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抗血清による植物ウイルス病の簡易診断について

＊ , * 
匠原監一郎・大島信行

はじめに

ウイルス病を防除するためには，病原ウイルス

を早期に診断（検出・同定）する必要がある。種

々のウイルス診断法のなかでも，血清学的手法が

迅速・確実なことは広く認められている c

血清診断では目的に応じていくつかの手法が使

い分けられており．複雑なものから比較的簡単な

ものまである。特に野菜や花舟類の圃場検診では，

対象作物によって感染ウイルスの種類がある程度

限られており，それらのなかからウイルスを特定

する場合には，より簡便ー・的確な血清学的手法が

望まれる。

ここに．キュウリモザイクウイルス (CMV)を

中心にして．タバコモザイクウイルス (TMV),

カボチャモザイクウイルス (WMV), カプモザイ

クウイルス (TuMV)等の野菜類の主要病原ウイル

ス診断に広く適用できると考えられる簡易血清診

断法（簡易二重拡散法）について検討した。

存した。

2 検体試料の調製

被検植物の葉の小片（約 lXlcm)をパラフィ

ルムにのせ， 2~3滴の抗原処理剤を加えて先端

を丸めたガラス棒で十分に麿砕した。麿砕組織を

汁液を含ませたままピンセットでつまみ，試験ス

ライドの寒天平板上に配置した炉紙円盤（書類パ

ンチで打抜いたもの，直径 5111111)にのせる。次に

短冊状に切った炉紙にCMV抗血清を含ませ，炉紙

円盤から 5Jilli離れた寒天上に置いた。

試料と抗血清を配置した試験スライドは，保存

用に使ったのと同様の湿室容器に入れ，室温で 1

晩水平に静置した。

3 結果の判定

試験スライドの裏側から光線をあて，背景に黒

布（または黒紙）を置けば，抗原抗体反応は白色

沈降帯として観察された。

結果および考察

材料および方法 1 試料処理剤の抗原抗散促進効果

1 試験用寒天スライドの作製 CMV感染トマトについて，抗原処理剤の効果を

0.02Mトリス緩衝液 (pH7.0)に精製粉末寒天 調べた結果を第 1表に示した。

(Difeo, Bacto, agar), 食塩，およびナトリウ

ムアヂドをそれぞれ 0.5%, 0.85 %, 0.2 96にな

るように添加し，沸とう湯煎上で撹拌しながら寒

天を溶解した。溶融寒天を注射筒または駒込ヒ°ぺ

ットにとり，通常のスライドグラス (7.6X2.6虚）

に 1.5m£ ずつのせて均ーにはりつけた（試験スラ

イド）。試験スライドは，プラスチック製密閉湿

室容器中の支持台上に水平に置き，使用時まで保
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第 1表 抗及原ぼ処す効理剤果の血清反応に
果 (CMV)

処 理 剤 血清反応al 

薬 品 最適濃度 の強さ

NaOH 1 N ＋ 

NaaP04 2% ＋ 
ピロリジン 4 96 ＋＋ 

Lice 10% +++ 
NaC& > 24% +++ 
KC& 24% +++ 

CaC£2 11 % ＋＋ 
SDSbl 2% ＋ 

蒸留水 ＋＋ 

a) 沈降帯の巾と反応の強さを比較。最も強い
ものを＋＋＋とした。

b) ドデシル硫酸ナトリウム



試料配置後，ウイルス抗原と抗体の寒天中に拡

散する。しかし，抗体の拡散速度はウイルスのそ

れに比ぺてはるかに速く，特にウイルス濃度が低

い場合に．抗原が十分に寒天中に移動する前に抗

体が試料炉紙周辺に達するために，沈降帯が認め

られないことが多かった。

そこで，抗原の拡散を速めるためにウイルス崩

壊剤について検討したところ， 1価の塩類が極め

て有効なことが認められた。 NaceゃKeeがCMV

粒子を崩壊させることは既に報告されており？飽

和食塩を抗原処理剤として使えばCMVが崩壊し，

抗原量の増加と拡散速度の高まりが相まって明瞭

な沈降帯が得られたものと推察された（第 1図）。

ウイルス崩壊によるCMV抗原量の増加は，同時

に検定精度の向上に比例し，ササゲ等への接種に
4) 

よる生物検定に優ることは既に報告した とおり

である。

2 CMVの野外検定

農作物をはじめ，雑草や花木類について簡易二

重拡散法を用いてCMV検定を行った。

ギボウシや梅の若葉のように麿砕粗汁液の粘度

が高いものや，酸度が極めて高いものを除きチ主

要野菜類や花舟類では問題なく検定可能であった

（第 2図） C 

3 長形ウイルスヘの応用

CMVに有効な簡易血清診断法が，同時に他のウ

イルス検定にも適用できるかどうかを検討した。

TMV感染ヒ°ーマン， WMV感染キュウリ，およ

びTuMV感染ダイコン等の葉片を飽和食塩水によ

って麿砕し，簡易二重拡散法に供試した結果，

CMVほどの好成績は得られなかった。

そこで，従来からウイルス崩壊剤として有効と
2) 

されてきたドデシル硫酸ナトリウム (SDS)や
3) 

ピロリジンおよび60%庶糖（寺見ら，私信）を

抗原処理剤としてその有効性を調べた。

いずれの処理剤も食塩とCMVの組合せには劣る

が， SDSはどのウイルスに対しても拡散促進に有

効であった。また， TMV検定には 60%庶糖が有

力な処理剤であることカiWc!,められた。しかし，ヒ°

ロリジンによるウイルスのアルカリ崩壊は抗原性

の劣化を招き，血清反応は著しく弱まった。

長形ウイルスは，球形ウイルスに比べて寒天中

の拡散速度が極めて遅いために，ウイルス崩壊剤

の使用は必須であるが，崩壊抗原は同抗原に対し

て産生された抗体とのみ強く反応するとされてい
2) 

る。このことはCMVの他2~3の例外を除き，今

後検討しなければならない問題である。

おわりに

以上に記した簡易血清診断法は現在のところ

CMV検定に適用可能であり：舟5の地域では既に

実用診断法として利用されている。
&) 

寒天スライドは持ち運びに不便なため，野外検

診のために第 3図に示すようなプラスチックケー

スに寒天を張りつけたものは，それ自体が密封可

能なうえ，衝げきにも強い。結果の判定では寒天

スライド法と同様の明瞭な沈降帯が認められた（第

4図）。

本法をCMV以外のウイルス検定に広く適用する

ために，種々の抗原処理剤等について検討中であ

る。
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第 1図飽和食塩処理の抗原

拡散促進効果（左端

は蒸留水処理）

第 2図 キュウリのCMV圃場検定例

第 3図 プラスチックケースによる

血清試験例

第 4図結果の判定例
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