
               1 / 7 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

メロン種子のスカッシュモザイク 
ウイルス病検査手法マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               2 / 7 
  

メロン種子のスカッシュモザイクウイルス病検査 

 

ア． 対象作物：メロン 

 

イ． 病原体： Squash mosaic virus （SqMV） 

 

ウ．検査試料：9,400 粒又は 2,000 粒（依頼者の要望に応じて） 

 

エ．前 処 理：なし 

 

オ．方  法：種子ELISA 法 

検査種子を 100 粒のサブサンプルに分け，それぞれ破砕装置（マルチ

ビーズショッカー等）で粉砕する。種子粉砕物 0.5g に対して抽出緩衝液

を 5ml 加えてよく混和し、低速遠心後、5 分以上静置する。得られた上

清液を ELISA 法で調べる。 

 

カ．判  定：ELISA 法で陽性反応が認められたものを陽性と判定する。 
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検査の手順 

 

病原ウイルス：Squash mosaic virus （SqMV） 

対象作物  ：メロン 

病  名  ：スカッシュモザイク病 

方  法  ：ELISA 法 

検査種子数 ：9,400 粒又は 2,000 粒（依頼者の要望に応じて） 

 

Ⅰ．検査の概略 

１．ELISA 用試料の調製 

種子を粉砕して抽出緩衝液を加え、よく混和してから、低速遠心や静置により 

清澄化し、その上清液を検査用試料とする。 

２．ウイルス検定 

上清液を ELISA 法で検査する。 

 

【準備する器具等】 

- 種子粉砕装置（マルチビーズショッカー等） 

- マイクロプレートリーダー 

- マイクロピペット 

- マイクロピペット用チップ 

- 抗血清及びコンジュゲイト 

- 遠心機 

- 冷凍庫 

- 冷蔵庫（4℃） 

- 恒温器（37℃） 

- イオン交換蒸留装置 

- ｐＨメーター 

- 電子天秤 
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Ⅱ．検査方法 

１．種子上の標徴 

1.1. 汚染種子の標徴はない。 

 

２．ELISA 

2.1. ELISA 実施に当たって 

ELISA 法は 100l/ /well 系の DAS-ELISA 法で実施する。ただし，キット化され

た製品を使用する場合は，その製品のプロトコルに従って実施する。 

2.2. マイクロプレートのコーティング 

2.3.1 抗SqMV-IgGをコーティング用緩衝液で適正な濃度に希釈し、各wellに100l

ずつ分注する。 

2.3.2 マイクロプレートを37℃で４時間，または４℃で一晩インキュベートする。 

2.3.3 well内の液物を捨て，PBS-Tweenでマイクロプレートを３回以上洗浄する。 

2.3.4 コーティング処理したマイクロプレートは直ちに使用するか，またはwell

内を空にした後に-20℃で保存する。 

2.3. 検査試料の作製 

2.3.1 抽出緩衝液を準備する。 

2.3.2 検査種子を 100 粒のサブサンプルに分ける。 

2.3.3 サブサンプルごとにマルチビーズショッカーで粉砕し，種子粉砕物の 0.5g を

チューブに取り、5ml の抽出緩衝液を加えてよく混和する。1,000 rpm,1 分程

度の低速遠心により夾雑物を沈殿させた後、さらに 5 分以上静置し，その上清

液を試料とする。上清液は混和した後４時間以内に使う。 

2.3.4 コントロールとして用いる健全及び汚染種子も，同様にして粉砕物の上清液を

作製する。 

2.4. 磨砕汁液のインキュベーション 

2.4.1 コーティング処理を行ったマイクロプレートに検査試料，陽性及び健全コン

トロールを100l/well分注する。 

2.4.2 マイクロプレートを４℃で一晩インキュベートする。 

2.5. コンジュゲイトのインキュベーション 

2.5.1 インキュベート後，PBS-Tweenでマイクロプレートを最低３回以上洗浄する。 

2.5.2 適正濃度のコンジュゲイト液を作製し，100l/well分注する。 

2.5.3 マイクロプレートを湿室状態に保ち、37℃で３時間，または４℃で一晩イ

ンキュベートする。 

2.6. 基質の投入 

2.6.1 マイクロプレートの well 内の液を捨て，PBS-Tween でマイクロプレートを３

回以上洗浄する。 

2.6.2 基質緩衝液を用いて基質溶液を作る。 

2.6.3 洗浄後，直ちに基質溶液を 100l/well に分注し、室温で静置する。 
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2.6.4 基質液投入後，１時間及び２時間後（及び適する時間）にマイクロプレー

トリーダー（A405nm）で吸光値を測定する。この際，陽性試料及び健全試

料が正常に反応しているかどうか，確認する。もし，いずれかのコントロ

ール試料，もしくは両コントロール試料が正常な反応を示さない場合，検

査をやり直す。 

 

2.7. 判定 

得られた吸光値を次式によって判定する。健全試料の平均値（X）を 2.5 倍する。

この計算値より高い吸光値を示す試料を陽性と判定する。 

 

                          2.5 × X 

 

注）使用する IgG によっては、健全の吸光値がブランク値とほぼ同じ値を

示すことがある。この場合は、経験をもとにした適切な判定基準を設ける。 

 

３．操作上の注意点 

-  各緩衝液は４℃で保存する。 

-  各ステップの間や洗浄後のマイクロプレートは，乾燥させないようにすること。 

- 洗浄：洗浄操作は，非特異反応やバックグランドを低減させるための重要なポイン

トであり，しっかり行うこと。 

- インキュベーションする時は、well 内液の蒸発を最小限に抑えるため，マイクロプ

レートは蓋をし、湿室条件を保つこと。 

- ELISA では抗血清の品質が最も重要であるため，信頼性の高い抗血清を使用する

こと。 

  
 
Ⅲ．評価 

 検出法及び検出された病原の学名，検査したサブサンプル数に対する陽性サブサンプル数

を記録する。 
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Ⅳ．緩衝液 

 

コーティング用緩衝液 

1.59 g  Na2CO3, 2.93 g NaHCO3 を 1,000ml の蒸留水に溶解後，pH 9.6 に調整

する。 

 

PBS-Tween緩衝液（PBS-Tween） 

 まず、0.1M PBSを作り、5倍希釈して0.02M PBS-Tweenを調製する。 

［0.1M PBS］ 

NaCl   40.0 g 

KH2PO4   1.0 g 

Na2HPO4・12H2O 14.5 g 

KCl    1.0 g 

NaN3    1.0 g 

溶解後，1,000mlにメスアップする。 

 

［0.02M PBS-Tween，pH7.4：PBS-Tween］ 

0.1M PBを蒸留水で5倍に希釈。 

Tween 20を 0.5ml/1,000ml加える。 

 

抽出緩衝液 

NaCl    8.0 g 

KH2PO4   1.0 g 

Na2HPO4・12H2O 14.5 g 

      を約850mlの蒸留水に溶解し、さらに 

Oxalbumine (Grade II)   2.0 g 

Tween 20  10.0 ml 

PVP (mol wt. 10000)    20.0g 

を加えて溶解した後、蒸留水で全量を 1,000ml にする。 

 

基質用緩衝液 

850 ml の蒸留水に 97 ml のジエタノールアミンを加え，HCl（f.e. 36.8%）で pH 9.8

に調整する。蒸留水で全量を 1,000ml にする。 
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参考情報 

   本検定に使用するマイクロプレートには、検出感度を高めるため NUNC 社製 Maxi sorp

（品番：439454、結合能タイプ：マキシソープ（高結合能タイプ）、最大 650ng/cm2）

を用いることを推奨する。 

 


