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現代社会で青少年の置かれた状況は，物質的に豊かになった反面，ストレスと戦いながら生きていくことが求めら
れる。また一方では，夜型社会の到来で生活が不規則になりがちである。本研究において，大学生を被験者として睡
眠と疲労感に関する実態調査を行なったところ，朝の疲労感や意欲のなさを訴える姿が浮かび上がってきた。
筆者らはこの実態をふまえ，内分泌ホルモンである唾液中コルチゾール，メラトニンの生理的指標からELISA法

でサーカディアンリズム障害の分析方法の確立をめざした。サンプル数は少なかったが，本研究で開発したプロト
コールで十分分析できることが確認された。さらに生理的指標のみならず心理的指標との組み合わせでリズム障害を
判別する方法を提起した。いずれにしても身体のリズム性に留意し，朝の疲労感のない生活がストレスへの対処上も
重要であると思われる。
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唾液中コルチゾール（salivary cortisol） 唾液中メラトニン（salivary melatonin）
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はじめに

現代日本青少年の慢性的疲労感，学習意欲の喪失，不
登校やひきこもり，体力低下，ストレスに対する耐性の
低下等の実態が現代日本社会の様相を反映していると思
われる（Okamoto et al.,２０００；Tanaka et al.,２０００）。筆
者らはそのひとつの要因は生活の夜型化による生体リズ
ムの変調，すなわち「体内時計（Honma et al., １９９８）」
が刻む体内調節機構の変調に起因すると考えている。
ところで体内時計の指標のひとつである副腎皮質ホル

モンのCortisolや松果体から分泌されるMelatoninは，１
日を周期とするサーカディアン（概日）リズムを有する
ことが知られている（Shimada et al., １９９５；Ardura et
al.,２００３）。唾液中のMelatoninを指標としたサーカディ
アンリズムの研究は，わが国においても近年意欲的に研
究されるようになってきている（Harada,２００４）。特に
学校教育に焦点を当てると，サーカディアンリズム障害
は不登校の一因であるとも考えられている（Miike et al.
２００４；Tomoda et al.,１９９４）。
近年は非観血的に唾液中のホルモンの酵素免疫測定法

（ELISA；Enzyme―Linked Immunosorbent Assay）に
よるサーカディアンリズムの分析が可能になっている。
しかし市販のELISAキットは極めて高価であり，また

研究者が関心のある複数のホルモンを１プレートで同時
に測定するなど応用的活用は不可能である。そこで，
１）キットに拠らないCortisolやMelatoninの，より高感
度で低コストの分析プロトコールを確立すること，２）
分泌リズムからサーカディアンリズム変調の指標を見出
すこと，３）質問紙法による疲労感の自己評定結果との
データの対応を検討することを本研究の目的とする。
以上の一連の研究により，１）リズム障害の研究方法

の確立と基礎的なデータの検討を行ない，生活リズムの
変調が心身にさまざまな影響を及ぼすことを分析する方
法を検討すること。２）更に，朝の疲労感がなく，スト
レスに前向きに対処（coping）しようとする青少年を育
成するためのサーカディアンリズム安定・不安定タイプ
判別指標を提起し実用化することを研究目的とする。

�．睡眠と疲労感に関する基礎的調査

１．調査対象
研究の手始めとして，千葉大生を対象にして以下の要

領で基礎的実態調査を行なった。
・千葉大学学部生 男子５６，女子５３ 計１０９名
・調査日時 平成１６年１１月
・調査内容 睡眠と疲労感に関する心理的・身体的内容
・調査方法 質問紙法（質問項目はTable１参照）

連絡先著者：
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２．調査項目
心理的側面１０項目（例）
・朝 休みたい気持ちになることが多い
・朝 いらいらすることが多い
・朝 憂うつな気持ちだ
身体的側面１０項目（例）
・朝 いつも食欲がない
・朝 頭痛を感じることが多い
・朝 よく眠れないことが多い
調査項目は現代日本の青少年を念頭におき，睡眠と疲

労感に関する日常的な心理的・身体的項目とした。本研
究室ゼミ生や筆者らの授業受講生に予備調査として参加
してもらい，原質問項目に修正を加えながら作成した。
質問項目はHarter（１９８１）と同様に，被調査者がチェッ
クしやすいように，相互に対照をなす対項目を提示する
形式の４段階の質問項目とした。なお現時点で信頼性・
妥当性については検討していない。

