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(57)【要約】
相互に色が異なるプレート（３１，３２）により、プレ
ート（３１，３２）の境界線に沿った鉛直方向のエッジ
が形成される。また、プレート（３１，３２）の素材と
して、波長が３７０ｎｍ程度の紫外光を主として透過す
る素材と、波長が５２０ｎｍ程度の緑色光を主として透
過する素材が用いられる。これにより、波長が３００～
６００ｎｍの光を多く射出する水銀灯や相対的に短波長
の光を多く射出するＬＥＤなどの光源を用いる場合に比
較して、誘引装置（１０）は、害虫を効率よく誘引する
ことができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の波長領域の色と、前記第１の波長領域とは異なる第２の波長領域の色によるコン
トラストが形成される誘引手段を備える誘引装置。
【請求項２】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光を透過する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を透過し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有する請求項１に記載の誘引装置。
【請求項３】
　前記第１部材は、前記第１の波長領域の光を透過するとともに、前記第２の波長領域の
光を透過する請求項２に記載の誘引装置。
【請求項４】
　前記第１部材は、前記第１の波長領域の光を透過するとともに、前記第１の波長領域及
び前記第２の波長領域以外の第３の波長領域の光を透過する請求項２に記載の誘引装置。
【請求項５】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光を反射する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を反射し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有する請求項１に記載の誘引装置。
【請求項６】
　前記第１部材は、前記第１の波長領域の光を反射するとともに、前記第２の波長領域の
光を反射する請求項５に記載の誘引装置。
【請求項７】
　前記第１部材は、前記第１の波長領域の光を反射するとともに、前記第１の波長領域及
び前記第２の波長領域以外の第３の波長領域の光を反射する請求項５に記載の誘引装置。
【請求項８】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光を発する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を発し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有する請求項１に記載の誘引装置。
【請求項９】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光と、前記第２の波長領域の光を発する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を発し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有する請求項１に記載の誘引装置。
【請求項１０】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光と、前記第１の波長領域及び前記第２の波長領域以外の第３の
波長領域の光を発する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を発し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有する請求項１に記載の誘引装置。
【請求項１１】
　前記第１部材と前記第２部材を照明する光源を備える請求項２乃至７のいずれか一項に
記載の誘引装置。
【請求項１２】
　前記誘引手段は、
　入射する光を拡散する第１の拡散板、及び第２の拡散板と、
　前記第１の拡散板に、前記第１の波長領域の光を入射させる光源と、
　前記第１の拡散板に、前記第２の波長領域の光を入射させる光源と、
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　前記第２の拡散板に、前記第２の波長領域の光を入射させる光源と、
　を備える請求項１に記載の誘引装置。
【請求項１３】
　前記誘引手段は、
　入射する光を拡散する第１の拡散板、及び第２の拡散板と、
　前記第１の拡散板に、前記第１の波長領域の光を入射させる光源と、
　前記第２の拡散板に、前記第２の波長領域の光を入射させる光源と、
　前記第１の拡散板に、前記第１の波長領域及び前記第２の波長領域以外の第３の波長領
域の光を入射させる光源と、
　を備える請求項１に記載の誘引装置。
【請求項１４】
　前記第１の波長領域は、紫外領域である請求項１乃至１３のいずれか一項に記載の誘引
装置。
【請求項１５】
　前記第２の波長領域は、緑色領域である請求項１乃至１４のいずれか一項に記載の誘引
装置。
【請求項１６】
　第１の偏光と、前記第１の偏光とは偏光方向が異なる第２の偏光とによるコントラスト
が形成される誘引手段を備える誘引装置。
【請求項１７】
　前記誘引手段は、
　第１方向へ振動する光を通過する第１偏光板と、
　前記第１方向とは異なる第２方向へ振動する光を透過し、前記第１偏光板に隣接して配
置される第２偏光板と、
　を備える請求項１６に記載の誘引装置。
【請求項１８】
　前記第１偏光板及び前記第２偏光板へ光を照射する光源を備える請求項１７に記載の誘
引装置。
【請求項１９】
　請求項１乃至１８のいずれか一項に記載の誘引装置と、
　前記誘引装置によって誘引される昆虫を捕虫する捕虫手段と、
　を備える捕虫装置。
【請求項２０】
　前記コントラストは、捕虫手段の中心に配置される請求項１９に記載の捕虫装置。
【請求項２１】
　請求項１乃至１８のいずれか一項に記載の誘引装置を用いて、昆虫を誘引する手順と、
　誘引した昆虫を捕虫する手順と、
　を含む捕虫方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、誘引装置、捕虫装置及び捕虫方法に関し、更に詳しくは、昆虫を誘引する誘
引装置、本発明の誘引装置を備える捕虫装置、及び本発明の誘引装置を用いる捕虫方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　ほとんどの昆虫の複眼は、波長が３５０ｎｍ程度の光に高い感度をもつレセプターと、
波長が５３０ｎｍ程度の光に高い感度をもつレセプターを有する。このため、カメムシや
蛾などに代表される害虫は、波長が３００～６００ｎｍの光に誘引されやすい傾向がある
。そこで、これらの害虫を誘引して捕獲するための捕獲器には、広いスペクトル帯域をも
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つ水銀灯や紫外域の光を多く射出する青色蛍光灯が、経験的に有効な光源として用いられ
ている（例えば、特許文献１及び２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１０２号公報
【特許文献２】特開２０００－４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　昆虫が光源に誘引される際には、螺旋状の軌道に沿って光源に飛来することが知られて
いる。このときの昆虫の挙動に関しては、種々の仮説がある。しかしながら、いずれの仮
説も、昆虫の挙動を完全に説明するには至っていない。
【０００５】
　本発明は、上述の事情の下になされたもので、昆虫の挙動に関する新たな観点に基づい
て、効率よく昆虫を誘引することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の観点に係る誘引装置は、
　第１の波長領域の色と、前記第１の波長領域とは異なる第２の波長領域の色によるコン
トラストが形成される誘引手段を備える。
【０００７】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光を透過する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を透過し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有していてもよい。
【０００８】
　前記第１部材は、前記第１の波長領域の光を透過するとともに、前記第２の波長領域の
光を透過することとしてもよい。
【０００９】
　前記第１部材は、前記第１の波長領域の光を透過するとともに、前記第１の波長領域及
