり、新生児の視交叉上核ではすでにサーカディアン信
号を発信しているが、他の組織・臓器が未熟なため、視
交叉上核からのサーカディアン信号を受け取ることがで
きないという仮説だ。たとえば、赤ちゃんの血中メラト
ニンにサーカディアン・リズムが安定するのは、生後3
〜4カ月以降であることから［24］、視交叉上核と松果体の
間の神経連絡が構築され、かつ松果体でメラトニンを十
分に分泌する能力を獲得するのに、3カ月間かかること
が予想される。
　この新生児の未熟な生物時計のシステムを、胎児期の
母体信号のようにサポートする方法は幾つか存在する。
最も影響が大きいと考えられるのは光環境だ。霊長類に

図4　ヒト早産児（妊娠34週相当）の生理指標はウルトラジアン・リズムをもつ
上段から心拍数・直腸温・皮膚温・行動量・授乳の変化を連続3日分示す。
約3時間ごとのウルトラジアン・リズムが認められる［11］。
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れた新生児は、ミルクで保育された新生児より夜間の睡
眠が促進されるという研究結果が報告されている［28, 29］。

3.2� �なぜ新生児の睡眠はウルトラジアン・リズム
なのか？

　一方、脳波や行動で計測される赤ちゃんの「睡眠」に明
確なサーカディアン・リズムを認めるのは生後3〜4カ月
になってからである（図5）。このような新生児期のウル
トラジアン・リズムをもつ睡眠には、中脳のドーパミン
神経系が関与する可能性が動物研究で近年報告された［30］。
マウスにドーパミン分泌を促進するメトアンフェタ
ミンを投与すると、4時間のウルトラジアン・リズムの
周期が延長する。反対に、ドーパミン受容体をブロック
し脳内のドーパミン作用を抑えるハロペリドールを投与
すると、ウルトラジアン・リズムの周期が短縮する。つ
まり、新生児のウルトラジアン・リズムを刻む睡眠は脳
内ドーパミン神経系の発達を基礎に形成される可能性が
示された。このウルトラジアン・リズムという土台に、
発達に伴い視交叉上核で形成されるサーカディアン・リ
ズムが積み上げられる形で、新生児の睡眠は形成されて
いくようだ。実際、成人の夜間睡眠においてもウルトラ
ジアン・リズムは重要な生理メカニズムとして維持さ
れ、睡眠深度はウルトラジアン・リズムで変化している。
　このように生後1カ月未満ではウルトラジアン・リズ
ムの短い覚醒と睡眠の繰り返しがみられるが、生後3週
間頃から覚醒の時間帯と睡眠の時間帯が分かれてく
る［23］。しかし、この時期の睡眠・覚醒リズムは多くの赤

ちゃん（乳児）で、生物時計「視交叉上核」がもつ固有の周
期で睡眠覚醒を繰り返すフリーランの状態である。2カ
月目になると、明らかに覚醒・睡眠のそれぞれの時間帯
は昼と夜に集中するようになり、3〜4カ月には昼夜の区
別に同調した睡眠・覚醒のサーカディアン・リズムが形
成され、夜の入眠時刻がほぼ一定となる。また、新生児
期ではレム睡眠が総睡眠時間中の約50％を占めるのも特
徴的だ。その割合は、年齢とともに減少し、生後3〜6カ
月では30％、生後1歳までに25％となり、3歳以降は成人
と同じ20％となる。また興味深いのは、新生児の睡眠の
入り方である。成人は「ノンレム睡眠」から入り、通常、
覚醒→「ノンレム睡眠」→レム睡眠→覚醒のサイクルであ
る。一方、新生児は「レム睡眠」から入り、覚醒→「レム
睡眠」→ノンレム睡眠→「レム睡眠」→覚醒のサイクルで
あり、睡眠を制御するメカニズムが未熟であることが睡
眠段階の順番からも観察される［12, 13］。

