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(57)【要約】
【課題】捕獲シートの粘着面に接触した害虫を精度よく
貼り付かせて害虫の捕獲精度を向上させることができる
捕虫器用シート保持体および同捕虫器用シート保持体を
備えた捕虫器を提供する。
【解決手段】捕虫器１００は、害虫を誘引する光を発す
る誘引部１０１と誘引部１０１に誘引された害虫を捕獲
する捕獲シート１２０を着脱自在に保持する捕虫器用シ
ート保持具１３０とを備えている。誘引部１０１は、太
陽電池１０６を電源として紫外線領域の誘引光を発する
ＬＥＤ光源を備えている。捕獲シート１２０は、害虫を
捕獲する粘着面１２１を備えている。捕虫器用シート保
持具１３０は、捕獲シート１２０の背面側に配置される
裏面側規制体１３１と捕獲シート１２０の表面の縁部に
対向配置される表面側規制体１３２とを備えている。裏
面側規制体１３１と表面側規制体１３２とは、捕獲シー
ト１２０の厚さ方向への変位や変形を許容する隙間Ｓを
介して互いに対向配置されている。
【選択図】　図６



(2) JP 2013-165679 A 2013.8.29

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　害虫を粘着面によって捕獲する捕獲シートを前記害虫を誘引する誘引部の近傍で保持す
る捕虫器用シート保持体であって、
　前記捕獲シートにおける前記粘着面側に設けられて同捕獲シートの厚さ方向の変位を規
制するための表面側規制体と、
　前記捕獲シートにおける前記粘着面とは反対側の裏面側に設けられて同捕獲シートの前
記厚さ方向の変位を規制するための裏面側規制体とを備え、
　前記表面側規制体および前記裏面側規制体は、前記捕獲シートが前記厚さ方向に変位可
能な間隔を介してそれぞれ配置されることを特徴とする捕虫器用シート保持体。
【請求項２】
　請求項２に記載の捕虫器用シート保持体において、
　前記表面側規制体と前記裏面側規制体との前記間隔は、前記捕獲シートの厚さの１.３
倍以上に設定されていることを特徴とする捕虫器用シート保持体。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載した捕虫器用シート保持体において、
　前記表面側規制体は、前記捕獲シートの縁部に対向する位置に設けられて同縁部の変位
を規制することを特徴とする捕虫器用シート保持体。
【請求項４】
　請求項１ないし請求項３のうちのいずれか１つに記載した捕虫器用シート保持体におい
て、
　前記裏面側規制体は、曲面状に形成されていることを特徴とする捕虫器用シート保持体
。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のうちのいずれか１つに記載した捕虫器用シート保持体におい
て、
　前記表面側規制体および前記裏面側規制体は、前記捕獲シートの前記粘着面を前記誘引
部側に対向させた向きで同誘引部の周囲の一部を覆うように前記捕獲シートを保持するこ
とを特徴とする捕虫器用シート保持体。
【請求項６】
　害虫を誘引する誘引部と、
　前記請求項１ないし請求項５のうちのいずれか１つに記載した捕虫器用シート保持体と
を備えることを特徴とする捕虫器。
【請求項７】
　請求項６に記載した捕虫器において、さらに、
　光エネルギを電気エネルギに変換する太陽電池を備え、
　前記誘引部は、前記太陽電池によって発電された電気によって駆動されることを特徴と
する捕虫器。
【請求項８】
　請求項６または請求項７に記載した捕虫器において、
　前記誘引部は、前記害虫を誘引するための光、熱、音波、振動および気体のうちの少な
くとも１つを発することを特徴とする捕虫器。
【請求項９】
　請求項６ないし請求項８のうちのいずれか１つに記載した捕虫器において、さらに、
　前記捕虫器用シート保持体によって保持される前記捕獲シートの上方を覆う天板部を備
えることを特徴とする捕虫器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、害虫を誘引して捕獲する捕虫器用シート保持体および同捕虫器用シート保持
