
パンチングメタル利用によるブタ胚ガラス化保存法の検討
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ブタ胚のガラス化保存技術の実用化をめざして、加温後の生存率向上および操作の摘要：

簡易化と低コスト化を目的とした技術改良を行った。今回は、低価格で入手が容易なアル

ミ製パンチングメタルシートからガラス化保存器具を作成し(PM)、ガラス化保存を実施し

た。加温後の胚生存率、透明帯脱出率および生存胚の細胞数を従来の（オープンプルドス

トロー）OPS法で実施した場合と比較した。加温24時間後の胚生存率および加温48時間後

までの透明帯脱出率はOPSとPMでそれぞれ83.0%と87.1%および76.8%と78.3%で有意差はな

かった。生存胚の細胞数もOPSとPMでそれぞれ99.8±9.5と97.9±22.1で有意差はなかった。

以上の結果からPMはOPS同様に、ガラス化保存用器具として、高い実用性を有すると考え

られた。
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緒 言

近年、豚肉輸入量の一層の増加が想定され、県内の

養豚業は内外の厳しい競争に直面している。このよう

な競争に打ち勝つには、良質な豚肉を低コストで生産

することが求められる。この一つの対策が優良系統を

利用した豚肉生産と考えられる。愛知県農業総合試験

場では、これまで、養豚農家や消費者のニーズに応じ

た系統を開発、配給し、県内の豚肉生産に役立ててい

る。

系統開発には数多くの優良遺伝資源を必要とする。

ところが最近では国内の育種素材としての種豚群が激

減している 。それに加えて、オーエスキー病により1）

広域的な種豚の流通が困難で、さらに海外での豚コレ

ラなど悪性伝染病の発生により、ますます優良遺伝資

源を確保しにくい状況にある。また系統維持について

は、系統群規模を拡大して血縁の上昇を防ぐ必要があ

るが、飼養規模に制限があり、期間延長のための有効

手段がない。

これらの対策として、胚の凍結保存技術（ガラス化

保存）は極めて有効な手段と考えられる。適切な手法

で処理された胚は半永久的に保存可能で、雌ブタに移

植すれば必要な時点で保存胚から子豚を得ることがで

きる。さらに伝染病の伝播を抑制し、低コストで流通

させることができるため、効率よく優良な遺伝資源を

確保できる。また系統維持で集団の血縁が上昇しても

保存胚から血縁の低い集団への回復が可能となる。

しかしながら、ブタ胚のガラス化保存技術は、ウシ

胚などに比べ、低温に対して極めて弱い性質があるた

め 開発が遅れていた。ところが近年、極少量の凍結2）

液（ガラス化液）とともに胚を液体窒素（LN ）に投入2

し、一瞬にして-196℃まで冷却する超急速冷却法が考

案された 。この方法ではブタ胚の弱点がかなり克服3）

され、加温後に比較的高い生存率が得られるようにな

った。愛知農業総合試験場でもこの方法に基づき、独

自に改良を加えて、繰り返し子豚を得ることのできる

技術を開発した 。改良のポイントの一つはオープン4,5）

プルドストロー（OPS）をブタ胚ガラス化保存用の器具

として採用したことである（OPS法 。OPSは従来使用し）

ていた0.25ml用ストローを引き伸ばして、その直径を

極細くしたもので、より高い熱伝導性を有する。他の

研究機関でもOPS法による成績向上を報告しており 、6-8）