３．結果と考察
� 全体的考察
Fig.１に示したように，「朝 とても眠いことが多い」

という訴えが「はい」「どちらかといえば はい」を合
わせて７６％と極めて多い。そのほか「朝 休みたい気持
ちになることが多い」という回答も合計７０％と目立つ。
更に「朝 何事にもあまりやる気がしない」も５８％と多い。
� 因子分析結果
心理的側面と身体的側面各１０項目についてSPSS統計

ソフト１１．５Ｊ（SPSS Japan社製）を用いて，因子分析
（主因子法・バリマックス回転）を行った。その結果，
心理的側面・身体的側面とも２因子が抽出された。それ
ぞれの因子は，［朝の気分］，［朝の抑うつ感］及び［朝
の体調］，［睡眠の質］と命名した。なお要因間の連関な
どの詳細は現在分析中である。

�．唾液中ホルモンによる分析方法の開発

１．なぜ唾液アッセイを行なうか
唾液アッセイは非侵襲的で，いつでもどこでも特別な

器具を使用せず，短時間でサンプルを得ることができる。
従って血液などとは異なり，被験者に負担がかからず，
生理的指標のサンプル等を収集するのに最適である。近
年，分析機器の性能向上が著しく，血液に代替するもの

Table１ 睡眠と疲労に関する実態調査項目
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として研究者の関心を集めている。
本研究で用いた唾液の収集方法は，Sarstedt社の専用

容器サリベットを使用し，約１分間口の中に滅菌済の円
筒スポンジを入れ，０．５～１．５mlの唾液を吸い込ませる
方法である。手で直接唾液に触れることなく，容器に収
集することができる利点がある。
２．ELISA法による分析方法の開発
前述したように，本研究では，市販キットに依らない

研究ベースを確立するため，Cortisol（MW３６２．４７）お

よびMelatonin（MW２３２．２８）のプロトコールの開発に
関わった（Table２参照，Melatoninプロトコール省略）。
ELISA法は酵素反応と免疫反応の両者を利用し，対

象物質の濃度を測定する方法である。一般にはELISA
プレートと呼ばれる９６個の穴の開いたプラスチック板の
底に，測定対象物（抗原）を固定し，次に１次抗体を，
更には酵素標識した２次抗体を加え，その後酵素に対す
る基質を添加して発色させ，吸光度により比色定量する
方法である（Table２参照）。本プロトコールでは，非競

