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牛超急速ガラス化保存匪の実用化に
向けたダイレクト移植技術の確立

高橋文昭・麻生 博*1 

山形県農業総合研究センター畜産試験場

Establishment of the direct transfer technology 

for the practical use of vitrified bovine embryos 

Fumiaki T AKAHASHI， Hirosi ASO * 1 

超急速ガラス化保存した牛臨を農家庭先で簡易にダイレクト移植できる市販の移植用スト

ロー (0.25mR)セット型のガラス化保存用具を試作開発し，その有用性・実用性を検討した

試験 1では，ガラス化保存用具を試作開発し，市販の保存器具と凍結融解後の生存性等を比

較検討した結果，試作品 4種類のうち試作 3・4号は同程度の生存性であり，しかも操作が簡

便性に優れていた.

試験 2では，上記保存用具試作品に適した超急速ガラス化保存のためのガラス化液4種類

(耐凍剤30"-'40%) と融解時の加温温度 (25，35
0

C) を検討した結果，両試験とも区間で凍結

融解後の生存性に差がなかった

試験 3では，上記試験で有効と思われる保存用具試作品 3・4号と保存方法によりフィール

ドでのダイレクト移植を実施した結果，受胎頭数は30頭，受胎率54.5%で，受胎性・操作性は

良好であった

キーワード:超急速ガラス化保存法，保存用具，移植用ストロー，ダイレクト移植，牛腔
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I 緒百

本県の畜産経営(酪農・肉午)における旺移植の現

状は，緩慢凍結法(ダイレクト法1))による凍結保存

の佐利用が主流となっており，年間延べ500頭程度利

用されている.しかし，その受胎率は40%程度に低迷

しており，旺移植による優良牛の増殖がなかなか進ま

ず，技術改善が農業者から切望されていた
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その原因として，緩慢凍結法は，高価な冷却装置が

必要であること，処理に長時間を要することのほか，

細胞外の氷品に由来する物理的障害を完全に回避する

ことができず，融解後の匪にしばしば物理的な亀裂が

みられ，生存性の面から現在のレベル以上の改善は望

めない状況であった.

一方，高濃度の耐凍剤を含んだガラス化保存液を急

速に冷却し，細胞内外に氷晶を作らずに固まった状態
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でガラス化状に固化させることにより，日甫乳動物匪を

長期保存することが可能なガラス化保存法がある

この方法は，統一規格による移植用ストロー(0.25

mR) を利用(ストロー内ガラス化法2) 3)) できるもの

の，高濃度の耐凍剤を使用していることから細胞に対

して化学毒性や浸透圧障害を与えることやストロー内

に匪を挿入する高度な操作が必要なため，匪の生存性

が不安定で，生存性・受胎性に課題があった.

しかし，近年，マイクロドロップレット法 4) 5) やゲ

ルローディングチップ法 6) オープンプルドストロ一

法 7)などの器具を用いた最小容量冷却法により 333 

OC/秒と極めて高速な冷却速度を実現した超急速ガラ

ス化保存法が開発された 耐凍剤も微量(0.5μt以

下)で済むことから，従来のガラス化保存法より生存

性の高い保存が可能となった.

当試験場においても牛匪で超急速ガラス化保存法を

検証したところ，その有用性が確認できた (2010年)• 

しかし，腔の生存性が高い半面，高濃度の耐凍剤や超

急速ガラス化保存用の特殊な保存器具を用いているた

めに，保存匪の融解・移植時は シャーレなどを用い

た段階希釈や移植用ストローへの詰め替えなど、煩雑な

操作が必要で，実験室レベルの技術であり，フィ ール

ドでの実用化は厳しい状況にあった.

そこで，超急速ガラス化保存した旺のダイレクト移

植を農家現場や商業レベルで利用するためには，

フィールドでガラス化保存粧の融解，希釈が可能な方

法の開発が不可欠であることから，本研究では，移植

用ストローにセットできる簡便性及び受胎率の高い新

たなガラス化保存用具を技術開発し，フィールドでの

ダイレクト移植の実用化に向けた検討を行った

第 1表試作品の特徴

E 材料および方法

1 供試匪と凍結保存

(1) 体外匪

屠場卵巣から吸引した卵子を裸化受精卵無血清培養

法8) に沿って成熟・媒精し，媒精後 7'"'-'9日日に腔盤

胞または拡張匪盤胞へ発生した形態的に高品質なAラ

ンク粧を用いた.

