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摘要：貴重なニワトリの胚盤葉細胞を冷凍保存し、キメラニワトリを介して種の復元を図

る方法を実用化するため、名古屋種の胚盤葉細胞における最適な凍結方法について検討し

た。胚盤葉細胞の凍結は、細胞を単離後、耐凍剤と牛胎児血清（FBS）を含む凍結溶液中
に浮遊し樹脂性凍結容器中に入れ、7℃で植氷後-1℃/分で-35℃まで冷却し液体窒素中に浸
漬して行った。凍結操作の中で①凍結前の細胞の単離方法、② FBS 濃度、③凍結時細胞
密度が凍結融解後の細胞生存率に及ぼす影響を調べた。①細胞の単離方法をピペッティン

グから試験管ミキサーによる短時間の撹拌へ変更すると、凍結融解後の細胞生存率は29%
から51%に向上した。②凍結溶液中の FBS 濃度を20%から80%に増加させると凍結融解後
の生存率が28%から35%になった。また、③融解後の生存率は2胚/0.5ml での凍結では34
%であったのに対し、20胚/0.5mlでは44%であった。
さらにこの3つの改善点を組み合わせると凍結融解後の生存率は60%と、改善前の41%

に対して大きく改善することができ、名古屋種の胚盤葉細胞の凍結保存の実用化に近づく

ことができた。
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The Effect of Modified Cryopreservation Method on Viability of
Frozen-thawed Blastodermal Cells on the Nagoya Breed.
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Abstract：For reconstituting genetic resource(Nagoya breed)with grem-line chimeric chicken made
with cryopreserved biastdermel cells,the experiments were carried out to optimize cryopreservating
conditions.Stage X biastdemal cells were collected from Nagoya breed embryos and dissociated.
Cells were susupended in medium containing cyopretectant and fetal bovine serum(FBS),and
distributed into plastic ampules.Cell susupensions were seeded to induce ice formation at -7℃to -
35℃at 1℃/min,and the ampules were plunged into liquid nitrogen.In the experiments, the effect
of modification of dissociation way,concentration of FBS and cell density on the vaibility of
frezen -thawed calls were investigated.Then change the way of cell dissociation from pipetting to
short time vortexing,viability of frozen-thawed cell tended to be increaced from 29% to 51%.
Increase concentraition of serum in frozen medium from 20% to 80% made viability of thawed cell
from 28% to 35%.The viability of thawed cells were 34% frozen at 2embryos/ 0.5ml,and 4
4% frozen at 20embryos/0.5ml.Furthermore,combination of three modifications make big
improvement.The viability of frozen-thawed cell was 60% for combinated method,and 41% for
general method.This result means the adbance to practical cryoreservation of blastdermal cell of
the Nagoya breed.
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緒 言

