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(57)【要約】
　有害生物を制御するデバイス、システム、および方法
が開示される。有害生物防除デバイスはセンサセルを有
するセンサおよびコントローラを含む。センサセルの表
面は、有害生物によって分泌された標的の生化学的分析
物と反応する薬剤で被覆されている。コントローラはセ
ンサに連結されており、センサセルの表面上で検出され
たセンサ質量の変化の速度を示すセンサデータをセンサ
セルから受信し、受信したセンサデータに基づくセンサ
質量の変化の速度が予め定義した閾速度を超えるか否か
を判定し、変化の速度が所定の閾速度を超えるという判
定に応答して有害生物検出警告通知をサーバに送信する
ように構成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センサセルを含むセンサであって、センサセルの表面が、有害生物によって分泌された
標的の生化学的分析物と反応する薬剤で被覆されている、センサと、
　前記センサに連結されたコントローラであって、
　　前記標的の生化学的分析物の濃度の増加に相関する、前記センサセルの表面上で検出
されたセンサ質量の変化の速度を示すセンサデータを前記センサセルから受信し、
　　受信した前記センサデータに基づく前記センサ質量の変化の速度が予め定義した閾速
度を超えるか否かを判定し、
　　前記変化の速度が所定の閾速度を超えるという判定に応答して有害生物検出警告通知
をサーバに送信する
ように構成されているコントローラと
を含む有害生物防除デバイス。
【請求項２】
　操作者が前記有害生物防除デバイスを動かして前記標的の生化学的分析物の局所エリア
を識別するためのグリップを提供するハンドルをさらに含む、請求項１に記載の有害生物
防除デバイス。
【請求項３】
　前記コントローラがさらに、
　前記変化の速度が予め定義した閾速度を超えるとタイマーを起動し、
　前記変化の速度が前記予め定義した閾速度未満に戻ると前記タイマーを停止し、
　前記センサ質量の前記変化の速度が前記予め定義した閾速度を超えた時間量を決定し、
　前記時間量が予め定義した時間より大きいか否かを判定する
ように構成されており、
　前記有害生物検出警告通知を送信することが、前記時間量が前記予め定義した時間より
大きいという判定に応答して有害生物検出警告通知を送信することを含む、請求項１に記
載の有害生物防除デバイス。
【請求項４】
　前記予め定義した閾速度がトコジラミの存在下における基準の質量変化速度である、請
求項１に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項５】
　前記標的の生化学的分析物が、トコジラミの分泌物中に見出される分析物を含む、請求
項１に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項６】
　前記標的の生化学的分析物がトランス－２－ヘキセナール（Ｔ２Ｈ）を含む、請求項１
に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項７】
　前記標的の生化学的分析物がトランス－２－オクテナール（Ｔ２Ｏ）を含む、請求項１
に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項８】
　前記標的の生化学的分析物が４－オキソ－（Ｅ）－２－ヘキセナールを含む、請求項１
に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項９】
　前記標的の生化学的分析物が４－オキソ－（Ｅ）－２－オクテナールを含む、請求項１
に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１０】
　前記薬剤がジオクチル環状チオール中間体（ジオクチル－ＣＴＩ）を含む、請求項１に
記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１１】
　前記薬剤が環状チオール中間体（ＣＴＩ）を含む、請求項１に記載の有害生物防除デバ
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イス。
【請求項１２】
　前記センサが石英結晶ミクロ天秤である、請求項１に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１３】
　前記センサセルが石英結晶共振器である、請求項１に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１４】
　前記センサセルの前記表面が、ポリマーゲルおよび前記薬剤を含むコーティングゲル複
合物で被覆されている、請求項１に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１５】
　前記ポリマーゲルが、前記センサセルの前記表面上に安定なコーティングを形成するた
めに高い粘度および高い熱化学的安定性を有する、請求項１４に記載の有害生物防除デバ
イス。
【請求項１６】
　前記ポリマーゲルが低い分子量を有する、請求項１４に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１７】
　前記ポリマーゲルがポリメチルフェニルシロキサン（ＰＭＰＳ）である、請求項１４に
記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１８】
　前記ポリマーゲルがポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）である、請求項１４に記載の
有害生物防除デバイス。
【請求項１９】
　前記ポリマーゲルがフルオロアルコールポリカルボシランである、請求項１４に記載の
有害生物防除デバイス。
【請求項２０】
　前記ポリマーゲルがフルオロアルコールポリシロキサンである、請求項１４に記載の有
害生物防除デバイス。
【請求項２１】
　前記ポリマーゲルがビスフェノール含有ポリマー（ＢＳＰ３）である、請求項１４に記
載の有害生物防除デバイス。
【請求項２２】
　前記ポリマーゲルがポリ－２－ジメチルアミン－エチル－メタクリレート（ＰＤＭＡＥ
ＭＣ）である、請求項１４に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項２３】
　前記ポリマーゲルが、ケイ素（Ｓｉ）および鉄（Ｆ）を含むポリマーである、請求項１
４に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項２４】
　前記ポリマーゲルが、ポリメチルフェニルシロキサン（ＰＭＰＳ）、ポリジメチルシロ
キサン（ＰＤＭＳ）、フルオロアルコールポリカルボシラン、フルオロアルコールポリシ
ロキサン、ビスフェノール含有ポリマー（ＢＳＰ３）、ポリ－２－ジメチルアミン－エチ
ル－メタクリレート（ＰＤＭＡＥＭＣ）、ならびにケイ素（Ｓｉ）および鉄（Ｆ）を含む
ポリマーの少なくとも１つである、請求項１４に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項２５】
　有害生物の存在を検出する方法であって、
　センサ質量の変化の速度を示すデータをセンサから受信することと、
　前記センサ質量の変化の速度が予め定義した閾速度を超えるか否かを判定することと、
　前記変化の速度が所定の閾速度を超えるという判定に応答して有害生物検出警告通知を
サーバに送信することとを含み、
　前記センサが、有害生物によって分泌された標的の生化学的分析物と反応するコーティ
ングを含み、前記センサ質量の変化の速度が、標的の生化学的分析物の濃度の増加と相関
する、
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方法。
【請求項２６】
　前記変化の速度が予め定義した閾速度を超えるとタイマーを起動することと、
　前記変化の速度が前記予め定義した閾速度未満に戻ると前記タイマーを停止することと
、
　前記センサ質量の前記変化の速度が前記予め定義した閾速度を超えた時間量を決定する
ことと、
　前記時間量が予め定義した時間より大きいか否かを判定することとを含み、
　前記有害生物検出警告通知を送信することが、前記時間量が前記予め定義した時間より
大きいという判定に応答して有害生物検出警告通知を送信することを含む、
請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記予め定義した閾速度がトコジラミの存在下における基準の質量変化速度である、請
求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記標的の生化学的分析物がトランス－２－ヘキセナール（Ｔ２Ｈ）を含む、請求項２
５に記載の方法。
【請求項２９】
　前記標的の生化学的分析物がトランス－２－オクテナール（Ｔ２Ｏ）を含む、請求項２
５に記載の方法。
【請求項３０】
　前記標的の生化学的分析物が４－オキソ－（Ｅ）－２－ヘキセナールを含む、請求項２
５に記載の方法。
【請求項３１】
　前記標的の生化学的分析物が４－オキソ－（Ｅ）－２－オクテナールを含む、請求項２
５に記載の方法。
【請求項３２】
　前記コーティングがジオクチル環状チオール中間体（ジオクチル－ＣＴＩ）を含む、請
求項２５に記載の方法。
【請求項３３】
　前記コーティングが環状チオール中間体（ＣＴＩ）を含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３４】
　前記センサが石英結晶ミクロ天秤である、請求項２５に記載の方法。
【請求項３５】
　前記コーティングが、ポリマーゲルおよび薬剤を含むコーティングゲル複合物である、
請求項２５に記載の方法。
【請求項３６】
　前記ポリマーゲルが、センサセルの表面上に安定なコーティングを形成するために高い
粘度および高い熱化学的安定性を有する、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記ポリマーゲルが低い分子量を有する、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記ポリマーゲルがポリメチルフェニルシロキサン（ＰＭＰＳ）である、請求項３５に
記載の方法。
【請求項３９】
　前記ポリマーゲルがポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）である、請求項３５に記載の
方法。
【請求項４０】
　前記ポリマーゲルがフルオロアルコールポリカルボシランである、請求項３５に記載の
方法。
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【請求項４１】
　前記ポリマーゲルがフルオロアルコールポリシロキサンである、請求項３５に記載の方
法。
【請求項４２】
　前記ポリマーゲルがビスフェノール含有ポリマー（ＢＳＰ３）である、請求項３５に記
載の方法。
【請求項４３】
　前記ポリマーゲルがポリ－２－ジメチルアミン－エチル－メタクリレート（ＰＤＭＡＥ
ＭＣ）である、請求項３５に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ポリマーゲルがケイ素（Ｓｉ）および鉄（Ｆ）を含むポリマーである、請求項３５
に記載の方法。
【請求項４５】
　前記ポリマーゲルがポリメチルフェニルシロキサン（ＰＭＰＳ）、ポリジメチルシロキ
サン（ＰＤＭＳ）、フルオロアルコールポリカルボシラン、フルオロアルコールポリシロ
キサン、ビスフェノール含有ポリマー（ＢＳＰ３）、ポリ－２－ジメチルアミン－エチル
－メタクリレート（ＰＤＭＡＥＭＣ）、ならびにケイ素（Ｓｉ）および鉄（Ｆ）を含むポ
リマーの少なくとも１つである、請求項３５に記載の方法。
【請求項４６】
　有害生物の存在を検出する方法であって、
　第１のセンサデータをセンサから受信することと、
　第２のセンサデータを前記センサから受信することと、
　前記第１および第２のセンサデータに基づいてシグナル変化の第１の勾配を決定するこ
とと、
　第３のセンサデータを前記センサから受信することと、
　前記第２および第３のセンサデータに基づいてシグナル変化の第２の勾配を決定するこ
とと、
　前記第２の勾配が前記第１の勾配と異なるか否かを判定することと、
　前記第２の勾配が前記第１の勾配と異なるという判定に応答して有害生物検出警告通知
をサーバに送信することとを含み、
　前記センサが、有害生物によって分泌された標的の生化学的分析物と反応するコーティ
ングを含み、前記シグナル変化が、標的の生化学的分析物の濃度の増加と相関する、方法
。
【請求項４７】
　前記第２の勾配が前記第１の勾配と異なるとタイマーを起動することと、
　センサデータを前記センサから受信して前記タイマーが動いている間のセンサデータに
基づいてシグナル変化の勾配を決定することと、
　勾配に変化がないことを検出して前記タイマーを停止することと、
　前記タイマーによって測定した時間間隔を決定することと、
　前記時間間隔が予め定義した時間より大きいか否かを判定することとをさらに含み、
　前記有害生物検出警告通知を送信することが、前記時間間隔が前記予め定義した時間よ
り大きいという判定に応答して有害生物検出警告通知を送信することを含む、
請求項４６に記載の方法。
【請求項４８】
　予め定義した閾速度がトコジラミの存在下における基準の質量変化速度である、請求項
４６に記載の方法。
【請求項４９】
　前記標的の生化学的分析物がトランス－２－ヘキセナール（Ｔ２Ｈ）を含む、請求項４
６に記載の方法。
【請求項５０】
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　前記標的の生化学的分析物がトランス－２－オクテナール（Ｔ２Ｏ）を含む、請求項４
６に記載の方法。
【請求項５１】
　前記標的の生化学的分析物が４－オキソ－（Ｅ）－２－ヘキセナールを含む、請求項４
６に記載の方法。
【請求項５２】
　前記標的の生化学的分析物が４－オキソ－（Ｅ）－２－オクテナールを含む、請求項４
６に記載の方法。
【請求項５３】
　前記コーティングがジオクチル環状チオール中間体（ジオクチル－ＣＴＩ）を含む、請
求項４６に記載の方法。
【請求項５４】
　前記コーティングが環状チオール中間体（ＣＴＩ）を含む、請求項４６に記載の方法。
【請求項５５】
　前記センサが石英結晶ミクロ天秤である、請求項６に記載の方法。
【請求項５６】
　有害生物によって分泌された標的の生化学的分析物と反応するために有害生物検出セン
サ上で利用可能な薬剤の量を決定することと、
　前記薬剤の量が閾レベル未満であるか否かを判定することと、
　前記薬剤の量が前記閾レベル未満であるという判定に応答して前記センサがメインテナ
ンスを必要としていることを示す通知をサーバに送信することとを含む方法であって、
前記有害生物検出センサ上を被覆する薬剤の量が、前記薬剤が前記標的の生化学的分析物
と反応するとともに減少する、方法。
【請求項５７】
　前記薬剤がジオクチル環状チオール中間体（ジオクチル－ＣＴＩ）を含む、請求項５６
に記載の方法。
【請求項５８】
　前記薬剤が環状チオール中間体（ＣＴＩ）を含む、請求項５６に記載の方法。
【請求項５９】
　前記標的の生化学的分析物がトコジラミの分泌物中に見出される分析物を含む、請求項
５６に記載の方法。
【請求項６０】
　前記標的の生化学的分析物がトランス－２－ヘキセナール（Ｔ２Ｈ）を含む、請求項５
６に記載の方法。
【請求項６１】
　前記標的の生化学的分析物がトランス－２－オクテナール（Ｔ２Ｏ）を含む、請求項５
６に記載の方法。
【請求項６２】
　前記標的の生化学的分析物が４－オキソ－（Ｅ）－２－ヘキセナールを含む、請求項５
６に記載の方法。
【請求項６３】
　前記標的の生化学的分析物が４－オキソ－（Ｅ）－２－オクテナールを含む、請求項５
６に記載の方法。
【請求項６４】
　前記閾レベルが、前記標的の生化学的分析物と反応するために必要な薬剤の最小量に基
づいて決定される、請求項５６に記載の方法。
【請求項６５】
　式Ｉ
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【化１】

の環状チオールまたはその互変異性体であって、式中
Ｘは、ＳまたはＯであり、
Ｚ１およびＺ２は、それぞれ独立にＯまたはＳであり、
Ｒ１は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ２は、水素、Ｃ３～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ３、Ｒ３’、Ｒ４、およびＲ４’は、それぞれ独立に水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２

～Ｃ８アルケニル、およびＣ６～Ｃ１０アリールからなる群から選択され、
Ｒ５は、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、お
よびポリマー性の嵩高い基からなる群から選択され、
ａは、０または１であり、
ｘおよびｙは、それぞれ独立に１～１０の整数である、
環状チオールまたはその互変異性体。
【請求項６６】
　ＸがＳである、請求項６５に記載の環状チオール。
【請求項６７】
　Ｚ１がＯである、請求項６５に記載の環状チオール。
【請求項６８】
　Ｚ１およびＺ２がそれぞれＯである、請求項６５に記載の環状チオール。
【請求項６９】
　ＸがＳであり、Ｚ１およびＺ２がそれぞれＯである、請求項６５に記載の環状チオール
。
【請求項７０】
　Ｒ１およびＲ２がそれぞれＣ４～Ｃ１０アルキルであり、同一である、請求項６５に記
載の環状チオール。
【請求項７１】
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　Ｒ１およびＲ２がそれぞれオクチルである、請求項６５に記載の環状チオール。
【請求項７２】
　Ｒ１およびＲ２の少なくとも１つが、ポリマー性の嵩高い基に連結されている、請求項
６５に記載の環状チオール。
【請求項７３】
　Ｒ１およびＲ２の少なくとも１つが水素である、請求項７２に記載の環状チオール。
【請求項７４】
　前記ポリマー性の嵩高い基が、シリコーン、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリエステ
ル、ポリカーボネート、ポリアラミド、ポリウレタン、ポリスチレン、エポキシ、ゴム、
デンプン、タンパク質、セルロース、アクリレート、ＡＢＳポリマー、ＰＥＥＫポリマー
、ポリオール、ポリエーテル、ポリエーテルポリオール、および上記の２つ以上のコポリ
マーからなる群から選択される、請求項７２に記載の環状チオール。
【請求項７５】
　前記ポリマー性の嵩高い基がシルセスキオキサンである、請求項７４に記載の環状チオ
ール。
【請求項７６】
　前記ポリマー性の嵩高い基が架橋している、請求項７４に記載の環状チオール。
【請求項７７】
　Ｒ１が式－ＣＨ２Ｏ（ＣＨ２）３Ｓ（ＣＨ２）３Ｒ５を有する、請求項７２に記載の環
状チオール。
【請求項７８】
　約３５０Ｄａ～約５０００Ｄａの重量を有する、請求項６５に記載の環状チオール。
【請求項７９】
　ａが１である、請求項６５に記載の環状チオール。
【請求項８０】
　Ｒ３、Ｒ３’、Ｒ４、およびＲ４’がそれぞれ水素である、請求項６５に記載の環状チ
オール。
【請求項８１】
　式
【化２】

であり、式中、Ｒ１およびＲ２はそれぞれ独立にヘキシルまたはオクチルである、請求項
６５に記載の環状チオール。
【請求項８２】
　Ｒ１およびＲ２がそれぞれオクチルである、請求項８１に記載の環状チオール。
【請求項８３】
　前記チオール基が約１～約４のｐＫａを有する、請求項６５に記載の環状チオール。
【請求項８４】
　式ＩＩ
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【化３】

の環状付加物またはその互変異性体であって、式中、
Ｘは、ＳまたはＯであり、
Ｚ１およびＺ２は、それぞれ独立にＯまたはＳであり、
Ｒ１は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ２は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ３、Ｒ３’、Ｒ４、およびＲ４’は、それぞれ独立に水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２

～Ｃ８アルケニル、およびＣ６～Ｃ１０アリールからなる群から選択され、
Ｒ５は、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、お
よびポリマー性の嵩高い基からなる群から選択され、
Ｒ６は、Ｃ１～Ｃ１２アルキルまたはオキソ置換Ｃ１～Ｃ１２アルキルであり、
ａは、０または１であり、
ｘおよびｙは、それぞれ独立に１～１０の整数である、
環状付加物またはその互変異性体。
【請求項８５】
　Ｒ６が、プロピル、ペンチル、１－オキソプロピルおよび１－オキソペンチルからなる
群から選択される、請求項８４に記載の環状付加物。
【請求項８６】
　Ｒ６がペンチルである、請求項８４に記載の環状付加物。
【請求項８７】
　式ＩＩＩ
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【化４】

のチオールまたはその互変異性体であって、式中、
Ｘは、ＳまたはＯであり、
Ｚ１およびＺ２は、それぞれ独立にＯまたはＳであり、
Ｒ１は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ２は、Ｃ３～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、５～
７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、－（
ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、
Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ

１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（Ｓ
Ｃ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン
）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ５は、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、お
よびポリマー性の嵩高い基からなる群から選択され、
ａは、０または１であり、
ｘおよびｙは、それぞれ独立に１～１０の整数である、
チオールまたはその互変異性体。
【請求項８８】
　式ＩＶ
【化５】

