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技術資料 

 

簡易エライザ（ELISA）によるイネ縞葉枯ウイルス（RSV） 

保毒虫検定マニュアル（案） 

 

 

 

＜本手法について＞ 

 本手法は、発生予察事業の調査実施基準（平成 13 年 農林水産省消費・安全局）に定め

られているイネ縞葉枯病の発生量を予測するための保毒虫率調査において、従来の ELISA

法やラテックス凝集反応法の代替となる技術です。簡易 ELISA 法と簡便な虫体処理を組み

合わせることで、通常の ELISA 法と比べて作業性を大幅に向上させています。本手法を使

用することで、一人あたり 500 検体／1 日の検定が容易に行えるようになります。また、

本手法の手順に従って保毒虫検定を行う場合の 1 検体あたりの費用は約 20 円（検定試薬、

バッファー、マイクロプレート等）で、ラテックス凝集法の約 65 円（検定試薬、マイクロ

プレート）と比べて安価です。 

 

＜ELISA法について＞ 

 ELISA 法は、対象ウイルス粒子または粒子を構成するタンパク質に対する抗体を用いて

ウイルスを検出する手法です。簡便性、経済性、結果の明瞭性、検出感度に優れるなどの

特徴があり、ウイルスの検出法として様々な分野で幅広く利用されています。ここでは、

イネ縞葉枯ウイルス（RSV）の保毒虫検定用に特別に設計した迅速・簡便な ELISA 法を紹

介します。 

 

＜準備＞ 

 検定を実施する前に以下の試薬や消耗品をご用意下さい。 

 

1. 検定試薬 

 日本植物防疫協会から市販されているイネ縞葉枯ウイルス検定試薬（ポリクローナル抗

体またはモノクローナル抗体利用 DAS-ELISA 用セット）を使用します。 

 

日本植物防疫協会 支援事業部 FAX 03-5980-6753 TEL 03-5980-2183 

http://www.jppa.or.jp/mailform/form3.html 

 

 

http://www.jppa.or.jp/mailform/form3.html


- 179 - 

 

2. 緩衝液、試薬 

（1）炭酸バッファー（0.05M、pH9.6） 

 炭酸ナトリウム（無水） (Na2CO3) 0.80g 

 炭酸水素ナトリウム (NaHCO3) 1.47g 

500mlの蒸留水に溶解します（メスアップして 500mlにします。pH調整は不要です）。

日本植物防疫協会から調整済みの炭酸バッファーを購入することもできます。調整後

は冷蔵保存して下さい。 

 

（2）PBS-T（リン酸緩衝生理食塩水+0.5%Tween20） (0.02M、pH7.4) 

 塩化ナトリウム (NaCl) 8.0g 

 リン酸二水素カリウム (KH2PO4) 0.2g 

 リン酸水素二ナトリウム・12 水 (Na2HPO4･12H2O)  2.9g 

 塩化カリウム(KCl) 0.2g 

 1000ml の蒸留水に溶解（メスアップして 1000ml にします。pH 調整は不要です）

した後、Tween20（相当品でも良い）を 0.5ml 加えます。Tween20 は粘性が高くピ

ペットでの計量が難しいため、重量で 0.5g 加えても良いです。PBS を上記の 10 倍

濃度で作り置きして冷蔵保存しておき、必要なときに希釈して Tween20 を添加する

と良いです。日本植物防疫協会から調整済みの PBS-T を購入することもできます。 

 

（3）10%ジエタノールアミン溶液（pH9.8） 

 ジエタノールアミン  50.0ml 

 蒸留水  450ml 

良く混合し、塩酸（1N 塩酸なら約 30ml）で pH9.8 に調整します。日本植物防疫協

会から調整済みの 10%ジエタノールアミン溶液を購入することもできます。 

 

（4）基質溶液 

 p-ニトロフェニルリン酸水素ナトリウムを使用直前に 10%ジエタノールアミン溶液で

1mg/ml に調整します。10%ジエタノールアミン溶液が不要な SIGMAFAST™ p-ニトロフェ

ニルホスファート タブレット（シグマ）や、そのまま使える溶液タイプもあります。 

 

3. 器具 

（1）96 ウェルマイクロプレート 

 ELISA 用のマイクロプレートを使用して下さい。中結合能タイプと高結合能タイプがあ

りますが、RSV 検定試薬は高結合能タイプを使用した方が明瞭な発色が得られますので、

高結合能タイプを使用して下さい。以下に、問題無く使用できることを確認済みのプレー
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トをリストアップします。その他のメーカーのものについても高結合能タイプであれば問

題ないと思いますが、それらを使用する際は事前に、推奨品との比較により問題がないこ

とを確認して下さい。 

推奨マイクロプレート 

Greiner 社 No.655061 

Greiner 社 No.762071（脱着可能な 8 連ウェルとフレームを組み合わせたものです） 

住友ベークライト社 MS-8596F 

住友ベークライト社 MS-7296F（塩化ビニール製のプレートなので、必要な分だけハサミ

で切って使用できます） 

 

（2）マイクロピペット 

 20〜200µl 用、マルチチャンネルのものが便利です。 

 

