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小型磁気共鳴イメージング装置 (M悶)によるリンゴ幼果に食入した

モモシンクイガ幼虫の検出

井原史 雄 1，* ・柳沼勝彦 l ・石田信昭 2 ・小泉美香 2

l農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所

2農業・食品産業技術総合研究機構食品総合研究所

Non-destructive Observation of Peach Fruit Moth， Cαrposina sasakii Matsumura (Lepidoptera: Carposinidae)， in 
Young Apple Fruits by M則 FumioIHARA，I.* Katsuhiko YAGINUMA，I Nobuaki ISHIDA2 and Mika KOlZUMI2 I Na-

tional Institute of Fruit Tree Science; Fujimoto 2-1， Tsukuba， Ibaraki 305-8605， Japan. 2 National Food Research In-

stitute; Kannondai 2ーlー 12，Tsukuba， Ibaraki 305-8642， Japan. Jpn. Jペppl.Entomol. 2001. 52: 123-128 (2008) 

Abstract: Using a 1-Tesla dedicated magnetic resonance imager (MRI)， we non-destructively observed the larvae of a 

peach fruit moth， Carposina sasakii Matsumura， in young apple f切itsless than 30 mm in diameter. MR1 detected lar-
vae as small as 1.5 10 2.0 mm long and narrow pits in injured fruit 10 days after eclosion of adult moths. A larger larva， 
10 mm long and 2 to 3 mm wide， was clearly observed， together with its excreta， in an infested fruit 15 days after eclo-

sion. Larvae were detected in sliced images. The accumulated excreta in the fruits was visualized by maximum inten-

Slty pr句ection(MIP) images created介om3D image data. 3D spin-echo imaging allowed the creation of high-resolu-

tion images， but it required measurement over 15 h. In contrast， 3 D gradient-echo imaging required measurement for 

only 1 to 2 h， and could detect large larvae and their cavities in介uit.Improvement of measurement conditions will be 

necessary to obtain clear images of small larvae. 

Key words: Apple; peach fruit moth; non-destructive observation; MRI 

緒 三三r
仁ゴ

モモシンクイガ (Carposinasasakii Matsumura)は，リン

ゴ栽培において最も有害な昆虫である.モモシンクイガの

幼虫の食人を受けた果実の流通は，商品価値を低 Fさせる

ばかりでなく，産地のイメージの低下にも繋がることから .

完全に駆除あるいは除去する方法の開発が急がれている.

その発生生態については詳細な報告がされている(梶野 ・

中尾， 1978;成田ら， 1978;成田， 1986， 1987). すなわち，

本害虫の成虫はリンゴ果実の果柄あるいは果等に産卵し，

ふ化した幼虫は果実中に食入し，果実内部を食害する.ふ

化幼虫が食入した果実表面の痕は非常に小さく.侵入口か

ら果汁が漏出する幼果の時期を除き，侵入痕は見出しにく

い.また，本種は虫糞を果実外に出さないので，果実の外

見上の変化が少な く.果実内部の食害の有無を外観から検

出することは難しい.そこで 食害の非破壊的な検出法が

求められている.

農産物中の害虫を非破壊で検出する技術については，穀
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物で近赤外装置 (Dowellet al.， 1998; Maghirang et al.， 2003) 

および軟 X線装置 (Fornalet al.， 2007) によってコクゾウム

シの生育ステージを区別して検出できることが報告されて

いる.また，リンゴ果実については，近赤外装置で果実内

の褐変を測定することによりモモシンクイガの被害果を

90%以上の精度で非破填的に検出できることが報告されて

Lミる (Toyoshima et al.， 2006). 

一方，大型の医療用磁石を使用した，または，超伝導磁

石を装備したミクロ構造が観察可能な磁気共鳴イメージン

グ装置 (MRI)によってではあるが，コウチュウ目，バッ

タ目，チョウ目，カメムシ目，ハエ目.ハチ目見虫の体内

のミクロ構造を観察することができ，昆虫研究における

MRIの高い応用の可能性が示唆されている(Callaghan， 

1991; Hart et al.， 2003) .さらに， MRIによって非破壊的に

果実内部の組織形態を観測できること (Chudekand Hunter， 

1997) ，また，果実の生理的障害や物理的作用による組織

の損傷を可視化できること (Faustet al.， 1997;小泉ら .