(2) 体内匪

当場並びに農家の黒毛和種牛より過剰排卵処理・人

工授精後 7'"'-'8日目に子宮角濯流法により回収した桑

実期以降の品質A'"'-'Cランク旺を用いた また，バイ

オプシー旺は， Aランク匪をマイクロブレード

(Micro feather blade k-715)を取り付けたマイクロマ

ニュピュレーター(ナリシゲ製)を用いて，旺栄養膜

細胞の 1/4程度を切除した.バイオプシー後の匪

は，共培養用培養液1VMD-101(機能性ペプチド研究

所)を用いて38.5
0

C，5%C02， 95%空気の気相条件下

で4時間程度培養後，旺盤胞以降のステージに発育し

た匹を供試した

(3) 超急速ガラス化保存法

ア保存用具

富士平工業側と共同で開発した 4種類の保存用具試

作品(以下，試作品という.) (第 l表，第 1図)と市

販のCryotop-N(北里バイオファルマ:クライオトッ

プ)を用いた.

イ ガラス化液

漬田ら 9) 18 h imoriら眠 Kuwayamaら11)の報告を参

考に一部改変し調整した.つまり基礎媒液に0.4%

牛血清アルブミン (BSA)及び20%胎児血清 (FCS)

保存用具 匹保存部 ストローキャフ。部 開封部
試作品 汗ヲ 状 材質 幅 形 状 材質 開封方法エア抜き機能

試作1号 V型凹み スァンレス1.0 円筒型塩化ビニール 接着剤 × 

試作2号 平型中央切れ目ステンレス1.5 円筒型塩化ビニール 金属材 × 

試作3号 平型先端部凸形ステンレス 0.6 円筒型 ポリエチレン 接着剤 × 

試作4号 平型先端部凸形ステンレス 0.6 円筒型 ポリエチレン ホーール弁 。

日 移植ストロー 歪::::OCJ () k閉

¥封

旺保存部 ストローキャプ部 部

第 1図試作品イメジ図
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加修正Dulbecco‘sPBS (m-PBS)を用い，20%Etylene 

Glycol (EG :和光純薬)及び20% Dimethyi Sulphoxide 

のMSO:SIGMA)及OO.3MSucrose(Suc:ORGANICS) 

を添加してガラス化液 (VSED40%液)とした

ウ ガラス化処理

ガラス化処理は， VSED40%液を基礎媒液で等量希

釈した平衡液中に匪を浸潰し，室温で 3分間経過後

に，匪をVSED40%液中に投入した 30秒経過後に保

存用具先端部に最小液量 (0.5μ2以下)のVSED40%

液を含んだ旺を載せ，直ちに液体窒素に浸漬した.その

後，液体窒素液面付近の冷却ガス上で保存用具を保管容

器に誘導 ・セットし，液体窒素ボンベ内に保存した.

なお，試作品の場合は，保管容器は市販の移植用ス

トロー (0.25mi!)を使用し 事前にO.3M Sucを含むm

PBSの基礎媒液(希釈液)をある一定量充填し，冷凍

しておいた(第 2図)• 

エ加温 ・融解

(ア) 試作品

加温融解は，液体窒素から試作品を上にしてスト

ローを取出し，約30
0

Cの温湯中に縦置きに全部を浸水

させ，ストロー内希釈液の氷晶消失確認後(約10秒)， 

すばやく温湯中で試作品上部をピンセット文は指で押

さえ，下方へスライドさせ ストロー内の希釈液内へ

試作品先端下部を浸水かつ匪を離脱させ，5分間浸漬

し行った(第3図).

(イ) クライオトップ

旺の加温融解は，保存ボンベからクラ イオト ップを

取り出すと同時に収納スト ローを取りはずし， 37
0

Cに

加温したVSED40%液を基礎媒液で等量希釈した平衡

液中にクライオトップシート先端部を浸漬後，軽く揺

り動かしてシート部から旺を離脱させ， 3分間浸潰し

て行った.その後，0.3Msucを含むm-PBSの基礎媒液

(希釈液)が入った35mmディ ッシュに5分間浸漬した.