の付加物またはその互変異性体であって、式中
Ｘは、ＳまたはＯであり、
Ｚ１およびＺ２は、それぞれ独立にＯまたはＳであり、
Ｒ１は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
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（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ２は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ５は、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、お
よびポリマー性の嵩高い基からなる群から選択され、
Ｒ６は、Ｃ１～Ｃ１２アルキルまたはオキソ置換Ｃ１～Ｃ１２アルキルであり、
ａは、０または１であり、
ｘおよびｙは、それぞれ独立に１～１０の整数である、
付加物またはその互変異性体。
【請求項８９】
　（ｉ）内部チャンバ、（ｉｉ）前記内部チャンバ中に開口する複数の入口、および（ｉ
ｉｉ）前記内部チャンバを複数のチャネルに分割する複数の内部壁を含むハウジングであ
って、それぞれのチャネルが１匹または複数の有害生物を受容する大きさになっている、
ハウジングと、
前記ハウジングに取り付けられた、本出願に示しおよび／または記載した任意のセンサと
、
本出願に示しおよび／または記載した任意のコントローラと
を含む有害生物防除デバイス。
【請求項９０】
　前記複数のチャネルに沿って前記内部チャンバから前記センサに空気を引き込むための
気流を生成するように構成された気流デバイスをさらに含む、請求項８９に記載の有害生
物防除デバイス。
【請求項９１】
　前記ハウジングが、前記内部チャンバへの接近を可能にするための、第２のパネルに対
して移動可能な第１のパネルを含む、請求項８９または９０に記載の有害生物防除デバイ
ス。
【請求項９２】
　第１のパネルが第２のパネルに枢動可能に連結されている、請求項８９に記載の有害生
物防除デバイス。
【請求項９３】
　前記ハウジングが、外枠の間の間隙を通る標的の生化学的分析物の損失を最小化するた
めに、前記第１のパネルの外枠と第２のパネルの外枠との間に不透過性のライナーを含む
、請求項９２に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項９４】
　前記不透過性のライナーがアルミニウム化したフィルムである、請求項９３に記載の有
害生物防除デバイス。
【請求項９５】
　前記第１のパネルが、ベース表面および前記ベース表面から延在する前記複数の内部壁
を含む、請求項９１から９４のいずれかに記載の有害生物防除デバイス。
【請求項９６】
　前記第１のパネルが、有害生物を対応する入口に導くための、それぞれの入口の外側に
位置する斜表面を含む、請求項９１から９５のいずれかに記載の有害生物防除デバイス。
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【請求項９７】
　前記複数の内部壁が、
　それぞれのガイド壁が第１の方向に延在し、前記複数のチャネルのうちの第１のチャネ
ルを画定する、入口の両側に位置する一対のガイド壁と、
　前記ガイド壁の端部から隔たって、前記第１の方向に直交する第２の方向に延在するバ
リア壁とを含む、請求項８９から９６のいずれかに記載の有害生物防除デバイス。
【請求項９８】
　前記バリア壁が、
　前記第１の方向に直交する前記第２の方向に延在する第１の壁部分と、
　前記第１の壁部分の端部から延在し、前記ガイド壁に平行に延在し、協働して前記複数
のチャネルのうちの第２のチャネルを画定する第２の壁部分と、
　前記第１の壁部分の反対側の端部から延在する第３の壁部分とを含み、
前記第２の壁部分が前記ガイド壁に平行に延在し、協働して前記複数のチャネルのうちの
第３のチャネルを画定する、請求項９７に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項９９】
　前記第１のチャネルが、前記気流を前記第１の方向に指向させるように構成され、前記
第２および前記第３のチャネルが、前記気流を前記第１の方向と反対の第３の方向に指向
させるように構成されている、請求項９８に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１００】
　前記バリア壁が第１のバリア壁であり、
　前記複数の内部壁が、前記第１のバリア壁の端部から隔たった第２のバリア壁を含み、
前記第１のバリア壁と前記第２のバリア壁が協働して、気流を前記第１の方向に指向させ
るように構成されている第４のチャネルを画定する、請求項９７または９８に記載の有害
生物防除デバイス。
【請求項１０１】
　前記第４のチャネルがハウジングの入口からずれている、請求項１００に記載の有害生
物防除デバイス。
【請求項１０２】
　前記センサが、前記ハウジングの前記内部チャンバの中に位置している、請求項８９か
ら１０１のいずれかに記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１０３】
　前記気流デバイスが前記内部チャンバの中に位置している、請求項９０から１０１のい
ずれかに記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１０４】
　外部の予備濃縮器をさらに含む、請求項８９から１０３のいずれかに記載の有害生物防
除デバイス。
【請求項１０５】
　前記予備濃縮器が、前記内部チャンバの中の温度を上昇させるための加熱要素を含む、
請求項１０４に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１０６】
　前記予備濃縮器が、標的の生化学的分析物を収着するシートを含む、請求項１０４に記
載の有害生物防除デバイス。
【請求項１０７】
　シートが、織りまたは不織繊維材料から作られ、繊維材料のシートの繊維の間に収着剤
粉末を含む、請求項１０４に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１０８】
　前記予備濃縮器が、標的の生化学的分析物を収着し、繊維材料の２枚のシートの間に収
着剤粉末を含む、織りまたは不織繊維材料から作られた複数のシートを含む、請求項１０
４に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１０９】
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　前記予備濃縮器が、前記複数の入口のうちの１つの入口から前記センサまで延在し、標
的の生化学的分析物を収着するチューブを含む、請求項１０４に記載の有害生物防除デバ
イス。
【請求項１１０】
　前記予備濃縮器が、ある量の標的の生化学的分析物を受容する大きさになっている試験
チャンバを含む、請求項１０４に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１１１】
　前記予備濃縮器が、第１の温度で標的の生化学的分析物を収着し、第２の温度で前記標
的の生化学的分析物を放出するように構成された表面を含む、請求項１０５から１１０の
いずれかに記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１１２】
　前記内部チャンバの温度を選択的に調節するように操作可能な加熱要素をさらに含む、
請求項８９から１１１のいずれかに記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１１３】
　前記加熱要素が、前記内部チャンバ内の有害生物を死滅させるために温度を上昇させる
ように操作可能である、請求項１１２に記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１１４】
　前記ハウジングが、ベッドに固定されるように構成されている、請求項８９から１１３
のいずれかに記載の有害生物防除デバイス。
【請求項１１５】
　ベッドの頭板をさらに含み、前記ハウジングが前記ベッドの前記頭板に固定されるよう
に構成されている、請求項８９から１１４のいずれかに記載の有害生物防除デバイス。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願への相互参照
　本出願は、２０１７年１０月２６日に出願した米国特許出願番号第６２／５７７，４３
７号および２０１７年５月２２日に出願した米国特許出願番号第６２／５０９，５０１号
の利益を主張する。これらそれぞれの開示は参照により全体として本明細書に組み込まれ
る。
【０００２】
　本開示は一般に有害生物防除に関し、より詳細には、たとえばトコジラミを含む昆虫の
検出、監視、および制御に関する。
【背景技術】
【０００３】
　最近のデータは、ヒトの住居におけるトコジラミ（サイメックス種）の蔓延が増大しつ
つあることを示唆している。世界で少なくとも９２種が同定されており、その中で少なく
とも１６種が北米大陸に生息している。一般に、トコジラミはヒトおよび種々の家畜化さ
れた動物を含む宿主に寄生する有害生物である。少なくとも１つには長期的効果のある残
留性の殺虫剤がトコジラミの集団を抑制するためにもはや使用されていないことから、ト
コジラミの蔓延は今や大きな問題となっていると信じられる。さらに、海外旅行の増加お
よび殺虫剤抵抗性の増大によって、トコジラミの蔓延が拡散し、殺虫剤による制御が極め
て困難になってきた。規模に関しては、新聞による悪評や酷評によって引き起こされる事
業上の評判のリスクのため、そのような蔓延は特にホテル経営者、クルーズ船、列車、デ
イケア施設、その他にとって大きな関心事である。その他の問題のある区域として、老人
ホーム、兵舎、寮、病院およびその他の種々の人口密度の高い住居が含まれる傾向がある
。しかし、一家族住宅も同様に不利な影響を受ける可能性がある。
【０００４】
　トコジラミの例示的な行動学研究はCorraine A. McNeill et al., Journal Of Medical
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 Entomology, 2016 July 1. 53(4):760-769に記載されており、本文献は参照により全体
として本明細書に組み込まれる。トコジラミの交尾行動およびフェロモンに関する例示的
な研究はVincent Harraca et al., BMC Biology. 2010 Sept 9; 8:121およびJoelle F Ol
son et al., Pest Management Science, 2017 January; 73(1): 198-205に記載されてお
り、これらはそれぞれ参照により全体として本明細書に組み込まれる。好適なサンプリン
グおよび予備濃縮手法はMaria Rosa Ras et al., Trac Trends In Analytical Chemistry
, 2009 Mar. 28(3): 347-361に記載されており、本文献は参照により全体として本明細書
に組み込まれる。トコジラミの例示的な抗体検出法は米国特許第９５００６４３号明細書
および米国特許出願公開第２０１７／０１３７５０１号明細書に記載されており、これら
はそれぞれ参照により全体として本明細書に組み込まれる。画像解析に基づく例示的な検
出システムは米国特許第９６６４８１３号明細書に記載されており、本文献は参照により
全体として本明細書に組み込まれる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示の１つの態様によれば、有害生物防除デバイスが開示される。有害生物防除デバ
イスは、センサセルを含むセンサおよびセンサに連結されたコントローラを含む。センサ
セルの表面は、有害生物によって分泌された標的の生化学的分析物と反応する薬剤で被覆
されている。コントローラは、センサセルの表面上で検出されたセンサ質量の変化の速度
を示すセンサデータをセンサセルから受信し、受信したセンサデータに基づくセンサ質量
の変化の速度が予め定義した閾速度を超えるか否かを判定し、変化の速度が所定の閾速度
を超えるという判定に応答して有害生物検出警告通知をサーバに送信するように構成され
ている。変化の速度は標的の生化学的分析物の濃度の増加と相関する。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、有害生物防除デバイスは、操作者が有害生物防除デバイスを
動かして標的の生化学的分析物の局所エリアを識別するためのグリップを提供するハンド
ルを含んでよい。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、コントローラは、変化の速度が予め定義した閾速度を超える
とタイマーを起動し、変化の速度が予め定義した閾速度未満に戻るとタイマーを停止し、
センサ質量の変化の速度が予め定義した閾速度を超えた時間量を決定し、時間量が予め定
義した時間より大きいか否かを判定するように、さらに構成してよい。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、コントローラは、時間量が予め定義した時間より大きいとい
う判定に応答して有害生物検出警告通知を送信してよい。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、予め定義した閾速度はトコジラミの存在下における基準の質
量変化速度であってよい。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、標的の生化学的分析物はトコジラミの分泌物中に見出される
分析物を含んでよい。たとえばいくつかの実施形態では、標的の生化学的分析物はトラン
ス－２－ヘキセナール（Ｔ２Ｈ）を含んでよい。さらにまたはあるいは、いくつかの実施
形態では、標的の生化学的分析物はトランス－２－オクテナール（Ｔ２Ｏ）を含んでよい
。いくつかの実施形態では、標的の生化学的分析物は４－オキソ－（Ｅ）－２－ヘキセナ
ールを含んでよい。いくつかの実施形態では、標的の生化学的分析物は４－オキソ－（Ｅ
）－２－オクテナールを含んでよい。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、薬剤はジオクチル環状チオール中間体（ジオクチル－ＣＴＩ
）を含んでよい。さらにまたはあるいは、いくつかの実施形態では、薬剤は環状チオール
中間体（ＣＴＩ）を含んでよい。
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【００１２】
　いくつかの実施形態では、センサは石英結晶ミクロ天秤であってよい。いくつかの実施
形態では、センサセルは石英結晶共振器であってよい。
【００１３】
　別の態様によれば、有害生物の存在を検出する方法が開示される。本方法は、センサ質
量の変化の速度を示すデータをセンサから受信することと、センサ質量の変化の速度が予
め定義した閾速度を超えるか否かを判定することと、変化の速度が所定の閾速度を超える
という判定に応答して有害生物検出警告通知をサーバに送信することとを含む。センサは
有害生物によって分泌された標的の生化学的分析物と反応するコーティングを含み、セン
サ質量の変化の速度は標的の生化学的分析物の濃度の増加と相関する。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、本方法は、変化の速度が予め定義した閾速度を超えるとタイ
マーを起動すること、変化の速度が予め定義した閾速度未満に戻るとタイマーを停止する
こと、センサ質量の変化の速度が予め定義した閾速度を超えた時間量を決定すること、お
よび時間量が予め定義した時間より大きいか否かを判定することを含んでよい。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、有害生物検出警告通知を送信することは、時間量が予め定義
した時間より大きいという判定に応答して有害生物検出警告通知を送信することを含んで
よい。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、予め定義した閾速度はトコジラミの存在下における基準の質
量変化速度であってよい。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、標的の生化学的分析物はトランス－２－ヘキセナール（Ｔ２
Ｈ）を含んでよい。さらにまたはあるいは、いくつかの実施形態では、標的の生化学的分
析物はトランス－２－オクテナール（Ｔ２Ｏ）を含んでよい。いくつかの実施形態では、
標的の生化学的分析物は４－オキソ－（Ｅ）－２－ヘキセナールを含んでよい。いくつか
の実施形態では、標的の生化学的分析物は４－オキソ－（Ｅ）－２－オクテナールを含ん
でよい。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、コーティングはジオクチル環状チオール中間体（ジオクチル
－ＣＴＩ）を含んでよい。さらにまたはあるいは、いくつかの実施形態では、コーティン
グは環状チオール中間体（ＣＴＩ）を含んでよい。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、センサは石英結晶ミクロ天秤であってよい。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、センサセルの表面は、ポリマーゲルおよび薬剤を含むコーテ
ィングゲル複合物で被覆されていてよい。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、ポリマーゲルは、センサセルの表面上に安定なコーティング
を形成するために高い粘度および高い熱化学的安定性を有し得る。いくつかの実施形態で
は、ポリマーゲルは低い分子量を有し得る。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、ポリマーゲルは、ポリメチルフェニルシロキサン（ＰＭＰＳ
）、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、フルオロアルコールポリカルボシラン、フル
オロアルコールポリシロキサン、ビスフェノール含有ポリマー（ＢＳＰ３）、ポリ－２－
ジメチルアミン－エチル－メタクリレート（ＰＤＭＡＥＭＣ）、ならびにケイ素（Ｓｉ）
および鉄（Ｆ）を含むポリマーの少なくとも１つであってよい。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、ポリマーゲルはポリメチルフェニルシロキサン（ＰＭＰＳ）
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であってよい。あるいは、いくつかの実施形態では、ポリマーゲルはポリジメチルシロキ
サン（ＰＤＭＳ）であってよい。あるいは、いくつかの実施形態では、ポリマーゲルはフ
ルオロアルコールポリカルボシランであってよい。あるいは、いくつかの実施形態では、
ポリマーゲルはフルオロアルコールポリシロキサンであってよい。あるいは、いくつかの
実施形態では、ポリマーゲルはビスフェノール含有ポリマー（ＢＳＰ３）であってよい。
あるいは、いくつかの実施形態では、ポリマーゲルはポリ－２－ジメチルアミン－エチル
－メタクリレート（ＰＤＭＡＥＭＣ）であってよい。あるいは、いくつかの実施形態では
、ポリマーゲルはケイ素（Ｓｉ）および鉄（Ｆ）を含むポリマーであってよい。
【００２４】
　別の態様によれば、有害生物の存在を検出する方法が開示される。本方法は、第１のセ
ンサデータをセンサから受信することと、第２のセンサデータをセンサから受信すること
と、第１および第２のセンサデータに基づいてシグナル変化の第１の勾配を決定すること
と、第３のセンサデータをセンサから受信することと、第２および第３のセンサデータに
基づいてシグナル変化の第２の勾配を決定することと、第２の勾配が第１の勾配と異なる
か否かを判定することと、第２の勾配が第１の勾配と異なるという判定に応答して有害生
物検出警告通知をサーバに送信することとを含む。センサは、有害生物によって分泌され
た標的の生化学的分析物と反応するコーティングを含み、シグナル変化は、標的の生化学
的分析物の濃度の増加と相関する。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、本方法は、第２の勾配が第１の勾配と異なるとタイマーを起
動すること、センサデータをセンサから受信してタイマーが動いている間のセンサデータ
に基づいてシグナル変化の勾配を決定すること、勾配に変化がないことを検出してタイマ
ーを停止すること、タイマーによって測定した時間間隔を決定すること、および時間間隔
が予め定義した時間より大きいか否かを判定することをさらに含む。いくつかの実施形態
では、有害生物検出警告通知を送信することは、時間間隔が予め定義した時間より大きい
という判定に応答して有害生物検出警告通知を送信することを含む。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、予め定義した閾速度はトコジラミの存在下における基準の質
量変化速度であってよい。
【００２７】
　いくつかの実施形態では、標的の生化学的分析物はトランス－２－ヘキセナール（Ｔ２
Ｈ）を含んでよい。さらにまたはあるいは、いくつかの実施形態では、標的の生化学的分
析物はトランス－２－オクテナール（Ｔ２Ｏ）を含んでよい。いくつかの実施形態では、
標的の生化学的分析物は４－オキソ－（Ｅ）－２－ヘキセナールを含んでよい。いくつか
の実施形態では、標的の生化学的分析物は４－オキソ－（Ｅ）－２－オクテナールを含ん
でよい。
【００２８】
　いくつかの実施形態では、コーティングはジオクチル環状チオール中間体（ジオクチル
－ＣＴＩ）を含んでよい。さらにまたはあるいは、いくつかの実施形態では、コーティン
グは環状チオール中間体（ＣＴＩ）を含んでよい。
【００２９】
　いくつかの実施形態では、センサは石英結晶ミクロ天秤であってよい。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、コーティングはポリマーゲルおよびジオクチル環状チオール
中間体（ジオクチル－ＣＴＩ）または環状チオール中間体（ＣＴＩ）を含む。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、ポリマーゲルは、センサセルの表面上に安定なコーティング
を形成するために高い粘度および高い熱化学的安定性を有し得る。いくつかの実施形態で
は、ポリマーゲルは低い分子量を有し得る。
【００３２】
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　いくつかの実施形態では、ポリマーゲルはポリメチルフェニルシロキサン（ＰＭＰＳ）
、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）、フルオロアルコールポリカルボシラン、フルオ
ロアルコールポリシロキサン、ビスフェノール含有ポリマー（ＢＳＰ３）、ポリ－２－ジ
メチルアミン－エチル－メタクリレート（ＰＤＭＡＥＭＣ）、ならびにケイ素（Ｓｉ）お
よび鉄（Ｆ）を含むポリマーの少なくとも１つであってよい。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、ポリマーゲルはポリメチルフェニルシロキサン（ＰＭＰＳ）
であってよい。あるいは、いくつかの実施形態では、ポリマーゲルはポリジメチルシロキ
サン（ＰＤＭＳ）であってよい。あるいは、いくつかの実施形態では、ポリマーゲルはフ
ルオロアルコールポリカルボシランであってよい。あるいは、いくつかの実施形態では、
ポリマーゲルはフルオロアルコールポリシロキサンであってよい。あるいは、いくつかの
実施形態では、ポリマーゲルはビスフェノール含有ポリマー（ＢＳＰ３）であってよい。
あるいは、いくつかの実施形態では、ポリマーゲルはポリ－２－ジメチルアミン－エチル
－メタクリレート（ＰＤＭＡＥＭＣ）であってよい。あるいは、いくつかの実施形態では
、ポリマーゲルはケイ素（Ｓｉ）および鉄（Ｆ）を含むポリマーであってよい。
【００３４】
　別の態様によれば、１つの方法は、有害生物によって分泌された標的の生化学的分析物
と反応するために有害生物検出センサ上で利用可能な薬剤の量を決定すること、薬剤の量
が閾レベル未満であるか否かを判定すること、および薬剤の量が閾レベル未満であるとい
う判定に応答してセンサがメインテナンスを必要としていることを示す通知をサーバに送
信することとを含む。有害生物検出センサ上を被覆する薬剤の量は、薬剤が標的の生化学
的分析物と反応するとともに減少する。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、薬剤はジオクチル環状チオール中間体（ジオクチル－ＣＴＩ
）を含んでよい。さらにまたはあるいは、いくつかの実施形態では、薬剤は環状チオール
中間体（ＣＴＩ）を含んでよい。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、標的の生化学的分析物はトコジラミの分泌物中に見出される
分析物を含んでよい。たとえば、標的の生化学的分析物はトランス－２－ヘキセナール（
Ｔ２Ｈ）を含んでよい。さらにまたはあるいは、いくつかの実施形態では、標的の生化学
的分析物はトランス－２－オクテナール（Ｔ２Ｏ）を含んでよい。いくつかの実施形態で
は、標的の生化学的分析物は４－オキソ－（Ｅ）－２－ヘキセナールを含んでよい。いく
つかの実施形態では、標的の生化学的分析物は４－オキソ－（Ｅ）－２－オクテナールを
含んでよい。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、閾レベルは標的の生化学的分析物と反応するために必要な薬
剤の最小量に基づいて決定される。
【００３８】
　別の態様によれば、式Ｉ
【００３９】
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【化１】