2006) も示されているので，理論上は， MRIによってリン
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ゴ果実内の食害された組織と同時にモモシンクイガを検出

することが可能であると考えられた. しかしながら.果実

に食人した幼虫を MRIで検出した報告はなく.果実中で

の幼虫の検IIHがIJI能かどうかは不明で、あ った

本研究では， qz育初期の幼虫を検出するために必要な

0.12mmの空間分解能を持つ lテス ラ小型 MRI (1くolzuml

et al.， 2006) を用いて. 5-6月の繁舶期において者果直後

のリンゴガ')*に食入したモモシンクイガの幼虫の検出，お

よび食人によって倒傷を受けた内部組織の形態観察を目的

として撮像を行った.永久磁石を装備し， 一般研究室の 3

平方メー トルほどの空間に他の測定機出と共に投置で、きる

小型 MRIの昆虫研究への応用は初めての試みであり，果

実外から では観測しにくい幼虫の食入経路および食害の進

行状況などを可視化できたことは，新事実である.

本研究は，農林水産省. I先端技術を活用した農林水産

研究高度化事業(果実輸出における害虫付着:巣および食入

果の流通阻止技術)Jの一環で実施されたものである 本

研究を遂行するに当たり MRIについてアドバイスを頂い

た， くぬぎ山蛍雪研究所・狩野広美博士に感謝の患を表

する

材料および方法

1. 供試果実

リンゴ幼果は，果樹研究所リンゴ研究拠点(岩手県様岡

市)の殺虫剤1!l~ijx{fi圃場のリンゴ樹(品種はふじを中心と

した数品種)から 6月中旬に採取し .モモシンクイガの卵

が付着・した果実を選別した.果実は，温度 200C. 日長

16L-80の条件で飼育し. 2週間後，ふ化した幼虫の侵入が

認められた果実を.食入果とした.ふ化後約 10日後. 15 

日後. 25日後の果実について て連で MRIによる調査を

行った.果実は 50ml容プラスチック遠沈管に入れ (Fig.

1) .位置を固定して MRI装置に持入した

2. MRI撮像

食品研究問に開発された磁湯強度 lテスラ (T)の永久

磁石を備えた小型 MRI装置 (42.58MHz， MRTechnology， 

Tsukuba， Japan)を使用した (Fig.2， Koizumi et al.， 2006). 

磁場企J配の読み出し (read.Gx) は40mT/m.位相エンコー

ド (phase，Gy) は 35mT/m. 撮影断層 (slice.Gz) は 52

mT/m とした.検出器の直径および撮像範凶は 30mmであ

り，以トの 3種頒の画像化法を使附した

二次元データ収集は 20スピンエコー法によ って行った.

TR (repetition time) = 1 s. TE (echo time) =7 ms.画像断層厚

は 3.6mm. マトリックスは 128X128. 積算 4回とした.取

り込んだデータは 128x128のマトリ ックスで画像構成を行

い.画像の平面分解能は 0.23mm. 撮像時間は 8.5分で

あった次元データ収集における 3Dスピンエコー法は.

Fig. 1. Sample holder: a plastic centrifuge tube (30 mm in diame-

ter) with young apple fruit. A circular lesion (arrow) marks the 

entry point ofthe larva 

Fig. 2. The small. dedicated MRI used for measurements. A: Pennanent magnet with I-T field strength (a) and an MRI spectrometer (b). B 

Console running Microsoft Windows 98. The apparatus requires 2 to 3 m2 and can be set up in an ordinary air-conditioned room 
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TR=0.8 S， TE=7 ms，マトリックス 256X128X 128，積算 4

回の条件でデータ収集を行った.画像構成マトリ ック スは

256X256X256で画像分解能は 0.12mm，撮像時聞は約 15

時間であ った.また， 3Dグラデ ィエントエコー法は，

TR=O.I s， TE=2.18ms，マトリックス 128X128X128.fi'i 

算4回の条件でデータ収集した.画像再構成マトリ ック ス

は 128X128x 128で画像分解能は 0.23mm，撮像時間は 2

時間弱であ った.ラジオ波のフリップ角を 30度または 90

度に設定した.