(4) 緩慢凍結法(ダイレク 卜法)

耐凍剤は，基礎媒液をBSA加m-PBSとし，l. 5M EG 

(体外匪，体内匹はl.8M EG)にO.1M Sucを添加した

液を用いた.凍結方法は供試脹を室温下で15分間耐凍

剤平衡後，プログラムフリーザーの-7
0

Cの冷却槽に

旺を充填したストローを入れ， 2分後に植氷，10分間

保持し，-30
o
Cまで毎分0.3

0

C降下冷却，到達温度に

達してから10分後に液体窒素に投入し行った.

融解は，液体窒素からストローを取出し空気中で 6

秒間保持後， 30
0C温湯中に15秒間投入し行った.

(5) 凍結融解後の生存性判定

ij~ の生存性は ， 凍結融解処理後(耐凍剤除去後)に

基礎媒液に 5分間浸漬後共培養用培養液IVMD-101

中 (38.5
0

C，5 % C02， 95%空気の気相条件下)で培

養し，培養48時間固まで(直後， 24， 48時間)の生存

率，透明帯脱出率について調査した

第 2図 試作品の凍結保存処理

濠結
保存時

加温
融解時

移植ストロー

第 3図 試作品の加温 ・融解処理
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2 試験 1:ストロー内保存用具の検討

超急速ガラス化保存された匪をダイレクト移植でき

る移植用スト ローセット型のガラス化保存用具試作品

4種類とクライオトップを用い(写真 1)，体外匪の凍

結融解後の生存性，操作性(凍結から加温融解までの

操作時間，工程数)，安全性(ガラス化保存用具 ・スト

ローの破損率)を調査した

また，緩慢凍結法(ダイレクト法)との凍結融解後

の生存性の比較も行った

3 試験 2 :保存手法の検討

(1) ガラス化液濃度

試験 lで良好な成績が得られた試作品を用い，

VSED40%液を基準に耐凍剤濃度を低減化した 4種類

(第 2表)を作成し，ガ ラス化保存した体外匹の凍結

融解後の生存性について調査した

第 2表 ガラス化液濃度処理区

ガラス化液

1区:20%EG+20%DMSO+0.5MSuc 

2区:20%EG+20%DMSO+0.3M Suc 

3区:17%EG+ 17%DMSO十0.3MSuc 

4区:15%EG+ 15%DMSO+0.3M Suc 

(2) 加温融解温度

耐凍剤濃度

40% 

40% 

34% 

30% 

試験 1で良好な成績が得られた試作品を用い，

VSED40%液でガラス化保存した体外匪を25
0

C又は35

OCで加温融解した場合の凍結融解後の生存性を調査し

たー

(3) ガラス化液への血清添加量

試験 1で良好な成績が得られた試作品を用い，試験

2 (1)で凍結融解後の生存性が良好であったガラス化液

に血清を添加(添加率 0%，5 %， 10%， 20%) し，

ガラス化保存した体外匪の凍結融解後の生存性，透明

帯損傷率を調査した.

4 試験 3:ダイレク卜移植の実用性検討

試験 l及び 2の成果を基に 試作品を用いた超急

速ガラス化匹(体内匪体外匪，低ランク匪)の農家

庭先でのダイレクト移植を実施し，操作性(操作ミス

の発生頻度)，受胎性を調査した. 匪移植は経験が少

ない(年間移植頭数20頭未満) 4名，経験の多い(年

間移植頭数50頭以上) 2名の家畜人工授精師が行っ

た.

5 統計学的分析

各試験の各区間の保存後の生存率，透明帯脱出率の

有意差検定は，カイ 2乗検定により行った.

皿結果

1 試験 1:ストロー内保存用具の検討

ガラス化保存用具の試作品 4種類の効果を検討した

結果，匪の凍結融解後の生存性において，試作 3・4

号は市販のクラ イオト ップ用具と同程度であった ま

た，試作 4号は，融解時のストロー内の膨張ガスによ

るス トロー及び保存用具の破損割合が低く安全である

と共に，ガラス化保存から融解までの操作時間はクラ

イオトップの半分以下の11分/匹で，操作性も優れて

いた.