の環状チオールまたはその互変異性体が開示され、式中、
Ｘは、ＳまたはＯであり、
Ｚ１およびＺ２は、それぞれ独立にＯまたはＳであり、
Ｒ１は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ２は、水素、Ｃ３～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ３、Ｒ３’、Ｒ４、およびＲ４’は、それぞれ独立に水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２

～Ｃ８アルケニル、およびＣ６～Ｃ１０アリールからなる群から選択され、
Ｒ５は、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、お
よびポリマー性の嵩高い基からなる群から選択され、
ａは、０または１であり、
ｘおよびｙは、それぞれ独立に１～１０の整数である。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、ＸはＳであってよい。いくつかの実施形態では、Ｚ１はＯで
あってよい。いくつかの実施形態では、Ｚ１およびＺ２はそれぞれＯであってよい。いく
つかの実施形態では、ＸはＳであってよく、Ｚ１およびＺ２はそれぞれＯであってよい。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２はそれぞれＣ４～Ｃ１０アルキルであってよ
く、同一であってよい。たとえば、いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２はそれぞれ
オクチルであってよい。
【００４２】
　さらにまたはあるいは、いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２の少なくとも１つは
ポリマー性の嵩高い基に連結されていてよい。いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２

の少なくとも１つは水素であってよい。
【００４３】
　いくつかの実施形態では、ポリマー性の嵩高い基は、シリコーン、ポリオレフィン、ポ
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リアミド、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアラミド、ポリウレタン、ポリスチレ
ン、エポキシ、ゴム、デンプン、タンパク質、セルロース、アクリレート、ＡＢＳポリマ
ー、ＰＥＥＫポリマー、ポリオール、ポリエーテル、ポリエーテルポリオール、および上
記の２つ以上のコポリマーからなる群から選択してよい。たとえば、いくつかの実施形態
では、ポリマー性の嵩高い基はシルセスキオキサンであってよい。いくつかの実施形態で
は、ポリマー性の嵩高い基は架橋していてよい。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１は式ＣＨ２Ｏ（ＣＨ２）３Ｓ（ＣＨ２）３Ｒ５であって
よい。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、環状チオールは約３５０Ｄａ～約５０００Ｄａの重量を有し
てよい。
【００４６】
　いくつかの実施形態では、ａは１であってよい。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、Ｒ３、Ｒ３’、Ｒ４、およびＲ４’はそれぞれ水素であって
よい。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、環状チオールは式
【００４９】
【化２】

を有してよく、式中Ｒ１およびＲ２はそれぞれ独立にヘキシルまたはオクチルであってよ
い。たとえば、いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２はそれぞれオクチルであってよ
い。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、チオール基は約１～約４のｐＫａを有してよい。
【００５１】
　別の態様によれば、式ＩＩ
【００５２】
【化３】
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の環状付加物またはその互変異性体が開示され、式中、
Ｘは、ＳまたはＯであり、
Ｚ１およびＺ２は、それぞれ独立にＯまたはＳであり、
Ｒ１は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ２は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ３、Ｒ３’、Ｒ４、およびＲ４’は、それぞれ独立に水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２

～Ｃ８アルケニル、およびＣ６～Ｃ１０アリールからなる群から選択され、
Ｒ５は、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、お
よびポリマー性の嵩高い基からなる群から選択され、
Ｒ６は、Ｃ１～Ｃ１２アルキルまたはオキソ置換Ｃ１～Ｃ１２アルキルであり、
ａは、０または１であり、
ｘおよびｙは、それぞれ独立に１～１０の整数である。
【００５３】
　いくつかの実施形態では、Ｒ６はプロピルまたはペンチルであってよい。たとえば、い
くつかの実施形態では、Ｒ６はペンチルであってよい。いくつかの実施形態では、Ｒ６は
１－オキソプロピルまたは１－オキソペンチルであってよい。
【００５４】
　別の態様によれば、式ＩＩＩ
【００５５】
【化４】

のチオールまたはその互変異性体が開示され、式中、
Ｘは、ＳまたはＯであり、
Ｚ１およびＺ２はそれぞれ独立にＯまたはＳであり、
Ｒ１は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
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キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ２は、Ｃ３～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、５～
７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、－（
ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、
Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ

１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（Ｓ
Ｃ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン
）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ５は、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、お
よびポリマー性の嵩高い基からなる群から選択され、
ａは、０または１であり、
ｘおよびｙは、それぞれ独立に１～１０の整数である。
【００５６】
　別の態様によれば、式ＩＶ
【００５７】
【化５】

の付加物またはその互変異性体が開示され、式中、
Ｘは、ＳまたはＯであり、
Ｚ１およびＺ２は、それぞれ独立にＯまたはＳであり、
Ｒ１は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ２は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ５は、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、お
よびポリマー性の嵩高い基からなる群から選択され、
Ｒ６は、Ｃ１～Ｃ１２アルキルまたはオキソ置換Ｃ１～Ｃ１２アルキルであり、
ａは、０または１であり、
ｘおよびｙは、それぞれ独立に１～１０の整数である。
【００５８】
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　別の態様によれば、有害生物防除デバイスは、内部チャンバ、内部チャンバ中に開口す
る複数の入口、および内部チャンバを複数のチャネルに分割する複数の内部壁を含むハウ
ジングを含む。それぞれのチャネルは、１匹または複数の有害生物を受容する大きさにな
っている。有害生物防除デバイスは、本出願に示しおよび／または記載した任意のセンサ
ならびに本出願に示しおよび／または記載した任意のコントローラを含む。センサはハウ
ジングに取り付けられている。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、有害生物防除デバイスは、複数のチャネルに沿って内部チャ
ンバからセンサに空気を引き込むための気流を生成するように構成された気流デバイスを
さらに含んでよい。
【００６０】
　いくつかの実施形態では、ハウジングは内部チャンバへの接近を可能にするための、第
２のパネルに対して移動可能な第１のパネルを含んでよい。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、第１のパネルは第２のパネルに枢動可能に連結されていてよ
い。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、ハウジングは、外枠の間の間隙を通る標的の生化学的分析物
の損失を最小化するために、第１のパネルの外枠と第２のパネルの外枠との間に不透過性
のライナーを含んでよい。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、不透過性のライナーはアルミニウム化したフィルムであって
よい。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、第１のパネルはベース表面およびベース表面から延在する複
数の内部壁を含んでよい。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、第１のパネルは有害生物を対応する入口に導くための、それ
ぞれの入口の外側に位置する斜表面を含んでよい。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、複数の内部壁は入口の両側に位置する一対のガイド壁とバリ
ア壁とを含んでよい。それぞれのガイド壁は第１の方向に延在し、複数のチャネルのうち
第１のチャネルを画定してよい。バリア壁はガイド壁の端部から隔たって、第１の方向に
直交する第２の方向に延在してよい。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、バリア壁は、第１の方向に直交する第２の方向に延在する第
１の壁部分、第１の壁部分の端部から延在する第２の壁部分、および第１の壁部分の反対
側の端部から延在する第３の壁部分を含んでよい。第２の壁部分はガイド壁に平行に延在
し、協働して複数のチャネルのうちの第２のチャネルを画定してよい。第２の壁部分はガ
イド壁に平行に延在し、協働して複数のチャネルのうちの第３のチャネルを画定してよい
。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、第１のチャネルは、気流を第１の方向に指向させるように構
成されていてよく、第２および第３のチャネルは、気流を第１の方向と反対の第３の方向
に指向させるように構成されていてよい。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、バリア壁は第１のバリア壁であってよく、複数の内部壁は、
第１のバリア壁の端部から隔たった第２のバリア壁を含んでよい。第１のバリア壁と第２
のバリア壁は協働して、気流を第１の方向に指向させるように構成されている第４のチャ
ネルを画定してよい。
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【００７０】
　いくつかの実施形態では、第４のチャネルはハウジングの入口からずれていてよい。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、センサはハウジングの内部チャンバの中に位置していてよい
。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、気流デバイスは内部チャンバの中に位置していてよい。
【００７３】
　いくつかの実施形態では、有害生物防除デバイスは、外部の予備濃縮器をさらに含んで
よい。
【００７４】
　いくつかの実施形態では、予備濃縮器は、内部チャンバの中の温度を上昇させるための
加熱要素を含んでよい。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、予備濃縮器は、標的の生化学的分析物を収着するシートを含
んでよい。
【００７６】
　いくつかの実施形態では、シートは、織りまたは不織繊維材料から作られてよく、繊維
材料のシートの繊維の間に収着剤粉末を含んでよい。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、予備濃縮器は、標的の生化学的分析物を収着し、繊維材料の
２枚のシートの間に収着剤粉末を含む、織りまたは不織繊維材料から作られた複数のシー
トを含んでよい。
【００７８】
　いくつかの実施形態では、予備濃縮器は、複数の入口のうちの１つの入口からセンサま
で延在し、標的の生化学的分析物を収着するチューブを含んでよい。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、予備濃縮器は、ある量の標的の生化学的分析物を受容する大
きさを有する試験チャンバを含んでよい。
【００８０】
　いくつかの実施形態では、予備濃縮器は、第１の温度で標的の生化学的分析物を収着し
、第２の温度で標的の生化学的分析物を放出するように構成された表面を含んでよい。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、有害生物防除デバイスは、内部チャンバの温度を選択的に調
節するように操作可能な加熱要素をさらに含んでよい。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、加熱要素は、内部チャンバ内の有害生物を死滅させるために
温度を上昇させるように操作可能であってよい。
【００８３】
　いくつかの実施形態では、ハウジングはベッドに固定されるように構成してよい。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、有害生物防除デバイスはベッドの頭板をさらに含んでよく、
ハウジングはベッドの頭板に固定されるように構成される。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
　詳細な説明は特に以下の図面を参照する。
【図１】複数の有害生物防除デバイスを含む有害生物防除システムの少なくとも１つの実
施形態の概略図である。
【図２】図１の有害生物防除システムに含まれ得る有害生物防除デバイスの少なくとも１
つの実施形態の概略図である。
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【図３】図２の有害生物防除デバイスに含まれ得る有害生物防除デバイスの検出センサの
少なくとも１つの実施形態の透視図である。
【図４】図１の有害生物防除システムのゲートウェイの少なくとも１つの実施形態の概略
図である。
【図５】図１の有害生物防除システムの制御ルーチンの単純化したフローチャートである
。
【図６】図１の有害生物防除システムの制御ルーチンの第１の実施形態の単純化したフロ
ーチャートである。
【図７】図１の有害生物防除システムの制御ルーチンの第１の実施形態の単純化したフロ
ーチャートである。
【図８Ａ】図１の有害生物防除システムの制御ルーチンの第２の実施形態の単純化したフ
ローチャートである。
【図８Ｂ】図１の有害生物防除システムの制御ルーチンの第２の実施形態の単純化したフ
ローチャートである。
【図９】ベッドの頭板に取り付けた有害生物防除デバイスの別の実施形態の正面図である
。
【図１０】開放構成の図９の有害生物防除デバイスの平面図である。
【図１１】図９の有害生物防除デバイスの透視図である。
【図１２】閉位置の図９の有害生物防除デバイスの平面図である。
【図１３】図９の有害生物防除デバイスの入口開口部の透視図である。
【図１４】センサセルおよびセンサセルの表面上を被覆するセンサコーティングを含む有
害生物防除デバイスの検出センサの少なくとも１つの実施形態の断面図である。センサコ
ーティングは、ポリマーゲルおよびトコジラミの分泌物中に見出される分析物を検出する
薬剤から作られたコーティングゲル複合物を含む。
【図１５】ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）コーティングゲル複合物中の薬剤とＰＤ
ＭＳポリマーゲルの周囲の空気中に存在する標的の生化学的分析物との反応によって生じ
たＰＤＭＳコーティングゲル複合物の質量変化を説明するグラフ図である。
【図１６】ポリメチルフェニルシロキサン（ＰＭＰＳ）コーティングゲル複合物中の薬剤
とＰＭＰＳポリマーゲルの周囲の空気中に存在する標的の生化学的分析物との反応によっ
て生じたＰＭＰＳコーティングゲル複合物の質量変化を説明するグラフ図である。
【発明を実施するための形態】
【００８６】
　本開示の概念は種々の改変および代替の形態を受け入れることができるが、その特定の
例示的な実施形態は図において例とするために示し、ここで詳細に記述する。しかし、本
開示の概念を開示した特定の形態に限定する意図はなく、逆に、添付した特許請求の範囲
によって定義される本発明の精神および範囲の中に含まれる全ての改変、等価物、および
代替物を網羅することを意図している。
【００８７】
　ここで図１を参照して、有害生物の存在を検出するための有害生物防除システム１００
を示す。システム１００は、ネットワーク１０６を介して中央有害生物データ管理サーバ
１０４と通信する１つまたは複数の有害生物防除デバイス群１０２を説明的に含む。中央
有害生物データ管理サーバ１０４は、ネットワーク１１０を介して１つまたは複数のクラ
イアントコンピュータデバイス１０８と通信し、有害生物防除デバイス群１０２から受信
した情報を送信するようにさらに構成されている。
【００８８】
　有害生物防除デバイス群１０２は、複数の有害生物防除デバイス１０８を含む。それぞ
れの有害生物防除デバイス１０８はトコジラミの存在を検出するように構成され、以下に
より詳細に記述するように、トコジラミの検出を示すセンサデータを提供する。有害生物
防除デバイス１０８はネットワーク１０６を介して中央有害生物データ管理サーバ１０４
にセンサデータを送信する。これを行なうため、説明的な実施形態では、複数の有害生物
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防除デバイス１２０はゲートウェイ１２２と通信してネットワーク１０６にセンサデータ
を送信する。他の実施形態または他の有害生物防除群１０２では１つまたは複数の制御デ
バイス１２０がネットワーク１０６と直接通信してもよいことを認識されたい。
【００８９】
　ゲートウェイ１２２は有害生物防除デバイス１２０およびネットワーク１０６と無線通
信することができる任意の種類の計算またはコンピュータデバイスとして具現化してよい
。いくつかの実施形態では、有害生物防除デバイス１０２とゲートウェイ１２２との間の
通信の範囲を拡張するためにレンジエクステンダまたはリピータを用いてよい。さらに、
ゲートウェイ１２２は、有害生物防除デバイス１２０および／またはリピータならびにネ
ットワーク１０６と通信するための双方向トランシーバを組み込んでよい。説明的な実施
形態では、ゲートウェイデバイスはネットワーク１０６との通信を可能にするためにデジ
タルセルラー技術を組み込んでもよい。リピータおよびゲートウェイデバイスの例示的な
システムは、２００９年９月８日に発行され、参照により明示的に本明細書に組み込まれ
る米国特許第８０２６８２２号明細書に示され、記載されている。
【００９０】
　ネットワーク１０６は、有害生物防除デバイス群１２０のゲートウェイ１２２と中央有
害生物データ管理サーバ１０４との間の通信を容易にすることができる任意の種類のネッ
トワークとして具現化してよい。説明的な実施形態では、ネットワーク１０６はセルラー
ネットワークまたはセルラーネットワークを用いる無線広域ネットワーク（ＷＡＮ）とし
て具現化してよい。いくつかの実施形態では、ネットワーク１０６は無線ローカルエリア
ネットワーク（ＬＡＮ）、広域ネットワーク（ＷＡＮ）、および／またはインターネット
等の公衆が利用できるグローバルネットワークとして具現化され、または別のかたちでこ
れらを含んでよいことを認識されたい。したがって、ネットワーク１０６はそれらを介す
る通信を容易にするための任意の数の追加のデバイス、たとえば追加のコンピュータ、ル
ータ、およびスイッチを含んでよい。他の実施形態では、有害生物制御センサ１２０のそ
れぞれは、ネットワーク１０６を用いてサーバ１０４からのデータを送信および受信する
ための別個の送信器および受信器を含んでよい。さらに他の実施形態では、ゲートウェイ
１２２はケーブルを介してネットワーク１０６に有線で接続するように構成してもよい。
【００９１】
　サーバ１０４は、通信ミドルウェア、アプリケーションソフトウェア１４０、およびデ
ータベース１４２を含む。サーバ１０４は有害生物防除デバイス１２０とともにオンサイ
トで、またはオフサイトで位置してよいことを認識されたい。サーバ１０４は、限定なし
にサーバ、コンピュータ、マルチプロセッサシステム、ラックマウントサーバ、ブレード
サーバ、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュー
タ、ウェアラブル計算デバイス、ネットワークアプライアンス、ウェブアプライアンス、
分散型計算システム、プロセッサ系システム、および／または消費者用電子デバイスを含
む、本明細書に記載した機能を実行することができる任意の種類の計算またはコンピュー
タデバイスとして具現化してよい。サーバ１０４は単一の計算デバイスまたは分散型計算
デバイスの集合として具現化してよいことを認識されたい。説明的な実施形態では、サー
バ１０４は、ゲートウェイ１２２を介して受信した有害生物防除デバイス１２０のそれぞ
れのセンサデータをデータベース１４２に集約することを可能にするための種々の仮想／
論理コンポーネントを提供する。サーバ１０４は、全ての遠隔有害生物防除デバイス群１
０２と通信し、得られたデータを評価し、アプリケーションサービスプロバイダ（ＡＳＰ
）モデルを用いて対応するアクションを行ない得ることを認識されたい。とりわけ、サー
バ１０４は、有害生物防除デバイス群１０２からセンサデータを収集し、センサデータを
集約して加工し、どの情報を顧客または技術者に送達すべきかを判定する。さらに、サー
バ１０４はデータアーカイブ、通知、および報告プロセスを容易にする。
【００９２】
　クライアント計算デバイス１０８は、限定なしにコンピュータ、マルチプロセッサシス
テム、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュータ
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、ウェアラブル計算デバイス、ネットワークアプライアンス、ウェブアプライアンス、分
散型計算システム、プロセッサ系システム、および／または消費者用電子デバイスを含む
、サーバ１０４と通信することができる任意の種類の計算またはコンピュータデバイスと
して具現化してよい。説明的な実施形態では、クライアント計算デバイス１０８はネット
ワーク１１０を通じてサーバ１０４に選択的に接近できる。クライアント計算デバイス１
０８はブラウザサブシステム、スプレッドシートインターフェース、ｅメールインターフ
ェース、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）インターフェース、およびその他のイン
ターフェースサブシステムを含んでよい。
【００９３】
　ネットワーク１１０は、クライアント計算デバイス１０８と中央有害生物データ管理サ
ーバ１０４との間の通信を容易にすることができる任意の種類のネットワークとして具現
化してよい。説明的な実施形態では、ネットワーク１１０は無線ローカルエリアネットワ
ーク（ＬＡＮ）またはインターネット等の公衆が利用できるグローバルネットワークとし
て具現化してよい。しかし、いくつかの実施形態では、ネットワーク１１０はセルラーネ
ットワークまたは無線広域ネットワーク（ＷＡＮ）として具現化して、または別のかたち
でこれらを含んでよいことを認識されたい。したがって、ネットワーク１１０はそれらを
介する通信を容易にするための任意の数の追加のデバイス、たとえば追加のコンピュータ
、ルータ、およびスイッチを含んでよい。
【００９４】
　ここで図２を参照して、有害生物の存在を検出するための有害生物防除デバイス１２０
をより詳細に示す。有害生物防除デバイス１２０は外部壁２０４と、内部チャンバ２０８
の周囲のトップカバー２０６とによって画定されるハウジング２０２を含む。説明的な実
施形態では、内部チャンバ２０８はセンサ２１０、コントローラ２１２、電源２１４、お
よび無線通信回路２１６を収容している。いくつかの実施形態では、内部チャンバ２０８
はローカルインジケータ２１８を収容してよい。
【００９５】
　センサ２１０は有害生物の分泌物中に見出される標的の生化学的分析物を検出するよう
に構成されている。たとえば、説明的な実施形態では、センサ２１０はトコジラミの分泌
物中に見出される標的の生化学的分析物を検出するように構成されている。センサ２１０
は、センサ２１０のそれぞれの側面にある導管２２２に連結されており、導管は入口２２
４および出口２２６で外部壁２０４を通して延在している。トコジラミの分泌物は入口２
２４に入り、導管２２２を通じてセンサ２１０に流れる。いくつかの実施形態では、入口
２２４からの空気をセンサ２１０を通じて出口２２６に向かって引き込むために、出口２
２６の付近の内部チャンバ２０８にファン２２０を位置させてもよいことを認識されたい
。
【００９６】
　センサ２１０は、本明細書に記載した機能を実行することができる任意の種類のデバイ
ス、回路、またはコンポーネントとして具現化してよい。説明的な実施形態では、センサ
２１０は石英結晶ミクロ天秤（ＱＣＭ）等の共振センサとして具現化される。図２に示す
ように、センサ２１０はセンサセルまたは石英結晶共振器２３０を含み、それにより導管
２２２は石英結晶共振器２３０の中に延在し、石英結晶共振器２３０を通じて空気を分配
する。いくつかの実施形態では、センサ２１０は平行に配置された一連の複数のセンサセ
ルまたは石英結晶共振器２３０を含んでよく、それにより導管２２２は複数の石英結晶共
振器２３０の中で複数のラインに分割され、石英結晶共振器２３０のそれぞれを通じて空
気を分配することを認識されたい。
【００９７】
　使用時には、電源２１４がセンサ２１０に電力を供給して石英結晶共振器２３０を振動
させ、石英結晶共振器２３０は振動の周波数を測定するように構成されている。石英結晶
共振器２３０は振動する石英結晶共振器２３０の周波数を含むセンサデータを発生するよ
うにさらに構成されており、この周波数は石英結晶共振器２３０の表面の質量変化を示す
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れたセンサ質量によることを認識されたい。たとえば、石英結晶共振器２３０の表面上に
堆積した質量が増加するとともに、振動の周波数は低下する。したがって、単位面積あた
りの質量の変化が、石英結晶共振器２３０から受信したセンサデータに基づいて決定され
得る。したがって、有害生物防除デバイス１２０のコントローラ２１２は、振動の周波数
の変化に基づくセンサ質量の変化をさらに判定することができる。いくつかの実施形態で
は、センサ２１０は、オープンＱＣＭ等の小スケールのＱＣＭセンサであってよい。いく
つかの実施形態では、センサ２１０は標的の生化学的分析物の存在を検出することができ
る任意の種類の質量共振器であってよいことを認識されたい。いくつかの実施形態では、
センサ２１０はカンチレバーセンサとして具現化してよい。他の実施形態では、センサ２
１０はカンチレバーセンサとして具現化してよい。
【００９８】
　図３に示すように、石英結晶共振器２３０は、石英結晶共振器２３０の表面上のセンサ
コーティング３０６で被覆されている。説明的な実施形態では、石英結晶共振器２３０は
石英結晶３０２と電極３０４を含む。センサコーティング３０６は石英結晶３０２の表面
全体または表面の一部に堆積してよいことを認識されたい。
【００９９】
　説明的な実施形態では、センサコーティング３０６はトコジラミの分泌物中に見出され
る標的の生化学的分析物と反応する薬剤から作られている。説明的な実施形態では、標的
の生化学的分析物は、たとえばトランス－２－ヘキセナール（Ｔ２Ｈ）、トランス－２－
オクテナール（Ｔ２Ｏ）、４－オキソ－（Ｅ）－２－ヘキセナール、および／または４－
オキソ－（Ｅ）－２－オクテナール等の不飽和アルデヒド化合物である。説明的な実施形
態では、ジオクチル環状チオール中間体（ジオクチル－ＣＴＩ）が、Ｔ２Ｈ、Ｔ２Ｏ、４
－オキソ－（Ｅ）－２－ヘキセナール、および／または４－オキソ－（Ｅ）－２－オクテ
ナールと選択的に反応するので、センサコーティング３０６を形成するために用いられる
。説明的な実施形態では、ジオクチル－ＣＴＩは式
【０１００】
【化６】