冷却および加温スピードの向上が改良ポイントとして

挙げられている。

しかし、OPS法はブタ胚のガラス化保存において、優

れた方法ではあるものの、国内での製造販売がないこ

とからOPSの入手が難しく、普及面での問題がある。一

方、20個程度の胚を移植した場合の受胎率が50～60%、

総移植胚数あたりの胚生存率は10～20%とまだまだ低

く、実用化のためには受胎率および産子数の増加につ

ながる技術改良も必要と考えられる。そこで本研究で

、 、は 愛知県農業総合試験場で開発したOPS法をベースに

比較的入手しやすい材料を利用した方法によって、技

術の改良を目的とした。今回、加工が容易で、ガラス

化保存に必需な熱伝導性が高いと考えられるアルミ製

パンチングメタルシートからガラス化保存器具を作成

し、ブタ胚のガラス化保存を実施した場合、技術の実

用化の可能性を検討した。

材料及び方法

１ 胚の採取

（ ）実験に使用した胚 胚盤胞：BL～拡張胚盤胞：ExpBL

は性成熟前および成熟後の雌豚から採取した。効率よ

く胚を採取するための過排卵処理として、ウマ絨毛性

（ ） 、性腺刺激ホルモン eCG：三共 1500IUを筋肉内注射し

その72時間後に胎盤絨毛性性腺刺激ホルモン（hCG：三

共）500IUを筋肉内注射した。人工授精はhCG接種24～30

時間後に行った。人工授精6日後、開腹手術またはと殺

後に子宮灌流して胚を回収した。灌流液は10%牛胎児血

清（FCS）を加え、Hepes緩衝した修正CZB液を使用し

た 。回収した胚は実験に使用するまで、成分調整し、4）

浸透圧を低く設定した修正CZB液（培養液）に移して、

5%CO 、5%O 、90%N 、38℃に設定したマルチインキュベ2 2 2

ータ内で保存した。

２ ガラス化保存用器具と使用方法

ガラス化保存用の器具はOPSとアルミ製のパンチン

グメタルシート（PM：Hikari、縦×横×厚さ；400mm×

200mm×0.3mm）から幅約2m、長さ5.5～6.0mmに切断し

たものを使用した（図１ 。OPSのストローへの胚の充）

填は既報 に従った。PMでは、約1μlの凍結液ととも5）

に胚をメタルに付着させ、そのままLN 内に投入した。2

なおどちらも1度に処理する胚数は3～5個とした。

３ ガラス化保存および加温方法

ガラス化液はPBS（Gibco）に、溶液安定のため0.5%

牛血清アルブミン（BSA：Sigma）と7%ポリビニルピロ

リドン（PVP(10)：Sigma）を加えて基本液とし、エチ

レングリコール（EG：Sigma）とガラクトース（Gal：

Sigma）を加えて7.2M EG＋1.0MGalを作成した。またガ

ラス化冷却前の室温での前平衡液として、4%PVPの基本

液にEGを加えて2.5M EGとした。胚のガラス化保存は25

℃の室温下において、胚を前平衡液に5分間静置して平

衡し、ガラス化液に胚を移した後、50秒以内に保存用

器具とともにLN 内に投入した。ガラス化保存した胚は2

1週間以上LN 内で維持した。加温後のガラス化液除去2

は3段階希釈により行った。第１段階希釈液は0.5%のBSA

を加えたPBS（modified PBS:m-PBS）にGalを加え、1.7
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M Galとした。第2段階希釈液はm-PBSとFCSを9：1の割

