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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シロアリ用ベイトステーションであって、該ステーションは：
　セルロース系材料を含むベイト物品（ここで該ベイト物品は、第一の端面、第二の端面
、外面、及びベイト物品のセルロース系材料内に配置された少なくとも１つの防虫剤貯蔵
所を有する）、および、
　防虫剤貯蔵所内に配置した防虫剤と殺菌剤との混合物、
を含み、
　ここで防虫剤と殺菌剤との混合物の少なくとも一部が、防虫剤貯蔵所からベイト物品の
セルロース系材料に拡散し、
　セルロース系材料が、ゴムノキ材を含む、上記シロアリ用ベイトステーション。
【請求項２】
　前記セルロース系材料が、さらに、トウヒ材、アスペン材、マツ材、ポプラ材、モミジ
バフウ材、ユーカリ材、および、マンゴー材からなる群より選択される少なくとも１種の
木材を含む、請求項１に記載のシロアリ用ベイトステーション。
【請求項３】
　前記ベイト物品が、直径１０ｍｍ～３００ｍｍ、および、高さ１０ｍｍ～３００ｍｍを
有する概して円柱状の形状である、請求項１に記載のシロアリ用ベイトステーション。
【請求項４】
　前記ベイト物品が、５０グラム～２０００グラムの絶乾質量を有する、請求項１に記載
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のシロアリ用ベイトステーション。
【請求項５】
　ベイト物品の外面に配置された少なくとも１つのシロアリ供給溝を有する、請求項１に
記載のシロアリ用ベイトステーション。
【請求項６】
　前記シロアリ供給溝が、１～１０平方ミリメートルの断面積を有する、請求項５に記載
のシロアリ用ベイトステーション。
【請求項７】
　前記防虫剤と殺菌剤との混合物が、防虫剤として機能する第一の活性成分、および、殺
菌剤として機能する第二の活性成分を含む、請求項１に記載のシロアリ用ベイトステーシ
ョン。
【請求項８】
　前記防虫剤と殺菌剤との混合物が、防虫剤と殺菌剤の両方として機能する活性成分を含
む、請求項１に記載のシロアリ用ベイトステーション。
【請求項９】
　前記防虫剤と殺菌剤との混合物が、ホウ酸、酸化ホウ素、金属ホウ酸塩、非金属のホウ
酸塩化合物およびそれらの混合物からなる群より選択されるホウ酸塩の形態の少なくとも
１種を含む、請求項８に記載のシロアリ用ベイトステーション。
【請求項１０】
　前記防虫剤と殺菌剤との混合物が、０.０５～０.４５質量パーセントの八ホウ酸二ナト
リウム四水和物を含む、請求項８に記載のシロアリ用ベイトステーション。
【請求項１１】
　前記防虫剤と殺菌剤との混合物が、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリ
エチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレング
リコール、トリプロピレングリコール、テトラプロピレングリコール、ポリプロピレング
リコール、グリセリン、および、それらの混合物からなる群より選択される少なくとも１
種の吸湿剤をさらに含む、請求項８に記載のシロアリ用ベイトステーション。
【請求項１２】
　前記防虫剤貯蔵所が、ベイト物品内に配置された合計で０．０５～６０ミリリットルの
体積を有する１個またはそれより多くの空洞を含む、請求項１に記載のシロアリ用ベイト
ステーション。
【請求項１３】
　前記防虫剤と殺菌剤との混合物が拡散することによって、ベイト物品外面のセルロース
系材料におけるシロアリに対して実質的に非忌避性の濃度と、ベイト物品内部のセルロー
ス系材料の少なくとも一部におけるシロアリに対して実質的に毒性の濃度とが提供される
、請求項１に記載のシロアリ用ベイトステーション。
【請求項１４】
　シロアリの侵入を少なくする方法であって、該方法は：
　シロアリが侵入する領域内に、複数のシロアリ用ベイトステーションを配置すること、
を含み、
　ここで、それぞれの該シロアリ用ベイトステーションは、セルロース系材料を含むベイ
ト物品（ここで該ベイト物品は、第一の端面、第二の端面、外面、およびベイト物品のセ
ルロース系材料内に配置された少なくとも１つの防虫剤貯蔵所を有する）、および、防虫
剤貯蔵所内に配置した防虫剤と殺菌剤との混合物（ここで該防虫剤と殺菌剤との混合物は
、少なくとも１種のホウ酸塩の形態を含む）を含み、
　ここで該防虫剤と殺菌剤との混合物の少なくとも一部が防虫剤貯蔵所からベイト物品の
セルロース系材料に拡散し、
　セルロース系材料が、ゴムノキ材を含み、そして、
　シロアリがベイト物品から上記セルロース系材料の少なくとも一部を消費することによ
り、シロアリは毒性を示す量のホウ酸塩を摂取する、上記方法。
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【請求項１５】
　前記セルロース系材料が、さらに、トウヒ材、アスペン材、マツ材、ポプラ材、モミジ
バフウ材、ユーカリ、および、マンゴー材からなる群より選択される少なくとも１種の木
材を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ベイト物品が、直径１０ｍｍ～３００ｍｍ、および、高さ１０ｍｍ～３００ｍｍを
有する概して円柱状の形状である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ベイト物品が、５０グラム２０００グラムの絶乾質量を有する、請求項１４に記載
の方法。
【請求項１８】
　ベイト物品の外面に配置された少なくとも１つのシロアリ供給溝を有する、請求項１４
に記載の方法。
【請求項１９】
　前記シロアリ供給溝が、１～１０平方ミリメートルの断面積を有する、請求項１８に記
載の方法。
【請求項２０】
　前記防虫剤と殺菌剤との混合物が、防虫剤として機能する第一の活性成分、および、殺
菌剤として機能する第二の活性成分を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２１】
　前記防虫剤と殺菌剤との混合物が、防虫剤と殺菌剤の両方として機能する活性成分を含
む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　前記防虫剤と殺菌剤との混合物が、ホウ酸、酸化ホウ素、金属　ホウ酸塩、非金属のホ