を有し、式中Ｒ１およびＲ２はそれぞれオクチルである。他の実施形態では、薬剤は環状
チオール中間体（ＣＴＩ）または標的の生化学的分析物と反応する他のＣＴＩ官能基であ
ってよいことを認識されたい。ジオクチルＣＴＩがＴ２Ｈ、Ｔ２Ｏ、４－オキソ－（Ｅ）
－２－ヘキセナール、および／または４－オキソ－（Ｅ）－２－オクテナールと反応する
と、これはジオクチル－ＣＴＩ単独よりも大きな分子量を有する生成物を生成する。説明
的な実施形態では、生成物は式
【０１０１】
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【化７】

を有し、式中Ｒ１およびＲ２はそれぞれオクチルであり、Ｒ６はペンチルである。いくつ
かの実施形態では、ジオクチル－ＣＴＩをポリマーと混合してジオクチル－ＣＴＩの粘度
を上昇させ、石英結晶共振器２３０の上にジオクチル－ＣＴＩの均一なフィルムを生じ、
石英結晶共振器２３０の上のジオクチル－ＣＴＩ複合物のはじきを防止してよい。石英結
晶共振器２３０の振動の周波数は石英結晶共振器２３０上を被覆する薬剤の質量に部分的
に依存することを認識されたい。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、センサコーティング３０６の薬剤は、式Ｉ
【０１０３】
【化８】

の環状チオールまたはその互変異性体であり、式中、
Ｘは、ＳまたはＯであり、
Ｚ１およびＺ２は、それぞれ独立にＯまたはＳであり、
Ｒ１は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ２は、水素、Ｃ３～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
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Ｒ３、Ｒ３’、Ｒ４、およびＲ４’は、それぞれ独立に水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２

～Ｃ８アルケニル、およびＣ６～Ｃ１０アリールからなる群から選択され、
Ｒ５は、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、お
よびポリマー性の嵩高い基からなる群から選択され、
ａは、０または１であり、
ｘおよびｙは、それぞれ独立に１～１０の整数である。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、ＸはＳである。いくつかの実施形態では、Ｚ１はＯである。
いくつかの実施形態では、Ｚ２はＯである。いくつかの実施形態では、Ｚ１およびＺ２は
それぞれＯである。いくつかの実施形態では、ＸはＳであり、Ｚ１およびＺ２はそれぞれ
Ｏである。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１とＲ２は同一である。いくつかの実施形態では、Ｒ１お
よびＲ２はそれぞれ独立にＣ４～Ｃ１０アルキルである。いくつかの実施形態では、Ｒ１

およびＲ２はそれぞれＣ４～Ｃ１０アルキルであり、同一である。いくつかの実施形態で
は、Ｒ１およびＲ２はそれぞれ独立にＣ６～Ｃ８アルキルである。いくつかの実施形態で
は、Ｒ１およびＲ２はそれぞれＣ６～Ｃ８アルキルであり、同一である。いくつかの実施
形態では、Ｒ１およびＲ２はそれぞれオクチルである。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２の少なくとも１つはポリマー性の嵩高い基に
連結されている。いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２の少なくとも１つは水素であ
る。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、ポリマー性の嵩高い基は、シリコーン、ポリオレフィン、ポ
リアミド、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアラミド、ポリウレタン、ポリスチレ
ン、エポキシ、ゴム、デンプン、タンパク質、セルロース、アクリレート、ＡＢＳポリマ
ー、ＰＥＥＫポリマー、ポリオール、ポリエーテル、ポリエーテルポリオール、および上
記の２つ以上のコポリマーからなる群から選択される。いくつかの実施形態では、ポリマ
ー性の嵩高い基はシリコーンである。いくつかの実施形態では、ポリマー性の嵩高い基は
シルセスキオキサンである。いくつかの実施形態では、ポリマー性の嵩高い基は架橋して
いる。
【０１０８】
　本明細書で用いる場合、「ポリマー性の嵩高い基」はオリゴマーおよびポリマーを意味
し、いくつかの実施形態では、これらはシルセスキオキサンである。シルセスキオキサン
化合物の例は、参照により明示的に本明細書に組み込まれるCordes, D., et al., Chem. 
Rev.2010, 11, 2081-2173に記載されている。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１は－（ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘＲ５またはＣ１～Ｃ３

アルキル（ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘＲ５である。いくつかの実施形態では、Ｒ１は－（
ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキル）ｙＲ５またはＣ１～Ｃ３アルキル（
ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキル）ｙＲ５を含む。いくつかの実施形態
では、Ｒ１は式－ＣＨ２Ｏ（ＣＨ２）３Ｓ（ＣＨ２）３Ｒ５を有する。
【０１１０】
　いくつかの実施形態では、環状チオールは約２００Ｄａ～約５０００Ｄａの重量を有す
る。いくつかの実施形態では、環状チオールは約３５０Ｄａ～約５０００Ｄａの重量を有
する。いくつかの実施形態では、環状チオールは約１０００Ｄａ～約５０００Ｄａの重量
を有する。
【０１１１】
　いくつかの実施形態では、ａは１である。
【０１１２】
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　いくつかの実施形態では、Ｒ３、Ｒ３’、Ｒ４、およびＲ４’はそれぞれ水素である。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、環状チオールは式
【０１１４】
【化９】

を有し、式中Ｒ１およびＲ２はそれぞれ独立にヘキシルまたはオクチルである。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、チオール基は約１～約４のｐＫａを有する。いくつかの実施
形態では、チオール基は約２．５のｐＫａを有する。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、環状チオールは金属チオールキレータを含まない組成物の一
部である。いくつかの実施形態では、組成物は約２～約８のｐＨを有する。いくつかの実
施形態では、組成物は約２～約９のｐＨを有する。いくつかの実施形態では、組成物は約
７のｐＨを有する。
【０１１７】
　いくつかの実施形態では、センサコーティング３０６の薬剤が標的の生化学的分析物と
反応すると、環状付加物が形成される。いくつかの実施形態では、環状付加物は式ＩＩ
【０１１８】
【化１０】

を有するか、またはその互変異性体であり、式中
Ｘは、ＳまたはＯであり、
Ｚ１およびＺ２は、それぞれ独立にＯまたはＳであり、
Ｒ１は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
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Ｒ２は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ３、Ｒ３’、Ｒ４、およびＲ４’は、それぞれ独立に水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２

～Ｃ８アルケニル、およびＣ６～Ｃ１０アリールからなる群から選択され、
Ｒ５は、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、お
よびポリマー性の嵩高い基からなる群から選択され、
Ｒ６は、Ｃ１～Ｃ１２アルキルまたはオキソ置換Ｃ１～Ｃ１２アルキルであり、
ａは、０または１であり、
ｘおよびｙは、それぞれ独立に１～１０の整数である。
【０１１９】
　いくつかの実施形態では、Ｒ６はプロピルまたはペンチルである。いくつかの実施形態
では、Ｒ６はペンチルである。いくつかの実施形態では、Ｒ６は１－オキソプロピルまた
は１－オキソペンチルである。
【０１２０】
　いくつかの実施形態では、ＸはＳである。いくつかの実施形態では、Ｚ１はＯである。
いくつかの実施形態では、Ｚ２はＯである。いくつかの実施形態では、Ｚ１およびＺ２は
それぞれＯである。いくつかの実施形態では、ＸはＳであり、Ｚ１およびＺ２はそれぞれ
Ｏである。
【０１２１】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１とＲ２は同一である。いくつかの実施形態では、Ｒ１お
よびＲ２はそれぞれ独立にＣ４～Ｃ１０アルキルである。いくつかの実施形態では、Ｒ１

およびＲ２はそれぞれＣ４～Ｃ１０アルキルであり、同一である。いくつかの実施形態で
は、Ｒ１およびＲ２はそれぞれＣ６～Ｃ８アルキルであり、同一である。いくつかの実施
形態では、Ｒ１およびＲ２はそれぞれオクチルである。
【０１２２】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２の少なくとも１つはポリマー性の嵩高い基に
連結されている。いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２の少なくとも１つは水素であ
る。
【０１２３】
　いくつかの実施形態では、ポリマー性の嵩高い基は、シリコーン、ポリオレフィン、ポ
リアミド、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアラミド、ポリウレタン、ポリスチレ
ン、エポキシ、ゴム、デンプン、タンパク質、セルロース、アクリレート、ＡＢＳポリマ
ー、ＰＥＥＫポリマー、ポリオール、ポリエーテル、ポリエーテルポリオール、および上
記の２つ以上のコポリマーからなる群から選択される。いくつかの実施形態では、ポリマ
ー性の嵩高い基はシリコーンである。いくつかの実施形態では、ポリマー性の嵩高い基は
シルセスキオキサンである。いくつかの実施形態では、ポリマー性の嵩高い基は架橋して
いる。
【０１２４】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１は－（ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘＲ５またはＣ１～Ｃ３

アルキル（ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘＲ５である。いくつかの実施形態では、Ｒ１は－（
ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキル）ｙＲ５またはＣ１～Ｃ３アルキル（
ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキル）ｙＲ５を含む。いくつかの実施形態
では、Ｒ１は式－ＣＨ２Ｏ（ＣＨ２）３Ｓ（ＣＨ２）３Ｒ５を有する。
【０１２５】
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　いくつかの実施形態では、環状付加物は約２００Ｄａ～約５０００Ｄａの重量を有する
。いくつかの実施形態では、環状付加物は約３５０Ｄａ～約５０００Ｄａの重量を有する
。いくつかの実施形態では、環状付加物は約１０００Ｄａ～約５０００Ｄａの重量を有す
る。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、ａは１である。
【０１２７】
　いくつかの実施形態では、Ｒ３、Ｒ３’、Ｒ４、およびＲ４’はそれぞれ水素である。
【０１２８】
　いくつかの実施形態では、環状付加物は式
【０１２９】
【化１１】

を有し、式中Ｒ１およびＲ２はそれぞれ独立にヘキシルまたはオクチルである。いくつか
の実施形態では、Ｒ６はプロピルまたはペンチルである。いくつかの実施形態では、Ｒ６

はペンチルである。いくつかの実施形態では、Ｒ６は１－オキソプロピルまたは１－オキ
ソペンチルである。
【０１３０】
　いくつかの実施形態では、チオール基は約１～約４のｐＫａを有する。いくつかの実施
形態では、チオール基は約２．５のｐＫａを有する。
【０１３１】
　いくつかの実施形態では、環状付加物は金属チオールキレータを含まない組成物の一部
である。いくつかの実施形態では、組成物は約２～約８のｐＨを有する。いくつかの実施
形態では、組成物は約２～約９のｐＨを有する。いくつかの実施形態では、組成物は約７
のｐＨを有する。
【０１３２】
　いくつかの実施形態では、センサコーティング３０６の薬剤は、式ＩＩＩ
【０１３３】
【化１２】

のチオールまたはその互変異性体であり、
式中、
Ｘは、ＳまたはＯであり、
Ｚ１およびＺ２は、それぞれ独立にＯまたはＳであり、
Ｒ１は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５
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、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘｙＲ５からなる群から選択され、
Ｒ２は、Ｃ３～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、５～
７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、－（
ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、
Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ

１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（Ｓ
Ｃ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン
）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ５は、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、お
よびポリマー性の嵩高い基からなる群から選択され、
ａは、０または１であり、
ｘおよびｙは、それぞれ独立に１～１０の整数である。
【０１３４】
　いくつかの実施形態では、ＸはＳである。いくつかの実施形態では、Ｚ１はＯである。
いくつかの実施形態では、Ｚ２はＯである。いくつかの実施形態では、Ｚ１およびＺ２は
それぞれＯである。いくつかの実施形態では、ＸはＳであり、Ｚ１およびＺ２はそれぞれ
Ｏである。
【０１３５】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１とＲ２は同一である。いくつかの実施形態では、Ｒ１お
よびＲ２はそれぞれ独立にＣ４～Ｃ１０アルキルである。いくつかの実施形態では、Ｒ１

およびＲ２はそれぞれＣ４～Ｃ１０アルキルであり、同一である。いくつかの実施形態で
は、Ｒ１およびＲ２はそれぞれ独立にＣ６～Ｃ８アルキルである。いくつかの実施形態で
は、Ｒ１およびＲ２はそれぞれＣ６～Ｃ８アルキルであり、同一である。いくつかの実施
形態では、Ｒ１およびＲ２はそれぞれオクチルである。
【０１３６】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２の少なくとも１つはポリマー性の嵩高い基に
連結されている。いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２の少なくとも１つは水素であ
る。
【０１３７】
　いくつかの実施形態では、ポリマー性の嵩高い基は、シリコーン、ポリオレフィン、ポ
リアミド、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアラミド、ポリウレタン、ポリスチレ
ン、エポキシ、ゴム、デンプン、タンパク質、セルロース、アクリレート、ＡＢＳポリマ
ー、ＰＥＥＫポリマー、ポリオール、ポリエーテル、ポリエーテルポリオール、および上
記の２つ以上のコポリマーからなる群から選択される。いくつかの実施形態では、ポリマ
ー性の嵩高い基はシリコーンである。いくつかの実施形態では、ポリマー性の嵩高い基は
シルセスキオキサンである。いくつかの実施形態では、ポリマー性の嵩高い基は架橋して
いる。
【０１３８】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１は－（ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘＲ５またはＣ１～Ｃ３

アルキル（ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘＲ５である。いくつかの実施形態では、Ｒ１は－（
ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキル）ｙＲ５またはＣ１～Ｃ３アルキル（
ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキル）ｙＲ５を含む。いくつかの実施形態
では、Ｒ１は式－ＣＨ２Ｏ（ＣＨ２）３Ｓ（ＣＨ２）３Ｒ５を有する。
【０１３９】
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　いくつかの実施形態では、チオールは約２００Ｄａ～約５０００Ｄａの重量を有する。
いくつかの実施形態では、チオールは約３５０Ｄａ～約５０００Ｄａの重量を有する。い
くつかの実施形態では、チオールは約１０００Ｄａ～約５０００Ｄａの重量を有する。
【０１４０】
　いくつかの実施形態では、ａは１である。
【０１４１】
　いくつかの実施形態では、チオール基は約１～約４のｐＫａを有する。いくつかの実施
形態では、チオール基は約２．５のｐＫａを有する。
【０１４２】
　いくつかの実施形態では、チオールは金属チオールキレータを含まない組成物の一部で
ある。いくつかの実施形態では、組成物は約２～約８のｐＨを有する。いくつかの実施形
態では、組成物は約２～約９のｐＨを有する。いくつかの実施形態では、組成物は約７の
ｐＨを有する。
【０１４３】
　いくつかの実施形態では、センサコーティング３０６の薬剤が標的の生化学的分析物と
反応すると、付加物が形成される。いくつかの実施形態では、付加物は、式ＩＩ
【０１４４】
【化１３】

を有するか、またはその互変異性体であり、式中、
Ｘは、ＳまたはＯであり、
Ｚ１およびＺ２は、それぞれ独立にＯまたはＳであり、
Ｒ１は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ２は、水素、Ｃ１～Ｃ１２アルキル、Ｃ２～Ｃ１２アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール
、５～７員ヘテロアリール、－ＯＲ５、－ＳＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５