び前記第２の波長領域以外の第３の波長領域の光を透過することとしてもよい。
【００１０】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光を反射する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を反射し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有していてもよい。
【００１１】
　前記第１部材は、前記第１の波長領域の光を反射するとともに、前記第２の波長領域の
光を反射することとしてもよい。
【００１２】
　前記第１部材は、前記第１の波長領域の光を反射するとともに、前記第１の波長領域及
び前記第２の波長領域以外の第３の波長領域の光を反射することとしてもよい。
【００１３】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光を発する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を発し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有していてもよい。
【００１４】
　前記誘引手段は、
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　前記第１の波長領域の光と、前記第２の波長領域の光を発する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を発し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有していてもよい。
【００１５】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光と、前記第１の波長領域及び前記第２の波長領域以外の第３の
波長領域の光を発する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を発し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有していてもよい。
【００１６】
　前記誘引装置は、
　前記第１部材と前記第２部材を照明する光源を備えていてもよい。
【００１７】
　前記誘引手段は、
　入射する光を拡散する第１の拡散板、及び第２の拡散板と、
　前記第１の拡散板に、前記第１の波長領域の光を入射させる光源と、
　前記第１の拡散板に、前記第２の波長領域の光を入射させる光源と、
　前記第２の拡散板に、前記第２の波長領域の光を入射させる光源と、
　を備えていてもよい。
【００１８】
　前記誘引手段は、
　入射する光を拡散する第１の拡散板、及び第２の拡散板と、
　前記第１の拡散板に、前記第１の波長領域の光を入射させる光源と、
　前記第２の拡散板に、前記第２の波長領域の光を入射させる光源と、
　前記第１の拡散板に、前記第１の波長領域及び前記第２の波長領域以外の第３の波長領
域の光を入射させる光源と、
　を備えていてもよい。
【００１９】
　前記第１の波長領域は、紫外領域であってもよい。
【００２０】
　前記第２の波長領域は、緑色領域であってもよい。
【００２１】
　本発明の第２の観点に係る誘引装置は、
　第１の偏光と、前記第１の偏光とは偏光方向が異なる第２の偏光とによるコントラスト
が形成される誘引手段を備える。
【００２２】
　前記誘引手段は、
　第１方向へ振動する光を通過する第１偏光板と、
　前記第１方向とは異なる第２方向へ振動する光を透過し、前記第１偏光板に隣接して配
置される第２偏光板と、
　を備えていてもよい。
【００２３】
　前記誘引装置は、
　前記第１偏光板及び前記第２偏光板へ光を照射する光源を備えていてもよい。
【００２４】
　本発明の第３の観点に係る捕虫装置は、
　本発明の誘引装置と、
　前記誘引装置によって誘引される昆虫を捕虫する捕虫手段と、
　を備える。
【００２５】
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　前記コントラストは、捕虫手段の中心に配置されてもよい。
【００２６】
　本発明の第４の観点に係る捕虫方法は、
　本発明の誘引装置を用いて、昆虫を誘引する手順と、
　誘引した昆虫を捕虫する手順と、
　を含む。
【発明の効果】
【００２７】
　スペクトル帯域の広い光や単色光による昆虫の誘引率よりも高い誘引率で、効率的に昆
虫を誘引することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】第１の実施形態に係る誘引装置の斜視図である。
【図２】誘引装置の展開斜視図である。
【図３】ＬＥＤユニットの斜視図である。
【図４】筐体の斜視図である。
【図５】検証装置の斜視図である。
【図６】チャバネアオカメムシの移動結果を示す図である。
【図７】背景板に配置された拡散板を示す図である。
【図８】ツヤアオカメムシの調査結果を示す図である。
【図９】オオタバコガの調査結果を示す図である。
【図１０】アオドウガネの調査結果を示す図である。
【図１１】目標物の配置を模式的に示す図である。
【図１２】チャバネアオカメムシの飛行結果を示す図である。
【図１３】ランドマークの位置を示す図である。
【図１４】ランドマークに用いられる布の反射スペクトルを示す図である。
【図１５】昆虫の複眼の感度を表す特性曲線を示す図である。
【図１６】ＬＥＤパネルの配置を示す図である。
【図１７】ＬＥＤパネルの発光面を示す図である。
【図１８】５つのＬＥＤパネルを発光させたときの観察結果である。
【図１９】４つのＬＥＤパネルを発光させたときの観察結果である。
【図２０】３つのＬＥＤパネルを発光させたときの観察結果である。
【図２１】２つのＬＥＤパネルを発光させたときの観察結果である。
【図２２】１組のＬＥＤパネルから構成されるユニットの配置を示す図である。
【図２３】ユニットを発光させたときの観察結果である。
【図２４】垂直エッジについての誘引率と、水平エッジについての誘引率とを示す図であ
る。
【図２５】第２の実施形態に係る誘引装置の斜視図である。
【図２６】筐体の斜視図である。
【図２７】筐体とＬＥＤユニットの斜視図である。
【図２８】背景板に配置された拡散板を示す図である。
【図２９】エッジ同士の比較結果を説明するための図である。
【図３０】背景板に配置された拡散板を示す図である。
【図３１】エッジ同士の比較結果を説明するための図である。
【図３２】背景板に配置された拡散板を示す図である。
【図３３】エッジ同士の比較結果を説明するための図である。
【図３４】背景板に配置された拡散板を示す図である。
【図３５】エッジ同士の比較結果を説明するための図である。
【図３６】背景板に配置された拡散板を示す図である。
【図３７】エッジ同士の比較結果を説明するための図である。
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【図３８】背景板に配置された拡散板を示す図である。
【図３９】エッジ同士の比較結果を説明するための図である。
【図４０】エッジ同士の比較結果を説明するための図である。
【図４１】エッジ同士の比較結果を説明するための図である。
【図４２】エッジ同士の比較結果を説明するための図である。
【図４３】捕虫装置の一例を示す図である。
【図４４】捕虫装置の一例を示す図である。
【図４５】変形例に係る誘引装置を示す図である。
【図４６】他の変形例に係る誘引装置を示す図である。
【図４７】縦偏光を射出する偏光板を示す図である。
【図４８】横偏光を射出する偏光板を示す図である。
【図４９】縦偏光と横偏光とによって形成される鉛直方向のエッジを示す図である。
【図５０】縦偏光と横偏光とによって形成される水平方向のエッジを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
《第１の実施形態》
　以下、本発明の第１の実施形態を、図面を参照しつつ説明する。説明にあたっては、便
宜上、相互に直交する３軸からなるＸＹＺ座標系を用いる。この座標系では、Ｚ軸が鉛直
線と平行である。
【００３０】
　図１は、本実施形態に係る誘引装置１０の斜視図である。この誘引装置１０は、害虫を
誘引するための装置である。図１に示されるように、誘引装置１０は、長方形の筐体２０
と、筐体２０に取り付けられた長方形板状のプレート３１，３２を有している。
【００３１】
　図２は、誘引装置１０の展開斜視図である。図２に示されるように、筐体２０は、＋Ｘ
側が開放されたケースである。筐体２０の内部には、プレート３１，３２を照明するため
のＬＥＤユニット２１が収容されている。
【００３２】
　図３は、ＬＥＤユニット２１を示す斜視図である。図３に示されるように、ＬＥＤユニ