体を備えた捕虫器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、農作物の栽培地や飲食物の提供施設などにおいて害虫を駆除するために捕虫
器が用いられている。捕虫器は、光や匂いによって害虫を誘引するとともに誘引した害虫
を殺傷または捕獲する害虫駆除器具である。例えば、下記特許文献１には、害虫を誘引す
る光を発する蛍光灯の近傍に粘着力によって害虫を捕獲する捕獲シートを配置した捕虫器
が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０８－３３４４４号公報
【０００４】
　しかしながら、このような捕虫器においては、害虫を捕獲する捕獲シートが台板を介し
て捕虫器の筐体を構成する壁面に略密着した状態で固定されているため、捕獲シートの粘
着面に接触した害虫が粘着面に貼り付き難いとともに一旦貼り付いた害虫が粘着面から離
脱し易く害虫の捕獲精度が低いという問題があった。
【０００５】
　本発明は上記問題に対処するためなされたもので、その目的は、捕獲シートの粘着面に
接触した害虫を精度よく貼り付かせて害虫の捕獲精度を向上させることができる捕虫器用
シート保持体および同捕虫器用シート保持体を備えた捕虫器を提供することにある。
【発明の概要】
【０００６】
　上記目的を達成するため、請求項１に係る本発明の特徴は、害虫を粘着面によって捕獲
する捕獲シートを害虫を誘引する誘引部の近傍で保持する捕虫器用シート保持体であって
、捕獲シートにおける粘着面側に設けられて同捕獲シートの厚さ方向の変位を規制するた
めの表面側規制体と、捕獲シートにおける粘着面とは反対側の裏面側に設けられて同捕獲
シートの厚さ方向の変位を規制するための裏面側規制体とを備え、表面側規制体および裏
面側規制体は、捕獲シートが厚さ方向に変位可能な間隔を介してそれぞれ配置されること
にある。
【０００７】
　この場合、本発明者の実験によれば、表面側規制体と裏面側規制体との間隔は、捕獲シ
ートの厚さの１.３倍以上に設定されていることが好適である。
【０００８】
　このように構成した請求項１に係る本発明の特徴によれば、捕虫器用シート保持体は、
捕獲シートを捕獲シートの表裏面側にそれぞれ配置した表面側規制体と裏面側規制体とで
保持する。この場合、表面側規制体と裏面側規制体とは、捕獲シートが厚さ方向に変位可
能な隙間を介して配置される。このため、捕獲シートは、表面側規制体と裏面側規制体と
の間において厚さ方向に変位可能であるとともに同厚さ方向に弾性変形（撓み変形）が可
能な状態で保持される。すなわち、捕獲シートは、表面側規制体と裏面側規制体との間に
おいて所謂ガタや遊びを持って保持されている。これにより、捕獲シートは、害虫が粘着
面に接触した際には裏面側規制体側に押されて変位および／または変形するとともに、害
虫が粘着面から離隔する方向に動いた場合には害虫側（表面側規制体側）に変位および／
または変形するため、害虫の動きに追従して精度よく貼り付かせることができる。この結
果、捕虫器用シート保持体は、害虫の捕獲精度を向上させることができる。
【０００９】
　また、請求項３に係る本発明の他の特徴は、前記捕虫器用シート保持体において、表面
側規制体は、捕獲シートの縁部に対向する位置に設けられて同縁部の変位を規制すること
にある。
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【００１０】
　このように構成した請求項３に係る本発明の他の特徴によれば、捕虫器用シート保持具
は、表面側規制体が捕獲シートの縁部に沿って設けられているため、捕獲シートの縁部よ
り内側の粘着面での害虫の捕獲を妨げることなく捕獲シートを保持することができる。
【００１１】
　また、請求項４に係る本発明の他の特徴は、前記捕虫器用シート保持体において、裏面
側規制体は、曲面状に形成されていることにある。
【００１２】