（3）マイクロチップ 

 20〜200µl 用 

 

（4）マイクロプレートリーダー 

 吸光度測定に使用しますが、無くても問題ありません。 

 

（5）冷蔵庫 

 4℃、コーティング済みプレートや試薬の保管用です。 

 

（6）恒温器 

 37℃、抗体吸着、インキュベーションで使用します。 
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＜実際の手順＞ 

1. コーティング液（一次抗体液）を炭酸バッファーで所定濃度（500 倍）に希釈し、マイ

クロプレートの各ウェルに 100µl ずつ分注します 1）。 

2. プレートをラップフィルム等で包んで 37℃で 2 時間または 4℃で一晩静置します。4℃

で一晩おいたものはそのまま長期保存可能（1 年程度は保存可能）です。 

3. マイクロプレートを逆さにしてウェル内のコーティング液をさっと捨て、マイクロプレ

ートの各ウェルを PBS-T で 3 回洗浄します（PBS-T を適量入れて捨てる、という操作

を繰り返します）。洗浄後はプレートをペーパータオルに 5 回程度たたきつけてウェル

内に残った液体を除去します。 

4. マイクロプレートの各ウェルに PBS-T で所定の濃度（500 倍）に希釈したコンジュゲ

ート液（二次抗体液）を 50µl ずつ入れます。 

5. 各ウェルに虫検体を入れ、ウェル内でガラス棒などを用い磨砕します。虫検体の一部を

ピンセットで潰してから、ウェル内のコンジュゲート液に浸漬するだけでも良いです２）

３）。 

6. プレートをラップフィルム等で包んで 37℃で 2 時間静置します（4℃で一晩静置するこ

とも可） 

7. マイクロプレート内のコンジュゲート液と虫検体を捨て、マイクロプレートの各ウェル

を PBS-T で 5 回洗浄します 4）。 

8. 基質溶液を各ウェルに 100µl ずつ注入し、15−30 分後に結果を判定します 5）。 

 

補足説明 

1） ELISA 法では温度差の生じやすいプレート外周部のウェルは使用しないほうが良いケ

ースがありますが、ここで紹介する RSV 保毒虫検定では外周部のウェルも問題無く使

用できます。 

2） コンジュゲート液（二次抗体液）と虫検体を同時にウェルに入れることで、結果の判定

までの時間を通常の ELISA 法と比べて 2 時間以上短縮できます。通常の ELISA 法と

比べて検出感度は若干低くなりますが、保毒虫率の推定には影響しません。 

3） 写真 1 のように虫検体の一部をピンセットで潰すだけ（圧搾法）でも、ウイルスが検出

できます（ピンセットは 1 検体ごとにティッシュペーパー等で拭き取って下さい。）。圧

搾場所は頭部、胸部、腹部のいずれでも問題ありませんが、胸部を圧搾したときにもっ

とも明瞭な発色が得られます。虫検体胸部を圧搾したときの吸光度は、虫検体を磨砕し

た場合とほぼ同等であり、肉眼でも陽性・陰性の判定が容易です（図 1）。この方法は

虫検体の雌雄や生育ステージにかかわらず利用できます。 

4） プレートの洗浄には写真 2 のような洗瓶を使用すると作業が楽です。洗浄時に虫や溶液

が他のウェルに入ってしまっても、短時間なので問題ありません。 



- 182 - 

 

5） 虫検体が陽性の場合は明瞭な黄色の発色が得られます。洗浄をしっかり行っていれば陰

性のウェルが発色することはありませんので、肉眼でわずかでも発色が認められたもの

は陽性と判定します。マイクロプレートリーダーで吸光度を測定する場合は 405nm の

干渉フィルターを使用して下さい。通常、陰性コントロールの 2 から 3 倍以上の吸光度

を示すものを陽性と判定します。陰性コントロールを省略した場合は、吸光度 0.1以上

を目安として陽性と判定します。 

 

 

写真 1 虫検体胸部の圧搾の写真 

 

 

図 1 胸部圧搾または磨砕により虫検体を処理して簡易 ELISA 法を行ったときの発色基質添加

15 分後の吸光度の比較  
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写真 2 洗瓶によるプレートの洗浄 

 

 

＜注意点＞ 

1. ここで紹介した簡易 ELISA 法は、イネからの RSV 検出にも使用できます。 

2. RSV 以外のウイルスの検出については、本手法の適合性は検証していません。それぞ

れのマニュアルに従って下さい。 

3. 操作が失敗していないことを確認するために、陽性と陰性のコントロールを用意して下

さい。陽性のコントロールには、RSV 感染イネの発病部位または発病部位を重量に対

して 5〜10 倍量の PBS-T とともに磨砕した液の上澄みを使用します。磨砕液は多めに

作って少量ずつマイクロチューブに小分けして冷凍しておくと便利です（一度解凍した

ものは再冷凍せず冷蔵で保存して下さい）。陰性のコントロールには、RSV を保毒して

いないヒメトビウンカを用いることが理想ですが、用意することが難しい場合は RSV

非感染イネを陽性のコントロールと同様に調整して使用します。 
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