スピンエコー法で撮像した画像は .水および脂肪の密度

(含有量)と運動性によ って コントラストがつく. 予備婦

像では TRを長く， TEを短く設定し密度によってコントラ

ストを得ることが有効で、あったが，本研究では，撮像時間

短縮のために TRを適切に短く した弱い TI (スピン ー格子

緩和時間)強調画像を用いた. TI強調画像は空間分解能

に[量れた撮像シークエンスである. TEを長く する T2 (ス

ピン ースピン緩和時間)強調画像は組織分解能に慢れた撮

像シーク エンスであ り，予備撮像では T2強調で食害孔が

明瞭となったが.リンゴ果実では信号減衰が強いので.本

研究では， 短い TEを設定した.スピンエコー法の結果は，

総体的にはプロトン密度画像である.

グラディ エントエコー法は撮像時間が短くでき.筋肉の

水と脂肪組織のように構造的粗密による磁化率の変動が著

しく異なる組織の識別に効果的な撮像シークエンスである.

本研究では TRを知く設定したが，ラジオ波のフリップ角

を低く (30度)すると水および脂肪の密度が反映された画

像(プロトン密度画像)が得られ.フリ ップ角を高く (90

度)すると組織構造の差異が反映された TI強調画像が得

られた.

結 果

1. リンゴ幼果に食入したモモシンクイガ幼虫の検出

モモ シンクイ ガふ化幼虫の食入約 10日後の果実につい

て.3Dスピンエコー法で撮像し，得られた 256枚の連続

する断層画像から幼虫の観策された画像を Fig.3Aおよび

Bに示した.幼虫の成育初期であり食害された組織が微少

であ ったので，撮像時間は 15時間と長くなるが，分解能

を上げコントラストを強くすることのできる 3Dスピンエ

コー法により画像化した.水および脂肪の密度が高い組織

は信号が強く，画像上では臼く映り，果実内部の空洞また

は孔隙は，そこからの信号がないので黒く抜ける.架実の

縦断面的枚目の断層画像 (Fig.3A) には幼虫が通過した

と思われる細い孔隙(矢印 a) が認められた.その細い通

路が種子に至った位置の孔に存在する矢印 bを付けた微小

な信号は.84から 102枚目までの 2mmの厚みに相当する

断層画像で確認できることから，幼虫の横断面と考えられ

る.幼果の種子は水が多く ，強い信号を与えるはずで、ある

Fig. 3. Images of fruit naturally infesting the field. A and B: Lon-

gitudinal (A) and transverse (B) sections of fruit at 10 days 

after infestation measured by the 3D spin-echo method in a 

256x256x256 matrix with 117-μm resolution. C and 0: LOI ト

gitudinal sections of fruit at 15 days after inたstationmeasured 

by the 3D gradient-echo method (flip angle 300
) in a 128 

x 128x 128 matrix with 0.23 mm resolution. C and 0 are 900 

to one another (rotated around axis). Arrow a shows a thin 

hole eaten by the larva， and arrows b to e show the larva 

が.この|踊像では食害を受け信号が弱く，左側の種子は中

身が認められず.右側の椅子は中央部のみ残り. 1::下部分

が欠落していた.