ウ酸塩化合物およびそれらの混合物からなる群より選択されるホウ酸塩の形態の少なくと
も１種を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記防虫剤と殺菌剤との混合物が、０．０５～０．４５質量パーセントの八ホウ酸二ナ
トリウム四水和物を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　前記防虫剤と殺菌剤との混合物が、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリ
エチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、ジプロピレング
リコール、トリプロピレングリコール、テトラプロピレングリコール、ポリプロピレング
リコール、グリセリン、および、それらの混合物からなる群より選択される少なくとも１
種の吸湿剤をさらに含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２５】
　前記防虫剤貯蔵所が、ベイト物品内に配置された合計で０．０５～６０ミリリットルの
体積を有する１個またはそれより多くの空洞を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記防虫剤と殺菌剤との混合物が拡散することによって、ベイト物品外面のセルロース
系材料におけるシロアリに対して実質的に非忌避性の抗シロアリ剤濃度と、ベイト物品内
部のセルロース系材料の少なくとも一部におけるシロアリに対して実質的に毒性の抗シロ
アリ剤濃度とが提供される、請求項１４に記載の方法。
【請求項２７】
　シロアリ用ベイトステーションであって、該ステーションは：
　セルロース系材料を含むベイト物品（ここで該ベイト物品は、第一の端面、第二の端面
、外面、ベイト物品のセルロース系材料内に配置された少なくとも１つの防虫剤貯蔵所、
および、外面に配置された複数のシロアリ供給溝を有し、それぞれのシロアリ供給溝は、
１～１０平方ミリメートルの断面積を有し、該少なくとも１つの防虫剤貯蔵所は、合計で
０．０５～６０ミリリットルの体積を有する）；および、
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　防虫剤貯蔵所内に配置した防虫剤と殺菌剤との混合物（ここで該防虫剤と殺菌剤との混
合物は、ホウ酸塩の形態の少なくとも１種を含み、該防虫剤と殺菌剤との混合物の少なく
とも一部は、防虫剤貯蔵所からベイト物品のセルロース系材料に拡散する）、
を含み、
　セルロース系材料は、ゴムノキ材を含む、上記シロアリ用ベイトステーション。
【請求項２８】
　前記セルロース系材料が、パラゴムノキの木材を含む、請求項２７に記載のシロアリ用
ベイトステーション。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　[0001]本願は、２０１０年３月１６日付けで出願された仮出願第６１/３１４,３０６号
の先の出願日の利益を主張する。
【０００２】
　分野
　[0002]本開示は、一般に害虫を制御するシステムに関し、具体的にはシロアリ用ベイト
ステーションに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]従来技術において様々な木材ベースのシロアリ用ベイトステーションが知られて
いる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、高いシロアリ誘引効果と殺傷効果とを有し、同時に、人間にとって有害
であるかおよび／または環境面で望ましくない防虫剤を最小量で含む、改善されたベイト
ステーションが引き続き求められている。また、地下の湿気の多い環境に設置しても菌類
によって腐朽しにくい木材ベースのシロアリ用ベイトステーションも求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　[0004]第一の形態において、本開示は、シロアリ用ベイトステーションを提供する。一
態様において、本シロアリ用ベイトステーションは、セルロース系材料で作製されたベイ
ト物品を含む。例えばセルロース系材料は、木材で作製されていてもよい。ベイト物品は
、第一の端面および第二の端面、外面、ならびにベイト物品のセルロース系材料内に配置
された少なくとも１つの防虫剤貯蔵所（insecticide reservoir）を含む。また本シロア
リ用ベイトステーションは、防虫剤貯蔵所内に配置した防虫剤と殺菌剤との混合物も含む
。防虫剤と殺菌剤との混合物は、少なくとも１種の形態のホウ酸塩で構成される。貯蔵所
から、防虫剤と殺菌剤との混合物の少なくとも一部がベイト物品の木材に拡散する。
【０００６】
　[0005]本ベイトステーションの所定の態様において、セルロース系材料は、好ましくは
、ゴムノキ材、トウヒ材、アスペン材、マツ材、ポプラ材、モミジバフウ材、ユーカリ材
、および、マンゴー材からなる群より選択される少なくとも１種の木材で作製される。よ
り好ましくは、セルロース系材料は、パラゴムノキ（Hevea brasiliensis）の木材で作製
される。
【０００７】
　[0006]本ベイトステーションの所定の態様において、ベイト物品は、一般的には、直径
約１０ｍｍ～約３００ｍｍ、および、高さ約１０ｍｍ～約３００ｍｍを有する円柱形であ
る。しかしながら、本ベイトステーションのその他の所定の態様において、ベイト物品は
、一般的には、柱形である。さらにその他の好ましい態様において、ベイト物品は、一般
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的に、半筒形である。ベイト物品は、好ましくは約５０グラム～約２０００グラムの絶乾
質量を有する。
【０００８】
　[0007]本ベイトステーションの所定の態様において、ベイト物品は、好ましくは、ベイ
ト物品の外面に配置された、少なくとも１つのシロアリ供給溝（termite feeding channe
l）を含む。いくつかの態様において、ベイト物品は、好ましくは、最大４本のシロアリ
供給溝を含む。さらにその他の好ましい態様において、ベイト物品は、好ましくは、最大
６本のシロアリ供給溝を含む。さらに本開示に係るいくつかの態様において、シロアリ供
給溝は、約１～約１０平方ミリメートルの断面積を有する。
【０００９】