　このように構成した請求項４に係る本発明の他の特徴によれば、捕虫器用シート保持具
は、裏面側規制体が曲面形状に形成されている。これにより、捕虫器用シート保持具によ
って保持される捕獲シートは、曲面を形成するように曲がって配置される、または害虫が
接触した際には裏面側規制体に沿って曲面状に変形することができるため、捕獲シートが
平面である場合に比べてより精度よく害虫を貼り付かせることができる。
【００１３】
　また、請求項５に係る本発明の他の特徴は、前記捕虫器用シート保持体において、表面
側規制体および裏面側規制体は、捕獲シートの粘着面を誘引部側に対向させた向きで同誘
引部の周囲の一部を覆うように捕獲シートを保持することにある。
【００１４】
　このように構成した請求項５に係る本発明の他の特徴によれば、捕虫器用シート保持具
は、誘引部が害虫を誘引する領域を制限することができる。これにより、捕虫器は害虫を
駆除する領域を特定の領域に制限できるため、害虫の駆除が不要な領域からの害虫の誘引
を抑制しつつ害虫の駆除が必要な領域から効率的に害虫を誘引して駆除することができる
。
【００１５】
　また、本発明は捕虫器用シート保持具の発明として実施できるばかりでなく、この捕虫
器用シート保持具を備える捕虫器の発明としても実施できるものである。
【００１６】
　具体的には、請求項６に示すように、捕虫器は、害虫を誘引する誘引部と、前記捕虫器
用シート保持体とを備えるようにすればよい。これによれば、上記捕虫器用シート保持具
と同様の作用効果を期待することができる。
【００１７】
　また、請求項７に係る本発明の他の特徴は、前記捕虫器において、さらに、光エネルギ
を電気エネルギに変換する太陽電池を備え、誘引部は、太陽電池によって発電された電気
によって駆動されることにある。
【００１８】
　この場合、誘引部としては、害虫を誘引することができる光、熱、音波、振動および気
体のうちの少なくとも１つを発する装置で構成するとよい。これらのうち、害虫を誘引す
ることができる気体には、食餌などの匂い、フェロモンなどの害虫の生理状態に影響を与
える物質、炭酸ガスなどがある。
【００１９】
　このように構成した請求項７に係る本発明の他の特徴によれば、捕虫器は、誘引部を駆
動する太陽電池を備えて構成されている。これにより、捕虫器は、害虫の活動が沈静化す
る昼間に太陽電池によって発電しておき、害虫が活動が活発な夜間に前記太陽電池で発電
した電気を用いて誘引部を駆動して害虫を誘引することができるため、電源が確保し難い
場所、例えば、農場、キャンプ場、ゴルフ場、果樹園または庭園などで使用することがで
きる。
【００２０】
　また、請求項９に係る本発明の他の特徴は、前記捕虫器において、さらに、捕虫器用シ
ート保持体によって保持される捕獲シートの上方を覆う天板部を備えることにある。
【００２１】
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　このように構成した請求項９に係る本発明の他の特徴によれば、捕虫器は、捕虫器用シ
ート保持体によって保持される捕獲シートの上方を覆う天板部を備えているため、降雨、
降雪または散水などによって捕獲シートに水分が付着して粘着力を低下することを防止で
きるとともに捕獲シートで捕獲した害虫の脱落も防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の一実施形態に係る捕虫器用シート保持体を備える捕虫器の外観構成およ
び内部構成を示す一部破断正面図である。
【図２】図１に示す捕虫器の外観構成を示す右側面図である。
【図３】図１に示す捕虫器の外観構成を示す背面図である。
【図４】図１に示す捕虫器の外観構成を示す平面図である。
【図５】図１に示す捕虫器の外観構成を示す底面図である。
【図６】図１に示す捕虫器の外観構成を示す斜視図である。
【図７】図１に示す捕虫器用シート保持体に保持される捕獲シートの外観構成を示す斜視
図である。
【図８】図１に破線囲みＡで示す部分の部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明に係る捕虫器用シート保持体および同捕虫器用シート保持体を備えた捕虫