現在、高病原性鳥インフルエンザなどの深刻な伝染病

に備えて、名古屋種を始めとする希少な地域特産鶏や優

れた能力を持つ実用鶏の確実な長期保存方法の確立が急

務となっている。

一般的に、ニワトリの長期保存は生体の飼育・継代に

より行われている。しかし、生体飼育で伝染病発生のリ

スクを完全に回避するためには複数個所で飼育を行わな

ければならず、莫大な経費や土地が多く必要となる。こ

のため、生殖細胞等の細胞レベルでの方法が望まれてい

る１）。鶏生殖細胞の長期保存は、精液と初期胚の細胞に

ついて研究がされている１－４）。

精液を凍結保存する方法は融解後の受精率など実用レ

べルに近づいている５）。保存した鶏種を復元するために

は凍結精液を使った戻し交配を繰り返すが、片方の性の

みの保存であるためW染色体上の遺伝情報が失われ、完

全に元の鶏に復元できない。

初期胚の凍結保存には、多分化能を持つ胚盤葉細胞を

用いる方法と原始生殖細胞（以下PGC）を用いる方法が

ある。いずれも保存細胞を個体へ復元するには、保存細

胞を別のレシピエント胚に移植し一旦生殖系列キメラ個

体を作出し、生殖系列キメラ同士の交配または雌キメラ

への凍結精液を用いた人工授精によって行う１－４）。両方

の性を用いるので、理論上保存鶏の完全復元が可能であ

る。

PGCを用いる方法では、PGCの採取はステージ13～ 16６）

の初期胚の血液から分離して行い、個体復元のためのキ

メラ作成は保存細胞を同じ発育ステージのレシピエント

の血流中に移植して行う１－３）。生殖系列キメラの作出効

率は胚盤葉細胞を用いる場合より高いが、PGCの採取と

レシピエントへの移植の操作には習熟が必要である。

一方、胚盤葉細胞を用いる方法では、保存用細胞の採

取は発生ステージⅩ７）の胚盤葉を取り出し細胞を単離す

れば良く、個体復元のためのキメラ作成は保存細胞を同

時期の胚盤下腔内へ注入・移植により行うことができる

１－４,８）。胚盤葉細胞を用いる方法は、PGCによる方法に比

べ、キメラ作出には高度な技術を必要とせず、ドナーと

レシピエントの羽色差によりキメラの早期判別が可能で

ある３）ため、実用技術とするのに適している。

凍結胚盤葉細胞の生殖系列キメラを介した生体への復

元を実用化するには、胚盤葉細胞の凍結保存技術の向上

により凍結融解後に多くの生存細胞を確保することと、

生殖系列キメラの作出効率を高めることが必要である。

しかしながら、名古屋種の胚盤葉細胞を慣行法で凍結・

融解した場合の細胞生存率は低く、凍結方法の改善の余

地が残されている。

そこで、本研究では、凍結保存技術の改善による名古

屋種胚盤葉細胞の凍結融解後の生存率向上を図るため、

慣行法の凍結方法の改善を試みた。細胞の凍結融解の過

程には、胚盤葉細胞の採取、細胞の単離、凍結溶液への

浮遊、凍結・保存、融解があり、それぞれ種々の要因が

あるが、今回は凍結前の処理のうち３点について着目し

た。すなわち、凍結前の細胞の単離方法、凍結溶液中の

牛胎児血清（以下FBS）濃度、凍結時の細胞密度が凍結

融解後の細胞生存率に及ぼす影響を検討した。

材料及び方法

１ 慣行法による胚盤葉細胞の凍結

慣行法による処理の概要を表１に示した。

(1) 胚盤葉細胞の採取と単離

放卵直後の名古屋種の有精卵から胚盤葉期の胚盤をド

ーナツ状の濾紙を用いて採取し、0.1%D(+)-グルコース

を含むリン酸緩衝液(以下PBS-G)中で、中央付近の胚盤

葉明部を直径約3mmに切断し、2つの胚盤を1mlの2%のニ

ワトリ雛血清（以下ChS）を含むPBS-Gに浸漬した。2%ChS

＋PBS-Gを除去した後、2%ChSを含むカルシウム・マグネ

シウム無添加のPBS(以下PBS(-))を1mlを加え4℃で10分

間静置した。2%ChS＋PBS（-)を除去し、0.25%トリプシ

ンと0.04%EDTAを含む2%ChS+PBS(-)を1mlを加え4℃で10

分間静置した後、同量の10%牛胎児血清（以下FBS)を含

むダルベッコのイーグル氏液(以下DMEM)を加えトリプシ
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表１ 名古屋種胚盤葉細胞の凍結処理の概要

処理 慣行法 試験４ 改善区の方法

細胞の単離 トリプシン感作後ピペッティング トリプシン感作後フラッシング

凍結溶液に 凍結溶液の組成：20%FBS＋10%DMSO＋DMEM 凍結溶液の組成：80%FBS＋10%DMSO＋DMEM

浮遊 細胞密度：2胚/500μL 細胞密度：20胚/500μL

凍結 プログラムフリーザーを用い 同左

-1℃/分で-35℃まで冷却

保存 液体窒素中 同左
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ン感作を止めた。1000μLのマイクロピペットによるピ