　[0008]本ベイトステーションの所定の態様において、防虫剤と殺菌剤との混合物は、好
ましくは、防虫剤として機能する第一の活性成分と、殺菌剤として機能する第二の活性成
分とで構成される。しかしながら、本ベイトステーションのその他の態様において、防虫
剤と殺菌剤との混合物は、好ましくは、防虫剤と殺菌剤の両方として機能する活性成分で
構成されている。
【００１０】
　[0009]例えば、防虫剤と殺菌剤との混合物は、好ましくは、ホウ酸、酸化ホウ素、金属
ホウ酸塩、非金属のホウ酸塩化合物およびそれらの混合物からなる群より選択されるホウ
酸塩の形態の少なくとも１種を含んでいてもよい。より好ましいホウ酸塩の形態としては
、ホウ酸、酸化ホウ素、四ホウ酸ナトリウム、および、八ホウ酸二ナトリウムが挙げられ
る。本ベイトステーションのいくつかの態様において、防虫剤と殺菌剤との混合物はまた
、好ましくは約０．０５～約０．４５質量パーセントの八ホウ酸二ナトリウム四水和物で
構成され、より好ましくは約０．１～約０．３質量パーセントの八ホウ酸二ナトリウム四
水和物で構成される。
【００１１】
　[0010]場合によっては、防虫剤貯蔵所は、ベイト物品内に配置された合計で約０．０５
～約６０ミリリットルの体積を有する１またはそれより多くの空洞によって形成されても
よい。本ベイトステーションのいくつかの態様において、防虫剤と殺菌剤との混合物はま
た、好ましくは、グリコール、グリセリンおよび塩からなる群より選択される少なくとも
１種の吸湿剤を含む。例えば、１種の吸湿剤が、エチレングリコール、ジエチレングリコ
ール、トリエチレングリコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレングリコール、
プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、テトラプ
ロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、グリセリン、および、それらの混合物
からなる群より選択することができる。
【００１２】
　[0011]好ましくは、防虫剤と殺菌剤との混合物が拡散することにより、ベイト物品外面
の木材にシロアリに対して実質的に非忌避性の所定濃度のホウ酸塩が提供され、また、ベ
イト物品内部の少なくとも一部の木材にシロアリに対して実質的に毒性の所定濃度のホウ
酸塩が提供される。
【００１３】
　[0012]第二の形態において、本開示は、シロアリの侵入を少なくする方法を提供する。
一態様において、本方法は、複数のシロアリ用ベイトステーションを使用する。それぞれ
のシロアリ用ベイトステーションは、セルロース系材料で作製されたベイト物品を含む。
例えばセルロース系材料は、木材で作製されていてもよい。ベイト物品は、第一の端面お
よび第二の端面、外面、ならびにベイト物品のセルロース系材料内に配置された少なくと
も１つの防虫剤貯蔵所を含む。また本シロアリ用ベイトステーションは、防虫剤貯蔵所内
に配置した防虫剤と殺菌剤との混合物も含む。防虫剤と殺菌剤との混合物は、少なくとも
１種の形態のホウ酸塩で構成される。貯蔵所から、防虫剤と殺菌剤との混合物の少なくと
も一部がベイト物品の木材に拡散する。本方法によれば、シロアリが侵入する領域内に、
複数のシロアリ用ベイトステーションが配置される。その後シロアリがベイト物品から上
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記木材の少なくとも一部を消費することにより、毒性を示す量のホウ酸塩が摂取される。
【００１４】
　[0013]本開示に係る方法の所定の態様において、セルロース系材料は、好ましくは、ゴ
ムノキ材、トウヒ材、アスペン材、マツ材、ポプラ材、モミジバフウ材、ユーカリ材、お
よび、マンゴー材からなる群より選択される少なくとも１種の木材で作製される。より好
ましくは、セルロース系材料は、パラゴムノキの木材で作製される。
【００１５】
　[0014]本開示に係る方法の所定の態様において、ベイト物品は、一般的には、直径約１
０ｍｍ～約３００ｍｍ、および、高さ約１０ｍｍ～約３００ｍｍを有する円柱形である。
しかしながら本開示に係る方法のその他の所定の態様において、ベイト物品は、一般的に
は、柱形である。さらにその他の好ましい態様において、ベイト物品は、一般的には、半
筒形である。ベイト物品は、好ましくは約５０グラム～約２０００グラムの絶乾質量を有
する。
【００１６】
　[0015]本開示に係る方法の所定の態様において、ベイト物品は、好ましくは、少なくと
も１つのベイト物品の外面に配置されたシロアリ供給溝を含む。いくつかの態様において
、ベイト物品は、好ましくは、最大４本のシロアリ供給溝を含む。さらにその他の好まし
い態様において、ベイト物品は、好ましくは、最大６本のシロアリ供給溝を含む。さらに
本開示に係るいくつかの態様において、シロアリ供給溝は、約１～約１０平方ミリメート
ルの断面積を有する。
【００１７】
　[0016]本開示に係る方法の所定の態様において、防虫剤と殺菌剤との混合物は、好まし
くは、防虫剤として機能する第一の活性成分と、殺菌剤として機能する第二の活性成分と
で構成される。しかしながら、本方法のその他の態様において、防虫剤と殺菌剤との混合
物は、好ましくは、防虫剤と殺菌剤の両方として機能する活性成分で構成されている。
【００１８】
　[0017]例えば防虫剤と殺菌剤との混合物は、ホウ酸、酸化ホウ素、金属ホウ酸塩、非金
属のホウ酸塩化合物およびそれらの混合物からなる群より選択されるホウ酸塩の形態の少
なくとも１種を含んでいてもよい。より好ましいホウ酸塩の形態としては、ホウ酸、酸化
ホウ素、四ホウ酸ナトリウム、および、八ホウ酸二ナトリウムが挙げられる。本方法のい
くつかの態様において、防虫剤と殺菌剤との混合物はまた、好ましくは約０．０５～約０
．４５質量パーセントの八ホウ酸二ナトリウム四水和物で構成され、より好ましくは約０
．１～約０．３質量パーセントの八ホウ酸二ナトリウム四水和物で構成される。場合によ
っては、防虫剤貯蔵所は、ベイト物品内に配置された合計で約０．０５～約６０ミリリッ
トルの体積を有する１またはそれより多くの空洞によって形成されてもよい。
【００１９】
　[0018]本方法のいくつかの態様において、防虫剤と殺菌剤との混合物はまた、好ましく
は、グリコール、グリセリンおよび塩からなる群より選択される少なくとも１種の吸湿剤