器の一実施形態について図面を参照しながら説明する。図１は、本発明に係る捕虫器用シ
ート保持体１３０を備えた捕虫器１００の外観構成および内部構成を概略的に示した一部
破断正面図である。また、図２は、捕虫器１００の外観構成を示す右側面図である。また
、図３は、捕虫器１００の外観構成を示す背面図である。また、図４は、捕虫器１００の
外観構成を示す平面図である。また、図５は、捕虫器１００の外観構成を示す底面図であ
る。また、図６は、捕虫器１００の外観構成を示す斜視図である。なお、本明細書におい
て参照する各図は、本発明の理解を容易にするために一部の構成要素を誇張して表わすな
ど模式的に表していることがあるため、各構成要素間の寸法や比率などは異なっているこ
とがある。また、捕虫器１００の左側面図は右側面図と対称に表れるため省略する。この
捕虫器１００は、光によってコナガ、ヨトウムシ、カメムシ、カナブンまたはハエなどの
害虫を誘引して捕獲することによりこれらの害虫を駆除する器具である。
【００２４】
（捕虫器１００の構成）
　この捕虫器１００は、誘引部１０１を備えている。誘引部１０１は、この捕虫器１００
の駆除対象である害虫を誘引するための誘引源であり、主として外筒１０１ａと同外筒１
０１ａ内に配置される発光体１０１ｂとで構成されている。外筒１０１ａは、発光体１０
１ｂの周囲を覆う筒状の部材であり、光透過性を有する樹脂材によって構成されている。
【００２５】
　発光体１０１ｂは、害虫を誘引することができる波長の光を誘引光として発光する光源
によって構成されている。具体的には、発光体１０１ｂは、害虫を誘引できる光の波長が
概ね２５０ｎｍ～６００ｎｍであることが一般に知られているため、駆除したい害虫の種
類に応じて単一波長の光または互いに異なる波長の光を発する光源を適宜組み合わせて構
成される。本実施形態においては、発光体１０１ａは、３６５ｎｍ、３７０ｎｍおよび３
７５ｎｍの各波長の光を発するＬＥＤ光源を組み合わせて構成されている。
【００２６】
　この発光体１０１ｂは、外筒１０１ａの上端部に設けられる蓋板１０２の下面中央部に
図示下方に向かって前記誘引光を発する向きで固定されている。蓋板１０２は、誘引部１
０１の上方を覆いつつ後述する捕虫器用シート保持部１３０および天板部１０５をそれぞ
れ支持するステンレス製のフランジ状部材であり、有底筒状に形成されるとともにこの有
底筒状部の外側端部に外筒１０１ａの外周部よりも張り出す大きさのフランジ部を備えて
構成されている。この蓋板１０２を構成する有底筒状部は、内部に制御装置１０３および
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蓄電池１０４をそれぞれ収納するとともに図示上側の開口部に配置された天板部１０５に
よって塞がれている。
【００２７】
　制御装置１０３は、発光体１０１ｂの作動を制御するためのマイクロコンピュータを備
える電子回路で構成されており、発光体１０１ｂ、蓄電池１０４および後述する太陽電池
１０６にそれぞれ接続されている。この制御装置１０３は、太陽電池１０６からの出力電
圧を監視して太陽電池１０６からの出力電圧が所定の電圧値以下となったとき、蓄電池１
０４から発光体１０１ｂに向けて電力の供給を開始させる。また、制御装置１０３は、蓄
電池１０４から発光体１０１ｂへの放電の開始とともに時間の計測を開始して計測時間が
所定の時間を経過したとき、または太陽電池１０６からの出力電圧が所定の電圧値に達し
たときに蓄電池１０４からの給電を中断させる。本実施形態においては、制御装置１０３
は、発光体１０１ｂへの放電の開始の後７時間で発光体１０１ｂへの給電を停止するよう
に構成されている。
【００２８】
　また、制御装置１０３が蓄電池１０４から発光体１０１ｂへの給電の可否を判定する前
記２つの所定の電圧値は、捕虫器１００が設置される環境における日出前後および日没前
後の明るさによって太陽電池１０６が発電する出力電圧値と同一または同電圧値に近い電