果実の横断面 (Fig.3B)について， 152枚目の断層凶l像

をぷす. 左 上部には果実外部から通じる幼虫が食人した孔

隙が存在し ，その端に認められる矢印 cで示す椅円形信号

は，連続断層画像における形状から幼虫であると考え られ

た.横断面の画像においても種子は完全な形を保っておら

ず，幼果においては種子が食害を受けていた

Fig. 3Cおよび Dは，食入約 15日後に 3Dグラディ エン

トエコー法で撮像した 128枚の断層から選抜した画像であ

る.ラジオ波のフリップ角は 30度とした.本撮影条件で

は.画像には果肉および椅子の水，または，幼虫体内の水

と脂肪など信号源の密度によってコントラストがつく. Fig. 

3Cでは，成長した幼虫(矢印 d) とと もに食害部の大きな

孔隙が検出された.果肉組織と信号源がない食害孔のコン

トラストは明瞭であり.食害した孔に虫糞が大鋸屑のよう

に散らばっていた.果肉と幼虫の信号強度に明らかな違い

はなかったが，形の特徴から棒状の影像は幼虫であると考

えられ，太さ 2-3mm.長さ 10mm程度であった. Fig.3D 

は.Fig. 3Cを90度水平に凶転した果実の中心付近の断層

であり，虫は横断面となり，円形となった(矢印 e).
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Fig. 4. 1mage changes due to larval movement. Measurements were made by the 2D spin-echo method with a spatial resolution of 0.23 mm and 

a slice thickness of 3.6 mm. A: 0 min; B: 20 min; c: 180 min. Arrows a and b show the larva， and arrow c shows the area eaten by the larva 

2. 幼虫の運動による画像の変化

Fig. 4A-Cは， Fig. 3Cおよび D と同一果実について，

Fig.30と同じ方向で 20スピンエコー法によって時間を変

えて撮った画像で、ある.最初に左の画像 (Fig.4A) を撮

り，約 20分後に中の画像 (Fig.48) ，さらに，約 180分後

に右の画像 (Fig.4C) を取得した. Fig.4Aで架実左上の

食害部に認められる円形の影像(矢印 a) が幼虫である.

Fig. 48では形状が変化し .空間的に移動していた(矢印

b). また Fig.4Cでは幼虫は認められなくなったが，幼虫

が存存した場所の右下が大きく削られており(矢印 c)，摂

食による果実の内部の変化が観察された.一次元画像は比

較的婦像時聞が恒く，食害の進行を明瞭に確認でき，同ー

の試料について.幼虫と食脊状況を追跡することが可能で、

ある. しかし， 3D画像の Fig.3D (断層厚， 0.23 mm) と

比較すると.断層厚は 3.6mmと厚いために架実の組織や

集積された焚を 3D阿像のように鮮明に柿写することは困

縦であ った.

3. 被害果の立体画像

3Dグラディエントエコー法.フリップ角 90度によって

撮像した幼虫が食入していない健全果実の異なる表示法に

よる酎像を Fig.5Aおよび Bに示した.本撮影条件では.

磁化率の均一性が異なる情造を持つ組織が区別される.

Fig. 5Aは 3D撮像の 128枚の断層から選抜した画像であ

り， Fig. 58は MIP (最大信号強度投影法)画像である.

MIP画像は粟実全体について最も強い信号を平面に投影し

たもので.磁化率が均一で信号が強い縦管束や成長中の種

子を砧写するために使用される (Chudekand Hunter， 1997; 

Clark et al.， 1998; 小泉ら， 2006). 

健全果実の断層画像 (Fig.5A) では架心に心皮が形成さ

れ.左右の心皮に各 l個の小さな種子が認められた.同じ

果実の MIPI凶像 (Fig.58)では 3f岡の椅子が確認できた.