Fig.１ 睡眠と疲労感に関する実態調査結果（一部）

Table２ Cortisol分析ELISA法プロトコール

唾液の採取

１．唾液採取専用容器（Sarstedt社サリベット）で約１．５ml採取

２．冷凍庫で凍結保存

測定

１．唾液サンプル解凍，遠心３，０００回転１０分

２．ELISAプレート（Costar９０１８）にサンプルとスタンダードをcoating

４℃でover night incubation

３．洗浄後３％bovine serum albuminでblocking１時間

４．洗浄後１次抗体添加２時間incubation

Anti―Cortisol developed in Rabbit（SigmaC８４０９）

５．洗浄後２次抗体添加１時間incubation

Goat Anti―Horseradish Peroxidase（Pierce３１４６０）

６．洗浄後TMB substrate kit（Pierce３４０２１）で発色

反応停止液（２Ｍ硫酸）添加

７．ELISA plate reader（Bio―Rad Benchmark）で４５０nmの吸光度と濃度を測定

計算

１．資料の吸光度（OD）を計算

２．各資料の吸光度からブランクの（OD）を引く

３．結合率＝StanardのOD／negative controlのODを計算
４．EXCEL上に縦軸に結合率，横軸に標準資料の濃度の片対数をプロットし，

各点を通る検量線を引く。その標準曲線より検体の濃度を決定する。

試薬等

・Coating Buffer０．１M Carbonate Buffer, pH９．５

・ELISA Assay Diluent Buffer：PBST

・ELISA Wash Buffer

・ELISA Stop Solution
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合的測定法（non―competitive assay）を用いた。９６well
プレートのスタンダードとサンプルのレイアウトは，
Fig.２に示した割り当てを標準とし，データのバラツキ
を最小限にするため，被験者１人あたり複数wellのデー
タをとり，最大値・最小値を除き，残りの吸光度の平均
値を求めた。なおCortisolに関しては市販のELISAキッ
ト（Salimetrics社，High Sensitivity Salivary Cortisol
Enzyme Immunoassay Kit）をデータ分析の比較対照の
コントロールとして用いた。遠心分離機，プレートリー
ダー（Bio―Rad Benchmark）等は，埼玉医科大学生理
学教室および中央研究施設機能部門の分析機器を使用し
た。
指標作成において唾液の採取を承諾した研究協力者，

千葉大学教育学部生１０名（男２，女８）を被験者とした。
そのうち，筆者らの試行錯誤的なプロトコール作成過程
において５人分使用したので，残り５人（女）のサンプ
ルを本研究データとして示した。なお唾液中のCortisol
は，凍結保存していなくても濃度は安定していることが
報告されている（Clements & Parker, １９９８）が，被実
験者には採集後すぐ提出するよう依頼した。唾液の採取
に関しては，千葉大学教育学部生命倫理委員会に諮り承
認を得た。

３．ELISA法による結果と考察
Cortisolは視床下部・下垂体・副腎（HPA）系を通し

て分泌され，ストレス防御機構としての副腎皮質ホルモ
ンである。このホルモンはサーカディアンリズムが認め
られ，通常朝の分泌量が高いことが知られている。
一方，松果腺から分泌されるMelatoninは，特にnon―

REM睡眠と深い関わりがあり，合成と分泌は夜間に高
く昼間に低いことが知られている。これらの知見をもと
に，わが国においても基礎的な研究が盛んに行なわれて
おり（Higuchi et al.,２００５），成果は教育臨床的に反映さ
れている。
さてTable２に示したような本プロトコール（Mela-

toninプロトコールは省略）に従った実験において，Cor-
tisol及びMelatoninの定量的測定が可能であることが確
認された。Fig.３やFig.４で示したように個人差は認め
られたが，Cortisolは夜間よりも朝，またMelatoninは逆

に夜間の方が朝より分泌量が多かった。本研究の多くの
被験者のように，夜Melatoninの分泌量が多く，それに
より良質の睡眠をとり，更に朝Cortisolの分泌量が高い
ことは，これから始まる一日に対する心と体の準備状態
ができていることを示していると考えられる。

�．心理的・生理的統合リズム障害指標の作成

１．リズム障害指標のめざすもの
わが国の社会全体はますます２４時間型に移行しつつあ

る。一方で，現代社会の生活スタイルや生活リズムに心
身が不調和を示し，種々の問題が指摘されるようになっ
てきている。
学校場面においてもサーカディアンリズム障害の症状

Fig.２ ELISAプレートレイアウト

Fig.３ Cortisolのサーカディアンリズム

Fig.４ Melatoninのサーカディアンリズム
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は，例えば慢性疲労感や不定愁訴などの心身症として発
現する。この朝の疲労感は，学業成績にも影響を及ぼす
ことが報告されている（Nagane,２００４）。またサーカディ
アンリズムリズムが確立されていないと，朝 意欲を
持って学校にでかけたり，ストレスに遭遇した時，前向
きに対処（coping）しようとする意欲が欠如すると考え
られる。
従って，時折自己のサーカディアンリズムリズムを

チェックすることは，現代社会を生きるうえで重要なこ
とであるとのコンセプトが確立しつつある。

２．心理・生理両側面からのアプローチの意義
ストレスや心身症の症状は精神面に現れたり，身体面

に現れたり個々人によって様相は異なる。心理的側面は
身体的な兆候と関連が深いとの報告もあり（Tanaka et
al.,２０００），それゆえ青少年の行動は心理・生理の両側面
から全体的に分析して統合的に理解すべきであると思わ
れる。筆者らは心理的尺度と生理的指標からFig.５に示
したように大まかなリズム障害判別指標を提起した。こ
の指標でサーカディアンリズム安定タイプとは，生理的
及び心理的指標の３項目すべてが該当するタイプである。
他方不安定タイプは，Cortisol，Melatonin及び疲労感に
おいて，どれか１項目以上該当するタイプである。この
指標は大学生のみならず，広く思春期前期の児童まで適
用可能であり，今後実践的に検証していく予定である。