ット２１は、プリント配線基板２２と、プリント配線基板２２に実装された複数（６０個
）のＬＥＤ（Light Emitting Diode）２３を有している。
【００３３】
　プリント配線基板２２は、ガラス繊維に樹脂を含浸させることにより形成された、いわ
ゆるガラエポ基板である。プリント配線基板２２は、Ｚ軸方向を長手方向とする長方形に
成形されている。このプリント配線基板２２には、ＬＥＤ２３の他、これらのＬＥＤ２３
を発光させるための回路を構成する電子部品が実装されている。
【００３４】
　ＬＥＤ２３は、白色光を＋Ｘ方向へ射出する発光素子であり、プリント配線基板２２の
＋Ｘ側の面に実装されている。本実施形態では、ＬＥＤ２３は、Ｙ軸方向を行方向とし、
Ｚ軸方向を列方向とする１０行６列のマトリクス状に配列されている。
【００３５】
　図４は、筐体２０の斜視図である。筐体２０は、例えば樹脂を射出成形することによっ
て形成されたケースである。図４に示されるように、筐体２０は、底板部２０ａと、底板
部２０ａの外縁に沿って形成された矩形枠状のフレーム部２０ｂの２部分からなる。
【００３６】
　図２に示されるように、上述したＬＥＤユニット２１は、筐体２０の内部空間に収容さ
れる。この状態のときには、プリント配線基板２２は、筐体２０の底板部２０ａとほぼ平
行になっている。
【００３７】
　プレート３１は、例えば半透明の樹脂からなり、長手方向をＺ軸方向とする長方形板状
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の部材である。このプレート３１は、例えば３７０ｎｍ程度の光に対しての透過性を主と
して有している。このため、当該プレート３１の透過光は、波長が３７０ｎｍ程度の紫外
光を相対的に多く含む。
【００３８】
　プレート３２は、例えば半透明の樹脂からなり、長手方向をＺ軸方向とする長方形板状
の部材である。このプレート３２は、例えば５２０ｎｍ程度の光に対しての透過性を主と
して有している。このため、当該プレート３２の透過光は、波長が５２０ｎｍ程度の緑色
光を相対的に多く含む。
【００３９】
　上述した相互に異なる色のプレート３１，３２の側面は、照明光に対する遮光性を有す
るシート、或いは塗料等によって被覆されている。そして、図１に示されるように、プレ
ート３１，３２それぞれは、Ｙ軸方向に隣接した状態で、筐体２０を構成するフレーム部
２０ｂに固定されている。
【００４０】
　上述したように構成された誘引装置１０は、不図示の電源ケーブルを介して、例えば商
用電源に接続される。そして、商用電源から供給される電力によって、ＬＥＤユニット２
１を構成するＬＥＤ２３が発光すると、プレート３１を介して、波長が３７０ｎｍ程度の
紫の光が射出され、プレート３２を介して、波長が５２０ｎｍ程度の緑の光が射出される
。これにより、プレート３１とプレート３２との境界線上に、プレート３１からの光と、
プレート３２からの光のコントラストによる鉛直方向のエッジが現れる。
【００４１】
　以上説明したように、本実施形態に係る誘引装置１０では、プレート３１及びプレート
３２を透過する光によって、プレート３１及びプレート３２の境界上に鉛直方向のエッジ
が形成される。このため、誘引装置１０は、波長が３００～６００ｎｍの光を相対的に多
く射出する水銀灯などの光源を用いる場合に比較して、害虫を効率よく誘引することがで
きる。以下、本実施形態に係る誘引装置１０を用いたときの効果を説明する。
【００４２】
　図５は、害虫がエッジに誘引される事実を検証するために用いられた検証装置１００を
示す図である。図５に示されるように、検証装置１００は、環状のフレーム１０１と、フ
レーム１０１の下方を塞ぐ底板１０２から構成されている。
【００４３】
　フレーム１０１には、中心角αが６０度の弧に沿って、透過部１０１ａが形成されてい
る。この透過部１０１ａは、白色の樹脂からなる。また、フレーム１０１の透過部１０１
ａ以外の本体部１０１ｂは、黒色又は濃紺色の樹脂からなる。このフレーム１０１の内側
の面には、透過部１０１ａと本体部１０１ｂとの境界に、光の明暗によるエッジが現れる
。
【００４４】
　発明者等は、水平に配置された検証装置１００の内側の中心点Ｓ１に、羽を切断するこ
とにより飛行不可能となった複数のチャバネアオカメムシを放し、それぞれのカメムシが
、どの方向へ移動したかを観察した。図６は、カメムシの移動結果を示す図である。図６
に示される円Ｃ１の周りに位置する黒丸は、点Ｓ１から移動したカメムシが、当該黒丸を
通る破線に沿って移動したことを意味している。また、同一方向に黒丸が連続している場
合には、連続する黒丸の個数が、当該黒丸に対応する方向に移動したカメムシの数を示し
ている。例えば、円Ｃ１の右上に連続する８つの黒丸は、８匹のカメムシが、当該黒丸を
通る破線に沿って移動したことを意味する。
【００４５】
　図６を参照するとわかるように、点Ｓ１から移動したカメムシの大多数は、フレーム１
０１の透過部１０１ａと本体部１０１ｂの境界、すなわち、フレーム１０１の透過部１０
１ａと本体部１０１ｂとによって形成されるエッジに向かって移動している。
【００４６】
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　また、発明者等は、複数の種類の害虫がエッジに誘引される事実を検証した。具体的に
は、発明者等は、図７に示されるように、黒く塗りつぶされた背景板Ｂに、拡散板ＤＰ１
を配置した。そして、発明者等は、暗室にて、拡散板ＤＰ１の背面から白色光を入射させ
て、拡散板ＤＰ１を発光させた。発明者等は、発光する拡散板ＤＰ１から所定距離隔てた
地点から、３種の害虫を放ち、それぞれの種類の害虫が背景板Ｂ及び拡散板ＤＰ１に衝突
する位置を調査した。３種の害虫は、カメムシ目のツヤアオカメムシ、チョウ目のオオタ
バコガ、及びコウチュウ目のアオドウガネである。
【００４７】
　図８は、ツヤアオカメムシの調査結果を示す図である。また、図９は、オオタバコガの
調査結果を示し、図１０は、アオドウガネの調査結果を示す。図８～図１０中の黒丸は、
害虫の衝突位置を示している。図８～図１０からわかるように、いずれの種類の害虫も、
背景板Ｂと拡散板ＤＰ１とのエッジの近傍に衝突する傾向がある。したがって、害虫は、
分類群に関わらずエッジへ定位するという一般的な性質を有していると推測することがで
きる。
【００４８】
　このため、プレート３１及びプレート３２の境界に鉛直方向のエッジが形成される本実
施形態に係る誘引装置１０は、例えば単色光等によって害虫を誘引する場合に比べて、捕
虫手段の中心に害虫を誘導することが可能になるため、害虫を効率よく誘引することがで
きることがわかる。
【００４９】
　本実施形態に係る誘引装置１０では、波長が３７０ｎｍ程度の紫外光を主として透過す
るプレート３１と、波長が５２０ｎｍ程度の緑色光を主として透過するプレート３２とに
よって、エッジが形成される。このため、誘引装置１０は、害虫を効率よく誘引すること
ができる。以下、本実施形態に係る誘引装置１０を用いたときの効果を説明する。
【００５０】
　図１１は、点Ｓ２を中心とする目標物の配置を模式的に示す図である。図１１に示され
るオブジェクトＴ１～Ｔ１０は、点Ｓ２を囲むように位置している。オブジェクトＴ１，
Ｔ２，Ｔ４，Ｔ５，Ｔ６は人工物であり、オブジェクトＴ３，Ｔ７，Ｔ８，Ｔ９，Ｔ１０
は、樹木などの自然物である。
【００５１】
　具体的には、オブジェクトＴ１，Ｔ４は、鉄筋コンクリート造りの建造物である。オブ
ジェクトＴ２は、オブジェクトＴ１の上に配置された給水塔である。オブジェクトＴ５，
Ｔ６は、オブジェクトＴ４に設置された空調機の室外機である。また、オブジェクトＴ３
，Ｔ９，Ｔ１０は、アメリカフウ（樹木）であり、オブジェクトＴ７，Ｔ８は、メタセコ
イア（樹木）である。
【００５２】
　発明者等は、図１１に示される点Ｓ２から、複数のチャバネアオカメムシを飛翔させ、
それぞれのカメムシが、どの方向へ飛行したかを観察した。図１２は、晴天時のカメムシ
の飛行結果を示す図である。図１２に示される円Ｃ２の周りに位置する黒丸は、点Ｓ２か
ら飛翔したカメムシが、当該黒丸を通る破線に沿って飛行したことを意味している。また
、同一方向に黒丸が連続している場合には、連続する黒丸の個数が、当該黒丸に対応する
方向に飛行したカメムシの数を示している。例えば、円Ｃ２の右側（東側）に連続する６
つの黒丸は、６匹のカメムシが、当該黒丸を通る破線に沿って、東へ向かって飛行したこ
とを意味する。
【００５３】
　図１２を参照するとわかるように、点Ｓ２から飛翔したカメムシの大多数は、自然物を
示す特定のオブジェクトＴ３，Ｔ７，Ｔ８，Ｔ９，Ｔ１０に向かって飛行している。この
結果から、カメムシは、特定のオブジェクトに強く定位することがわかる。特定のオブジ
ェクトへの定位は、天候によって左右される。例えば、曇天下では、特定のオブジェクト
への定位傾向が弱まる結果となる。