を含む。例えば、１種の吸湿剤が、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエ
チレングリコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレング
リコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、テトラプロピレングリ
コール、ポリプロピレングリコール、グリセリン、および、それらの混合物からなる群よ
り選択することができる。
【００２０】
　[0019]好ましくは、防虫剤と殺菌剤との混合物が拡散することにより、ベイト物品外面
の木材にシロアリに対して実質的に非忌避性の所定濃度のホウ酸塩が提供され、ベイト物
品内部の少なくとも一部の木材にシロアリに対して実質的に毒性の所定濃度のホウ酸塩が
提供される。
【００２１】
　[0020]さらなる形態において、本開示は、シロアリ用ベイトステーションを提供する。
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一態様において、本シロアリ用ベイトステーションは、セルロース系材料で作製されたベ
イト物品を含む。ベイト物品は、第一の端面および第二の端面、外部表面、ベイト物品の
セルロース系材料内に配置された少なくとも１つの防虫剤貯蔵所、ならびに外面に配置さ
れた複数のシロアリ供給溝を含む。それぞれのシロアリ供給溝は、約１～約１０平方ミリ
メートルの断面積を有する。少なくとも１つの防虫剤貯蔵所は、合計で約０．０５～約６
０ミリリットルの体積を有する。また本シロアリ用ベイトステーションは、防虫剤貯蔵所
内に配置した防虫剤と殺菌剤との混合物も含む。防虫剤と殺菌剤との混合物は、少なくと
も１種の形態のホウ酸塩で構成される。貯蔵所からの防虫剤と殺菌剤との混合物の少なく
とも一部は、ベイト物品のセルロース系材料に拡散する。
【００２２】
　[0021]本開示に係る所定の態様において、セルロース系材料は、好ましくは、ゴムノキ
材、トウヒ材、アスペン材、マツ材、ポプラ材、モミジバフウ材、ユーカリ材、および、
マンゴー材からなる群より選択される少なくとも１種の木材で作製される。より好ましく
は、セルロース系材料は、パラゴムノキの木材で作製される。
【００２３】
　[0022]図面と共に考察する際に詳細な説明を参照すれば本発明のさらなる利点は明らか
であるが、これらの図面は、詳細をより明らかに示すために正確な縮尺ではなく、またい
くつかの図面にわたる類似の参照番号は類似の要素を示している。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、本開示の一態様に係るベイト物品の斜視図である。
【図２】図２は、本開示の第二の態様に係るベイト物品の斜視図である。
【図３ａ】図３ａは、本開示のさらなる態様に係るベイト物品の斜視図である。
【図３ｂ】図３ｂは、本開示のさらなる態様に係るベイト物品の斜視図である。
【図４ａ】図４ａは、本開示のさらにその他の態様に係るベイト物品の斜視図である。
【図４ｂ】図４ｂは、本開示のさらにその他の態様に係るベイト物品の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　詳細な説明
　[0027]ある観点において、本開示は、シロアリ用ベイトステーションを提供する。一態
様によれば、本シロアリ用ベイトステーションは、セルロース系材料で作製されたベイト
物品を含む。ベイト物品で用いられるセルロース系材料は、固体の木材で構成されていて
もよいし、または、少なくとも部分的に木材で作製された複合材料で構成されていてもよ
いし、または、少なくとも部分的に加工したセルロース系繊維（例えば紙またはファイバ
ーボード）で製造されている材料で構成されていてもよい。
【００２６】
　[0028]一般的に、ベイト物品は、好ましくは固形の木材で構成される。ベイト物品に使
用するのに好ましい木材は、ゴムノキ材、トウヒ材、アスペン材、マツ材、ポプラ材、モ
ミジバフウ材、ユーカリ材、および、マンゴー材からなる群より選択される木材であり得
る。所定の態様において、ベイト物品は、より好ましくは、パラゴムノキ（一般的には「
ゴムノキ」と称される）の木材で作製される。いくつかの態様において、ベイト物品は、
全体がゴムノキ材で構成されていてもよい。その他の態様において、ベイト物品の一部が
ゴムノキ材で構成されており、ベイト物品のその他の部分が、その他の木材種、および／
または、木材以外の材料で構成されていてもよい。
【００２７】
　[0029]上述の木材種は、特にシロアリを誘引することが観察されている。加えて、上記
の木材種は、本開示に係る防虫剤と殺菌剤との混合物を木材に注入すると、抗菌性が改善
されることが見出されている。
【００２８】
　[0030]場合によっては、ベイト物品の少なくとも一部が、すでに菌類が侵入した木材で
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構成されていてもよい。
　[0031]図１～４で示されるように、ベイト物品１０は、第一の端面１２および第二の端
面１４、外面１６、ならびに、ベイト物品内に配置された少なくとも１つの防虫剤貯蔵所
１８を含む。ベイト物品はまた、一般的に、外面に配置された少なくとも１本のシロアリ
供給溝を含む。いくつかの態様において、ベイト物品１０は、図１で示されるように、一
般的に、直径約１０ｍｍ～約３００ｍｍ、および、高さ約１０ｍｍ～約３００ｍｍを有す
る円柱形である。しかしながらその他の態様において、ベイト物品１０は、図２および図
３ａおよび３ｂで示されるように、一般的には、柱形である。それでもなおその他の態様
において、ベイト物品は、図４ａおよび４ｂで示されるように、一般的に、半筒形である
。さらにその他の態様において、ベイト物品全体が、複数の（例えば３個の）別個の木材
ピースで構成されていてもよく、各木材ピースは、一般的に立方体または長方形の箱の形
状を有する。
【００２９】
　[0032]ベイト物品の質量（オーブン乾燥基準で）は、一般的に、約５０グラム～約３０
００グラムである。
　[0033]ベイト物品１０は、ベイト物品１０の外面１６に配置された少なくとも１本のシ
ロアリ供給溝２０を含んでいてもよい。一般的に、ベイト物品は、複数のベイト物品の外
面に配置されたシロアリ供給溝を含む。いくつかの態様において、ベイト物品は、好まし
くは、ベイト物品の外面に配置された最大４本のシロアリ供給溝を含む。さらにその他の