ま と め

１．現代社会と青少年の置かれた状況
現代社会は経済を中心とし，グローバル化がますます

進み，情報が世界中を日夜慌しく駆け抜けている。人々
は物質的には豊かになった反面，日々多忙であり，何事
に対しても競争的かつ効率的な態度や物事の処理の仕方
が求められる。青少年を取り巻く環境においても同様で
あり，ストレスと闘いながら生きていくことが求められ

る。
他方青少年は，快適な冷暖房のもと家の中で過ごす時

間が多くなり，２４時間娯楽にも事欠かなくなった。勢い
生活も深夜化しがちである。食生活も偏りが多く，不規
則になりつつある（Murata,２０００）。このように身体が
本来あるべきリズム性から，しだいに乖離しつつあるこ
とが懸念される。
青少年期はちょうど精神的に身体的に不安定な思春期

の時期である。この時期に生活リズムが夜型に移行しが
ちである。この生活スタイルや生活リズムの夜型化が
サーカディアンリズムリズムの変調をもたらし，学校で
早朝から疲れを訴える子どもの出現の背景になっている
と思われる。瀧本ら（２００３）は，朝食の欠食習慣が唾液
糖質コルチコイドのサーカディアンリズムに影響を与え
ることを示している。それゆえMiikeら（２００４）も指摘
しているように，サーカディアンリズムの変調は単に学
業成績との関連だけではなく，その背景にある学校生活
における意欲や充実感との関連，さらに学校不適応症状
のひとつの要因であることが推測される。更にサーカ
ディアンリズムの変調は，ストレスに立ち向かう心と体
のエネルギーの蓄積と発露を阻害していると思われる。
実際，本実態調査で明らかなように，朝眠気を訴える

大学生が多い（Table１，Fig.１）。それはこの年頃は，
多くの大学生は保護者から離れて自活しており，また生
活は起床，就寝，食事時間など自己都合で決めることが
できる自由さがある。それが逆に生活リズムを夜型化し，
サーカディアンリズムの変調を招いている一因と考えら
れる。
さらに医学的なデータによると，サーカディアンリズ

ムの乱れは疲労感のみならず，高脂血症，動脈硬化，糖
尿病などの生活習慣病の要因になっていることが多くの
報告から指摘されている。
以上述べたように，青少年を取り巻く社会の様相が青

少年の生活スタイルや生活リズム，そして心身の健康に
反映されていることは明らかである。

Fig.５ サーカディアンリズム安定・不安定タイプ判別指標
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２．「生きる力」は生活リズムに定着しているか
わが国の公教育において，平成８年中央教育審議会第

一次答申において，これからの学校教育において「生き
る力」の育成を基本とすることが示された。すなわち自
分で課題を見つけ，自ら学び，自ら考え，主体的に判断
し，行動し，よりよく問題を解決する資質や能力の育成
こそ新しい時代の教育の在り方であるとして答申された。
平成１０年には学校教育法施行規則が改正され，すべての
教育活動はこの「生きる力」のコンセプトのもと行われ
るようになった。健康教育的側面では，よりよい生活習
慣，自己抑制力の育成こそ大切であると考えられる。し
かしながら，多くの報告や本実態調査で明らかになった
青少年の状況は，この「生きる力」が未だ十分に実生活
に定着していない現状を示していると思われる。

３．学校・地域・家庭の役割の再認識
学校・地域および家庭において，今後さらに適正な

サーカディアンリズムを意識した青少年の生活スタイル
や生活リズムを求めていかなければならないと思われる。
重要なことは，最も基本的なことであるが，いかに青少
年に望ましい生活リズムを身につけさせるか意識の向上
を図ること，すなわち本当の意味での「生きる力」を定
着させることであると思われる。
以上のことから，青少年の健全な精神的・身体的発育

のためには，体内時計に合った健全なサーカディアンリ
ズムが求められよう。従って，学校・地域・家庭の果た
す役割を，もう一度サーカディアンリズムの視点から再
認識する必要があると思われる。これは教育生理学，健
康心理学的立場からみても大きな研究課題であることを
肝に銘じてこの論を閉じたい。
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