(10) JP WO2013/042743 A1 2013.3.28

10

20

30

40

50

【００５４】
　上記図１２に示される結果から、カメムシは、樹木の葉の色に近い緑色の光に対して、
誘引されると考えられる。そこで、発明者等は、対象物の少ない開放空間に、緑色の布に
よる長方形のランドマークＬＭを設置した。図１３は、点Ｓ３とランドマークＬＭとの位
置関係を模式的に示す図である。図１３に示されるように、ランドマークＬＭは、点Ｓ３
を基準として、南東の方向に設置されている。
【００５５】
　図１４は、ランドマークＬＭとして用いられた布の反射スペクトルを示す図である。図
１４に示されるように、この布では、入射する自然光のうち、波長が５００ｎｍ～５５０
ｎｍ程度の光に対する反射率が高くなっている。このため、ランドマークＬＭは、樹木の
葉色と同等の色として視認される。
【００５６】
　発明者等は、図１３に示される点Ｓ３から、複数のカメムシを飛翔させ、それぞれのカ
メムシがどの方向に飛行したかを観察した。図１３に示される円Ｃ３の周りに位置する黒
丸は、点Ｓ３から飛翔したカメムシが、当該黒丸を通る破線に沿って飛行したことを意味
している。また、同一方向に黒丸が連続している場合には、連続する黒丸の個数が、当該
黒丸に対応する方向に飛行したカメムシの数を示している。図１３を参照するとわかるよ
うに、点Ｓ３から飛翔したカメムシの大多数は、ランドマークＬＭに向かって飛行する。
【００５７】
　図１５は、昆虫の複眼の感度を表す特性曲線を示す図である。なお、図中のλ１の値は
、約３５０ｎｍであり、λ２の値は、約５３０ｎｍである。一般に昆虫の複眼は、紫外光
と緑色光に対する感度が強い。すなわち、図１５の特性曲線は、波長λ１近傍と、波長λ
２近傍にピークを有している。このため、カメムシがランドマークＬＭに向かって飛行す
る理由は、空からの紫外光と、ランドマークＬＭからの緑色の反射光とによるエッジに定
位するためであるという仮説が成立する。
【００５８】
　そこで、発明者等は、この仮説を裏付けるための検証を行った。図１６には、点Ｓ４を
中心とする円に沿って配置された５つのＬＥＤパネルＰ１～Ｐ５が示されている。ＬＥＤ
パネルＰ１～Ｐ５それぞれは、例えば図１７に示されるように、正方形の発行面を有して
いる。この発行面の幅Ｄ及び縦Ｄの大きさは、２６ｍｍである。
【００５９】
　ＬＥＤパネルＰ１からは、波長が３７５ｎｍの照明光（紫外）が射出される。ＬＥＤパ
ネルＰ２からは、波長が４５０ｎｍの照明光（青）が射出される。ＬＥＤパネルＰ３から
は、波長が４７０ｎｍの照明光（青）が射出される。ＬＥＤパネルＰ４からは、波長が５
２５ｎｍの照明光（緑）が射出される。ＬＥＤパネルＰ５からは、波長が５９０ｎｍの照
明光（黄）が射出される。また、各ＬＥＤパネルＰ１～Ｐ５からの照明光は、点Ｓ４に向
かって射出される。
【００６０】
　まず、発明者等は、図１６に示される点Ｓ４から、複数のカメムシを飛翔させ、それぞ
れのカメムシが、どのＬＥＤパネルへ向かって飛行したか観察した。図１８は、５つのＬ
ＥＤパネルＰ１～Ｐ５すべてを発光させた状態のときの観察結果である。図１９は、４つ
のＬＥＤパネルＰ２～Ｐ５を発光させた状態のときの観察結果である。図２０は、３つの
ＬＥＤパネルＰ３～Ｐ５を発光させた状態のときの観察結果である。図２１は、２つのＬ
ＥＤパネルＰ４，Ｐ５を発光させた状態のときの観察結果である。なお、図中の誘引率は
、該当するＬＥＤパネルに飛来したカメムシの数を、飛翔させたカメムシの総数で除した
結果である。
【００６１】
　図１８～図２１を参照するとわかるように、点Ｓ４から飛翔したカメムシは、波長が短
い照明光を射出するＬＥＤパネルに優先的に誘引されている。
【００６２】
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　次に、発明者等は、図２２に示されるように、ＬＥＤパネルＰ１とＬＥＤパネルＰ２と
を組み合わせたユニットＵ１と、ＬＥＤパネルＰ１とＬＥＤパネルＰ４とを組み合わせた
ユニットＵ２とを、点Ｓ５の両側に配置した。そして、発明者等は、点Ｓ５から複数のカ
メムシを飛翔させ、カメムシの飛行する方向を観察した。
【００６３】
　図２３に示されるように、ユニットＵ２に向かって飛行したカメムシの数は、ユニット
Ｕ１に向かって飛行したカメムシの数の約３倍になった。
【００６４】
　図１８～図２１に示される観察結果から、カメムシは、単色の光源に対しては、波長が
短い光に誘引される傾向があることがわかる。一方、図２３に示される観察結果からは、
カメムシは、波長が短い光源同士の組み合わせよりも、特定の波長の光源同士の組み合わ
せに対してより強く誘引される傾向があることがわかる。そして、光源の組み合わせとし
ては、昆虫の複眼の感度を示す特性曲線のピークに対応する波長の光を射出する光源の組
み合わせに、最も誘引効果があることが推測できる。
【００６５】
　本実施形態に係る誘引装置１０では、波長が３７０ｎｍ程度の紫外光を主として透過す
るプレート３１と、波長が５２０ｎｍ程度の緑色光を主として透過するプレート３２とに
よって、エッジが形成される。つまり、昆虫の複眼の感度を示す特性曲線のピークに対応
する波長の光を透過するプレート３１，３２の組み合わせからエッジが形成される。この
ため、本実施形態に係る誘引装置１０では、高い誘引効果が実現され、誘引装置１０は、
害虫を効率よく誘引することができる。
【００６６】
　本実施形態に係る誘引装置１０では、プレート３１，３２によって鉛直線にほぼ平行な
垂直エッジが形成される。このため、誘引装置１０は、害虫を効率よく誘引することがで
きる。一例として、図２４に示されるように、鉛直線に平行な垂直エッジに誘引されるカ
メムシの数は、鉛直線に直交する水平エッジに誘引されるカメムシの数の約３倍程度とな
る。したがって、プレート３１及びプレート３２の境界に鉛直方向のエッジが形成される
本実施形態に係る誘引装置１０は、害虫を効率よく誘引することができることがわかる。
【００６７】
《第２の実施形態》
　次に、本発明の第２の実施形態を、図面を参照しつつ説明する。なお、第１の実施形態
と同一又は同等の構成については、同等の符号を用いるとともに、その説明を省略又は簡
略する。
【００６８】
　図２５は、本実施形態に係る誘引装置１１の斜視図である。本実施形態に係る誘引装置
１１は、混色光と単色光とによってエッジが形成される点で、上記第１の実施形態に係る
誘引装置１０と相違している。図２５に示されるように、誘引装置１１は、長方形の筐体