、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、－（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ（ＳＣ１～Ｃ

４アルキレン）ｙＲ５、－（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘ

Ｒ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン
（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、Ｃ１～Ｃ３アルキレン（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）

ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキレン）ｙＲ５、およびＣ１～Ｃ３アルキレン（ＳＣ１～Ｃ４アル
キレン）ｙ（ＯＣ１～Ｃ４アルキレン）ｘＲ５からなる群から選択され、
Ｒ５は、水素、Ｃ１～Ｃ８アルキル、Ｃ２～Ｃ８アルケニル、Ｃ６～Ｃ１０アリール、お
よびポリマー性の嵩高い基からなる群から選択され、
Ｒ６は、Ｃ１～Ｃ１２アルキルまたはオキソ置換Ｃ１～Ｃ１２アルキルであり、
ａは、０または１であり、
ｘおよびｙは、それぞれ独立に１～１０の整数である。
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【０１４５】
　いくつかの実施形態では、Ｒ６はプロピルまたはペンチルである。いくつかの実施形態
では、Ｒ６はペンチルである。いくつかの実施形態では、Ｒ６は１－オキソプロピルまた
は１－オキソペンチルである。
【０１４６】
　いくつかの実施形態では、ＸはＳである。いくつかの実施形態では、Ｚ１はＯである。
いくつかの実施形態では、Ｚ２はＯである。いくつかの実施形態では、Ｚ１およびＺ２は
それぞれＯである。いくつかの実施形態では、ＸはＳであり、Ｚ１およびＺ２はそれぞれ
Ｏである。
【０１４７】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１とＲ２は同一である。いくつかの実施形態では、Ｒ１お
よびＲ２はそれぞれ独立にＣ４～Ｃ１０アルキルである。いくつかの実施形態では、Ｒ１

およびＲ２はそれぞれＣ４～Ｃ１０アルキルであり、同一である。いくつかの実施形態で
は、Ｒ１およびＲ２はそれぞれ独立にＣ６～Ｃ８アルキルである。いくつかの実施形態で
は、Ｒ１およびＲ２はそれぞれＣ６～Ｃ８アルキルであり、同一である。いくつかの実施
形態では、Ｒ１およびＲ２はそれぞれオクチルである。
【０１４８】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２の少なくとも１つはポリマー性の嵩高い基に
連結されている。いくつかの実施形態では、Ｒ１およびＲ２の少なくとも１つは水素であ
る。
【０１４９】
　いくつかの実施形態では、ポリマー性の嵩高い基は、シリコーン、ポリオレフィン、ポ
リアミド、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアラミド、ポリウレタン、ポリスチレ
ン、エポキシ、ゴム、デンプン、タンパク質、セルロース、アクリレート、ＡＢＳポリマ
ー、ＰＥＥＫポリマー、ポリオール、ポリエーテル、ポリエーテルポリオール、および上
記の２つ以上のコポリマーからなる群から選択される。いくつかの実施形態では、ポリマ
ー性の嵩高い基はシリコーンである。いくつかの実施形態では、ポリマー性の嵩高い基は
シルセスキオキサンである。いくつかの実施形態では、ポリマー性の嵩高い基は架橋して
いる。
【０１５０】
　いくつかの実施形態では、Ｒ１は－（ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘＲ５またはＣ１～Ｃ３