合で混合して基本液（10%FCS＋m-PBS）とし、EGを加え

て1.0M EGを作成した。第3段階希釈液は第2段階希釈液

と同様にして、0.5M EGを作成した。すべての希釈液は

38℃に温度平衡して使用した。加温操作は、LN から第2

1段希釈液に胚を投入し、2分間静置し、続いて第2、第

3段階希釈液でそれぞれ1分間処理した。希釈後、38℃

の10％FCS＋m-PBSおよび培養液で胚を洗浄し、培養液

に移して5%CO 、5%O 、90%N 、38℃に設定したマルチイ2 2 2

ンキュベータ内で培養した。

４ 加温後の胚評価

胚の生存判定は、加温24時間後の観察でガラス化保

存前の形状に回復またはさらに発育している胚を生存

と判定し、透明帯脱出状況も調べた。また24時間以内

に透明帯脱出していない胚については、48時間後まで

観察し、透明帯脱出の状況を観察した。さらに加温24

時間後に透明帯脱出したものと、それ以外の胚は48時

間後に固定、酢酸オルセイン染色し、胚の細胞数を測

定した。

５ 統計処理

加温後の胚の生存成績について分散分析を行い、ガ

ラス化保存に使用した器具（OPSおよびPM）の違いによ

る有意差の有無を調べた。

試験結果

１ ガラス化冷却・加温後の胚の生存成績

表１にOPSおよびPMを用いてガラス化保存した胚の加

温24時間後の生存率、および48時間後までの透明帯脱

出率を示した。どちらの処理でも、ガラス化冷却加温

直後に胚は一旦収縮するが（図２ 、その後徐々に形状）

を回復し始めた。24時間後にはほとんどの胚が透明帯

脱出もしくは元の形状を回復、維持し（図３、図４ 、）

胚生存率はOPSとPMがそれぞれ83.0±20.9%と87.1±

13.8%で有意差は認めなかった。また透明帯脱出率も

73.2±23.4%と73.8±25.5%で有意差（P＞0.05）はなか

った。

２ 生存胚の細胞数

表２に生存胚の細胞数を示した。OPSとPMの生存胚の

細胞数はそれぞれ99.8±9.5と97.9±22.1で有意差は認

められなかった。加温後24時間以内に透明帯を脱出し

た胚の細胞数も103.1±8.3と102.4±19.7でほぼ同じで

あった。また24時間以内に透明帯を脱出しなかった胚

     
凍結保存

用器具  
処理

胚数  
加温 24 時間後の  
生存率％  
（総生存胚数）  

加温後 24 時間までの  
透明帯脱出率％  
（総透明帯脱出胚数）  

加温後 48 時間までの  
透明帯脱出率％  
（総透明帯脱出胚数） 

OPS 20 83.0±20.9（16）  73.2±23.4（14）  76.8±17.6（15）  
PM  30 87.1±13.8（25） N S  73.8±25.5（20）  N S 78.3±17.3（22）  N S  

     
 

 O P S：オープンプルドストロー  P M：パンチングメタル  表中の数値は平均±標準偏差  

N S： O P S 区との間に有意差なし  

 

 表 1 凍結加温後の胚の生存率と透明帯脱出率 

    
凍結保存

用器具 
生存胚（総胚数） 
 

加温後24時間以内に

透明帯を脱出した胚

（総胚数） 

加温後48時間まで 
培養した胚 
（総胚数） 

OPS 99.8±9.5（16） 103.1±8.3（14） 78.3±20.2（2） 
PM 97.9±22.1（25）NS 102.4±19.7（19） 74.3±16.9（6） 

    
 

 表2 生存胚の細胞数 

 OPS：オープンプルドストロー PM：パンチングメタル 

表中の数値は平均±標準偏差 NS：OPS 区との間に有意差なし 
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 穴は必ず左に開