他に .断層画像 (Fig.5A) では果心に沿って巣柄から果等

へ通じる維管束が促えられ， M1P画像 (Fig.58) によっ

て.鳥かごのような維管束の立体的な構造が描写された

Fig.5C-Fは，モモシンクイガ幼虫の食入約 25日後の果

実を 3Dグラディエントエコー法で撮像した果実の断層画

Fig. 5. Sectional images (A， C， E) and maximum intensity pro-
jection (MIP) images (B， D， F) of an uninたstedfruit (A司 B)

and infested fr山 ts(C-F). Measuremenls were made with th巴

3D gradient-echo method (ftip angle 900
) in a 128x 128X 128 

matrix with 0.23 mm resolution. B shows three seeds and vas-

culature with a birdcage shape. C and E show larval cavities 

and spread excreta 

像 (Fig.5Cおよび E) とMIP画像 (Fig.5Dおよび F)で

ある.果肉組織の損壊した空洞を強調したIfllI像を得るため

に.フリ ップ角は 90度とした.果実には複数の幼虫が食

入していたが， Fig. 5Cおよび Dの栄実では 1~員だけ幼虫
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が残lJlしており ，Fig.5Eおよび Fの果実では全ての幼虫が

脱出していた.

果実の断層l州象 (Fig.5Cおよび E) では，食害された組

織は時く抜けて果実の右側に外皮の外へ通じる大きな壊裂

が認められた (Fig.5C).また， Fig. 5Eの果実は架肉組織

全体に食害を受けていた.双方の果実共に，食害された孔

隙には強い信号を与える粒状の虫糞が集積されていた.虫

糞は組織が一度幼虫によって消化され均質であり磁化率が

均一なので強い信号を与えたと与えられる.虫糞の集積は

MIP画像 (Fig.50および F) によって明瞭に検出された.

Fig.50の MIPI画像で、は架突の下部のみが食害を受け， I頭

銭存していた幼虫は虫糞の信号に隠れて識別できなかった.

Fig. 5Fの MIP画像では，虫糞が果肉全体に集積している

のが観察された

考 察

MRIを用いたリンゴ架実の画像については蜜入り果実

(Clarketal.，1998)，および，外部からは認められない打ち

傷による内部損傷 (McCarthyet al.， (995) を非破壊的に検

出できることが報告されている.それらの結果からも，幼

虫によ って食害された組織の損傷とその広がりは MRl画像

によって非破壊的に検出することができると考えられては

いたが.リンゴ果実に食入した幼虫の MRIによる検出に

ついては明らかにされていなかった.本研究では，リンゴ

幼果に食入したモモシンクイガ幼虫がミクロ MRIによ っ

て，どのように検出されるか?どのような検出方法が可能

か?を明らかにし， MRlによる果実内幼虫の非破壊検出の

可能性について考察した.

30スピンエコー法を用いると MRlによ って若齢幼虫が

食入した組織の孔隙を明雌に検出することができた (Fig

3Aおよび 8) ので，単独では発見困難な果実中の微小な

幼虫であっても，食害痕を探すことによってその大きさが

木装置の空間分解能 (0.12mmあるいは 0.23mm) の数倍

の0.5mm程度(生育初期の体長 2mm程度)あれば，検出

できると考えられる.成長したモモシンクイガ幼虫の食害

部には粒状の強L、信号を与える糞が集積し (Fig.3Cおよび

0， Fig. 5C-F) ，幼虫は，糞と一緒に観測されることが特

徴である.幼虫は MRI断層撮影法によって捉えられる

(Fig. 3および4)が.幼虫の信号強度はリンゴ果肉の組織

とほとんど同じであるために，果実全体の MIP画像を作る

と組織の信号に隠れて認識できなかった (Fig.50)ので，

果実中の幼虫はその形態によってのみ果肉組織および虫糞

から識別できた.それに対して虫糞の分布は MIP画像で:鮮

明に描写されたので，果実がモモシンクイガ幼虫の食害を

受けているか否かを MRIによって調査する tでは，食害さ

れた果肉組織の孔隙とそこに集積される糞は有効な指標と

なる潜在的要素を備えている (Fig.50および F).