ペッティングにより細胞を単離・浮遊させ、240Gで4分

間遠心分離した。上澄み液を除去後、細胞浮遊溶液とし

て10%FBS+DMEMを270μL加え同様に細胞を再浮遊させた。

このうち20μLをトリパンブルー染色し、血球計算盤

を用いて細胞の生存率の測定を行い、残りの250μLを凍

結に用いた。

(2) 細胞の凍結溶液への浮遊

プラスチック製凍結用チューブ（COENING製25723-1）

に細胞浮遊液を250μL入れ、等量の耐凍液（20%ジメチ

ルスルフォキシド(以下DMSO)+30%FBS+50%DMEM）を加え

て最終濃度をDMSO10%、FBS20%に調整した。

(3) 細胞の凍結・保存

細胞を入れた凍結用チューブをプログラムフリーザー

（NIHON FREEZER製MH-70F2）のエタノール槽に浸漬し凍

結を行った。-7℃で8分間保持しチューブの温度をエタ

ノール槽と同じにしてから植氷しさらに10分間保持した

後、-1℃/分の下降速度で-35℃まで冷却し、その後液体

窒素(-196℃)に浸し融解まで保管した。

２ 凍結細胞の融解と融解後生存率の測定

液体窒素中から凍結用チューブを取り出し、直ちに37

℃温湯に3分間浸し融解した。細胞を浮遊させプラスチ

ック製15ml遠沈管に移し、DMSOの希釈除去のため、 10%

FBS+DMEMを30秒間隔で100μL、100μL、100μL、200μL、

1000μL、8mL加え、240Gで6分間遠心分離し上澄みを除

去した。細胞は125μLの10%FBS+DMEMに浮遊させ、CO2イ

ンキュベーター（5%CO2、38℃）で3時間培養した後、20

μLを取りトリパンブルー染色を行い生存率を測定した。

３ 試験区分

試験１～３では、慣行法の手法のうち胚盤用細胞の採

取と単離、凍結溶液への浮遊について変更した。さらに

試験４では、試験１から３で得られた成果を組み合わせ

た改善区を設定し、慣行区と比較した。

試験１：細胞単離方法の影響

上述の、１-(1)胚盤葉細胞の採取と単離方法の内、ト

リプシン感作後の処理方法により試験区を設定した。上

記の慣行法により細胞を単離するものをピペッティング

区とし、フラッシング区では試験管ミキサー（SCIENTFIC

INDUSTRIES製 G-560）で数回の短時間の振とう（以下フ

ラッシング）により細胞を単離・浮遊させた。

試験２：凍結溶液中のFBS濃度の影響

上述の、１-(2)細胞の凍結溶液への浮遊の内、細胞を

凍結する時の凍結溶液の最終FBS濃度を変更し、20、50、

80％となるよう調整した試験区を設定し、比較した。20

%区は慣行法の細胞浮遊溶液と耐凍液を用いた。50%区は、

細胞浮遊液を20%FBS+80%DMEM、耐凍液を20%DMSO＋80%FBS

とし、最終FBS濃度を50%に調整した。80%区は細胞浮遊

溶液を80%FBS+20%DMEM、耐凍液を20%DMSO+80%FBS、最終

FBS濃度を80%とした。

試験３：凍結時の細胞密度の影響

凍結時の細胞密度を慣行法の5倍、10倍に高めた試験

区を設定し、融解後の細胞生存率を慣行法と比較した。

2胚/500μL区は慣行法に従い、1つの凍結容器で2胚分の

細胞を500μLの凍結溶液量に浮遊させ（推定細胞数1.6

×10５個/ml）凍結を行った。10胚/500μL区（推定細胞

数8.0×10５個/ml）と20胚/500μＬ区（推定細胞数16.0

愛知県農業総合試験場研究報告第41号

表２ 名古屋種胚盤葉細胞におけるトリプシン感

作後の細胞単離・浮遊方法が凍結・融解後

の細胞生存率に与える影響

細胞の単離・浮遊方法 生存率（%）

ピペッティング１） 29.2 ± 4.6

フラッシング 50.8 ± 13.6

平均値±標準偏差（n=3）5%水準で有意差なし
１）慣行法

表３ 凍結溶液中のFBS濃度が名古屋種胚盤葉

細胞の融解後生存率に与える影響

FBS濃度 生存率（%）

20％１） 27.8 ± 11.5

50％ 29.1 ± 1.4

80％ 34.5 ± 8.2

平均値±標準偏差（n=3）5%水準で有意差なし
１）慣行法

表４ 名古屋種胚盤葉細胞における凍結時の細胞密度が凍結・融解後の生存率に与える影響

試験区 想定細胞密度 実際の細胞密度 生存率（%）

（10５個/ml） (10５個/ml）

２胚/500μL区１） 1.6 1.72 ± 0.67 33.9 ± 11.4

10胚/500μL区 8.0 7.19 ± 1.30 38.8 ± 6.3

20胚/500μL区 16.0 21.0 ± 3.24 43.6 ± 9.4

平均値±標準偏差（n=3） 5%水準で有意差なし
１）慣行法
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×10５個/ml）では、凍結容器あたりの凍結溶液量は変え