好ましい態様において、ベイト物品は、好ましくは、最大６本のシロアリ供給溝を含む。
【００３０】
　[0034]少なくとも１つの、また、好ましくはすべてのシロアリ供給溝は、一般的に、約
１～約１０平方ミリメートルの断面積を有する。シロアリは一般的に多湿の閉鎖された環
境を好む。それゆえに、何にも覆われていない野ざらしの地面を移動するとき、シロアリ
はしばしば、泥のなかにその中を走行するための「避難」トンネルを作る。このような避
難トンネルは、シロアリにとって望ましい多湿の保護された環境を提供する。理論にとら
われずにいえば、約１～約１０平方ミリメートルの断面積を有するシロアリ供給溝は、シ
ロアリの避難トンネルの形成と餌の摂取を助長し、シロアリは実際に、このような溝に避
難トンネルを形成することを好むと考えられる。あるいはベイト物品は、複数の比較的小
さい木材ピースから形成されてもよく、ここでこのような比較的小さい木材ピースは、木
材ピース間に形成されるギャップが同様にシロアリの避難トンネル形成を助長するように
配置される。
【００３１】
　[0035]上述したように、少なくとも１つの防虫剤貯蔵所１８は、ベイト物品１０内に配
置される。好ましくは、防虫剤貯蔵所１８は、第一の端面１２および／または第二の端面
１４内に配置された１個またはそれより多くの空洞によって形成されてもよい。防虫剤貯
蔵所１８の総体積は、一般的に約０．０５～約６０ミリリットル、より好ましくは約２～
約１０ミリリットルである。
【００３２】
　[0036]防虫剤と殺菌剤との混合物は、防虫剤貯蔵所内に配置される。好ましくは、防虫
剤と殺菌剤との混合物は貯蔵所に注入される。
　[0037]本明細書で用いられるように、「防虫剤と殺菌剤との混合物」は、昆虫と菌類の
両方に対して実質的に毒性を有する（すなわち殺すかまたは抑制する）組成物である。一
例を挙げると、防虫剤と殺菌剤との混合物は、防虫剤成分と、それとは別個の殺菌剤成分
とを含んでいてもよい。その他の態様において、防虫剤と殺菌剤との混合物は、防虫剤と
殺菌剤の両方として機能する一種の活性成分を含む。
【００３３】
　[0038]防虫剤と殺菌剤との混合物が、防虫剤成分とそれとは別個の殺菌剤とを含む態様
において、好ましい防虫剤としては、スルフルラミド、ノビフルムロン、ヘキサフルムロ
ン、ジフルベンズロン、ヒドラメチルノン、および、ホウ酸塩が挙げられる。好ましい殺
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菌剤としては、アゾール（例えばテブコナゾール、および、プロピコナゾール）、第四級
アンモニウム化合物（例えばジエチルジメチルアンモニウム塩化物）、クロロタロニル、
カルバメート（例えばヨードプロピニルブチルカルバメート）、有機または無機銅ベース
の保存剤（例えばクロム化ヒ酸銅）、および、ホウ酸塩が挙げられる。
【００３４】
　[0039]しかしながら、防虫剤と殺菌剤との混合物は、防虫剤と殺菌剤の両方として機能
する一種の活性成分を含むほうがより好ましい。例えば、様々な形態のホウ酸塩を防虫剤
と殺菌剤との混合物に使用して、殺虫活性と殺菌活性の両方を提供してもよい。より具体
的に言えば、防虫剤と殺菌剤との混合物は、ホウ酸、酸化ホウ素、金属ホウ酸塩、非金属
のホウ酸塩化合物およびそれらの混合物からなる群より選択される１種またはそれより多
くの形態のホウ酸塩を含んでいてもよい。
【００３５】
　[0040]適切な金属ホウ酸塩としては、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム
、カルシウム、バリウム、亜鉛および銅のホウ酸塩が挙げられる。ホウ酸塩は、１種より
多くの金属種を含んでいてもよい。例えば、金属ホウ酸塩は、ナトリウムカルシウムホウ
酸塩（例えば曹灰ホウ鉱）であってもよい。適切な非金属のホウ酸塩化合物としては、シ
リコンホウ酸塩（silicon borate）、ならびに有機ホウ酸塩、例えば、ボロン酸およびボ
リン酸、またはホウ酸エステル（borester）が挙げられる。より好ましいホウ酸塩の形態
としては、ホウ酸、酸化ホウ素、四ホウ酸ナトリウム、五ホウ酸ナトリウム、六ホウ酸ナ
トリウム、および、八ホウ酸二ナトリウムが挙げられる。いくつかの態様において、防虫
剤と殺菌剤との混合物は、好ましくは、八ホウ酸二ナトリウムを含む。混合物中の八ホウ
酸二ナトリウムの濃度は、一般的には約０．０５～約０．４５質量パーセントの八ホウ酸
二ナトリウム四水和物、より好ましくは約０．１～約０．３質量パーセントの八ホウ酸二
ナトリウム四水和物である。
【００３６】
　[0041]約０．０５～約０．４５質量パーセントの八ホウ酸二ナトリウムの濃度は、約０
．０３～約０．３質量パーセントの酸化ホウ素（Ｂ２Ｏ３）の濃度と等しい（元素のホウ
素量に関して）。八ホウ酸二ナトリウムと共に、またはその代わりにその他のホウ酸塩が
用いられる場合、添加されるホウ酸塩の合計濃度は、好ましくは約０．０３～約０．３質
量パーセントの酸化ホウ素濃度と等しい。
【００３７】
　[0042]ホウ酸塩ベースの防虫・殺菌剤は、様々な形態のうちどのような形態で提供して
もよい。一般的には、ホウ酸塩ベースの防虫・殺菌剤は、固形状のホウ酸塩として提供さ
れる。固体の形態は、ベイト物品をひっくり返してもそれらがベイト物品から落ちたり、
またはあふれ出たりする可能性が比較的低いことから好ましい。しかしながら、場合によ
っては、ホウ酸塩ベースの防虫・殺菌剤は液体として提供されることもある。
【００３８】
　[0043]例えばホウ酸塩材料を約８００℃またはそれより高い極めて高温に加熱し、融解
させてガラス様の固形ロッドまたはタブレットを形成してもよい。あるいはホウ酸塩材料
をより低温の約２００℃に加熱して、融解させて、プラスチック様の外観を有する固形ロ
ッドまたはタブレットを形成してもよい。これらのホウ酸塩材料はまた、適切な形状のダ
イプレスを用いて固形ロッドまたはタブレットにプレスしてもよい。
【００３９】
　[0044]ホウ酸塩ベースの防虫・殺菌剤はまた、液体として提供してもよく、好ましくは
最終的に固体に硬化される液体として提供してもよい。例えばホウ酸塩ベースの防虫・殺
菌剤は、高分子量ポリグリコール中に溶解させたホウ酸塩であってもよく、これはその後
室温で固体に硬化される。また脱水したホウ酸塩を水と混合してもよく、その後、ホウ酸
塩が水を吸収して元に戻り、再結晶化して固体の形態のみが残留する。同様にホウ酸、ホ