一方，凍結保存法の違いによる凍結融解後の生存性

|クライオト ップl'

区亙̂ HJヨ

写真 1 クライオトップと試作品
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~ 

2 試験 2:保存手法の検討

超急速ガラス化保存のためのガラス化液4種類(耐

凍剤30"-'40%) と融解時の加温温度 (25"-'35
0

C )を検

討した結果，両試験とも区間で、凍結融解後の生存性に

差はなく，ガラス化液の耐凍剤の低減化や実用的な融

解が可能であることが示唆された(第 4. 5表)• 

また，ガラス化液の基礎培地へ血清を添加した方

が，融解後の透明帯損傷が軽減できる傾向にあること

から，ガラス化液には，血清のような細胞膜保護物質

の添加の有用性が示唆された(第 6表)

を比較すると，クライオトップまたは試作品 (4号)

を用いた超急速ガラス化保存法は従来の緩慢凍結法に

比べ，有意に生存性が高かった(第 3表，第 3.4図)• 

日

3 試験 3:ダイレクト移植の実用性検討

保存用具試作 3・4号を用い 超急速ガラス化保存

した匹を農家庭先でダイレクト移植した結果，受胎頭

数は30頭，平均受胎率54.5%であった.また，操作ミ

スが 2回(移植回数55回)のみで，受胎率と人工授精

師(移植師)の経験の差に関連性が見られなかったこ

とから，操作性，簡便性に優れていることが明らかに

なった(第 7表)• 

第 4図 試作品の構造上の特徴

第 3表保存用具試作品の検討

2011年)

処理区 融解腔数
生存率00 破損率 操作時間

直後 24h後 48h後 (%) (分)/匹

クライオトップ(対照) 52 95.1 77.6 72.8 0.0 25 

試作 1号 17 81.4 54.4 54.4 16.7 13 

試作 2号 36 100.。 72.3 47.7 18.2 12 

試作 3号 33 96.2 85.5 72.8 5.0 11 

(2012年)

緩慢凍結法(対照) 26 85.3 61.9 a 54.4 a 0.0 109 

クライオトップ(対照) 23 100.。 95.8 b 91.7 b 0.0 25 

試作 4号 25 100.0 96.4 b 88.7 b 0.0 11 

※a-b聞に有意差あり(p<O.01) 
破損率は融解時に保存用具又はストローが破損した割合(破損本数÷融解本数x100) 
操作時間は1ij杢当りのガラス化平衡+ガラス化保存+融解(加温希釈)に
要する作業時間を示す。

第 4表 ガラス化液濃度の検討

直後

生存率(%) 脱出匹盤胞

24h後 48h後 率(%)

71. 9 63.1 31. 1 

85. 5 72. 8 33. 1 

83. 9 67. 2 39.6 

79. 8 65. 6 36. 6 

30
0C程度、加温時間 5分間

処理区 融解匹数

l区:20%E G +20免DMSO十O.5M Suc 22 90. 3 

2区:20%E G +20免DMSO+O. 3M Suc 33 96. 2 

3区:17免EG +17免DMSO十0.3MSuc 22 91. 7 

4区:15九EG +15免DMSO+O. 3M Suc 29 95. 3 

※各ガラス化液の基礎培地は20切血清力日m-PBS、融解時の加温温度
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第 5表融解時の加湿温度の検討

融解座数
生存率(%) 脱出匹盤

直後 24h後 48h後胞率(%)
処理区

25
0

C力肘昆

35
0C力肘昆

※加温時間:5分間

49 

83 

91.9 

94.8 

82.4 

78.1 

第 6表 ガラス化液への血清添加濃度の検討

76.0 

58.3 

39.2 

31.0 

古
川
刈

区
一
添

理
一
肌

処
一
髄血

融解腔数
直後

生存率(%)

24h後 48h後
脱出脹盤胞透明帯損

率(%) 傷率(%)