ずに胚数を10胚及び20胚に増やし、細胞密度を高め凍結

を行なった。

試験４：改善された凍結方法と慣行法との比較

試験１～３で得られた結果をもとに改善した凍結方法

を用いる改善区と慣行法で凍結融解後の細胞生存率を比

較した。改善区では、細胞の単離・浮遊をフラッシング

により行い、細胞浮遊溶液に80%FBS+20%DMEMを、耐凍液

に20%DMSO+80%FBSを用いて最終FBS濃度を80%とし、１つ

の凍結容器あたり20胚分の細胞を500μＬの溶液中で凍

結した(表１)。

試験結果

試験１：細胞単離方法の影響

胚盤葉細胞の単離をピペッティングもしくはフラッシ

ングを行った時の凍結融解後の細胞生存率を表２に示し

た。慣行法のピペッティングでは 29.2%の生存率であ

ったのに対し、フラッシングでは有意差は見られなかっ

たものの50.8%と生存率が向上する傾向にあった。

試験２：凍結溶液中のFBS濃度の影響

凍結時の溶液中のFBS濃度を増加させたときの融解後

の細胞生存率を表３に示した。慣行法のFBS濃度20%では

生存率は27.8%だったのに対して、FBS濃度50%では29.1%、

FBS濃度80%では34.5%であった。凍結時のFBS濃度増加に

より、有意差は無かったものの融解後の生存率が向上す

る傾向があった。

試験３：凍結時の細胞密度の影響

１容器(液量500μL)に入れる胚数を変化させた場合の

凍結時の細胞密度が、融解後生存率に及ぼす影響を表４

に示した。慣行法の2胚／500μＬでは生存率33.9%に対

し、10胚/500μLで38.8%、20胚/500 μLで43.6%と細胞

密度が上がるにつれ、融解後の生存率が向上する傾向に

あった。

試験４：改善された凍結方法と慣行法との比較

細胞の単離方法の変更、凍結時のFBSの高濃度化、凍

結時の細胞密度を高める事が、凍結融解後の細胞生存率

に及ぼす影響を表５に示した。20個分の胚盤を、トリプ

シン処理後フラッシングにより細胞単離し、FBS最終濃

度80%の凍結溶液500μL中で凍結した改善区の生存率は、

慣行法による凍結を行った慣行区の40.7%に比べ、59.7%

と大きく改善される傾向があった。

考 察

今まで鶏－鶏のキメラの作出では、白色レグホンと羽

色の差が大きい横斑プリマスロックがよく用いられてい

る４、８）が、まだ名古屋種の胚盤葉の凍結保存やこれを用

いたキメラ作出に関する報告がされていない。我々がKino

ら４）の方法を参考にした慣行法で名古屋種の胚盤葉細胞

を凍結したときの融解後3時間の生存率は、表１～４に

も示したようにおおむね30%から40%である。生殖系列キ

メラを介した復元を行うには融解後の生存率向上とキメ

ラ作出効率の向上が必要であると考えられた。そこで、

本研究で胚盤葉細胞の凍結方法の改善による融解後の生

存率向上に取り組んだ。

細胞の単離方法について、マイクロピペットによるピ

ペッティングより、Kinoら４）が行っていた試験管ミキサ

ーによるフラッシングの方が凍結融解後の生存率が高く

なる傾向があった(表２)。ピペッティングよりも適度な

フラッシングが細胞の単離に適していると思われた。

細胞を凍結する溶液には、耐凍剤として10%のDMSOと、

細胞非浸透性の細胞保護剤としての作用がある血清（FBS）

を、慣行法では最終濃度20%添加している。今回、FBSを

80%に増加させると凍結融解後の生存率が改善する傾向

があった。さらに、FBS中の微量成分が凍結前・融解後