アルキル（ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘＲ５である。いくつかの実施形態では、Ｒ１は－（
ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキル）ｙＲ５またはＣ１～Ｃ３アルキル（
ＯＣ１～Ｃ４アルキル）ｘ（ＳＣ１～Ｃ４アルキル）ｙＲ５を含む。いくつかの実施形態
では、Ｒ１は式－ＣＨ２Ｏ（ＣＨ２）３Ｓ（ＣＨ２）３Ｒ５を有する。
【０１５１】
　いくつかの実施形態では、付加物は約２００Ｄａ～約５０００Ｄａの重量を有する。い
くつかの実施形態では、付加物は約３５０Ｄａ～約５０００Ｄａの重量を有する。いくつ
かの実施形態では、付加物は約１０００Ｄａ～約５０００Ｄａの重量を有する。
【０１５２】
　いくつかの実施形態では、ａは１である。
【０１５３】
　上述のように、センサコーティング３０６の薬剤は、標的の生化学的分析物と反応して
より分子量の高い生成物を生成するように構成されている。使用時には、石英結晶共振器
２３０の表面上で検出されるセンサ質量の初期の増加は、センサデータに基づいて決定さ
れる。上で考察したように、説明的な実施形態では、センサデータは振動する石英結晶共
振器２３０の周波数を含み、周波数の変化は一般にセンサ質量の変化に比例する。したが
って、センサ質量の初期の増加は、以下に詳細に考察するように、振動する石英結晶共振
器２３０の周波数の変化を測定することによって決定される。
【０１５４】
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　いくつかの実施形態では、センサ質量の初期の増加は、質量の絶対的変化に基づいても
決定され得る。これを行なうため、現在の表面質量と反応前の石英結晶共振器２３０にお
ける初期の表面質量とを比較して、センサ質量の初期の増加を測定してよい。センサ質量
の後続の増加の検出は、石英結晶共振器２３０における現在の表面質量と後続の表面質量
とを比較することによって決定されることを認識されたい。
【０１５５】
　質量変化は一般に、石英結晶共振器２３０において検出される標的の生化学的分析物の
濃度と相関する。しかし、標的の生化学的分析物と反応するために利用可能な薬剤の量は
反応速度に影響し、それにより石英結晶共振器２３０の表面上で検出される質量変化およ
び／または質量変化の速度に影響することがあることを認識されたい。反応に伴うそのよ
うな質量の増加は、有害生物防除デバイス１０２のコントローラ２１２によって検出され
、これについては図６および図８で詳細に考察する。
【０１５６】
　いくつかの実施形態では、質量変化速度はセンサ２１０の検出応答時間によって影響さ
れ得る。トコジラミの存在を示す測定可能な変化量に達するシグナルまたはセンサデータ
を発生するためにセンサ２１０の周囲の空気の中の標的の生化学的分析物の蓄積が必要な
場合には、検出応答時間が増大し得る。換言すれば、標的の生化学的分析物の濃度が低い
場合には、反応から生じる石英結晶共振器２３０の質量変化は、標的の生化学的分析物が
所定の量に蓄積するまでは十分でないこともある。いくつかの実施形態では、標的の生化
学的分析物の最小の所定量に達するように予備濃縮器を用い、それによりセンサ２１０は
直ちに低濃度の標的の生化学的分析物を検出することができる。
【０１５７】
　センサコーティング３０６の薬剤の量は、薬剤が標的の生化学的分析物と反応するとと
もに減少することに留意されたい。いくつかの実施形態では、反応は熱に基づいて生成物
から薬剤へと逆転できることを認識されたい。そのような実施形態では、有害生物防除デ
バイス１２０は加熱要素（図示せず）をさらに含む。センサコーティング３０６の薬剤の
量が閾レベルに達すると、有害生物防除デバイス１２０は石英結晶共振器２３０に熱を加
えて反応を逆転させ、センサコーティング３０６の薬剤を回収する。いくつかの実施形態
では、有害生物防除デバイス１２０は、センサ２１０がセンサコーティング３０６の薬剤
を補充し、または石英結晶共振器２３０もしくはセンサ２１０を交換するメインテナンス
を必要としていることを示す局所または遠隔の警告を発生することができる。
【０１５８】
　再び図２を参照して、コントローラ２１２は、本明細書に記載した機能を実行すること
ができる任意の種類のコントローラ、回路、または部品として具現化してよい。コントロ
ーラ２１２は、センサ２１０によって生成されたセンサデータを解析することによってト
コジラミの存在を判定するように構成されている。具体的には、説明的な実施形態では、
センサ２１０の石英結晶共振器２３０はセンサデータを発生する。センサデータはとりわ
け、石英結晶共振器２３０の表面上の質量変化を含む。石英結晶共振器２３０の上の質量
変化は、石英結晶共振器２３０のセンサコーティング３０６の薬剤が異なった分子量を有
する生成物に変換されつつあることを示し、質量変化速度は一般に薬剤を生成物に変換す
る反応の速度に比例することを認識されたい。
【０１５９】
　上で考察したように、説明的な実施形態では、薬剤（たとえばジオクチル－ＣＴＩ）と
、Ｔ２Ｈ、Ｔ２Ｏ、４－オキソ－（Ｅ）－２－ヘキセナール、および／または４－オキソ
－（Ｅ）－２－オクテナール等の標的の生化学的分析物との反応から生じる生成物は、ジ
オクチル－ＣＴＩの分子量と比較して高い分子量を有している。したがって、コントロー
ラ２１２は質量増加が予め定義した閾速度を超えるか否かを判定する。予め定義した閾速
度はトコジラミの存在下における基準の質量変化速度である。たとえば、いくつかの実施
形態では、基準の質量変化はトコジラミの存在下における最小の質量変化速度であってよ
い。他の実施形態では、基準の質量変化は、最小の質量変化速度と偽陽性または望ましく
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ない検出を避けるためのいくらかの付加的な安全係数との和であってよい。たとえば、い
くつかの場合には、センサ２１０の周囲の空気の温度および湿度等の環境因子が検出され
た質量変化速度の正確性に影響してセンサのドリフトを生じることがある。いくつかの追
加的な安全係数を含ませることによって、予期しない環境効果を補い、センサのドリフト
による望ましくない検出を減少させることができる。
【０１６０】
　上で考察したように、石英結晶共振器２３０の表面上で検出されたセンサ質量の初期の
増加は、振動する石英結晶共振器２３０の周波数の変化を測定することによって決定され
る。いくつかの実施形態では、上で考察したように、センサ質量の初期の増加は、石英結
晶共振器２３０の現在の質量と石英結晶共振器２３０の反応前の初期の質量とを比較する
ことによる質量の絶対的変化に基づいても決定され得る。後続の質量増加の検出は、石英
結晶共振器２３０の現在の質量と石英結晶共振器２３０の後続の質量とを比較することに
よって決定されることを認識されたい。いくつかの実施形態では、センサデータはサーバ
１０４で処理され得ることを認識されたい。
【０１６１】
　いくつかの実施形態では、センサ２１０は石英結晶共振器２３０を加熱した際のセンサ
質量の減少を検出することによって、トコジラミの存在を検出し得る。これを行なうため
、センサ２１０は石英結晶共振器２３０を加熱する前およびその後に石英結晶共振器２３
０の表面上で検出した質量を決定し、質量変化が予め定義した閾値を超えるか否かを判定
してよい。上で考察したように、石英結晶共振器２３０を加熱すると、薬剤と標的の生化
学的分析物との反応から生じた生成物が標的の生化学的分析物を放出し、センサ質量が減
少し、トコジラミの存在が検出される。
【０１６２】
　いくつかの実施形態では、センサ２１０は質量増加および質量減少の両方を決定し、偽
陽性または望ましくない検出を除くことができる。たとえば、いくつかの場合には、塵埃
またはセンサ２１０の周囲の空気中の他の粒子等の環境因子がセンサコーティング３０６
の薬剤と相互作用し、石英結晶共振器２３０の表面上で検出されるセンサ質量を増加させ
ることがある。そのような実施形態では、加熱前のセンサ質量の増加が予め定義した第１
の閾値を超える一方、加熱後のセンサ質量の減少が予め定義した第２の閾値を超えないな
らば、センサ２１０は偽陽性または望ましくない検出を識別することができる。
【０１６３】
　電源２１４は、コントローラ２１２、センサ２１０、無線通信回路２１６、ローカルイ
ンジケータ２１８、または必要な場合にはファン２２０等の有害生物防除デバイス１２０
の部品に電力を供給することができる任意の種類のデバイス、回路、または部品として具
現化してよい。いくつかの実施形態では、電源２１４は電気化学的電池またはバッテリで
あってよい。
【０１６４】
　無線通信回路２１６は、有害生物防除デバイス１０４とゲートウェイ１２２との間の通
信を可能にすることができる任意の種類のデバイス、回路、または部品として具現化して
よい。それぞれの有害生物防除デバイス１２０は、定期的にまたは連続的にゲートウェイ
１２２と通信して、ネットワーク１０６を用いてセンサデータをサーバ１０４に送信する
ように構成されている。たとえば、センサデータはとりわけ、トコジラミの検出および／
またはセンサがメインテナンスを必要としていることの表示等の通知を含み得る。これを
行なうため、無線通信回路２１６は任意の１つまたは複数の通信技術（たとえば無線また
は有線の通信）およびそのような通信を達成させる付随するプロトコル（たとえばイーサ
ネット、ブルートゥース（登録商標）、ワイファイ（登録商標）、ワイマックス、ＬＴＥ
、５Ｇ等）を用いるように構成してよい。
【０１６５】
　ローカルインジケータ２１８は、操作者または技術者に通知する警告を発生することが
できる任意の種類のインジケータとして具現化してよい。たとえば、ローカルインジケー
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タ２１８は視覚および／または可聴インジケータとして具現化してよい。いくつかの実施
形態では、視覚インジケータ２１８は発光ダイオード（ＬＥＤ）、蛍光灯、白熱灯、およ
び／またはネオン型光源を含み得る。可聴インジケータは技術者に通知するための警告音
を発生させ得る。説明的な実施形態では、ローカルインジケータ２１８はトコジラミの存
在または非存在を示す警告を発生する。たとえば、いくつかの実施形態では、ＬＥＤ光イ
ンジケータ２１８に電圧を印加して着色光を投射させ、色を変化させ、または非点滅光か
ら点滅光に変化させて、トコジラミの存在を示してよい。他の実施形態では、可聴ローカ
ルインジケータ２１８はトコジラミの存在を示すために音を発生してよい。
【０１６６】
　いくつかの実施形態では、ローカルインジケータ２１８は、センサ２３０がメインテナ
ンスを必要としているか否かを示すシグナルを出力してもよい。たとえば、ローカル警告
はセンサ２３０の不具合を示してよい。いくつかの実施形態では、ローカル警告はセンサ
２１０の薬剤の枯渇を示してよい。そのような実施形態では、ＬＥＤ光インジケータ２１
８に電圧を印加して着色光を投射させ、色を変化させ、または非点滅光から点滅光に変化
させて、トコジラミの存在を示してよい。センサのメインテナンスを示すＬＥＤ光インジ
ケータ２１８の色はトコジラミの検出を示すＬＥＤ光インジケータ２１８の色と異なって
いてよいことを認識されたい。いくつかの実施形態では、トコジラミの存在を示すために
視覚インジケータを用い、センサ２１０がメインテナンスを必要としていることを示すた
めに可聴インジケータを用いてよく、逆でもよい。
【０１６７】
　いくつかの実施形態では、有害生物防除デバイス１２０は、操作者または技術者にグリ
ップを提供するハンドル（図示せず）をハウジング部材２０２にさらに含んでよい。技術
者は有害生物防除デバイス１２０のハンドルを把持し、有害生物防除デバイス１２０を手
で動かして、トコジラミの存在を示す標的の生化学的分析物の局所エリアを識別すること
ができる。
【０１６８】
　ここで図４を参照して、ゲートウェイ１２２は、メモリ４０４を含むコントローラ４０
２、アンテナ４０８を含む無線ネットワークインターフェース４０６、およびアンテナ４
１４を含むモデム４１２を含む。コントローラ４０２は、限定なしにコンピュータ、マル
チプロセッサシステム、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、タブレ
ットコンピュータ、ウェアラブル計算デバイス、ネットワークアプライアンス、ウェブア
プライアンス、分散型計算システム、プロセッサ系システム、および／または消費者用電
子デバイスを含む、本明細書に記載した機能を実行することができる任意の種類のコント
ローラ、回路、または部品として具現化してよい。いくつかの実施形態では、コントロー
ラ４０２は、Ｃｙｇｎａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓが提供しているモデルＮｏ．Ｃ８
０５Ｆ１２０等のミクロコントローラ型であってよい。
【０１６９】
　メモリ４０４は、本明細書に記載した機能を実行することができる任意の種類の揮発性
もしくは非揮発性メモリまたはデータストレージとして具現化してよい。操作時には、メ
モリ４０４は、プログラム、ライブラリ、およびドライバ等の、ゲートウェイ１２２の操
作中に用いられる種々のデータおよびソフトウェアを保存してよい。いくつかの実施形態
では、メモリ４０４は、ネットワーク１０６を通してセンサデータをサーバ１０４に送信
する前に、有害生物防除デバイス１２０から受信したセンサデータを一時的に保存し集約
してよい。
【０１７０】
　説明的な実施形態では、アンテナ４１４を含むモデム４１２は、セルラネットワークま
たは無線ＷＡＮネットワーク１０６とインターフェースしてネットワーク１０６と通信す
るように構成される。いくつかの実施形態では、モデム４０８は、モバイル通信用グロー
バルシステム（ＧＳＭ）プロトコルを通してゼネラルパケットラジオサービス（ＧＰＲＳ
）を利用してよい。いくつかの実施形態では、モデル４０８は、配線接続のダイアルアッ
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プおよび／または同軸ケーブル型であってよい。
【０１７１】
　説明的な実施形態では、アンテナ４０８を含む無線ネットワークインターフェース４０
６は、対応する有害生物防除グループ１０２によって定義される無線通信ネットワークと
インターフェースして、有害生物防除デバイス１２０と通信するように構成されている。
いくつかの実施形態では、無線通信ネットワークはローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ
）型であってよい。
【０１７２】
　ここで図５を参照して、使用時には、有害生物防除システム１００は、トコジラミの存
在を検出するためにルーチン５００を実行してよい。ルーチン５００はブロック５０２で
開始され、ここでは有害生物防除システム１００の通信部品が初期化されて、有害生物防
除デバイス１２０のそれぞれからサーバ１０４またはクライアント計算デバイス１０８へ
の新たな通信経路を形成する。たとえば、無線ネットワークインターフェース４０６およ
びゲートウェイ１２２のモデム４１２が初期化されて、ネットワークへのリンクを確立し
てよい。
【０１７３】
　ブロック５０４では、有害生物防除デバイス１２０のそれぞれが、有害生物防除デバイ
ス１２０のセンサ２１０によって発生されたデータを取得して解析する。上述のように、
説明的な実施形態では、センサ２１０はセンサデータを出力するように構成された石英結
晶共振器２３０を含み、石英結晶共振器２３０の表面は薬剤を含むセンサコーティング３
０６を有する。上で考察したように、センサコーティング３０６の薬剤は有害生物によっ
て分泌された標的の生化学的分析物と選択的に反応する。反応の間に、薬剤は薬剤の分子
量と比較して異なった分子量を有する生成物に変換される。上で考察したように、石英結
晶共振器２３０は、石英結晶共振器２３０の表面における質量変化を示す振動の周波数を
含むセンサデータを出力する。上で考察したように、周波数の変化は一般に、石英結晶共
振器２３０の表面上に堆積したセンサ質量の変化に比例する。したがって、有害生物防除
デバイス１２０のコントローラ２１２は石英結晶共振器２３０のセンサデータを解析し、
質量変化のレベルに基づいて有害生物の存在を判定する。これについては図６および図７
で詳細に考察する。
【０１７４】
　いくつかの実施形態では、センサデータはセンサ２１０の状態を含み得る。たとえば、
センサ２１０の状態はセンサコーティング３０６の残存薬剤の量を含み得る。上で考察し
たように、石英結晶共振器２３０の振動の周波数は石英結晶共振器２３０上を被覆する薬
剤の質量に部分的に依存する。したがって、石英結晶共振器２３０上を被覆する残存薬剤
は、石英結晶共振器２３０の振動の周波数に基づいて推定され得る。他の実施形態では、
有害生物防除デバイス１２０のそれぞれが生成物に変換された薬剤の量を判定し、それに
よりセンサコーティング３０６の中に残存する薬剤の量を判定する。センサコーティング
３０６の薬剤の量が十分であることが有害生物の存在を正確に検出するために必要である
ことを認識されたい。
【０１７５】
　ブロック５０６で、有害生物防除デバイス１２０のセンサデータが有害生物データ管理
サーバ１０４に送信される。これを行なうため、有害生物防除デバイス１２０はセンサデ
ータをゲートウェイ１２２に送信する。続いてゲートウェイ１２２はネットワーク１０６
を介してセンサデータをサーバ１０４に送信する。
【０１７６】
　ブロック５０８で、サーバ１０４はセンサデータを出力する。いくつかの実施形態では
、サーバ１０４はアプリケーション１４０を用いて対応する動作を実行し得る。たとえば
、アプリケーション１４０は、データベース１４２の中に設定された条件に基づいてクラ
イアント計算デバイス１０８に警告を発送することができる通知および警報サービスを含
む。
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【０１７７】
　ここで図６および図７を参照して、使用時には、有害生物防除デバイス１２０のコント
ローラ２１２は、センサ質量の変化の速度を判定することによってトコジラミの存在を検
出するためのルーチン６００および警告通知を発行するか否かを判定するためのルーチン
７００を実行してよい。ルーチン６００は、有害生物防除デバイス１２０のセンサ２１０
がアクティブであるか否かをコントローラ２１２が判定するブロック６０２で開始される
。センサ２１０がアクティブでないとコントローラ２１２が判定すれば、ルーチン６００
はブロック６０２にループを戻り、アクティブなセンサ２１０の監視を継続する。しかし
、センサ２１０がアクティブであるとコントローラ２１２が判定すれば、ルーチン６００
はブロック６０４に進む。
【０１７８】
　ブロック６０４で、コントローラ２１２はセンサ２１０からセンサデータを受信する。
説明的な実施形態では、センサまたは石英結晶ミクロ天秤２１０は、石英結晶ミクロ天秤
２１０の石英結晶共振器２３０の表面上の質量変化を示すセンサデータを発生する。上述
のように、センサデータは石英結晶共振器２３０の振動の周波数を含み、これは一般にセ
ンサ質量の変化に比例する。受信したセンサデータに基づいて、ブロック６０６でコント
ローラ２１２はセンサ質量の変化の速度（即ち、石英結晶共振器２３０の表面上の質量変
化速度）を決定する。
【０１７９】
　ブロック６０８で、コントローラ２１２は、決定したセンサ質量の変化の速度が予め定
義した閾速度を超えるか否かを判定する。予め定義した閾速度はトコジラミの存在下にお
ける基準の質量変化速度であり、トコジラミの偽陽性検出を低減させるために用いられる
ことを認識されたい。上で考察したように、基準の質量変化速度はトコジラミの存在下に
おける最小の質量変化速度である。いくつかの実施形態では、基準の質量変化は、最小の
質量変化速度と偽陽性または望ましくない検出を避けるためのいくらかの付加的な安全係
数との和であってよい。
【０１８０】
　変化の速度が予め定義した閾速度を超えないとコントローラ２１２が判定すれば、コン
トローラ２１２はトコジラミが検出されていないと判定し、ルーチン６００は図７に示す
ルーチン７００のブロック７１０に飛ぶ。これについては以下に詳細に述べる。しかし、
変化の速度が予め定義した閾速度を超えるとコントローラ２１２が判定した場合には、ル
ーチン６００はブロック６１０に進む。ブロック６１０では、センサ質量の変化の速度が
予め定義した閾速度を超えると、コントローラ２１２はタイマーを起動または始動させる
。いくつかの実施形態では、コントローラ２１２はセンサ質量の変化の速度が予め定義し
た閾速度を超えた開始時刻を記録してよいことを認識されたい。換言すれば、開始時刻は
有害生物防除デバイス１０８がトコジラミの存在を検出した時刻である。
【０１８１】
　トコジラミの偽陽性検出をさらに低減するために、コントローラ２１２は、質量変化速
度が予め定義した閾速度をどれだけ長く超えたか決定する。これを行なうため、コントロ
ーラ２１２はブロック６１２でセンサ２１０から後続のセンサデータを受信する。後続の
センサデータに基づいて、コントローラ２１２はブロック６１４でセンサ質量の変化の速
度を決定する。
【０１８２】
　ブロック６１６で、コントローラ２１２は、後続のセンサデータに基づく変化の速度が
予め定義した閾速度をまだ超えているか否かを判定する。変化の速度が予め定義した閾速
度を超えているとコントローラ２１２が判定すれば、ルーチン６００はブロック６１２に
ループを戻り、後続のセンサデータの受信を継続する。しかし、変化の速度が予め定義し
た閾速度を超えていないとコントローラ２１２が判定すれば、ルーチン６００はブロック
６１８に進む。
【０１８３】
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　ブロック６１８では、コントローラ２１２はタイマーを停止する。いくつかの実施形態
では、コントローラ２１２は、変化の速度が予め定義した閾速度を超えた終了時刻を記録
することを認識されたい。換言すれば、終了時刻は有害生物防除デバイス１０８がトコジ
ラミの存在をもはや検出しなくなった時刻である。ルーチン６００は続いて図７に示すル
ーチン７００のブロック７０２に進み、警告通知を発行するか否かを決定する。
【０１８４】
　図７に示すブロック７０２で、コントローラ２１２はタイマーによって測定された時間
間隔を決定する。決定された時間間隔はトコジラミが検出された時間を示すことを認識さ
れたい。
【０１８５】
　ブロック７０４で、コントローラ２１２は時間間隔が予め定義した時間より大きいか否
かを判定する。上で考察したように、予め定義した時間は偽陽性検出を低減するために用
いられる。時間間隔が予め定義した時間未満であれば、コントローラ２１２はそのような
検出が偽陽性である可能性があると判定し、ルーチン７００はブロック７０８に飛び、そ
こでコントローラ２１２は時間間隔を記録する。偽陽性はたとえば予想されない環境因子
、予想されないデバイスの不具合、および／または人的エラーによることがある。
【０１８６】
　しかし、時間間隔が予め定義した時間より大きいとコントローラ２１２が判定すれば、
ルーチン７００はブロック７０６に進む。ブロック７０６で、コントローラ２１２はトコ
ジラミ検出警告通知を発行する。いくつかの実施形態では、コントローラ２１２はローカ
ルインジケータ２１８を介して局所トコジラミ検出警告通知を発行してよい。他の実施形
態では、コントローラ２１２はトコジラミ検出警告通知をサーバ１０４に発行してよい。
ブロック７０８で、コントローラ２１２は時間間隔を記録する。
【０１８７】
　トコジラミの存在の検出に続いて、コントローラ２１２は、センサ２１０の石英結晶共
振器２３０の上のセンサコーティング３０６の薬剤レベルをさらに判定して、石英結晶共
振器２３０の上のセンサコーティング３０６を補充する時期、または石英結晶共振器２３
０および／もしくはセンサ２１０を交換する時期を決定する。いくつかの実施形態では、
コントローラ２１２は薬剤レベルとトコジラミの存在を同時に判定してよいことを認識さ
れたい。
【０１８８】
　ブロック７１０で、コントローラ２１２は石英結晶共振器２３０の上のセンサコーティ
ング３０６の薬剤のレベルを判定する。これを行なうため、いくつかの実施形態では、ブ
ロック７１２でコントローラ２１２はセンサデータに基づいて薬剤レベルを判定し得る。
上で考察したように、石英結晶共振器２３０の振動の周波数は石英結晶共振器２３０上を
被覆する薬剤の質量に部分的に依存する。したがって、コントローラ２１２は対応する石
英結晶共振器２３０の振動の周波数に基づいて残存薬剤の量を推定することができる。
【０１８９】
　いくつかの実施形態では、ブロック７１４で、コントローラ２１２はセンサ質量の変化
の速度を解析することによって薬剤レベルを判定することができる。たとえば、コントロ
ーラ２１２は所定の時間にわたってセンサ質量の変化の速度を決定し、所定の時間にわた
る全質量変化を計算する。全質量変化は所定の時間にわたって生成した生成物の重量と、
標的の生化学的分析物と反応して生成物を生成した薬剤の重量との間の重量差であること
を認識されたい。コントローラ２１２は、反応中に消費された薬剤の量を全質量変化から
計算することができる。したがって、コントローラ２１２は、標的の生化学的分析物との
反応に利用可能な石英結晶共振器２３０の上に残存している薬剤の量を判定することがで
きる。
【０１９０】
　いくつかの実施形態では、ブロック７１６で、コントローラ２１２は、現在のセンサ質
量と理論的なセンサ質量とを比較することによって、センサ２１０の薬剤レベルを判定す
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ることができる。理論的なセンサ質量は、センサコーティング３０６の薬剤の全ての量が
生成物に変換されたとして予想されるセンサ質量である。
【０１９１】
　ブロック７１８で、コントローラ２１２は薬剤のレベルが閾レベル未満か否かを判定す
る。閾レベルは、標的の生化学的分析物と反応するために必要なセンサコーティング３０
６における薬剤の最小量に基づいて設定される。換言すれば、薬剤のレベルが閾レベル未
満であれば薬剤は枯渇しており、さらなる反応は起こり得ない。
【０１９２】
　その場合には、ルーチン７００はブロック７２０に進み、コントローラ２１２はセンサ
２１０を交換するように通知を発行する。いくつかの実施形態では、コントローラ２１２
はローカルインジケータ２１８を介して局所交換通知を発行してよい。他の実施形態では
、コントローラ２１２はサーバ１０４に通知を発行してよい。
【０１９３】
　しかし、薬剤レベルが閾レベルより高いとコントローラ２１２が判定した場合には、ル
ーチン７００はブロック７２０をスキップする。ルーチン７００は図６のルーチン６００
のブロック６０４にループを戻り、センサデータの受信を継続して、トコジラミの存在お
よびセンサ２１０の薬剤のレベルの判定を行なう。
【０１９４】
　ここで図８Ａおよび図８Ｂを参照して、使用時には、有害生物防除デバイス１２０のコ
ントローラ２１２は、経時的な周波数の変化の速度を比較することによってトコジラミの
存在を検出するためのルーチン６００を代替する代替ルーチン８００を実行してよい。ル
ーチン８００は、有害生物防除デバイス１２０のセンサ２１０がアクティブか否かをコン
トローラ２１２が判定するブロック８０２で開始される。センサ２１０がアクティブでな
いとコントローラ２１２が判定すれば、ルーチン８００はブロック８０２にループを戻り
、アクティブなセンサ２１０の監視を継続する。しかし、センサ２１０がアクティブであ
るとコントローラ２１２が判定すれば、ルーチン８００はブロック８０４に進む。
【０１９５】
　ブロック８０４で、コントローラ２１２は第１のセンサデータを受信し、続いて予め定
義した時間の後に第２のセンサデータを受信する。上で考察したように、説明的な実施形
態では、センサデータは振動する石英結晶共振器２３０の周波数を含む。したがって、ブ
ロック８０６で、コントローラ２１２は、第１および第２のセンサデータに基づいて、予
め定義した時間の間の周波数変化の第１の勾配（即ち、周波数の変化の速度）を決定する
。しかし他の実施形態では、コントローラ２１２は第１および第２のセンサデータに基づ
いて任意のシグナル変化の第１の勾配を決定することを認識されたい。
【０１９６】
　続いてブロック８０８で、コントローラ２１２は予め定義した時間の後に、後続のセン
サデータをさらに受信する。次いでコントローラ２１２はブロック８１０で第２のおよび
後続のセンサデータに基づいて周波数変化の第２の勾配を決定する。
【０１９７】
　ブロック８１２で、コントローラ２１２は第２の勾配が第１の勾配と異なるか否かを判
定する。換言すれば、コントローラ２１２は第１および第２の周波数の変化の速度を比較
する。上で考察したように、周波数の変化はセンサ質量の変化を示す。しかし、センサ検
出の感度および／または正確度は経時的なセンサドリフトによって低下し、コントローラ
２１２が低レベルの標的の生化学的分析物の存在を検出することが妨げられることがある
ことに留意されたい。したがって、トコジラミの存在を判定するために周波数変化の速度
の差を計算することによって、コントローラ２１２は長期にわたって監視する際にセンサ
ドリフトの可能性の影響を最小化することができる。
【０１９８】
　第２の勾配が第１の勾配と異ならない（即ち、周波数の変化の速度が変化していない）
とコントローラ２１２が判定すれば、コントローラ２１２はトコジラミが検出されていな
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いと判定し、ルーチン８００は図７に示すルーチン７００のブロック７１０に飛ぶ。
【０１９９】
　しかし、第２の勾配が第１の勾配と異なるとコントローラ２１２が判定すれば、ルーチ
ン８００は図８Ｂに示すブロック８１４に進み、ここでコントローラ２１２はタイマーを
起動して、コントローラ２１２が周波数の急激な変化を検出した開始時刻を示す。換言す
れば、開始時刻は有害生物防除デバイス１０８がトコジラミの存在を検出した時刻である
。
【０２００】
　トコジラミの偽陽性検出をさらに低減するために、コントローラ２１２は、周波数の変
化の速度（即ち、センサ質量の変化の速度）がどれくらい長く変化しているかを判定する
。これを行なうため、コントローラ２１２はブロック６１２でセンサ２１０から後続のセ
ンサデータを受信する。後続のセンサデータに基づいて、コントローラ２１２はブロック
８１８で周波数変化の後続の勾配を決定する。
【０２０１】
　ブロック８２０で、コントローラ２１２は後続の勾配が以前の勾配と異なるか否かを判
定する。以前の勾配は後続の勾配の直前に決定された勾配であることを認識されたい。勾
配が変化したとコントローラ２１２が判定すれば、ルーチン８００はブロック８１６にル
ープを戻って、後続のセンサデータの受信を継続する。しかし、勾配が変化していないと
コントローラ２１２が判定すれば、ルーチン８００はブロック８２２に進む。
【０２０２】
　ブロック８２２で、コントローラ２１２はタイマーを停止し、コントローラ２１２が周
波数変化がないことを検出した終了時刻を示す。換言すれば、終了時刻は有害生物防除デ
バイス１０８がもはやトコジラミの存在を検出しない時刻である。次いでルーチン８００
は図７に示すルーチン７００のブロック７０２に進み、開始時刻と終了時刻との間の時間
間隔に基づいてトコジラミ検出警告通知を発行するか否かを判定する。これについては上
で詳細に考察した。
【０２０３】
　センサ２１０は標的の生化学的分析物を検出することができる他の種類のセンサとして
具現化してよいことを認識されたい。たとえば上で考察したように、センサ２１０はカン
チレバーセンサとして具現化してよい。そのような実施形態では、カンチレバーセンサは
本体と、本体から外向きに突出する１つまたは複数のカンチレバーとを含む。それぞれの
カンチレバーは標的の生化学的分析物と反応する薬剤で被覆され、鉛直方向に振動するよ
うに構成されている。それぞれのカンチレバーの振動を開始するために、カンチレバーセ
ンサは抵抗加熱によって励起され、層間の熱膨張のミスマッチが誘起される。振動するカ
ンチレバーの薬剤が標的の生化学的分析物と反応すれば、カンチレバーの質量の増加によ