24 97.9 93.8 81.3 25.0 b 1.4 

血清10%添加 34 100.0 91.5 83.5 71.3 a 2.1 

血清5%添加 26 94.8 80.8 69.6 20.3 b 6.3 

血清0% 36 96.0 86.9 78.7 29.2 b 14.0 

※ a-b聞に有意差あり(p<O.01) 
ガラス化液:17%EG+ 17%DMSO+O.3M Suc+m-PBS、希釈液:O.3MSuc+m-PBS 

第 7表 フィールドでのダイレク卜移植の検討

供試匹 融解腔数腔損失数移植頭数
E壬娠鑑定状況{頭; 受胎率 移植者別受胎率00
5ts目ム口 不受胎 (%) 経験多い 経験少ない

{本内目壬 A、Bランク 28 I 27 15 12 55.6 50.0 80.0 

体外匪 Aランク 22 。 22 12 10 54.5 45.5 63.6 

{本内目壬 fs;ランク 7 I 6 3 3 50.0 50.0 50.0 

※試作3・4号保存用具使用
低ランク匪は体内陸Cランク3個、分割匹3個

W 考察

超急速ガラス化保存法が開発され，従来のガラス化

保存法より低い濃度の耐凍剤で，高い生存率を確保し

える保存が可能となった4ト7)しかし，ガラス化処理

及び融解操作が煩雑で熟練が必要であり，フィールド

での融解処理は施設器具(顕微鏡など)の使用可能な

場所で行う必要があるなど フィールドで応用するに

は，ガラス化保存器具やガラス化保存及び加温融解方

法について改良・簡易化を進めることが望まれてい

た.

その解決のために，超急速ガラス化保存された腔を

ダイレクト移植できる移植用ストローセット型のガラ

ス化保存用具を試作開発し，ガラス化保存処理や加温

融解処理，ダイレクト旺移植についてその効果の検討

を行ムった.

試験 1では，試作3・4号が凍結融解48時間後の生

存率でクライオトップと同等で高い生存率が確認でき

た.著しく速い速度で匪を冷却するとガラス化が容易

になるため，いかに早い冷却速度を確保するかが重要

とされている 4)-7)試作品はクライオトップと同様

に，微量 (0.5μt以下)のガラス化液量であることや

旺載置台に熱伝導性が高い金属で錆びにくいステンレ

スを使用していることで 凍結速度の急速化を図るこ

とが容易であったといえる.

試験2では，ガラス化液4種類(耐凍剤30"-'40%)

と融解時の加温温度 (25，35
0

C) を検討した結果，両

試験とも区間で凍結融解後の生存性に差がなかった

高濃度の耐凍剤は細胞毒性や浸透圧ショックが細胞傷

害の原因になることが知られており 12) 耐凍剤濃度の

低減化が可能であることが示唆された.

坂元らω もクライオトップを用いガラス化液(10%

グリセリン+20%EG)の耐凍剤濃度30%での凍結融解

48h後の生存性は，耐凍剤濃度40%と同程度であった

と報告しており，本試験結果はこれを支持するもので

ある.

次に，移植ストローを利用したストロー内ガラス化

保存法2.3)や笹らω の超急速ガラス化保存法では，ス
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ト口一内に空気層部が多いため，急速な加温により気

泡が発生し，旺が上部希釈液中に止まって浮遊してし

まうことや膨張ガスによるストローの破損が起こる可

能性があるため，加温融解温度は氷水中または20
0

C'"'-'

25
0

Cの微温湯の温度域で融解している.本試験におい

て，両区に差がなかったのは，気泡が発生しても，保

存用具試作品を希釈液まで押し込むことにより気泡の

影響を受けずに腔を希釈液中に浸水できる構造となっ

ていることや，発生した気泡や膨張ガスは保存用具上

部のガス抜き弁で排出できる構造となっており，加温

温度の違いによる影響がなかったと推察された.