ウ砂（四ホウ酸ナトリウム）および水の混合物も用いることができる。これは最初のうち
は液状混合物であるが、これも反応すると、最終的にはホウ酸塩の固形体を形成する。
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【００４０】
　[0045]特に好ましいホウ酸塩の液状の形態は、五ホウ酸ナトリウムで構成される水中の
微小なミセル状のエマルジョンである。このエマルジョンを貯蔵所に液状で注入し、その
まま乾燥させて室温で固体の形態にすることができる。このようなエマルジョンはまた、
凝固する前にベイト物品の木材の少なくとも一部に浸透するとも予想され、有利である。
【００４１】
　[0046]防虫剤と殺菌剤との混合物はまた、グリコールまたは糖アルコールまたは塩から
なる群より選択される少なくとも１種の吸湿剤を含んでいてもよい。防虫剤と殺菌剤との
混合物はまた、好ましくは、エチレングリコール、ジエチレングリコール、トリエチレン
グリコール、テトラエチレングリコール、ポリエチレングリコール、プロピレングリコー
ル、ジプロピレングリコール、トリプロピレングリコール、テトラプロピレングリコール
、ポリプロピレングリコール、グリセリン、および、それらの混合物からなる群より選択
される少なくとも１種の吸湿剤を含んでいてもよい。また撥水剤または浸出遅延剤（leac
hing retardant）も防虫剤と殺菌剤との混合物に含まれていてもよい。
【００４２】
　[0047]加えて、防虫剤と殺菌剤との混合物はまた、菌類（および直接的または間接的に
シロアリ）の増殖を補助する少量の栄養素またはビタミンを含んでいてもよい。例えば防
虫剤と殺菌剤との混合物に、窒素、リンおよびカリウム（ＮＰＫ）のような栄養素、加え
てマンガン、ホウ素、硫黄、銅、鉄、塩素、コバルト、モリブデンおよび亜鉛のような微
量栄養素が供給されることもある。さらにチアミンのようなビタミンが含まれていてもよ
い。このような栄養素を防虫・殺菌剤に添加することは、直感的には間違っているように
感じるかもしれないが、極めて少量の菌類の増殖はシロアリにとって誘引物質として作用
すると考えられている。このような限定的な増殖は、混合物中に栄養素と殺菌剤の両方を
組み合わせることによって達成することができる。
【００４３】
　[0048]場合によっては、栄養素は、一般的に、殺菌剤よりも早く貯蔵所から木材を介し
て拡散すると予想される。従って、栄養素は最初にベイト物品外面の周辺領域に拡散する
ため、少量の菌類の増殖はベイト物品外面の周辺だけで起る。その後に殺菌剤がベイト物
品の外部に拡散して、それ以上の菌類の増殖は抑制される。
【００４４】
　[0049]防虫剤と殺菌剤との混合物はさらに、１種またはそれより多くのシロアリ誘引性
の化学物質を含んでいてもよい。例えば、菌類が侵入した木材からの抽出物が、本発明の
所定の態様に係る防虫剤と殺菌剤との混合物に含まれていてもよい。このような抽出物は
、本発明の所定の態様に係る防虫剤と殺菌剤との混合物に含まれていてもよい。特に好ま
しくは、担子菌類（例えば褐色腐朽菌および／または白色腐朽菌）、子嚢菌、または、不
完全菌類（例えば糸状菌類）が侵入した木材からの抽出物である。
【００４５】
　[0050]防虫剤と殺菌剤との混合物が貯蔵所に注入されると、防虫剤と殺菌剤との混合物
の少なくとも一部は貯蔵所からベイト物品の木材に拡散する。従って、シロアリが本ベイ
トステーションから木材を消費すると、シロアリは木材に拡散した防虫剤も摂取する。
【００４６】
　[0051]防虫剤と殺菌剤との混合物が防虫剤貯蔵所からベイト物品の外面に向かって外側
に拡散するにつれて、当然のことながら、ベイト物品の木材中に防虫剤の濃度勾配が形成
される。防虫剤の濃度はベイト物品の中心付近の木材が最も高く、防虫剤の濃度はベイト
物品外面付近の木材が最も低い。
【００４７】
　[0052]ここで有利には、防虫剤と殺菌剤との混合物が拡散することにより、好ましくは
、ベイト物品外面の木材にシロアリに対して実質的に非忌避性の所定濃度のホウ酸塩が提
供され、ベイト物品内部の少なくとも一部の木材にシロアリに対して実質的に毒性の所定
濃度のホウ酸塩が提供される。ベイト物品の外面付近の非忌避性の防虫剤濃度と、ベイト
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物品に使用された木材種の特定の誘引性とを組み合わせることにより、周辺にいるシロア
リの誘引能力が改善されたベイトステーションが得られる。すなわちシロアリは、本ベイ
トステーションをより迅速に発見し、および／または、シロアリは、本ベイトステーショ
ンから比較的多くの量の木材を消費する。
【００４８】
　[0053]さらなる利点として、貯蔵所から防虫剤と殺菌剤との混合物を拡散させることに
より、防虫剤をベイト物品の外面だけ塗布した場合と比較して、活性成分の浸出率（シロ
アリ駆除剤および殺菌剤の損失）が減少することも見出された。このような浸出による損
失率の減少により、ベイト物品の有効性がより長くなる。
【００４９】
　[0054]さらなる利点として、ベイト物品に防虫剤と殺菌剤との混合物を注入することに
より、ベイト物品の木材が真菌による腐敗に対してより耐性になることも観察されている
。
【００５０】
　[0055]また本開示により、シロアリの侵入を少なくする方法も提供される。本方法によ
れば、上述のような複数のシロアリ用ベイトステーションが提供され、シロアリが侵入す
る領域内に配置される。その後シロアリがベイト物品から上記木材の少なくとも一部を消
費することにより、毒性を示す量のホウ酸塩が摂取される。
【００５１】
　[0056]また本シロアリ用ベイトステーションは、場合によっては、シロアリが出入りす
るための複数の穴を有する小型のプラスチックまたはその他の不活性物質製の柵またはケ
ージも含む。このケージ内にベイト物品が設置される。続いて地中に小さい穴を掘り、こ
のケージを本ベイトステーションと共に地中の穴に入れる。その他の例において、本ベイ
トステーションは、地上に設置してもよい。さらにその他の例において、本ベイトステー
ションは、マルチ（mulch）の下に設置してもよいし、または、家またはその他の建築物
の側面に取り付けてもよいし、または、家または建築物内に設置してもよい。
【００５２】
　[0057]シロアリに侵入された領域内において、本シロアリ用ベイトステーションは、好