って、振動するカンチレバーの共鳴周波数が変化する。上で考察したように、周波数変化
を用いてトコジラミの存在を検出することができる。いくつかの実施形態では、カンチレ
バーセンサはピエゾ抵抗圧力センサをさらに含んでよい。そのような実施形態では、ピエ
ゾ抵抗圧力センサは振動中のカンチレバーの変形（たとえば曲げ）の程度を測定し、変形
の程度が予め定義した閾値より大きければ、トコジラミの存在を判定する。
【０２０４】
　ここで図９～図１２を参照して、有害生物防除デバイス（これ以降、有害生物防除デバ
イス８９０）の別の実施形態を示す。説明的な実施形態では、有害生物防除デバイス８９
０は収容デバイス９００の中に位置するセンサ９０８を含む。センサ９０８は図１～図８
を参照して上に述べたセンサ２１０の形態または上述の他のセンサのいずれの形態であっ
てもよいことを認識されたい。収容デバイス９００は有害生物を惹きつける好ましい状況
（たとえば標的の有害生物の気に入られる色、温度、風合い、および／または匂い）を創
成して有害生物が収容デバイスの中に入って集合するように構成されている。たとえば、
説明的な実施形態では、収容デバイス９００は、暗く影のある環境を好む、たとえばトコ
ジラミ等の有害生物を惹きつける遮光材料を含む。さらに、説明的な実施形態では、収容
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デバイス９００は標的の有害生物の気に入られる魅力的な色を含む。
【０２０５】
　図９に示すように、収容デバイス９００はベッド９５０の頭板９５２に固定されるよう
に構成されている。たとえば、収容デバイス９００は、ベッドマットレス９５４と反対側
で部屋の壁の方に向いた頭板９５２の表面に固定されていてよい。そのような収容デバイ
ス９００は、ベッドまたはマットレスの近くに好ましい住みかを有する有害生物、たとえ
ばトコジラミを惹きつけるように構成されている。いくつかの実施形態では、収容デバイ
ス９００は、標的分析物と反応し、またはさもなければセンサに干渉し得る揮発性化合物
を生成しないファスナまたは接着剤を用いてベッド９５０の任意の表面に固定してよいこ
とを認識されたい。他の実施形態では、収容デバイス９００はベッド９５０、または有害
生物が蔓延しやすい任意の他の環境の近くに置いてよい。
【０２０６】
　収容デバイス９００は、内部チャンバ９４０およびチャンバ９４０の中に開口し、有害
生物の進入を可能にする複数の入口９２８を含む。それぞれの入口９２８は、有害生物が
容易に接近でき、有害生物を収容するために収容デバイス９００の中に酸素を提供するこ
とができる大きさにされていることを認識されたい。これを行なうため、それぞれの入口
９２８の幅は、収容デバイス９００の環境への標的分析物の拡散による不必要な損失を低
減する一方で、それぞれの入口９２８が標的の有害生物の進入を可能にする大きさにされ
ていることを確実にするために、標的の有害生物の大きさに基づいて決定してよい。たと
えば、収容デバイス９００がトコジラミの存在を検出するように構成されていれば、それ
ぞれの入口９２８の最適の幅は３ｍｍ～１００ｍｍの範囲がよい。
【０２０７】
　説明的な実施形態では、収容デバイス９００は技術者または他の使用者によって開かれ
てチャンバ９４０への接近を可能にするように構成されている。ここで図１０および図１
１を参照して、収容デバイス９００をその開いた構成で示す。収容デバイス９００は底パ
ネル９０２およびヒンジ９０６を介して底パネル９０２に枢動可能に連結された上パネル
９０４を含む。ヒンジ９０６は上パネル９０４が底パネル９０２に対して動くことを可能
にし、それにより内部チャンバ９４０への接近が可能になる。使用時には、収容デバイス
９００はヒンジ９０６を介して畳まれ、それにより上パネル９０４は底パネル９０２の上
に位置し、収容デバイス９００が閉じられる（図９および図１２～１３を参照）。いくつ
かの実施形態では、底パネル９０２は、パネルが離れて動くことを可能にし、内部チャン
バ９４０への接近を可能にする他の種類のファスナを介して上パネル９０４に連結されて
いてもよいことを認識されたい。
【０２０８】
　図１０に示すように、底パネル９０２は外枠９１２および外枠９１２の中に配置された
複数の開口部９１４を含む。上パネル９０４は、底パネル９０２の外枠９１２と協働して
内部チャンバ９４０を画定する外枠９２２をも含む。上パネル９０４は、その外枠９２２
の中に配置された複数の開口部９２４をも含み、開口部９２４は、収容デバイス９００が
閉じられたとき（即ち、図１１および図１２に示すように、上パネル９０４がヒンジ９０
６を介して底パネル９０２の上に畳まれたとき）、底パネル９０２の対応する開口部９１
４と整列して収容デバイス９００の入口９２８を画定するように構成されている。
【０２０９】
　パネル９０２、９０４はそれぞれ、内表面９１８、９２６をさらに含む。説明的な実施
形態では、内表面９１８、９２６は、収容デバイス９００の中に有害生物を誘い込むため
の風合いのある材料で被覆されている。たとえば、風合いのある材料は繊維材料であって
よい。風合いのある材料は、有害生物を内表面９１８、９２６に沿って収容デバイス９０
０の内部に移動させる牽引力を提供するように構成されている。たとえば、風合いのある
材料は織物（たとえば布）または不織物（たとえば紙）であってよく、合成繊維、天然繊
維、または混合繊維から作られていてよい。いくつかの実施形態では、風合いのある材料
は有害生物を惹きつけるように着色されていてよい。たとえば、トコジラミを惹きつける
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ために、赤の色合いや黒色の紙を使ってもよい。風合いのある材料は、センサによる検出
との干渉を防止または最小化するために、標的の分析物を殆どまたは全く収着しないよう
に構成されていることを認識されたい。いくつかの実施形態では、風合いのある材料の厚
みは標的の分析物の収着を低減するために最適化されていてよい。
【０２１０】
　さらに、底パネル９０２は、内表面９１８から延在する複数の内部壁９１６をさらに含
む。以下に詳細に述べるように、複数の内部壁９１６は内部チャンバ９４０を複数のチャ
ネル９３２に分割する。それぞれのチャネル９３２は、１匹または複数の有害生物を受容
する大きさになっており、矢印９３４で示すように、気流を入口９２８からセンサ９０８
に向けて導くように構成されている。いくつかの実施形態では、フローチャネル９３２は
収容デバイス９００の末梢に向かって先細りしていてよいことを認識されたい。そのよう
な先細りのフローチャネル９３２は、狭くなるフローチャネル９３２への標的の分析物の
拡散を制限することによって収容デバイス９００の中の標的の分析物の濃度を増大させ、
有害生物の周囲の空気スペースへの標的の分析物の損失を低減するように適合されている
。
【０２１１】
　複数の内部壁９１６は複数のガイド壁９３６および複数のバリア壁９３８を含む。それ
ぞれのガイド壁９３６は入口９２８のそれぞれの側に位置し、矢印９６８で示すように第
１の方向に延在している。ガイド壁９３６のそれぞれの対は複数のチャネル９３２の入口
チャネル９６０を画定している。それぞれのバリア壁９３８はガイド壁９３６の端部から
隔たって位置しており、第１の壁部分９４２、第１の壁部分９４２の端部から延在する第
２の壁部分９４４、および第１の壁部分９４２の反対側の端部から延在する第３の壁部分
９４６を含み、概してＵ字形のバリアを形成している。
【０２１２】
　第１の壁部分９４２は第１の方向に直交する第２の方向に延在するように構成されてい
る一方、第２の壁部分９４４および第３の壁部分９４６はガイド壁９３６に平行に延在し
ている。第２の壁部分９４４はガイド壁９３６と協働して複数のチャネル９３２のうちの
第１の側チャネル９６２を画定する一方、第３の壁部分９４６はガイド壁９３６と協働し
て複数のチャネル９３２のうちの第２の側チャネル９６４を画定することを認識されたい
。上述のように、複数のチャネル９３２は協働して、入口９２８からセンサ９０８に向か
う矢印９３４で示す内部チャンバ９４０の中の流路を画定する。これを行なうため、第１
のチャネル９６０は気流を対応する入口９２８から第１の方向に導くように構成されてお
り、第１および第２の側チャネル９６２、９６４は矢印９７０で示すように気流を第１の
方向と反対の第３の方向に導くように構成されている。さらに、第４のチャネル９６６が
バリア壁９３８の間、特に１つのバリア壁９３８の第３の壁部分９４６と別のバリア壁９
３８の第２の壁部分９４４との間に画定されて、矢印９７２で示すように気流を第１の方
向に導く。図１０に見られるように、第４のチャネル９６６は収容デバイス９００の入口
９２８からずれている。
【０２１３】
　図１０にさらに示すように、収容デバイス９００はセンサ９０８および流路を介してセ
ンサ９０８に向かって気流を引き込む気流デバイス９１０を含む。説明的な実施形態では
、気流デバイス９１０はたとえばペリスタポンプまたはダイアフラムポンプ等の空気ポン
プである。しかしいくつかの実施形態では、気流デバイス９１０はコンプレッサ、Ｍｉｃ
ｒｏ－Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｍｅｃｈａｎｉｃａｌ－Ｓｙｓｔｅｍｓ（ＭＥＭＳ）デバイス、
またはファンとして具現化してよいことを認識されたい。センサ９０８および空気ポンプ
９１０は収容デバイス９００の上パネル９０４に配置されており、したがってセンサ９０
８および空気ポンプ９１０は収容デバイス９００の内部チャンバ９４０の中に位置してい
る。センサ９０８および空気ポンプ９１０は上パネル９０４の内表面９２６の上に位置し
ており、したがって、収容デバイス９００が閉じられると、センサ９０８および空気ポン
プ９１０は複数の内部壁９１６と係合せず、それにより気流および／または有害生物が内
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部チャンバ９４０の中を移動する能力の干渉が避けられる。説明的な実施形態では、空気
ポンプ９１０は、入口９２８からセンサ９０８に向かっておよびこれを通って空気を引き
込むために、外枠９２２とセンサ９０８との間に位置している。いくつかの実施形態では
、空気ポンプ９１０は収容デバイス９００から除外されていてよいことを認識されたい。
そのような実施形態では、センサ９０８は、有害生物によって分泌された標的の分析物の
検出のためのセンサ９０８への送達を、内部チャンバ９４０の中の自然の気流に頼っても
よい。
【０２１４】
　いくつかの実施形態では、センサ９０８はセンサ９０８を覆うバリアシートを含んでよ
い。バリアシートはメッシュ材料から作られ、有害生物がセンサ９０８に直接接触するこ
とを防止する。メッシュ材料は標的の分析物の拡散をブロックしないことを認識されたい
。
【０２１５】
　上述のように、センサ９０８は有害生物の存在を検出するように構成されている。たと
えば説明的な実施形態では、センサ９０８は石英結晶ミクロ天秤（ＱＣＭ）または小スケ
ールＱＣＭセンサ等の共振センサとして具現化される。上で詳細に述べたように、共振セ
ンサ９０８は、有害生物によって空気中に分泌された標的の生化学的分析物の存在を検出
することによって有害生物の存在を検出するように構成されている。いくつかの実施形態
では、センサ９０８は上で詳細に述べたように有害生物の存在を検出するためのカンチレ
バーセンサとして具現化してよいことを認識されたい。センサ９０８は図１～図８に関し
て上で述べた任意のセンサであってよいことも認識されたい。
【０２１６】
　いくつかの実施形態では、センサ９０８は収容デバイス９００の外側に位置してよい。
そのような実施形態では、センサ９０８は導管を介して収容デバイス９００に連結されて
おり、導管は気流を収容デバイス９００から導き、検出のためにセンサ９０８の中に空気
を供給するように適合されている。いくつかの実施形態では、導管の終端を内部チャンバ
９４０の中に１５ｃｍの深さまで挿入して、隙間風のある場所を嫌う有害生物（たとえば
トコジラミ）を惹きつける隙間風のない環境を内部チャンバ９３０の中に創成してよい。
いくつかの実施形態では、導管は内部チャンバ９３０の縁部の１つに沿って挿入してよい
。他の実施形態では、導管は収容デバイス９００の縁部の１つに対して９０°までの角度
で配向してよい。
【０２１７】
　いくつかの実施形態では、収容デバイス９００は内部チャンバ９４０の中の温度を調節
するために加熱要素を含んでよいことを認識されたい。そのような実施形態では、収容デ
バイス９００は、加熱要素を操作し、トコジラミにとって好ましい状況を創成するために
周囲温度より高い４０℃までの内部チャンバ９４０の温度を維持するためのコントローラ
をも含んでよい。さらに、いくつかの実施形態では、コントローラは、内部チャンバ９４
０の中で検出されたいずれの有害生物をも殺滅するために温度をさらに約１００℃に上げ
てもよい。そのような実施形態では、コントローラは、内部チャンバ９４０の中のトコジ
ラミが収容デバイス９００から出ていくことを防止するために、収容デバイス９００の入
口９２８からバリア壁９３８に向かって約１００℃に温度を上げてもよい。
【０２１８】
　いくつかの実施形態では、収容デバイス９００は、標的の分析物を集積し、集積された
標的の分析物を有害生物の検出のために放出する予備濃縮器をさらに含んでよい。予備濃
縮器は、収容デバイス９００の内表面９１８、９２６の少なくとも一部（たとえば、入口
９２８からセンサ９０８への１つまたは複数の経路）を覆う標的の生化学的分析物を収着
する１枚または複数のシートとして具現化してよい。たとえば、１枚または複数のシート
は、分析物を収着する材料または織りもしくは不織繊維材料から作られてよい。いくつか
の実施形態では、１枚または複数の繊維シートは、より高い収着のために、繊維材料のシ
ートの繊維の間に、または繊維材料の２枚のシートの間に、収着剤粉末を含んでよい。予
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備濃縮器は、ある時間で標的の分析物を収着し集積し、集積した標的の分析物を加熱され
ると一度に放出して、より濃縮された標的の分析物をセンサによる検出のために提供する
ように構成してよいことを認識されたい。これにより、有害生物の周囲の空気のスペース
への標的の分析物の拡散が低減され、センサ９０８がより少ない有害生物の存在を検出す
ることが可能になる。
【０２１９】
　たとえば、予備濃縮器は、第１の温度で標的の分析物を吸収し、第２の温度で吸収した
標的の分析物を放出するように構成されてよい。たとえば、いくつかの実施形態では、予
備濃縮器は、たとえば収着剤粉末で満たされ、内表面９１８、９２６の少なくとも一方の
上に位置する紙等の繊維材料であってよい。そのような実施形態では、予備濃縮器は収着
相と脱着（即ち放出）相とを有する。収着相の間、加熱要素は有害生物を惹きつけるため
に収容デバイス９００の内部の温度を周囲温度より高い温度に上昇させるように操作され
てよく、予備濃縮器は有害生物によって分泌された標的の分析物を吸収するように構成さ
れている。脱着相または放出相の間、加熱要素は収容デバイス９００の内部の温度をさら
に上昇させるように操作され、標的の分析物は予備濃縮器から脱着または放出される。標
的の分析物の脱着により、空気ポンプ９１０によって有害生物検出のためのセンサ９０８
に引き込まれる標的の分析物の濃度が上昇する。脱着相の間、センサ９０８は連続的にま
たは間欠的に有害生物の存在を検出し得ることを認識されたい。
【０２２０】
　いくつかの実施形態では、予備濃縮器は、収容デバイス９００の入口９２８からセンサ
９０８まで延在するチューブまたはカラムとして具現化してよい。そのような実施形態で
は、チューブは、収容デバイス９００の周囲の空気がチューブを通過する際に標的の生化
学的分析物を収着するように構成された分析物収着材料から作られている。チューブを加
熱すると、チューブの中の収集された分析物が急速に脱着される。空気ポンプ９１０によ
って、予備濃縮器から放出された脱着した標的の分析物が検出のためのセンサ９０８に引
き込まれることが容易になることを認識されたい。
【０２２１】
　いくつかの実施形態では、収容デバイス９００は多数の加熱要素を含んでよい。加熱要
素は、熱パルスを入口９２８からセンサ９０８に向けて伝播させるために流路に沿って均
一に分布させてよい。たとえば、標的の分析物を予備濃縮器から順に脱着させるために、
加熱要素はセンサ９０８から最も遠い加熱要素からセンサ９０８に近い加熱要素への順で
、またはその逆の順で、起動してよい。続いて、空気ポンプ９１０を起動して、空気をセ
ンサ９０８に引き込んでよい。新鮮な空気が内部チャンバ９４０の外側から入口９２８を
通ってセンサ９０８に向かって引き込まれれば、空気は予備濃縮器から脱着した標的の分
析物を内部チャンバ９４０の中に収集し、センサ９０８の中に運んで、有害生物検出のた
めにより高い濃度の標的の分析物を提供する。
【０２２２】
　予備濃縮器は収容デバイス９００の周辺に沿って並んでよいことを認識されたい。いく
つかの実施形態では、予備濃縮器はセンサ９０８に隣接し、空気ポンプ９１０の反対側に
配置されており、それによりセンサ９０８は空気ポンプ９１０と予備濃縮器との間に位置
している。そのような構成によって、空気ポンプ９１０は、予備濃縮器から放出された脱
着した標的の分析物を検出のためにセンサ９０８に引き込むことができる。いくつかの実
施形態では、センサ９０８は内部の予備濃縮器を含んでよい。いくつかの実施形態では、
外部の予備濃縮器はある量の標的の分析物を受容できる大きさにされた試験チャンバとし
て具現化してよい。
【０２２３】
　いくつかの実施形態では、標的の分析物が収容デバイス９００から拡散して出ていくこ
とを防止するために、収容デバイス９００が閉じられた構成にあると底パネル９０２の外
枠９１２と上パネル９０４の外枠９２２との間にバリアを位置させてもよい。たとえば、
バリアは外枠９１２、９２２の間のライニングとして具現化してよく、アルミニウム化フ
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ィルムであってよい。そのようなバリアはセンサによる検出のために収容デバイス９００
の中の標的の分析物の濃度を増加させ得る。バリアは、隙間風のある場所を嫌う有害生物
（たとえばトコジラミ）を惹きつけるために収容デバイス９００の中に隙間風のないゾー
ンを確立することによって、好ましい状況をさらに提供し得る。
【０２２４】
　ここで図１２および図１３を参照して、使用時には、収容デバイス９００は折り畳まれ
、それにより上パネル９０４の外枠９２２は底パネル９０２の外枠９１２の上に位置して
いる。上で考察したように、収容デバイス９００が閉じた構成にあると、底パネル９０２
の内表面９１８は上パネル９０４の内表面９２６に対面しているが隔たれて内部チャンバ
９４０を画定しており、これは有害生物が内部チャンバ９４０の中に移動できるように構
成されている。説明的な実施形態では、内部チャンバ９４０の幅（即ち、底パネル９０２
の内表面９１８と上パネル９０４の内表面９２６との距離）はセンサ９０８に向かって小
さくなっており、センサ９０８の近くでは流路が狭くなり、狭い流路への標的の分析物の
拡散が制限されるので、センサ９０８に近い標的の分析物の濃度が増大する。しかし、い
くつかの実施形態では、内部チャンバ９４０の幅は収容デバイス９００全体にわたって一
貫していてもよいことを認識されたい。
【０２２５】
　図１３に示すように、底パネル９０２は複数の斜表面９２０をさらに含み、そのそれぞ
れはそれぞれの入口９２８の外側に位置しており、対応する入口９２８に有害生物を誘導
する。説明的な実施形態では、それぞれの斜表面９２０の幅は、それぞれの入口９２８の
幅に対応して３ｍｍ～１００ｍｍの範囲であってよい。いくつかの実施形態では、底パネ
ル９０２は底パネル９０２の全幅に沿って延在する１つの斜表面９０２を含んでよい。
【０２２６】
　図９に示すように、説明的な実施形態では、収容デバイス９００はベッド９５０の頭板
９５２に位置しまたは固定されるように適合されており、それにより底パネル９０２はベ
ッドの頭板９５２と上パネル９０４との間に位置している。収容デバイス９００がベッド
の頭板に固定されている場合には、それぞれの斜表面９２０はベッドの頭板９５２の表面
とそれぞれの入口９２８との間に橋かけするように構成されており、それにより有害生物
はベッドから収容デバイス９００へと移動することができる。斜表面９２０は、有害生物
を牽引して斜表面９２０に沿って上に、収容デバイス９００に移動させるために、底パネ
ル９０２の内表面９１８の上の材料と同様の風合いのある材料でコートしてよいことを認
識されたい。いくつかの実施形態では、斜表面９２０は有害生物を収容デバイス９００に
惹きつける好ましい状況を創成するために着色してよい。
【０２２７】
　説明的な実施形態では、収容デバイス９００は長方形の形状を有しているが、収容デバ
イス９００は多角形、丸められた角を有する多角形、楕円、または円であってもよいこと
を認識されたい。収容デバイス９００の外表面は有害生物を惹きつけるために魅力的な色
であってよいことを認識されたい。たとえば、収容デバイス９００の外表面はトコジラミ
を惹きつけるために赤の色合いや黒色であってよい。いくつかの実施形態では、底パネル
９０２と上パネル９０４の両方は、収容デバイス９００の内部チャンバ９３０を画定する
ために平坦でも曲面でもよいことを認識されたい。他の実施形態では、使用する材料を低
減するために、パネルの一方は平坦で他のパネルは曲面でもよい。
【０２２８】
　説明的な実施形態では、収容デバイス９００はローカルインジケータをさらに含む。ロ
ーカルインジケータはワイヤを介してセンサ９０８に連結されており、収容デバイス９０
０の上パネル９０４の外表面に位置している。しかし、いくつかの実施形態では、ローカ
ルインジケータはワイヤを介して収容デバイス９００の外側に位置してもよい。他の実施
形態では、ローカルインジケータは収容デバイス９００のセンサ９０８に無線で連結され
てもよい。上で詳細に考察したローカルインジケータ２１８と同様に、ローカルインジケ
ータは操作者または技術者に通知する警告を発生することができる任意の種類のインジケ
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ータとして具現化してよい。たとえば、収容デバイス９００のローカルインジケータは視
覚および／または可聴インジケータとして具現化してよい。いくつかの実施形態では、視
覚インジケータは発光ダイオード（ＬＥＤ）、蛍光灯、白熱灯、および／またはネオン型
光源を含み得る。可聴インジケータは技術者に通知するための警告音を発生させ得る。説
明的な実施形態では、ローカルインジケータはトコジラミの存在または非存在を示す警告
を発生する。たとえば、いくつかの実施形態では、ＬＥＤ光インジケータに電圧を印加し
て着色光を投射させ、色を変化させ、または非点滅光から点滅光に変化させて、トコジラ
ミの存在を示してよい。他の実施形態では、可聴ローカルインジケータはトコジラミの存
在を示すために音を発生してよい。
【０２２９】
　他の実施形態では、収容デバイス９００は、有害生物が検出されたときおよび／または
センサがメインテナンスを必要とする場合に通知するために、有害生物防除システムまた
はサーバと通信するための無線通信回路を含んでよい。上で詳細に述べたように、無線通
信回路は任意の１つまたは複数の通信技術（たとえば無線または有線の通信）およびその
ような通信を達成させる付随するプロトコル（たとえばイーサネット、ブルートゥース（
登録商標）、ワイファイ（登録商標）、ワイマックス、ＬＴＥ、５Ｇ等）を用いるように
構成してよい。
【０２３０】
　使用時には、ベッドまたはマットレスの近くに好ましい生息環境を有する有害生物、た
とえばトコジラミの存在を検出するために、操作者または技術者がベッド９５０の頭板９
５２に収容デバイス９００を取り付けてよい。収容デバイス９００は、収容デバイス９０
０の底パネル９０２がベッドの頭板９５２の表面の上に位置するように配向している。こ
れにより収容デバイス９００の斜表面９２０がベッドの頭板９５２の表面と入口９２８と
の間に橋かけすることができ、有害生物はベッドの頭板９５２から収容デバイス９００の
内部チャンバ９３０に移動することができる。上で考察したように、斜表面９２０は、斜
表面９０２に沿って内部チャンバ９３０まで標的の有害生物を惹きつける好ましい状況を
創成するために風合いのある材料で着色またはコートしてよい。
【０２３１】
　収容デバイス９００の空気ポンプ９１０は、内部チャンバ９３０の中の有害生物の周囲
のエリアからセンサ９０８に向かって標的の生化学的分析物を引き込むために、入口９２
８から空気を引くように連続的にまたは周期的に起動される。空気がセンサ９０８の中に
引き込まれると、センサ９０８は空気中の標的の生化学的分析物を検出して有害生物の存
在を検出するように構成されている。たとえば、センサ９０８は、Ｔ２Ｈ、Ｔ２Ｏ、４－
オキソ－（Ｅ）－２－ヘキセナール、および／または４－オキソ－（Ｅ）－２－オクテナ
ール等の標的の生化学的分析物を検出して、収容デバイス９００の中またはその付近のト
コジラミの存在を検出するように構成されている。次いでセンサ９０８はローカルインジ
ケータにシグナルを送信し、操作者または技術者にトコジラミの存在を通知する警告を発
生させる。
【０２３２】
　上述のように、収容デバイス９００はたとえば空気ポンプ９１０等の気流デバイスを何
ら含まなくてもよい。センサ９０８に向かって空気を引く空気ポンプ９１０がない場合に
は、センサ９０８は、有害生物の周囲の空気の中に存在する標的の分析物が主として内部
チャンバ９４０の中の空気を通る拡散を介してセンサ９０８に到達することに頼る。換言
すれば、標的の生化学的分析物分子は、供給源（即ち分析物を放出するトコジラミ）から
収容デバイス９００の内部チャンバ９３０の中の空気を通して可能な全ての方向に広がっ
ていく。そのような実施形態では、内部チャンバ９４０の中のセンサ９０８の位置は最大
の拡散経路（たとえば入口９２８からセンサ９０８までの開いた通路）を最小化するよう
に選択してよい。収容デバイスは、それぞれ上および底のパネル９０２、９０４の外枠９
１２、９２２の間の隙間に置かれた不透過性ライナー（たとえばアルミニウム化フィルム
）をさらに含んでよく、それによりこの隙間を通る標的の分析物の損失を最小化してセン
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サによる検出のための内部チャンバ９４０の中の標的の分析物の濃度を最大化することが
できる。そのような実施形態では、収容デバイスは、上で詳細に述べた予備濃縮器と同様
の予備濃縮器をさらに含んでよいことを認識されたい。他の実施形態では、収容デバイス
は、上で詳細に述べた加熱要素と同様の１つまたは複数の加熱要素をさらに含んでもよい
。
【０２３３】
　ここで図１４を参照して、センサ１０００の別の実施形態を示す。センサ２１０と同様
に、センサ１０００は、センサセル１００２（たとえば石英結晶共振器）およびセンサセ
ル１００２の表面上を被覆するセンサコーティング１００４を含む。説明的な実施形態で
は、センサコーティング１００４は、ポリマーゲルおよび薬剤（たとえばジオクチル－Ｃ
ＴＩ）から作られたコーティングゲル複合物を含む。上で考察したように、薬剤は、トコ
ジラミの分泌物中に見出される標的の生化学的分析物１００６（たとえばＴ２Ｈ、Ｔ２Ｏ
、４－オキソ－（Ｅ）－２－ヘキセナール、または４－オキソ－（Ｅ）－２－オクテナー
ル）と反応するように構成されている。
【０２３４】
　説明的な実施形態では、ポリマーゲルは高い粘度（たとえばジェリー様の稠度）を有し
、粘塑性特性（たとえば降伏応力）、ならびにセンサ１００２の表面上に安定なコーティ
ングを形成するために高い熱化学的安定性を呈してもよい。したがって、センサ１００２
の表面上に薬剤を直接被覆するよりも、ポリマーゲルは、センサ１００２の表面上に薬剤
を固定化するための媒体を形成するように適合されている。さらに、説明的な実施形態で
は、比較的低い分子量を有するポリマーゲルを用いて、ポリマーゲルの所望の粘度レベル
を達成し、標的の生化学的分析物の検出感度を増大させた。これについては以下にさらに
考察する。ポリマーを溶解してポリマーゲルを形成させるために用いる液体は、高い熱化
学的安定性を有する安定な界面を達成するためのポリマーの種類によることを認識された
い。例示的なポリマーゲルには、ポリメチルフェニルシロキサン（ＰＭＰＳ）、ポリジメ
チルシロキサン（ＰＤＭＳ）、Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣａｌｉｆｏｒｎｉａのＳｅａｃｏａ
ｓｔ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｉｎｃ．から入手可能でＳＣ－Ｆ１０１として市販されているフ
ルオロアルコールポリカルボシラン、Ｃａｒｌｓｂａｄ，ＣａｌｉｆｏｒｎｉａのＳｅａ
ｃｏａｓｔ　Ｓｃｉｅｎｃｅ，Ｉｎｃ．から入手可能でＳＸＦＡとして市販されているフ
ルオロアルコールポリシロキサン、ビスフェノール含有ポリマー（ＢＳＰ３）、ポリ－２
－ジメチルアミン－エチル－メタクリレート（ＰＤＭＡＥＭＣ）、またはケイ素（Ｓｉ）
およびフッ素（Ｆ）を含むポリマーが含まれ得る。いくつかの実施形態では、コーティン
グゲル複合物は２種以上のポリマーゲルを含み得ることを認識されたい。
【０２３５】
　使用時には、図１４に示すように、典型的には気体状でセンサ１０００の周囲の空気中
に存在する標的の生化学的分析物１００６は、センサコーティング１００４のコーティン
グゲル複合物の中に拡散する。次いで拡散した標的の生化学的分析物１００６はコーティ
ングゲル複合物中に存在する薬剤と反応して、薬剤単独よりも高い分子量を有する、薬剤
と標的の生化学的分析物との生成物を生成する。説明的な実施形態では、低分子量のポリ
マーゲルを用いてコーティングゲル複合物を形成させ、それにより小さな重量変化でさえ
も検出して少量の標的の生化学的分析物１００６の存在を示すようにした。まだ薬剤と反
応していない拡散した標的の生化学的分析物１００６は、コーティングゲル複合物の溶解
度に基づいて空気中に放出されて戻り得ることを認識されたい。
【０２３６】
　説明的な実施形態では、センサコーティング１００４は、スピンコータを用いてセンサ
セル１００２の表面に均一なフィルムを堆積するスピンコーティングによって形成した。
薄い均一なコーティングを形成するために、コーティングゲル複合物の厚い層をセンサセ
ル１００２の上に堆積し、スピンコータを用いるスピニングで遠心力を加えることによっ
て過剰のコーティングゲル複合物を除去した。いくつかの実施形態では、一定量のコーテ
ィングゲル複合物のミストをセンサセル１００２の上に噴霧することによってセンサコー
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ティング１００４を形成させるために、スプレーコーティングを用いてよい。ミストは、
アトマイザーノズル（たとえばピエゾ電気または加圧ガス駆動）、インクジェット印刷ヘ
ッド（たとえばピエゾ電気または熱）、または一度に単一の溶液の小滴を噴出する同様の
デバイスを用いて生成させてよい。他の実施形態では、センサコーティング１００４は、
毛管堆積法、軟リソグラフィー（たとえばミクロ接触印刷）、またはディップコーティン
グ法を用いて形成させてよい。それぞれの実施形態では、コーティングゲル複合物は、コ
ーティングプロセス中のコーティングゲル複合物の粘度を制御するために、揮発性溶媒で
希釈してよいことを認識されたい。
【０２３７】
　ここで図１５を参照して、グラフは、ポリジメチルシロキサン（ＰＤＭＳ）ポリマーゲ
ルとＣＴＩ薬剤を含むコーティングゲル複合物の質量変化を説明する。上で考察したよう
に、質量変化はＰＤＭＳコーティングゲル複合物中のＣＴＩ薬剤とＰＤＭＳコーティング
ゲル複合物の周囲の空気中に存在するトランス－２－ヘキセナール（Ｔ２Ｈ）（即ち標的
の生化学的分析物）との反応によって引き起こされる。標的の生化学的分析物を導入する
前に、ＰＤＭＳコーティングゲル複合物が清浄であることを保証するために、ｔ０とｔ１