いているように

する。  パンチングメタルの表面に胚を含

んだガラス化液を付着させ、その

まま液体窒素に投入する。 

 図１．アルミ製パンチングメタルシートを 
利用したガラス化保存用器具 

は、どちらで処理した場合でも、24時間以内に透明帯

を脱出した胚に比べ、細胞数が少ない傾向にあった。

考 察

ブタ胚のガラス化保存では、ごく少量のガラス化液

とともに胚を直接LN に投入して保存する超急速冷却法2

が主流になっている。この方法では0.1秒以内に室温か

ら-196℃に冷却することで、胚が低温に暴露される時

間を極めて短くしてガラス化することができるため、

今まで保存が難しかったブタの初期胚について比較的

高い生存率を得ることができる。愛知県農業総合試験

場で利用しているOPS法以外にもCryotop法 、Micro-9,10）

droplet法 、SSV法 やMMV法 など様々な方法によっ7 11） 12））

て、ガラス化保存した胚から子豚が生まれたことを報

告している。OPS法以外の手法では、ストローのように

胚を容器の内に封入する形式ではなく、器具の表面に

胚を付着させLN と直接接触したような状態で保存して2

いる。またCryotop法やMMV法で使用されるEGやジメチ

ルスルフォキシド（DMSO）など凍結保護物質の容量が

OPS法で使用される量よりも少ない。このことはCryotop

やMMVでの冷却スピードがOPSよりも速く、そのために

低容量の凍結保護物質でも十分な凍結保存効果を得る

ことができることを示唆している。超急速冷却法の欠

点は細胞毒性の高い凍結保護物質を高濃度で使用しな

ければならない点であり、ガラス化冷却・加温後の胚

移植の受胎率や産子数を増加させるには、やはり凍結

。保護物質の容量を可能な限り抑える必要が考えられる

さらに今後、ブタ胚のガラス化保存技術を実用化して

いくためには、手法の簡素化および低コスト化も必要

である。この点に関して、現在使用しているOPSは、胚

のストロー内への封入や排出させるための技術の習熟

を必要とする。またOPSが国内で製品化がされていない

ため、自作するか海外から取り寄せる必要があり、今

後の普及やコスト面で問題がある。今回、これらの点

を考慮して、加工が容易で、ガラス化保存効果が高い

と考えられるアルミ製パンチングメタルシートを利用

した超急速冷却法の可能性を検討した。

アルミ製パンチングメタルシートは縦横20cm×40cm

または30cm×40cm、厚さ0.3mmのアルミ製シートで、直

径3mmの穴が等間隔でパンチされている。器具を加工す

るにあたり、ある程度の硬度が必要であり、銅や鉄性

のシートに比べて柔らかく加工しやすい素材であるこ

とから、アルミ製を採用した。またシート1枚あたりの

価格は1000円前後で、20cm×40cmのシートの場合、約5000

個の器具を作成でき、1個あたりの材料費は0.2円であ

る。また図1ように胚をシート上に添付する形で保存す

るため、OPSよりも操作が単純で、かつ胚を含んだ容積

が小さいため、より速い冷却スピードが期待できる。

さらに図１のようにパンチの穴が開いた向きを一定に

して使用することで、LN 内にあっても器具の表裏が瞬2

時に判別できるように工夫した。以上の点から、この

器具を使用した場合にガラス化保存後の高い生存率が

得られるならば、十分な実用性を有すると思われる。

今回の結果において、PMを使用してガラス化保存し

た場合の加温、培養後の胚生存率は、OPSと比較してほ

とんど変わらず、他機関で報告されている成績と比べ

ても遜色ないものだった 。また生存胚の細胞数につ6,8）

いてもPMとOPSで処理間の差がないことから、PMを使用

しても胚の品質は高く保たれることが分かった。また

今回データには示していないが、PMを使用した場合で

も、ガラス化冷却・加温処理の操作中に紛失した胚は

なかった。従って、PMは豚胚のガラス化保存技術にお

いて、十分に実用可能な器具と考えられる。

今後はPMを使ってガラス化保存した胚の個体への発

生能を確認する必要がある。実用化に必要なのは受胎

率および産子数の向上であり、技術の改良がこの点に

生かされなくてはならない。また今回使用したガラス

化液はOPSを利用した場合に適した組成になっている。

PMはOPSと比較して、より速い冷却速度により胚をガラ

ス化保存できることが予想されるため、PMに合わせた

ガラス化液の組成を検討する必要がある。特にEGやDMSO
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など凍結保護物質の容量を低減できるのであれば、毒

性の低いガラス化液を使用することができるため、高

い胚生存率さらには子豚への発生能を獲得できるかも

しれない。

今回PMがOPSに劣らないガラス化保存器具の可能性を

示すことができた。ブタ胚のガラス化保存技術は系統

造成をはじめとした育種や種豚の維持の低コスト化、

さらには種豚の流通において、安全で簡易なシステム

などの実現を可能にする技術である。今後さらに研究

を進め、早急に実用化が実現するようPMを利用したガ

 図２．PM を使用したガラス化冷

却加温直後の胚 

 図３．PM を使用したガラス化冷

却加温 24 時間後の脱出胚盤胞 

 図４．PM を使用したガラス化冷

却加温 24 時間後の生存胚 
 

ラス化保存法を改良していきたいと考えている。
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