１２０と、筐体１２０に取り付けられた長方形板状のプレート１３１，１３２を有してい
る。
【００６９】
　図２６は、筐体１２０の斜視図である。図２６に示されるように、筐体１２０は、例え
ば樹脂を射出成形することによって形成されたケースである。この筐体１２０は、底板部
１２０ａと、底板部１２０ａの外縁に沿って形成された矩形枠状のフレーム部１２０ｂの
２部分を有している。底板部１２０ａとフレーム部１２０ｂによって規定される空間は、
厚さ０．２ｍｍ程度の薄い内壁１２０ｃによって２つの空間１４１，１４２に仕切られて
いる。筐体１２０に形成された２つの空間１４１，１４２には、プレート１３１，１３２
を照明するためのＬＥＤユニット１２１Ａ，１２１Ｂがそれぞれ収容される。
【００７０】
　図２７は、筐体１２０とともにＬＥＤユニット１２１Ａ，１２１Ｂを示す斜視図である
。図２７に示されるように、ＬＥＤユニット１２１Ａは、プリント配線基板１２２と、プ
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リント配線基板１２２に実装された複数のＬＥＤ１２３ａを有している。これらのＬＥＤ
１２３ａは、プリント配線基板１２２に１０行３列のマトリクス状に配置されている。そ
して、それぞれの、ＬＥＤ１２３ａは、波長が５２０ｎｍ程度の緑色光を主として射出す
る。
【００７１】
　また、ＬＥＤユニット１２１Ｂも、同様に、プリント配線基板１２２と、プリント配線
基板１２２に実装された複数のＬＥＤ１２３ａ，１２３ｂを有している。これらのＬＥＤ
１２３ａ，１２３ｂは、プリント配線基板１２２に１０行３列のマトリクス状に配置され
ている。ＬＥＤ１２３ａは、波長が５２０ｎｍ程度の緑色光を主として射出し、ＬＥＤ１
２３ｂは、波長が３７０ｎｍ程度の紫外光を主として射出する。また、ＬＥＤユニット１
２１Ｂでは、ＬＥＤ１２３ａとＬＥＤ１２３ｂとが隣接するように、それぞれのＬＥＤが
配置される。
【００７２】
　図２７を参照するとわかるように、上述のように構成されたＬＥＤユニット１２１Ａは
、筐体１２０の空間１４１に収容され、ＬＥＤユニット１２１Ｂは、筐体１２０の空間１
４２に収容される。
【００７３】
　プレート１３１，１３２は、光を拡散する性質を有する長方形の拡散板である。プレー
ト１３１は、空間１４１を塞ぐように、筐体１２０に固定される。また、プレート１３２
は、空間１４２を塞ぐように筐体１２０に固定される。図２５に示されるように、筐体２
０に固定されたプレート１３１，１３２は、内壁１２０ｃに密着した状態になる。
【００７４】
　上述のように構成された誘引装置１１は、不図示の電源ケーブルを介して、例えば商用
電源に接続される。そして、商用電源から供給される電力によって、ＬＥＤユニット１２
１Ａ，１２１Ｂを構成するＬＥＤ１２３ａ，１２３ｂが発光する。これにより、ＬＥＤユ
ニット１２１Ａからは、波長が５２０ｎｍ程度の緑色光が射出され、ＬＥＤユニット１２
１Ｂからは、波長が５２０ｎｍ程度の緑色光と、波長が３７０ｎｍ程度の紫外光が射出さ
れる。
【００７５】
　ＬＥＤユニット１２１Ａからの緑色光は、プレート１３１に入射して均等に拡散する。
このため、プレート１３１は、視覚的には緑色に変化する。また、ＬＥＤユニット１２１
Ｂからの緑色光と紫外光は、プレート１３２に入射して均等に拡散する。このため、プレ
ート１３２からは、緑色光と紫外光とが混ざり合うことによる混色光が拡散する。そして
、プレート１３２は、視覚的には緑色と紫色とが混ざった色に変化する。これにより、プ
レート１３１とプレート１３２の境界線上に、緑色光と、緑色光と紫外光とが混ざり合っ
た混色光のコントラストによる鉛直方向のエッジが現れる。
【００７６】
　以上説明したように、本実施形態に係る誘引装置１１では、プレート１３１を透過し拡
散する緑色光と、プレート１３２を透過し拡散する緑色光と紫外光とによる混色光によっ
て、プレート１３１及びプレート１３２の境界上に鉛直方向のエッジが形成される。この
ため、誘引装置１１は、波長が３００～６００ｎｍの光を相対的に多く射出する水銀灯な
どの光源を用いる場合に比較して、害虫を効率よく誘引することができる。以下、本実施
形態に係る誘引装置１１を用いたときの効果を説明する。
【００７７】
　第１の実施形態に係る誘引装置１０のように、緑色光と紫外光などの単色光同士によっ
て形成されるエッジは、害虫を効率よく誘引する効果を発揮する。しかしながら、発明者
等は、鋭意研究の結果、緑色光と、緑色光と紫外光との混色光によって形成されるエッジ
が、単色光同士によって形成されるエッジよりも高い害虫の誘引効果を発揮することを見
出した。
【００７８】
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　発明者等は、まず、図７に示されるように、黒く塗りつぶされた背景板Ｂに、拡散板Ｄ
Ｐ１を配置した。発明者等は、暗室にて、当該拡散板ＤＰ１の背面から緑色光、青色光、
紫外光をそれぞれ入射させて拡散板ＤＰ１を発光させた。緑色光、青色光、紫外光は、カ
メムシ等の害虫にとって視覚的な感度が比較的高いと考えられる光である。そして、発明
者等は、拡散板ＤＰ１から所定距離隔てた地点からカメムシを放ち、３つの色の光のうち
、どの色の光にもっとも強くカメムシが誘引されたか調査した。
【００７９】
　その結果、カメムシは、紫外光によって発光させた拡散板ＤＰ１と、黒色の背景板Ｂと
によって形成されるエッジに最も強く誘引されることがわかった。
【００８０】
　そこで、発明者等は、紫外光と黒色とによって形成されるエッジと、黒色以外の光同士
によって形成されるエッジとを比較した。具体的には、発明者等は、まず、図２８に示さ
れるように、背景板Ｂに、紫外光で発光させた拡散板ＤＰ１と、青色光で発光させた拡散
板ＤＰ２とを配置して、図中の矢印に示されるように、背景板Ｂと拡散板ＤＰ１からなる
エッジと、拡散板ＤＰ１，ＤＰ２からなるエッジを形成した。そして、発明者等は、これ
らの拡散板ＤＰ１，ＤＰ２から所定距離隔てたところからカメムシを放った。
【００８１】
　その結果、図２９のグラフに示されるように、拡散板ＤＰ１と背景板Ｂによって形成さ
れるエッジ（ＵＶ－Ｂｌａｃｋ）の誘引率よりも、拡散板ＤＰ１と拡散板ＤＰ２によって
形成されるエッジ（ＵＶ－ＢＬ）の誘引率の方が高くなることがわかった。なお、誘引率
は、すべてのエッジの近傍に到達したカメムシの総数で、特定のエッジ近傍に到達したカ
メムシの数を除したものである。
【００８２】
　次に、発明者等は、図３０に示されるように、背景板Ｂに、紫外光で発光させた拡散板