の間の約１１０分、温度を約５０℃に上昇させた。上で考察したように、標的の生化学的
分析物と薬剤との反応は熱により可逆的であり得る。ＰＤＭＳコーティングゲル複合物を
約５０℃で約１１０分加熱することによって、ＰＤＭＳコーティングゲル複合物中の薬剤
と反応した標的の生化学的分析物があっても、ＰＤＭＳコーティングゲル複合物から除去
される。さらに、薬剤と反応しなかったかも知れないＰＤＭＳコーティングゲル複合物中
で拡散した標的の生化学的分析物があっても、ＰＤＭＳコーティングゲル複合物から放出
され得る。
【０２３８】
　ｔ２で温度を約３５℃に低下させ、約３５℃に保った。ｔ３で標的の生化学的分析物を
導入するまではＰＤＭＳコーティングゲル複合物の重量は比較的一定に保たれていたこと
に留意されたい。換言すれば、標的の生化学的分析物が存在しない場合には、ＰＤＭＳポ
リマーゲルとＣＴＩ薬剤を含むＰＤＭＳコーティングゲル複合物中における顕著な重量変
化は検出されなかった。
【０２３９】
　ｔ３で、標的の生化学的分析物を含む試料は、ＰＤＭＳコーティングゲル複合物の周囲
の空気中にｔ４まで放出された。ＰＤＭＳコーティングゲル複合物の周囲の空気中の標的
の生化学的分析物は、ＰＤＭＳコーティングゲル複合物の溶解性に基づいてＰＤＭＳコー
ティングゲル複合物の中に拡散するように適合されている。標的の生化学的分析物がＰＤ
ＭＳコーティングゲル複合物中に拡散すれば、標的の生化学的分析物はＰＤＭＳコーティ
ングゲル複合物中の標的の生化学的分析物と反応して、薬剤のみよりも大きな分子量を有
する薬剤と標的の生化学的分析物との生成物を生成するように構成されている。したがっ
て、図１５に見られるように、重量のプロットはｔ３からｔ４まで標的の生化学的分析物
の放出の間、連続的に増大し、ＰＤＭＳコーティングゲル複合物の重量の増加を示した。
【０２４０】
　ｔ４で試料の流れを止めると、ＰＤＭＳコーティングゲル複合物の重量は僅かに減少し
た。そのような重量減少はＰＤＭＳコーティングゲル複合物からの未反応の標的の生化学
的分析物の放出によって引き起こされる可能性がある。たとえば、センサ１０００の周囲
の空気中の標的の生化学的分析物は、ｔ３とｔ４の間でＰＤＭＳコーティングゲル複合物
中に拡散したかも知れないが、ＰＤＭＳコーティングゲル複合物中の薬剤とはまだ反応し
ていない。そのような未反応の標的の生化学的分析物は、ＰＤＭＳコーティングゲル複合
物から周囲の空気に拡散して戻るように適合されている。さらに、いくつかの実施形態で
は、薬剤と標的の生化学的分析物との反応は可逆的であり得る。そのような実施形態では
、周囲に標的の生化学的分析物が存在しない場合には、薬剤と標的の生化学的分析物との
生成物は経時的に反応物（即ち、薬剤および標的の生化学的分析物）に逆戻りする可能性
がある。
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【０２４１】
　ｔ５で、標的の生化学的分析物を含む試料をセンサ１０００の周囲の空気に再導入した
。ＰＤＭＳコーティングゲル複合物の重量は、試料中の標的の生化学的分析物とＰＤＭＳ
コーティングゲル複合物中の薬剤との反応により、再び増加し続けた。
【０２４２】
　ここで図１６を参照して、グラフは、ポリメチルフェニルシロキサン（ＰＭＰＳ）ポリ
マーゲルとＣＴＩ薬剤を含む別のコーティングゲル複合物の質量変化を説明する。図１５
と同様に、質量変化はＰＭＰＳコーティングゲル複合物中のＣＴＩ薬剤とＰＭＰＳコーテ
ィングゲル複合物の周囲の空気中に存在するトランス－２－ヘキセナール（Ｔ２Ｈ）（即
ち標的の生化学的分析物）との反応によって引き起こされる。
【０２４３】
　標的の生化学的分析物を導入する前に、ＰＭＰＳコーティングゲル複合物が清浄である
ことを保証するために、ｔ０とｔ１の間の約１１０分、温度を約５０℃に上昇させた。上
で考察したように、標的の生化学的分析物と薬剤との反応は熱により可逆的であり得る。
ＰＭＰＳコーティングゲル複合物を約５０℃で約１１０分加熱することによって、ＰＭＰ
Ｓコーティングゲル複合物中の薬剤と反応した標的の生化学的分析物があっても、ＰＭＰ
Ｓコーティングゲル複合物から除去される。さらに、薬剤と反応しなかったかも知れない
ＰＭＰＳコーティングゲル複合物中で拡散した標的の生化学的分析物があっても、ＰＭＰ
Ｓコーティングゲル複合物から放出され得る。
【０２４４】
　ｔ２で温度を約３５℃に低下させ、約３５℃に保った。ｔ３で標的の生化学的分析物を
導入するまではＰＭＰＳコーティングゲル複合物の重量は比較的一定に保たれていたこと
に留意されたい。換言すれば、標的の生化学的分析物が存在しない場合には、ＰＭＰＳポ
リマーゲルとＣＴＩ薬剤を含むＰＭＰＳコーティングゲル複合物中における顕著な重量変
化は検出されなかった。
【０２４５】
　ｔ３で、標的の生化学的分析物を含む試料は、ＰＭＰＳコーティングゲル複合物の周囲
の空気中にｔ４まで放出された。ＰＭＰＳコーティングゲル複合物の周囲の空気中の標的
の生化学的分析物は、ＰＭＰＳコーティングゲル複合物の溶解性に基づいてＰＭＰＳコー
ティングゲル複合物の中に拡散するように適合されている。標的の生化学的分析物がＰＭ
ＰＳコーティングゲル複合物中に拡散すれば、標的の生化学的分析物はＰＭＰＳコーティ
ングゲル複合物中の標的の生化学的分析物と反応して、薬剤のみよりも大きな分子量を有
する薬剤と標的の生化学的分析物との生成物を生成するように構成されている。したがっ
て、図１６に見られるように、重量のプロットはｔ３からｔ４まで標的の生化学的分析物
の放出の間、連続的に増大し、ＰＭＰＳコーティングゲル複合物の重量の増加を示した。
【０２４６】
　ｔ４で試料の流れを止めると、ＰＭＰＳコーティングゲル複合物の重量は僅かに減少し
た。上で考察したように、そのような重量減少はＰＭＰＳコーティングゲル複合物からの
未反応の標的の生化学的分析物の放出によって引き起こされる可能性がある。たとえば、
センサ１０００の周囲の空気中の標的の生化学的分析物は、ｔ３とｔ４の間でＰＭＰＳコ
ーティングゲル複合物中に拡散したかも知れないが、ＰＭＰＳコーティングゲル複合物中
の薬剤とはまだ反応していない。そのような未反応の標的の生化学的分析物は、ＰＭＰＳ
コーティングゲル複合物から周囲の空気に拡散して戻るように適合されている。さらに、
いくつかの実施形態では、薬剤と標的の生化学的分析物との反応は可逆的であり得る。そ
のような実施形態では、周囲に標的の生化学的分析物が存在しない場合には、薬剤と標的
の生化学的分析物との生成物は経時的に反応物（即ち、薬剤および標的の生化学的分析物
）に逆戻りする可能性がある。
【０２４７】
　ｔ５で、標的の生化学的分析物を含む試料をセンサ１０００の周囲の空気に再導入した
。ＰＭＰＳコーティングゲル複合物の重量は、試料中の標的の生化学的分析物とＰＭＰＳ
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コーティングゲル複合物中の薬剤との反応により、再び増加し続けた。
【０２４８】
　本開示を図面および上記の記載によって詳細に説明し記述したが、そのような説明およ
び記述は例示的で性質として非限定的であるとみなすべきであり、説明的な実施形態のみ
が示され記述されていて、本開示の精神に含まれる全ての変更および改変は保護されるこ
とが望まれることが理解される。
【０２４９】
　本明細書に記載した方法、装置、およびシステムの種々の特徴から生じる本開示の複数
の利点がある。本開示の方法、装置、およびシステムの代替の実施形態は記述した特徴の
全てを含まないかも知れないが、そのような特徴の利点の少なくともいくつかから恩恵が
得られることに留意されたい。当業者であれば、本発明の１つまたは複数の特徴が組み込
まれ、添付した特許請求の範囲によって定義される本開示の精神および範囲に含まれる方
法、装置、およびシステムを彼ら自身で実施することを容易に考案できる。
【符号の説明】
【０２５０】
　１００　有害生物防除システム
　１０２　有害生物防除デバイス群
　１０４　有害生物データ管理サーバ
　１０６　ネットワーク
　１０８　クライアント計算デバイス
　１１０　ネットワーク
　１２０　有害生物防除デバイス
　１２２　ゲートウェイ
　１４０　アプリケーション
　１４２　データベース
　２０２　ハウジング
　２０４　外部壁
　２０６　トップカバー
　２０８　内部チャンバ
　２１０　センサ／石英結晶ミクロ天秤
　２１２　コントローラ
　２１４　電源
　２１６　無線通信回路
　２１８　ローカルインジケータ
　２２０　ファン
　２２２　導管
　２２４　入口
　２２６　出口
　２３０　石英結晶共振器
　３０２　石英結晶
　３０４　電極
　３０６　センサコーティング
　４０２　コントローラ
　４０４　メモリ
　４０６　無線ネットワークインターフェース
　４０８　アンテナ
　４１０　モデム
　４１２　モデム
　４１４　アンテナ
　５００　ルーチン
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　５０２　ブロック
　５０４　ブロック
　５０６　ブロック
　５０８　ブロック
　６００　ルーチン
　６０２　ブロック
　６０４　ブロック
　６０６　ブロック
　６０８　ブロック
　６１０　ブロック
　６１２　ブロック
　６１４　ブロック
　６１６　ブロック
　６１８　ブロック
　７００　ルーチン
　７０２　ブロック
　７０４　ブロック
　７０６　ブロック
　７０８　ブロック
　７１０　ブロック
　７１２　ブロック
　７１４　ブロック
　７１６　ブロック
　７１８　ブロック
　７２０　ブロック
　８００　ルーチン
　８０２　ブロック
　８０４　ブロック
　８０６　ブロック
　８０８　ブロック
　８１０　ブロック
　８１２　ブロック
　８１４　ブロック
　８１６　ブロック
　８１８　ブロック
　８２０　ブロック
　８２２　ブロック
　９００　収容デバイス
　９０２　底パネル
　９０４　上パネル
　９０６　ヒンジ
　９０８　センサ
　９１０　空気ポンプ／気流デバイス
　９１２　外枠
　９１４　開口部
　９１６　内部壁
　９１８　内表面
　９２０　斜表面
　９２２　外枠
　９２４　開口部
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　９２６　内表面
　９２８　入口
　９３０　内部チャンバ
　９３２　フローチャネル
　９３４　矢印
　９３６　ガイド壁
　９３８　バリア壁
　９４０　内部チャンバ
　９４２　第１の壁部分
　９４４　第２の壁部分
　９４６　第３の壁部分
　９５０　ベッド
　９５２　頭板
　９５４　マットレス
　９６０　第１のチャネル
　９６２　第１の側チャネル
　９６４　第２の側チャネル
　９６６　第４のチャネル
　９６８　矢印
　９７０　矢印
　９７２　矢印
　１０００　センサ
　１００２　センサセル
　１００４　センサコーティング
　１００６　標的の生化学的分析物
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