撮影法(ノ{)l，..スシークエンス)として考えると，幼虫は

20スピンエコー法， 30スピンエコー法.30グラディエン

トエコー法のいずれでも検出が可能であった.これらの方

法のうち， 20スピンエコー法は幼虫が断層内に入ってい

ないと検出できない. 30スピンエコー法は優れたコント

ラストを示すが撮像時間が掛かりすぎる .30グラディエ

ントエコー法は 1-2時間で撮像でき，上記二つの方法に比

べると食害の広がりと進行を可視化するために有効な方法

であると考えられた. しかし.コントラストおよび画像の

鮮明度において，成育初期の微小な幼虫とその食害組織を

明瞭に捉えるためには撮影条件の再検討が必要であった

径 30mm 以下のリンゴ幼果に食入したモモシンクイガ幼

虫を供試した場合.MRIによって食入 した幼虫を非破壊的

に検出できた (Fig.3). しかし，撮像に長いデータ収集時

聞が必要であり，見虫自体の存在を明瞭に捉えることはで

きても，撮像の問に幼虫が動く事実により，その輪郭が鮮

明とはいえない.本研究では，装置の磁石の設定温度であ

る280Cで撮像が行われたが 温度調節セルを開発して低

温にして動きを止めれば幼虫を鮮明に観測することがで

き，幼虫の信号も強くなる可能性がある.他に虫の動きを

停止する方法として炭殴ガスやエーテル，テトラクロロエ

タン，クロロフォルムの使用が提案されてはいる (Hartet 

al.， 2003) が，in situで観察ができるという MRlの本質的

特徴に反している.

本研究では，モモシンクイガの幼虫が果実外から侵入し

た刻nい軌跡を鮮明に捉えることが可能であった (Fig.3Aお

よび 8). このことは， 1;1]片を用いた光学的観察で、は小さ

な孔隙の空間的繋がりは捉えにくいが，任意の方向へ多く

の切片(断層)情報を得ることができる MRIの 30画像で

なら.果実における幼虫の成長に関する生態的観測に新し

L 、側面を聞く可能性を有することを示唆している. しかし，

どのような果実の種頼と昆虫の組み合わせにおいても幼虫

および孔隙を明瞭に捉えることができるか否かは不明で、あ

り，今後明らかにしなければならない課題である

今回は，微小な幼虫を検出することを目的として，磁場

が高く感度が良く，必要な水準の分解能を持つ装置を使用

したので，試料とすることのできる果実が直径 30mm以下

に限定された. しかしながら，食品研究用に開発された永

久磁石を備えた小型 MRIは，設置場所の制約をほとんど

受けず.操作と維持管理が簡易であることに加えて，従来

の大型 MRIに比べて大幅に低費用で作製できる.このよ

うな特徴は，経済的にも技術的にも成立しないとされてい

た MRIによる農産物における食害果の非破壊検出を可能

にする.しかしながら，収穫果実を測定できるように装置

の測定径を大きくした場合，永久磁石を使用するという装

置の制約から磁場強度を下げる必要があり.分解能が低下

するだけでなく検出感度も低下する.収穫果実における食
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害果肉組織の認識や観察対象となる幼虫の識別の可否など

の具体的問題の解決に関しては，本研究とは多少異なった

視点、での検出限界を検討と装置および検出法の改善をしな

ければならない

摘 要

小型磁気共鴫イメージング装置 (M則)を用いてリンゴ

幼果(径 30mm) に食入したモモシンクイガ幼虫を非破壊

的に観察した.食入約 10日後の果実内部を MRIによって

画像化し. 1.5-2.0mm程度の虫が食害 した果肉の細い孔

隙と幼虫を捉えることができた.また，食入約 15日後の

果実では，幅 2-3mm. 長さ 10mmの成長した幼虫と糞を

認めることができた.果実内の幼虫は断層画像で，虫糞は

3Dデータの最大信号強度投影 (MIP)画像で明瞭に可視

化することが可能であった.スピンエコーイメージング法

は鮮明度において優れているが撮像時間が 15時間必要で

あった 一方グラディエントエコーイメージング法では 2

時間の撮像時間で食害組織の進行を捉えることができたが，

成育初期の幼虫とその食害組織を明瞭に検出するためには，

帰影条件の再検討が必要で、あった
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