3.3� なぜ新生児期の睡眠は大事なのか？
　新生児・乳児期の睡眠の重要性については、実はまだ
謎の部分が多い。たとえば、生まれたばかりの新生児は
1日16〜18時間も眠っている。どうしてこんなに長い時
間眠るのか、まだ明確な解答は出ていない。1つの仮説
としてあげられているのが、睡眠、特にレム睡眠が脳の
発達を促すというものだ。この仮説はおもに動物実験で、
ラット新生児を対象にこのレム睡眠だけを薬物で妨害し
た研究がある。このような保育を受けたラットは、脳の
発達を促すような教育効果が高い環境で育てても、脳（特

図5　 母乳に含まれるメラトニンの日内変動。同じお母さんから調べた母乳中のメラトニン量。A（生後
9日目）、B（18日目）、C（29日目）、D（35日目）、E（42日目）、F（56日目）。真夜中にメラトニ
ンのピークが認められる［27］。
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発達早期の睡眠、身体発達に与える影響を検討したので、
以下に報告する。

4．�光環境は早産児の睡眠・身体の発達に
影響する

4.1� �光環境は早産児の睡眠にどのように影響する
のか？

　早産児・正期産児が入院する新生児室は、救急医療と
いう性格上、光環境が乱れやすく、ときに重症の赤ちゃ
んを継続して治療する場合、常に照明が必要となり、恒
明環境となることもある。すでに1980年代の臨床研究か
ら、恒明環境で保育された早産児が、明暗環境で保育さ
れた早産児より睡眠の発達が遅れ、体重増加さえも妨げ
る可能性が報告されていた。しかし、実際の現場では、
治療を行うために夜間は特に照明が必要だ。このジレン
マを解決するため、私たちは早産児の目の発達特性を利
用した光フィルター（「メラノカバー」：（株）ライフメッ
ド）を開発した。
　大人の眼球の網膜では、メラノプシン・ロドプシン・
コーンオプシンという3つの光センサー（光受容体）が働
いている（図6）。一方、発達が未熟な早産児では、この
うちメラノプシン・ロドプシンの2つの光センサーしか
働いていないことが確認された［10, 21, 36, 37］。そこで、早産

に大脳皮質）の重量が有効に増えず、さらに新しい環境
にうまく適応できなかったという［31］。また、別の研究で
は、レム睡眠に入ろうとする子猫を手でゆさぶって繰り
返し覚醒させると、視覚情報を処理する脳の「外側膝状
体」のサイズが、レム睡眠を経験した子猫より小さかっ
た［32］。
　そして、新生児期に経験する光環境が、生物時計「視
交叉上核」の性能を決めてしまうという「光インプリンテ
ィング現象（光環境の刷り込み現象）」も動物モデルを使
い近年報告された［26, 33-35］。これは新生児マウスを対象と
した研究で、昼16時間・夜8時間という昼間の時間が長
い光環境で保育されると、生物時計が刻む周期が短くな
るという結果だ。この周期は新生児マウスが大人になっ
て、昼と夜の長さが同じ光環境で生活しても（昼12時間・
夜12時間）、昼より夜が長い光環境で生活しても（昼8時
間・夜16時間）、新生児期に形成されたものと同じ短い
周期が維持されることが分かった［33］。このように新生児
期の光環境は、睡眠を制御する生物時計「視交叉上核」の
性能を決め、その後の睡眠の発達あるいは睡眠習慣が関
連する肥満・高血圧といった様々な症状に影響を与えて
いるのかもしれない。
　その意味で、きちんとした昼夜の区別のあるサーカディ
アン光環境（明暗環境）を整え、新生児の睡眠発達を促す
ことは重要だ。私たちは、ヒト早産児を対象に光環境が