ＤＰ１と、緑色光で発光させた拡散板ＤＰ２とを配置して、図中の矢印に示されるように
、背景板Ｂと拡散板ＤＰ１からなるエッジと、拡散板ＤＰ１，ＤＰ２からなるエッジを形
成した。そして、発明者等は、これらの拡散板ＤＰ１，ＤＰ２から所定距離隔てたところ
からカメムシを放った。
【００８３】
　その結果、図３１のグラフに示されるように、拡散板ＤＰ１と背景板Ｂによって形成さ
れるエッジ（ＵＶ－Ｂｌａｃｋ）の誘引率よりも、拡散板ＤＰ１と拡散板ＤＰ２によって
形成されるエッジ（ＵＶ－ＧＲ）の誘引率の方が高くなることがわかった。
【００８４】
　次に、発明者等は、図３２に示されるように、背景板Ｂに、紫外光で発光させた拡散板
ＤＰ１と、青色光で発光させた拡散板ＤＰ２と、緑色光で発光させた拡散板ＤＰ３を配置
して、図中の矢印に示されるように、背景板Ｂと拡散板ＤＰ１からなるエッジと、拡散板
ＤＰ２，ＤＰ３からなるエッジを形成した。そして、発明者等は、これらの拡散板ＤＰ１
～ＤＰ３から所定距離隔てたところからカメムシを放った。
【００８５】
　その結果、図３３のグラフに示されるように、拡散板ＤＰ１と背景板Ｂによって形成さ
れるエッジ（ＵＶ－Ｂｌａｃｋ）の誘引率よりも、拡散板ＤＰ２と拡散板ＤＰ３とによっ
て形成されるエッジ（ＢＬ－ＧＲ）の誘引率の方が高くなることがわかった。
【００８６】
　以上の結果から、紫外光と黒色とによって形成されるエッジと、黒色以外の光同士によ
って形成されるエッジとを比較した場合には、黒色以外の光同士によって形成されるエッ
ジの方が害虫の誘引率が高いことがわかる。
【００８７】
　そこで、発明者等は、黒以外の光同士によって形成されるエッジのうちから、最も誘引
率が高くなるときの色の組み合わせを特定した。具体的には、発明者等は、まず、図３４
に示されるように、背景板Ｂに、青色光で発光させた拡散板ＤＰ１と、紫外光で発光させ
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た拡散板ＤＰ２と、緑色光で発光させた拡散板ＤＰ３を配置して、図中の矢印に示される
ように、拡散板ＤＰ１，ＤＰ２からなるエッジと、拡散板ＤＰ２，ＤＰ３からなるエッジ
を形成した。そして、発明者等は、これらの拡散板ＤＰ１～ＤＰ３から所定距離隔てたと
ころからカメムシを放った。
【００８８】
　その結果、図３５のグラフに示されるように、拡散板ＤＰ１と拡散板ＤＰ２とによって
形成されるエッジ（ＵＶ－ＢＬ）の誘引率よりも、拡散板ＤＰ２と拡散板ＤＰ３とによっ
て形成されるエッジ（ＵＶ－ＧＲ）の誘引率の方が高くなることがわかった。
【００８９】
　次に、発明者等は、図３６に示されるように、背景板Ｂに、紫外光で発光させた拡散板
ＤＰ１と、緑色光で発光させた拡散板ＤＰ２と、青色光で発光させた拡散板ＤＰ３を配置
して、図中の矢印に示されるように、拡散板ＤＰ１，ＤＰ２からなるエッジと、拡散板Ｄ
Ｐ２，ＤＰ３からなるエッジを形成した。そして、発明者等は、これらの拡散板ＤＰ１～
ＤＰ３から所定距離隔てたところからカメムシを放った。
【００９０】
　その結果、図３７のグラフに示されるように、緑色光によって発光する拡散板ＤＰ２と
青色光によって発光する拡散板ＤＰ３とによって形成されるエッジ（ＢＬ－ＧＲ）の誘引
率よりも、紫外光によって発光する拡散板ＤＰ１と緑色光によって発光する拡散板ＤＰ２
とによって形成されるエッジ（ＵＶ－ＧＲ）の誘引率の方が高くなることがわかった。
【００９１】
　次に、発明者等は、図３８に示されるように、背景板Ｂに、紫外光で発光させた拡散板
ＤＰ１と、青色光で発光させた拡散板ＤＰ２と、緑色光で発光させた拡散板ＤＰ３を配置
して、図中の矢印に示されるように、拡散板ＤＰ１，ＤＰ２からなるエッジと、拡散板Ｄ
Ｐ２，ＤＰ３からなるエッジを形成した。そして、発明者等は、これらの拡散板ＤＰ１～
ＤＰ３から所定距離隔てたところからカメムシを放った。
【００９２】
　その結果、図３９のグラフに示されるように、紫外光によって発光する拡散板ＤＰ１と
青色光によって発光する拡散板ＤＰ２とによって形成されるエッジ（ＵＶ－ＢＬ）の誘引
率よりも、青色光によって発光する拡散板ＤＰ２と緑色光によって発光する拡散板ＤＰ３
とによって形成されるエッジ（ＢＬ－ＧＲ）の誘引率の方が高くなることがわかった。
【００９３】
　以上の結果から、青色光と紫外光とによって形成されるエッジ、紫外光と緑色光によっ
て形成されるエッジ、及び緑色光と青色光とによって形成されるエッジを比較した場合に
は、紫外光と緑色光によって形成されるエッジの誘引率が最も高く、紫外光と青色光とに
よって形成されるエッジの誘引率が最も低いことがわかる。
【００９４】
　図４０は、紫外光によって発光する拡散板ＤＰ１と、青色光によって発光する拡散板Ｄ
Ｐ２と、緑色光によって発光する拡散板ＤＰ３と、紫外光によって発光する拡散板ＤＰ４
を順番に配置した状態を示す図である。そして、図中の黒丸は、これらの拡散板ＤＰ１～
ＤＰ４に対してカメムシを放ったときに、カメムシが到達した地点を示している。緑色光
によって発光する拡散板ＤＰ３と紫外光によって発光する拡散板ＤＰ４によって形成され
るエッジ、すなわち、紫外光と緑色光によって形成されるエッジの誘引率が高ことは、図
４０に示される結果からも明らかである。
【００９５】
　そこで、発明者等は、紫外光と緑色光との混色光と、他の色の光とによるエッジの誘引
率について、検証を行った。具体的には、発明者等は、図４１に示されるように、紫外光
によって発光する拡散板ＤＰ１と、緑色光によって発光する拡散板ＤＰ２と、紫外光と緑
色光の混色光によって発光する拡散板ＤＰ３とを順番に配置した。そして、発明者等は、
これらの拡散板ＤＰ１～ＤＰ３に対してカメムシを放った。図４１中の黒丸に示されるよ
うに、カメムシは、緑色光によって発光する拡散板ＤＰ２と混色光によって発光する拡散
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板ＤＰ３によって形成されるエッジに、最も強く誘引された。
【００９６】
　同様に、発明者等は、図４２に示されるように、紫外光によって発光する拡散板ＤＰ１
と、緑色光によって発光する拡散板ＤＰ２と、紫外光と緑色光の混色光によって発光する
拡散板ＤＰ３と、紫外光によって発光する拡散板ＤＰ４とを順番に配置した。そして、発
明者等は、これらの拡散板ＤＰ１～ＤＰ４に対してカメムシを放った。図４２中の黒丸に
示されるように、カメムシは、緑色光によって発光する拡散板ＤＰ２と混色光によって発
光する拡散板ＤＰ３によって形成されるエッジに、最も強く誘引された。
【００９７】
　以上の結果から、カメムシ等の害虫は、紫外光と緑色光との混色光と、緑色光とによっ