圧値にそれぞれ設定される。すなわち、制御部１０３は、太陽電池１０６からの出力電圧
を監視することにより、捕虫器１００が設置された環境における昼夜を検出する。
【００２９】
　蓄電池１０４は、太陽電池１０６によって発電された電気を蓄えるとともに蓄えた電気
を放出、すなわち充放電を繰り返し行うことができる電池である。本実施形態においては
、蓄電池１０４は、電気エネルギを化学エネルギに変換して蓄えるとともにこの蓄えた化
学エネルギを電気エネルギに変換して出力する電池の一種であるニッケル水素充電池によ
って構成されている。
【００３０】
　天板部１０５は、図示上方に向かって開口する凹部が形成されたステンレス製の円盤状
の部材である。この天板部１０５は、前記凹部内に太陽電池１０６が設けられるとともに
同凹部が透明な樹脂製のカバー１０７によって塞がれている。太陽電池１０６は、太陽光
などの光エネルギを受けて電気エネルギに変換する電力機器であり、光電変換作用を発揮
する方形板状の半導体素子を縦横に並べて構成されている。本実施形態においては、太陽
電池１０６は、光電変換する半導体が多結晶のシリコンウェハによって構成された所謂多
結晶シリコン型の太陽電池で構成されている。この太陽電池１０６は、制御装置１０３お
よび蓄電池１０４にそれぞれ接続されている。
【００３１】
　この蓋体１０２は、誘引部１０１の下方に配置される底板１０８に連結棒１０９ａおよ
びナット１０９ｂによって連結されている。底板１０８は、誘引部１０１および捕虫器用
シート保持部１３０を支持するステンレス製の板状部材であり、外筒１０１ａの外周部よ
りも張り出して前記蓋板１０２のフランジ部と同じ大きさの略円盤状に形成されている。
この底板１０８は、前記外筒１０１ａの外周部より張り出した部分と蓋板１０２における
前記外筒１０１ａの外周部より張り出した部分とが連結棒１０９ａおよびナット１０９ｂ
によって互いに連結された状態で支柱１１０の上端部に固定されている。すなわち、誘引
部１０１は、蓋板１０２と底板１０８とで挟まれた状態で支柱１１０上に支持されている
。
【００３２】
　連結棒１０９ａおよびナット１０９ｂは、誘引部１０１を挟む蓋板１０２と底板１０８
とを互いに連結するとともにこれら蓋板１０２および底板１０８に捕虫器用シート保持体
１３０を固定するための固定用締付金具である。この連結棒１０９ａおよびナット１０９
ｂは、各一つずつの連結棒１０９ａとナット１０９ｂとが一対を構成して誘引部１０１の
周囲に等間隔に４組配置されて蓋体１０２、底板１０８、捕虫器用シート保持体１３０を
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互いに連結している。
【００３３】
　また、支柱１１０は、主として誘引部１０１および捕虫器用シート保持体１３０を所定
の高さ位置で支持するための柱状の部材であり、ステンレス材を円筒状に形成して構成さ
れている。この場合、支柱１１０が誘引部１０１を支持する高さは、害虫の誘引し易い高
を設置環境に応じて適宜決定すればよいが、害虫の駆除を望む領域、具体的には、農作物
や飲食物が存在する高さに合わせることが好ましい。この支柱１１０は、図示下端部に円
盤状に形成された足部１１１が形成されており、地面などの接地面に安定的に起立するよ
うに構成されている。この場合、足部１１１には、支柱１１０を設置面に固定する際に用
いることができる貫通孔１１２が等間隔に３つ形成されている。
【００３４】
　誘引部１０１の周囲には、捕獲シート１２０が捕虫器用シート保持体１３０によって保
持されている。捕獲シート１２０は、詳しくは図７に示すように、誘引部１０１に誘引さ
れた害虫を捕獲するための粘着面１２１を有した可撓性を有するシート状部材であり、樹
脂材を帯状に延びる長方形状に形成して構成されている。粘着面１２１は、捕獲シート１
２０における一方の面に接触した害虫を捕獲するための粘着力を発揮する粘着剤（例えば
、ポリブテンなど）が塗布されて構成されている。この場合、粘着剤は、捕獲シート１２