図6　ヒト新生児〜乳児期の睡眠発達

（a）生後6ヵ月までの睡眠・覚醒リズムの発達（［39］を改変）

（b）新生児から成人までの睡眠・覚醒リズムの発達（［40］を改変）
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光環境で保育される児：19名
　早産児の昼夜の行動量および NICU の照度はエント
リー後1週間ごとに24時間定期的に退院（≒妊娠38週）ま
でアクチワッチを使用して連続モニタリングした。行動
量の昼夜比は アクチワッチに記録された行動カウント
数から［（昼の行動量）／（夜間の行動量）］の比にて計算さ
れ（この比が1より大きいと昼により多く行動したことを
意味する）（図8）。
　その結果、妊娠38週相当の早産児においては、①光フ
ィルターを使用しない児では夜間より活動するパターン
を認め（day-night ratio：0.83±0.06、平均値± SE、以下
同様）、②光フィルター装着群の早産児には、昼間によ
り活動する行動パターンを認めた （day-night ratio：
1.46±0.15）。この結果は、従来の報告に比較し、光フィ
ルターの使用により、3カ月早く新生児の睡眠・覚醒に
サーカディアン・リズムを形成できる可能性を意味する。

児で機能するメラノプシン・ロドプシンが知覚する波長
610nm 以下の光をフィルターで遮断すると、早産児は
周囲の環境が真っ暗と勘違いしてしまう。一方、成人で
ある医療従事者は、この光フィルター越しでも、残りの
光受容体「コーンオプシン」を使って赤ちゃんを観察し、
医療行為を行うことができる。この光フィルターを夜間
のみ保育器にかけ、人工昼夜を導入することにより、早
産児の睡眠をコントロールできるかどうか、検討を行っ
た。
　夜間（20：00〜5：30）保育器および新生児用ベッドに光
フィルターをかけることにより、退院まで人工昼夜を保
育環境に導入した（図7）対象となったのは、出生体重
1,000g 以上1,500g 未満（妊娠27週〜30週相当）の早産児合
計39名で、以下の2群に分け治療を開始した。

［グループ1］光フィルターがなく恒明環境で保育さ
れる児：20名

［グループ2］光フィルターにより昼夜の区別のある

図7　網膜の視覚回路（［41］を改変）
メラノプシンを含む節細胞は、桿体・錐体細胞を経由せず、
光に直接反応し視神経を通して光情報を生物時計に伝える。
節細胞は桿体・錐体細胞からの入力も受けている。R（rod 
cell）：桿体細胞、C（cone cell）：錐体細胞、H（horizontal 
cell）：水平細胞、B（bipolar cell）：双極細胞、A（amacrine 
cell）：アマクリン細胞、G（ganglion cell）：節細胞。

（a）従来の新生児集中治療室では早産児の緊急事態に対応す
るため、夜間も照明を連続点灯している。そのため、透明
な保育器フードを通して蛍光灯の光が直接児の目に到達し
ていた。早産児を観察できる。

図8　 病棟において光フィルターを使用している様子（［21］を改変）

（b）一方、光フィルターを使用することにより同一の光環境
でも保育器内に人工的な夜を導入でき、かつ医療従事者も
早産児を観察できる。
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うとしているかにもみえる。その鍵となるのが、妊娠後
期からすでに機能を開始し、約24時間のサーカディアン
信号を発信する「視交叉上核」である。誕生したあとに「視
交叉上核」と「睡眠中枢」との連絡が完成する以前の生後3
〜4カ月の期間はウルトラジアン・リズムをもつ睡眠が
存在し、一度「視交叉上核」と「睡眠中枢」との連絡が完成
すれば、睡眠にサーカディアン・リズムが出現するとい
うのが、背後に隠れている生物学的なストーリーなのか
もしれない。
　子どもの心身の健全な発達のために胎児期・新生児期
のサーカディアン環境が重要であることが明らかにされ
てきた。妊娠中の母親の規則正しい生活環境や、出産後
の授乳・排泄リズムが赤ちゃんへのサーカディアン環境
を整え、睡眠覚醒リズムの発達を促し、さらに心理的発
達にも影響する可能性がある。将来の社会を担う子ども
のために、眠りを見直すことが必要である。
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（a）満期（妊娠40週）相当における光フィルター使用した早産児にお
ける行動パターンの典型例。

（b）妊娠34、38週相当の早産児の行動リズム。光フィルター保
育器内の妊娠38週相当の早産児には昼優位の行動リズムを有意
に認めた。横軸は行動計で測定した行動量の比＝［（昼の行動量）
/（夜間の行動量）］。
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