しかし，フラクチャー障害である透明帯破損が 5'"'-'

10%あったことから，その発生を防ぐためには，傷害

の発生しやすい温度域(-130
o
C付近)をやや緩慢に

通過させることや急激な浸透圧変化に対応したガラス

化液への細胞保護物質の添加が重要ゆといわれてい

る.そこで，本試験では，血清添加の影響について検

討したところ，添加割合の高いほどフラクチャー障害

が軽減されることが認められた今後は，最適な細胞

保護物質や保存用具に適した融解方法について，研究

開発が求められる

試験 3では，保存用具試作品を用いて，超急速ガラ

ス化保存した匪のフィールドでのダイレクト移植の受

胎性検討を行った結果 操作性の簡便化と高い受胎率

(54.5%)を得ることができた.移植操作は，移植ス

トローと連結した保存用具試作品を押し込みスライド

させることにより，旺の入ったガラス化液を瞬時に希

釈でき，さらに，保存用具試作品を取り外せば，人工

授精や緩慢凍結法(ダイレクト法)と同様な操作で注

入器にセットできることから，これらの簡便性が移植

経験の少ない技術者でも高い受胎率を得ることにつな

がったと推察された.

しかし，一般的に体内匹の方が体外旺より 5'"'-'10ポ

イント受胎率が高いことが知られているが，本試験で

は差がなかった.体内旺の作成は不慣れな農家庭先で

ほとんと、行ったため，凍結処理などスムーズな操作が

できず，旺の生存性に悪影響を及ぼした可能性があっ

たと思われる.

以上のように，超急速ガラス化保存された旺を簡易

にダイレクト移植できる移植用ストローセット型のガ

ラス化保存用具は，保存性，生存性，受胎性に優れ，

従来の緩慢凍結旺と同様にフィールドでのダイレクト

移植が可能な優位性のある技術である.

今後は，超急速ガラス化保存用具の形状・材質やそ

の使用法などを中心にさらなる改良を進め，保存用具

の製品化と超急速ガラス化匪のダイレクト移植技術の

実用化を図っていく予定である.
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V 摘 要

従来の緩慢凍結法によるダイレクト移植と同様に，

超急速ガラス化保存された肢を農家庭先で簡易にダイレ

クト移植できる市販の移植用ストロー(O• 25m.e) セッ

ト型のガラス化保存用具を試作開発し，その有用性，

実用性を検討した.その結果は次のとおりである.

1 保存用具試作品を用いた超急速ガラス化保存匪

は，従来の緩慢凍結法に比べ，有意に融解後の生存

率，脱出匪盤胞率が高い.

2 超急速ガラス化保存用具のクライオトップに比

べ，試作品は，操作性・安全性に優れ，ダイレクト

移植が簡易にできる.

3 試作品に適した保存方法について超急速ガラス化

保存のためのガラス化液4種類(耐凍剤30'"'-'40%)

と融解時の加温温度 (25，35
0

C)を検討した結果，

両試験とも区間で凍結融解後の生存性に差がない.

4 試作品を用い超急速ガラス化保存した匪(体内・

体外・低ランク怪)を農家庭先でダイレクト移植し

た結果，受胎率は50%以上と高い.
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Establishment of the direct transfer technology 

for the practical use of vitrified bovine embryos 

Fumiaki T AKAHASHI， Hirosi ASO*l 

Livestock Experiment Stαtion ofllαmαgαtα Integrated Agriculturα，1 Reseα'rch Center 1076 

Ipponmαtu， Torigoe，Shinjo， IIαmαgαtαprefecture 990-0041，JAPAN 

Su什1什lary

Using super rapid vilrescence conservation bovine embryos， trial manufacture developed 

the conservation tool of the straw (0. 25mR) set model for simple， possible commercial grafting 

at farm household garden， and we examined the utility. 

By examination 1， we produced vilrescence conservation tool experimentally and developed 

it and weighed viability after the freeze-thawing against a commercial conservation appliance 

Trial manufacture 3.4 was similar viability among four kinds of trial products， and operation 

was superior in handiness， besides. 

By examination 2， we examined four kinds of vilrescence liquid for super rapid vilrescence 

conservation suitable for the conservation tool trial product mentioned above (30-40% of 

cryoprotective agents) and warming temperature (25， 35
0

C) at the fusion 

Viability after the freeze-thawing did not have remainder in interval with both examination 

either. 

By examination 3， direct in the field transplanted it by conservation tool trial product 3.4 and 

conservation manner thought to be the significance in the examination mentioned above 

Conception head count was 30 of them， conception rate 54. 5%， and the conception chance / 

the operability was good. 

* 1 : Fujihira Industry Corporation， Limited. 
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