て形成されるエッジに強く誘引されることがわかる。本実施形態に係る誘引装置１１では
、プレート１３１から緑色光が拡散し、プレート１３２から紫外光と緑色光が拡散する。
これによって、緑色光と、紫外光と緑色光との混色光とによるコントラストが形成される
。したがって、誘引装置１１は、害虫を効果的に誘引することができる。
【００９８】
　なお、上記実施形態では、紫外光と緑色光との混色光と、緑色光とによるコントラスト
が形成される場合について説明した。しかしながら、例えば紫外光と緑色光との混色光と
、青色光とによるコントラストを形成してもよい。この場合にも、誘引装置１１は、害虫
を効果的に誘引することができる。
【００９９】
　この場合には、ＬＥＤユニット１２１Ａを構成するＬＥＤとして、青色光を射出するＬ
ＥＤ等を用いることが考えられる。
【０１００】
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態によって限定され
るものではない。例えば、上記実施形態に係る誘引装置１０のプレート３１，３２、或い
は誘引装置１１のプレート１３１，１３２の上面に、粘着テープ等の捕虫手段を設けるこ
とで、害虫を捕虫するための捕虫装置を実現することができる。この場合には、例えば図
１，２５に示される誘引装置１０，１１の＋Ｘ側の面が、害虫を捕虫するための捕虫面に
なる。本実施形態では、プレート３１とプレート３２とによって形成されるコントラスト
、或いはプレート１３１とプレート１３２とによって形成されるコントラストが、捕虫面
の中心に位置するので、効果的に害虫を捕虫することができる。
【０１０１】
　また、誘引装置１０，１１の周囲に、殺虫手段や捕捉手段を配置することによっても、
誘引装置１０，１１を備える捕虫装置を実現することができる。
【０１０２】
　例えば図４３には、殺虫手段としての電撃格子５２を備える捕虫装置４１が示されてい
る。図４３に示されるように、捕虫装置４１は、誘引装置１０と、誘引装置１０を収容す
るケーシング５１と、誘引装置１０を構成するプレート３１，３２の前面側（＋Ｘ側）に
支持される電撃格子５２を備えている。
【０１０３】
　この捕虫装置４１では、誘引装置１０に誘引された害虫は、電撃格子５２に接触するこ
とによって感電し死傷する。そして、ケーシング５１に設けられた捕集部５１ａの内部に
落下する。これにより、捕虫装置４１によって害虫が捕虫される。
【０１０４】
　また、図４４には、捕捉手段としての貯水部６１ａを備える捕虫装置４２が示されてい
る。図４４に示されるように、捕虫装置４２は、誘引装置１０と、誘引装置１０を収容す
るケーシング６１を有している。また、誘引装置１０を構成するプレート３１，３２の表
面には、摩擦係数が比較的小さい虫滑落シート６２が貼り付けられている。
【０１０５】
　この捕虫装置４２では、誘引装置１０に誘引された害虫は、当該誘引装置１０のプレー
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ト３１，３２に貼り付けられた虫滑落シート６２にとまろうとするが、そのまま虫滑落シ
ート６２の表面にそって滑落する。そして、害虫は、ケーシング６１に形成された貯水部
６１ａに落下する。貯水部６１ａに落下した害虫は、当該貯水部６１ａに貯水された水７
０に水没するため、外部への脱出がほぼ不可能な状態になる。これにより、捕虫装置４２
によって害虫が捕虫される。
【０１０６】
　以上、殺虫手段としての電撃格子５２を有する捕虫装置４１と、捕捉手段としての貯水
部６１ａを備える捕虫装置４２について説明したが、捕虫装置は、殺虫手段及び捕捉手段
の双方を備えていてもよい。
【０１０７】
　上記第１の実施形態では、プレート３１が、例えば３７０ｎｍ程度の光に対しての透過
性を主として有しており、プレート３２が、例えば５２０ｎｍ程度の光に対しての透過性
を主として有していることとした。これに限らず、誘引効果は低くなるが、プレート３１
とプレート３２の境界にエッジが形成されるのであれば、プレート３１，３２の色が異な
ってもよい。
【０１０８】
　上記第１の実施形態では、プレート３１を３７０ｎｍ程度の光が透過し、プレート３２
を５２０ｎｍ程度の光が透過する場合について説明した。これに限らず、プレート３１の
代わりに、自発的に発光して波長が３７０ｎｍ程度の光を射出する部材を用い、プレート
３２の代わりに、自発的に発光して波長が５２０ｎｍ程度の光を射出する部材を用いても
よい。
【０１０９】
　誘引装置１０は、例えば、図１に示されるように、プレート３１，３２によって形成さ
れるエッジが、鉛直軸（Ｚ軸）に平行になるような姿勢で用いられることが好ましい。し
かしながら、誘引装置１０を配置するときの姿勢は、特に限定されるものではなく、例え
ばプレート３１，３２が上面に位置した状態で、誘引装置１０を、床面等に配置して用い
ることもできる。
【０１１０】
　上記第１の実施形態では、誘引装置１０が光源としてのＬＥＤユニット２１を備えてい
る場合について説明した。これに限らず、誘引装置１０は、ＬＥＤユニット２１等の光源
を備えていなくてもよい。この場合には、プレート３１として、例えば波長が３７０ｎｍ
程度の光に対する反射率が高い素材を用い、プレート３２として、例えば波長が５２０ｎ
ｍ程度の光に対する反射率が高い素材を用いることが考えられる。
【０１１１】
　上記第２の実施形態では、誘引装置１１が光源としてのＬＥＤユニット１２１Ａ，１２
１Ｂを備えている場合について説明した。これに限らず、誘引装置１１は、ＬＥＤユニッ
ト１２１Ａ，１２１Ｂ等の光源を備えていなくてもよい。この場合には、プレート１３１
として、例えば波長が５２０ｎｍ程度の光に対する反射率が高い素材を用い、プレート１
３２として、例えば波長が５２０ｎｍ程度の光と波長が３７０ｎｍ程度の光に対する反射
率が高い素材を用いることが考えられる。
【０１１２】
　例えば図４５は、変形例に係る誘引装置１２を示す図である。この誘引装置１２は、円
形の底部を有する容器２５と、当該容器２５の底面に貼り付けられた、相互に色の異なる
半円形のシート３３，３４とを有している。これによって、容器２５の底面には、色の異
なる２つの領域が形成され、領域同士の境界には、エッジが形成されている。シート３３
，３４については、一方を例えば３７０ｎｍ程度の光に対する反射率が高いものとし、他
方を例えば５２０ｎｍ程度の光に対する反射率が高いものとすることが好ましい。上述の
誘引装置１２は、容器２５に、水或いは殺虫性の液体を満たした状態で用いることができ
る。
【０１１３】