ましくは、隣のシロアリ用ベイトステーションから約２～約１００フィート離れた位置に
配置する。一般的には、大きさが約１０００～約３０００平方フィートの構造物の周辺に
おけるシロアリの侵入を効果的に防ぐには、合計で約５～約４０個のベイトステーション
が必要である。
【実施例】
【００５３】
　[0058]実施例
　[0059]実施例１－地下シロアリ（Coptotermes gestroi）に対するゴムノキ材の誘引性
　[0060]この実施例において、地下シロアリ（Coptotermes gestroi）種のシロアリに対
する様々な木材の相対的な誘引性を決定するために、ゴムノキ（パラゴムノキ）の木材を
、アメリカネム（アルビジア・サマン（Albizia saman））の木材、および、マンゴーの
木（マンギフェラ・インディカ（Mangifera indica））の木材と比較した。この実験はタ
イ国バンコクで行った。
【００５４】
　[0061]各種木材をおよそ直径６２ｍｍ、長さ７２ｍｍに測って円柱形のサンプルを製造
した。さらに各ブロックには、ブロックのそれぞれ適切な地点に縦方向に幅３ｍｍおよび
深さ５ｍｍにカットしたシロアリ供給溝を４本設けて、シロアリのチューブ形成を促進し
た。どのサンプルも、いずれの形態の防虫剤および／または殺菌剤での処理を行わなかっ
た。
【００５５】
　[0062]各種木材ごとに合計５個のサンプルを、地下シロアリが侵入することがわかって
いる領域の屋外に２５日間置いた。木材サンプルを、土壌に直接置くのではなくコンクリ
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ートスラブ中の亀裂の上に置き、それらに覆いをした。これは、この試験中の土壌からの
吸湿とそれに伴うあらゆる真菌による腐敗を最小化するために行われたものである。
【００５６】
　[0063]試験開始時と最終日の２５日に再度、各木材サンプルの質量を量った。結果を以
下に示す：
【００５７】
【表１】

【００５８】
　[0067]これらの結果から、ゴムノキのサンプルは一貫して攻撃を受け、アメリカネムの
木材またはマンゴー材サンプルのどちらよりも高い割合でシロアリによって消費されたこ
とが示される。５種のゴムノキ材サンプルの場合、わずか２５日で平均してほぼ２８％の
木材がシロアリに消費された。比較すると、アメリカネムおよびマンゴー材サンプルはそ
れぞれ、２５日後にわずかな質量増加を示した。この質量増加は、この期間中にシロアリ
によって消費された木材の質量減少が、環境および／またはシロアリによって木材サンプ
ルに付着した泥からの吸湿による質量増加分により相殺されたことを示す。
【００５９】
　[0068]実施例２－ヤマトシロアリ（Reticulitermes）種に対するゴムノキ材の誘引性
　[0069]この実施例において、ヤマトシロアリ種のシロアリに対する様々な木材の誘引性
を決定するために、ゴムノキ（パラゴムノキ）材を、マツ（マツ（Pinus）種）およびア
スペン（ポプラ（Populus）種）材と比較した。この試験は、ポルトガル国リスボンで行
った。
【００６０】
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　[0070]およそ直径６２ｍｍ、長さ７２ｍｍに測ってゴムノキの円柱形サンプルを製造し
た。さらに各ブロックには、ブロックのそれぞれ適切な地点に縦方向に幅３ｍｍおよび深
さ５ｍｍにカットしたシロアリ供給溝を４本設けて、シロアリのチューブ形成を促進した
。これらを、マツおよびアスペンをベースとした市販のシロアリ用ベイト剤（ダウ（Dow
）製のセントリコン（SENTRICON）およびホイットマイアー（Whitmire）製のアドバンス
（ADVANCE））と比較した。各種システムにつき合計５個のサンプルを、３ヶ月にわたり
、ヤマトシロアリが侵入することがわかっている領域の屋外に設置した。ゴムノキをプラ
スチックケージに入れて地中に設置し、市販のシステムも地中に設置した。
【００６１】
　[0071]各システムを毎週（ただし１週間のみと２週間）検査したところ、ゴムノキ製ベ
イトのうち２つはすでにシロアリ活性を示したが、市販のシステムはどれも示さなかった
。これから、シロアリは食料としてゴムノキを特に好むか、または、ゴムノキは何らかの
形でより簡単に発見することができるか、またはより誘引力を有することが示される。
【００６２】
　[0072]実施例３－処理済みのゴムノキ材ブロックにおける糸状菌／真菌の増殖
　[0073]この実施例において、シロアリを誘引するように設計されたそれぞれ直径６２ｍ
ｍ、長さ７２ｍｍに測った（質量はおよそ１５０ｇ）３種のゴムノキ材（パラゴムノキ）
の円柱形ブロックに、１．５ｍｌの４０質量パーセント八ホウ酸二ナトリウム四水和物（
ＤＯＴ）、ポリグリコール組成物（ボラケア（Bora-Care）として市販、ＥＰＡ登録番号
：６４４０５－１）を注入した。この組成物を、木材中に絶乾質量に基づき合計で約０．
４質量パーセントのＤＯＴが保持されるように、ブロックのおよそ４分の３の深さの直径
４ｍｍの中央ドリル穴に注入した。さらに各ブロックは、最も長い面に沿ってブロックの
それぞれ適切な地点に縦方向に幅３ｍｍおよび深さ５ｍｍにカットしたシロアリ供給溝を
４本設けた。
【００６３】
　[0074]続いてブロックを相対湿度９０～９５％の湿度室中に置いた。１週間後、解析の
ために第一のブロックを湿度室から取り出した。１ヶ月後、第二のブロックを取り出した
。３ヶ月後、第三および最後のブロックを取り出し、解析した。取り出す際に、ブロック
をそれぞれ乾燥させ、真菌の増殖について視覚的に解析した。
【００６４】
　[0075]さらに内部のホウ酸塩拡散の程度も、Smith and Williams in J. Inst. Wood. S
ci. 4, 3 -10 (1969)によって説明されているクルクミン法を用いて視覚的に解析した。
簡単に言えば、木材の乾燥断面をまずクルクミンで処理し、次にサリチル酸で処理した。
これらの処理後に、色の変化を観察した。ホウ酸塩を含む木材の部分は赤色に見えるが、
ホウ酸塩が含まれないかまたはホウ酸塩濃度が極めて低い木材の部分は黄色に見える。
【００６５】
　[0076]１週間後に取り出した第一のブロックは、真菌の増殖がほとんどみられなかった
。また、ホウ酸塩の移動は、恐らく最初の吸着によるブロック底部への木目に沿った縦方
向の移動がわずかに見られたが、拡散による（放射状または接線方向への）有意な移動は