の細胞にとって栄養付加因子になった可能性も考えられ

る。このことから、FBSの増量は、融解後の細胞生存率

を向上させるのに有効であると思われる。

凍結に用いる胚の数を2個から20個にして計算上10倍

の細胞密度としたときに生存率が33.9%から43.6%へ改善

される傾向があった。Kinoら４）は、横斑プリマスロック

種の胚盤葉細胞において、凍結時の細胞密度を1.6×10５

個/mlから8.0×10５個/mlへすることで凍結融解後の生存

率を33%から42%へ向上させている。名古屋種の細胞でも

凍結時の細胞密度を高くすることが凍結融解後の生存率

の向上に有効であることが確かめられた。

凍結融解後の生存率が低かった2胚/500μL区では良く

単離していることが多く、生存率が高かった20胚/500μ

L区では細胞塊が残っていることが多かった。また、凍

結時には浮遊させた細胞が容器の底部に沈殿していた。

このことから、多くの細胞を一度に凍結させたり、完全

に細胞を単離しない事で細胞同士がより密集した状態と

なったことが、何らかの良い影響を及ぼし耐凍性を高め

たと推測される。

名古屋種胚盤葉細胞において慣行法による凍結する

と、表２～５に示したように融解後の生存率はおおむね

30～40%と低かった。これに対し、細胞の単離方法、凍

結時の細胞密度、凍結溶液のFBS濃度の改善を組み合わ

せた改善区では融解後生存率は、60%弱と大幅な向上傾

向にあった。Kinoら４）は、ピペッティングで単離した横

斑プリマスロック種の胚盤葉細胞の凍結方法について、

凍結時の細胞密度の改善等により、凍結融解後の細胞生

存率を33%から47%に改善したと報告している。これと比

べても今回の結果は優れたものであり、Kinoら４）の改善

に加えて凍結溶液中のFBS濃度を改善した改善区の方法

をもって胚盤葉細胞の凍結保存技術を向上できたと言え

表５ 凍結方法の改善による名古屋種胚盤葉細胞の

凍結・融解後の生存率に与える影響

凍結方法 生存率（%）

慣行区 40.7 ± 7.6

改善区 59.7 ± 14.1

平均値±標準偏差（n=4） 5%水準で有意差なし
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るであろう。

実際に、凍結保存細胞から復元した品種を維持・改良

するためには、復元鶏の血縁情報が明らかであることが

求められてくると思われる。すなわち、胚盤葉細胞の血

縁情報を明らかにして凍結保存しなければならない。同

一の両親を持つ複数の胚を同時に凍結することはできな

いため、同一家系の胚を1つの容器にまとめて保存を行

うことになるだろう。今回の試験４の改善区の凍結方法

で鶏種の保存を行うには、同一家系の組み合わせででき

るだけ多く雌雄の交配を行い胚盤葉細胞を多く確保する

必要がある。

しかし、稀少鶏など多くの胚を確保できない場合に対

応するためには、今後さらに、少数の胚の細胞を凍結し

融解後の生存率を確保する凍結方法の開発をしていかな

ければならない。

また、Kinoら４）の報告によれば、凍結胚盤葉由来の生

殖系列キメラの作出効率は、9.6%と非凍結胚盤葉由来の

56.3%に比べ非常に低い。鶏の胚盤葉細胞による凍結保

存の実用化のためには、今後、飛躍的な技術改善により

生殖系列キメラを非常に高い効率で作出することが必要

である。
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