(17) JP WO2013/042743 A1 2013.3.28

10

20

30

40

50

　上記実施形態では、プレート３１を透過する透過光とプレート３２を透過する光、或い
はプレート１３１を透過する透過光とプレート１３２を透過する透過光といったように、
２色の光を使ってエッジを形成した。これに限らず、偏光方向が異なる２種類の光を使っ
てエッジを形成することとしてもよい。
【０１１４】
　例えば、図４６には変形例に係る誘引装置１３が示されている。この誘引装置１３は、
プレート３１に代わる偏光板２３１と、プレート３２に代わる偏光板２３２を有している
。
【０１１５】
　偏光板２３１は、筐体２０に収容されたＬＥＤユニットから射出され偏光板２３１に入
射する光を、振動方向が鉛直方向の縦偏光として外部へ射出する。また、偏光板２３２は
、筐体２０に収容されたＬＥＤユニットから射出され偏光板２３２に入射する光を、振動
方向が水平方向の横偏光として外部へ射出する。このため、偏光板２３１と偏光板２３２
の境界に、縦偏光と横偏光とによって形成されるエッジが現れる。これにより、カメムシ
等の害虫を効果的に誘引することができる。以下、その理由について説明する。
【０１１６】
　図４７は、縦偏光を射出する偏光板ＶＰを示す図である。また、図４８は、横偏光を射
出する偏光板ＨＰを示す図である。発明者等は、偏光板ＶＰ，ＨＰそれぞれに対して、当
該偏光板ＶＰ，ＨＰから所定距離隔てたところからカメムシを放った。この場合には、図
４７及び図４８の中の黒丸に示されるように、カメムシは、偏光板ＶＰ，ＨＰの外縁部に
主として誘引された。
【０１１７】
　図４９には、水平方向に隣接する偏光板ＨＰと偏光板ＶＰが示されている。偏光板ＨＰ
からは横偏光が射出され、偏光板ＶＰから縦偏光が射出される。このため、偏光板ＨＰと
偏光板ＶＰとの境界には、長手方向を鉛直方向とするエッジが形成される。発明者等は、
当該偏光板ＨＰ，ＶＰから所定距離隔てたところから、偏光板ＨＰ，ＶＰそれぞれに対し
て、カメムシを放った。この場合には、図４９の中の黒丸に示されるように、カメムシは
、偏光板ＶＰ，ＨＰの境界に強く誘引された。
【０１１８】
　また、図５０には、鉛直方向に隣接する偏光板ＶＰと偏光板ＨＰが示されている。偏光
板ＶＰからは縦偏光が射出され、偏光板ＨＰから横偏光が射出される。このため、偏光板
ＶＰと偏光板ＨＰとの境界には、長手方向を水平方向とするエッジが形成される。発明者
等は、当該偏光板ＶＰ，ＨＰから所定距離隔てたところから、偏光板ＶＰ，ＨＰそれぞれ
に対して、カメムシを放った。この場合には、図５０の中の黒丸に示されるように、カメ
ムシは、偏光板ＶＰ，ＨＰの境界に強く誘引された。以上の結果から、カメムシは、縦偏
光と横偏光とによって形成されるエッジに強く誘引されることがわかる。
【０１１９】
　本変形例に係る誘引装置１３では、偏光板２３１から射出される縦偏光と、偏光板２３
２から射出される横偏光とによって、偏光板２３１，２３２との境界にエッジか形成され
る。このため、誘引装置１３は、カメムシ等の害虫を効果的に誘引することができる。
【０１２０】
　また、本変形例に係る誘引装置１３では、光源として用いるＬＥＤ等の色が限定されな
い。このため、蛍光灯等の安価な照明装置を光源として用いることができる。これにより
、装置の低コスト化を図ることができる。
【０１２１】
　上記実施形態では、光源としてＬＥＤを用いたが、光源は、これに限定されるものでは
なく、自然光や他の光源を用いてもよい。
【０１２２】
　なお、本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施形態及び
変形が可能とされるものである。また、上述した実施形態は、本発明を説明するためのも
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【０１２３】
　本出願は、２０１１年９月２０日に出願された日本国特許出願２０１１－２０５１３２
号及び２０１２年３月６日に出願された日本国特許出願２０１２－４９８４２号に基づく
。本明細書中に日本国特許出願２０１１－２０５１３２号及び日本国特許出願２０１２－
４９８４２号の明細書、特許請求の範囲、図面全体を参照として取り込むものとする。
【産業上の利用可能性】
【０１２４】
　本発明の誘引装置は、昆虫を誘引するのに適している。また、本発明の捕虫装置は、昆
虫を捕虫するのに適している。
【符号の説明】
【０１２５】
　１０～１３　誘引装置
　２０，１２０　筐体
　２０ａ，１２０ａ　底板部
　２０ｂ，１２０ｂ　フレーム部
　２１，１２１Ａ，１２１Ｂ　ＬＥＤユニット
　２２，１２２　プリント配線基板
　２３，１２３ａ，１２３ｂ　ＬＥＤ
　２５　容器
　３１，３２，１３１，１３２　プレート
　３３，３４　シート
　４１，４２　捕虫装置
　５１　ケーシング
　５１ａ　捕集部
　５２　電撃格子
　６１　ケーシング
　６１ａ　貯水部
　６２　虫滑落シート
　７０　水
　１００　検証装置
　１０１　フレーム
　１０１ａ　透過部
　１０１ｂ　本体部
　１０２　底板
　１２０ｃ　内壁
　２３１，２３２　偏光板
　Ｂ　背景板
　ＤＰ１　拡散板
　ＤＰ１～ＤＰ４　拡散板
　ＨＰ，ＶＰ　偏光板
　ＬＭ　ランドマーク
　Ｐ１～Ｐ５　ＬＥＤパネル
　Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５　点
　Ｔ１～Ｔ１０　オブジェクト
　Ｕ１，Ｕ２　ユニット
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【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】

【図２３】 【図２４】



(24) JP WO2013/042743 A1 2013.3.28
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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月17日(2013.4.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の波長領域の色と、前記第１の波長領域とは異なる第２の波長領域の色によるコン
トラストが形成される誘引手段を備える誘引装置であって、
　前記第１の波長領域は、紫外領域であって、
　前記第２の波長領域は、緑色領域である、誘引装置。
【請求項２】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光を透過する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を透過し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有する請求項１に記載の誘引装置。
【請求項３】
　前記第１部材は、前記第１の波長領域の光を透過するとともに、前記第２の波長領域の
光を透過する請求項２に記載の誘引装置。
【請求項４】
　前記第１部材は、前記第１の波長領域の光を透過するとともに、前記第１の波長領域及
び前記第２の波長領域以外の第３の波長領域の光を透過する請求項２に記載の誘引装置。
【請求項５】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光を反射する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を反射し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有する請求項１に記載の誘引装置。
【請求項６】
　前記第１部材は、前記第１の波長領域の光を反射するとともに、前記第２の波長領域の
光を反射する請求項５に記載の誘引装置。
【請求項７】
　前記第１部材は、前記第１の波長領域の光を反射するとともに、前記第１の波長領域及
び前記第２の波長領域以外の第３の波長領域の光を反射する請求項５に記載の誘引装置。
【請求項８】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光を発する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を発し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有する請求項１に記載の誘引装置。
【請求項９】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光と、前記第２の波長領域の光を発する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を発し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
　を有する請求項１に記載の誘引装置。
【請求項１０】
　前記誘引手段は、
　前記第１の波長領域の光と、前記第１の波長領域及び前記第２の波長領域以外の第３の
波長領域の光を発する第１部材と、
　前記第２の波長領域の光を発し、前記第１部材と隣接して配置される第２部材と、
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　を有する請求項１に記載の誘引装置。
【請求項１１】
　前記第１部材と前記第２部材を照明する光源を備える請求項２乃至７のいずれか一項に
記載の誘引装置。
【請求項１２】
　前記誘引手段は、
　入射する光を拡散する第１の拡散板、及び第２の拡散板と、
　前記第１の拡散板に、前記第１の波長領域の光を入射させる光源と、
　前記第１の拡散板に、前記第２の波長領域の光を入射させる光源と、
　前記第２の拡散板に、前記第２の波長領域の光を入射させる光源と、
　を備える請求項１に記載の誘引装置。
【請求項１３】
　前記誘引手段は、
　入射する光を拡散する第１の拡散板、及び第２の拡散板と、
　前記第１の拡散板に、前記第１の波長領域の光を入射させる光源と、
　前記第２の拡散板に、前記第２の波長領域の光を入射させる光源と、
　前記第１の拡散板に、前記第１の波長領域及び前記第２の波長領域以外の第３の波長領
域の光を入射させる光源と、
　を備える請求項１に記載の誘引装置。
【請求項１４】
（削除）
【請求項１５】
（削除）
【請求項１６】
　第１の偏光と、前記第１の偏光とは偏光方向が異なる第２の偏光とによるコントラスト
が形成される誘引手段を備える誘引装置。
【請求項１７】
　前記誘引手段は、
　第１方向へ振動する光を通過する第１偏光板と、
　前記第１方向とは異なる第２方向へ振動する光を透過し、前記第１偏光板に隣接して配
置される第２偏光板と、
　を備える請求項１６に記載の誘引装置。
【請求項１８】
　前記第１偏光板及び前記第２偏光板へ光を照射する光源を備える請求項１７に記載の誘
引装置。
【請求項１９】
　請求項１乃至１３及び請求項１６乃至１８のいずれか一項に記載の誘引装置と、
　前記誘引装置によって誘引される昆虫を捕虫する捕虫手段と、
　を備える捕虫装置。
【請求項２０】
　前記コントラストは、捕虫手段の中心に配置される請求項１９に記載の捕虫装置。
【請求項２１】
　請求項１乃至１３及び請求項１６乃至１８のいずれか一項に記載の誘引装置を用いて、
昆虫を誘引する手順と、
　誘引した昆虫を捕虫する手順と、
　を含む捕虫方法。
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