みられなかった。
【００６６】
　[0077]第二および第三のブロック（それぞれ１ヶ月後および３ヶ月後に取り出された）
において、真菌の繁殖が漸進的に増加していることが観察された。少なくとも５種の異な
る真菌形態が見出され、そのうち少なくとも２種の糸状菌は、暫定的にアスペルギルス属
およびトリコデルマ属の菌と同定された。第三の菌は、木材を茶色に着色し、オフホワイ
ト色の革のような菌糸体がみられたことから、恐らく担子菌類と同定された。ブロックの
側面および底面は繁殖した真菌でかなり覆われており、上面は、外側の端部から中央に向
かって深さ約１０～１５ｍｍに真菌の繁殖が観察された。
【００６７】
　[0078]放射状／接線方向の拡散によるホウ酸塩の進入における漸進的増加も観察された



(14) JP 5676736 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

。特に３ヶ月での拡散パターンはアワーグラス形の非常に見事なものであり、進入は、ブ
ロック中央で外側の端部から約１０ｍｍであった。真菌と具体的な拡散パターンのいずれ
からも明らかなように、ホウ酸塩の濃度勾配が、中心部では極めて高濃度で存在し、次第
に低濃度になり外側の端部では存在しなくなることが実証された。
【００６８】
　[0079]実施例４－処理済みのおよび未処理のゴムノキ材ブロックにおける真菌の増殖お
よび腐敗（木材の腐朽）の比較
　[0080]この実施例において、シロアリを誘引するように設計されたそれぞれ直径６２ｍ
ｍ、長さ７２ｍｍに測った（質量はおよそ１５０ｇ）ゴムノキ材（パラゴムノキ）の円柱
形ブロックを用いた。一つのセットに、およそ１．５ｍｌの４０質量パーセント八ホウ酸
二ナトリウム四水和物（ＤＯＴ）、ポリグリコール組成物（ボラケアとして市販、ＥＰＡ
登録番号：６４４０５－１）を中央の穴に注入して、高濃度の貯蔵所を形成した（ただし
ＤＯＴの合計の質量を乾燥質量に基づき０．４％に保持した）。一つのセットを同じ質量
が保持されるように加圧処理し、ただしより均一な分布にした。一つのセットをコントロ
ールとして未処理のままにした。さらに各ブロックは、最も長い面に沿ってブロックのそ
れぞれ適切な地点に縦方向に幅３ｍｍおよび深さ５ｍｍにカットしたシロアリ供給溝を４
本設け、続いて各種ごとに５個をプラスチックケージ中に入れ、これを、テネシー州ノッ
クスビルのマルチングした粘土質の土壌中に約１年間埋めた。
【００６９】
　[0081]５種のゴムノキ材ブロックのそれぞれの質量を地中に置く前に量った。およそ１
年後、ブロックを地中から取り出し、木材の真菌による腐敗に起因する質量減少を記録す
るために、シロアリによるダメージを受けていないブロックの質量を再度量った。平均の
質量減少のパーセンテージは以下に示す通りである：
【００７０】
【表２】

【００７１】
　[0082]ホウ酸塩注入で処理したゴムノキ材ブロックの質量減少が、加圧処理したブロッ
クの質量減少と同等であった（１５％対１３％）ことが観察することができる。どちらの
ホウ酸塩処理も、未処理コントロールのブロックと比較して真菌による腐敗の量を実質的
に減少させた。注入による処理と加圧処理は、たとえシロアリに攻撃されない場合であっ
ても、交換が必要となるまでの使用期間をかなり長期化させるから、未処理の木材よりも
有利である。
【００７２】
　[0083]実施例５－処理済みおよび未処理のゴムノキ材ブロックへのシロアリによる攻撃
の比較
　[0084]この実施例において、シロアリを誘引するように設計されたそれぞれ直径６２ｍ
ｍ、長さ７２ｍｍに測った（質量はおよそ１５０ｇ）ゴムノキ材（パラゴムノキ）の円柱
形ブロックを用いた。一つのセットに、およそ１．５ｍｌの４０質量パーセント八ホウ酸
二ナトリウム四水和物（ＤＯＴ）、ポリグリコール組成物（ボラケアとして市販、ＥＰＡ
登録番号：６４４０５－１）を中央の穴に注入して、高濃度の貯蔵所を形成した（ただし
ＤＯＴの合計の質量を乾燥質量に基づき０．４％に保持した）。一つのセットを同じホウ
酸塩の質量が保持されるように加圧処理し、ただし木材中のホウ酸塩分布はより均一にな
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るようにした。一つのセットをコントロールとして未処理のままにした。さらに各ブロッ
クは、最も長い面に沿ってブロックのそれぞれ適切な地点に縦方向に幅３ｍｍおよび深さ
５ｍｍにカットしたシロアリ供給溝を４本設け、続いて各種ごとに５個をプラスチックケ
ージ中に入れ、これを、テネシー州ノックスビルのマルチングした粘土質の土壌中に１年
間埋めた。
【００７３】
　[0085]およそ１年後、ブロックを地中から取り出し、シロアリによる攻撃の徴候につい
て検査した。未処理ブロック５個のうち２個がシロアリの攻撃を受け、注入処理済みの５
サンプルのうち２個もシロアリの攻撃を受けたが、ホウ酸塩で加圧処理した５サンプルは
どれもシロアリの攻撃を受けなかったことが見出された。これから、加圧処理したベイト
の外側にホウ酸塩が存在することによりシロアリが寄りつかず、給餌を躊躇することが実
証された。一方で、ベイト中央にホウ酸塩を置いて、ホウ酸塩を外へ向かって木材中に自
然に拡散させた場合は、木材の外面でシロアリが忌避することはなかった。従って、シロ
アリは、これらのベイトを騙されて食べて毒性物質を摂取する可能性がある。
【００７４】
　[0086]前述した本発明に関する好ましい態様の説明は、例証および説明のために示した
。これらは包括的なものでもないし、または、本発明を開示された寸分の違いもない形態
に限定するものでもない。上記の教示の観点において明白な改変またはバリエーションが
可能である。これらの態様は、本発明の原理とその実際の適用をよりよく理解することに
よって、当業者が、様々な態様で、さらに考慮される具体的な用途に適するように様々な
改変を施して本発明を利用できるようにするために選択され、説明されたものである。こ
のようなあらゆる改変およびバリエーションは、正しく、合法的に、かつ公正に権利を有
する範囲に従って解釈される場合、添付の請求項によって決定される本発明の範囲内であ
る。

【図１】 【図２】
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【図４Ａ】

【図４Ｂ】
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