０の一方の面において縁部１２２を残した同縁部１２２の内側部分に塗布されている。な
お、この粘着面１２１が形成された捕獲シート１２０における一方の面が、捕獲シート１
２０の表面（おもてめん）を構成する。また、図１，図６～図８においては、粘着面１２
１を塗り潰して示している。
【００３５】
　また、捕獲シート１２０における前記表面は、同表面に誘引部１０１から発せられた光
を受けて蛍光発光する蛍光剤（例えば、蛍光染料）が塗布されることにより蛍光面を構成
している。本実施形態においては、蛍光面は、捕獲シート１２０の表面における粘着面１
２１の下層に前記蛍光剤が塗布されて形成されている。この場合、捕獲シート１２０の粘
着面１２１を含む表面が蛍光発色する色は、緑色、黄色、赤色、青色、橙色または白色お
よびこれらの中間色を採用することができる。なお、本発明者によれば、蛍光色としては
黄緑色が他の色に比べて捕獲率が向上することを確認している。また、蛍光面は、捕獲シ
ート１２０の表面に粘着剤を塗布する以外に、前記粘着剤に蛍光剤を混ぜたものを捕獲シ
ート１２０の表面に塗布することによっても形成することができる。
【００３６】
　この捕獲シート１２０は、捕虫器用シート保持体１３０によって着脱自在に保持されて
いる。捕虫器用シート保持体１３０は、詳しくは図８に示すように、前記捕獲シート１２
０を誘引部１０１の周囲に位置させた状態で保持する部材であり、発光体１０１ｂから所
定の隙間を介して同発光体１０１ｂの周囲の一部を覆う状態で設けられている。この捕虫
器用シート保持体１３０は、主として、捕獲シート１２０の厚さ方向の変位を規制するた
めの裏面側規制体１３１と表面側規制体１３２とで構成されている。
【００３７】
　裏面側規制体１３１は、捕獲シート１２０の裏面側に配置されるステンレス製の板状体
であり、誘引部１０１の発光面となる外周側面に沿うとともに同外周側面の周方向の半分
の領域を連続的に覆う円弧状に形成されている。この裏面側規制体１３１には、図示上端
部が蓋板１０２側に屈曲して水平に延びる覆い部１３１ａが形成されている。また、裏面
体規制体１３１における誘引部１０１側の側面には、同側面の上部側および下部側に表面
側規制体１３２がそれぞれ対向した状態で設けられている。
【００３８】
　表面側規制体１３２は、捕獲シート１２０の表面側に配置される上下一対のステンレス
製の板状体であり、裏面側規制体１３１に対して所定の隙間Ｓを介して平行に延びる円弧
状に形成されている。より具体的には、表面側規制体１３２は、裏面側規制体１３１に対
して前記所定の隙間Ｓに対応する厚さに形成されたスペーサ１３３を介して裏面側規制体
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１３１に一体的に固定されている。スペーサ１３３は、裏面側規制体１３２と表面側規制
体１３１との間に所定の隙間Ｓを形成するためのステンレス製の帯状の板状体である。本
実施形態においては、スペーサ１３３は、捕獲シート１２０の厚さの２倍の厚さに形成さ
れている。また、図示上側および図示下側にそれぞれ配置されるスペーサ１３３は、互い
に対向する端面同士の間隔が捕獲シート１２０の図示上下方向の幅より若干広い所謂隙間
嵌めの間隔で配置されている。
【００３９】
　すなわち、裏面側規制体１３１と表面側規制体１３２との間には、捕獲シート１２０の
厚さの２倍の幅で、捕獲シート１２０の図示上下方向の幅より若干広い高さの空間が捕獲
シート１２０を出し入れ自在に収納する保持空間１３４として形成される。また、表面側
規制体１３２のスペーサ１３３に対する張出量は、捕獲シート１２０の表面における粘着
面１２１の外側の縁部１２２の幅に対応している。すなわち、表面側規制体１３２は、捕
獲シート１２０を粘着面１２１の全面を誘引部１０１側に露出した状態で保持できる幅で
形成されている。この上下一対の表面側規制体１３２は、底板１０８側に延びるそれぞれ
３つの支持板１３５が連結棒１０９ａおよびナット１０９ｂを介して蓋板１０２および底
板１０８にそれぞれ接続されて支持されている。すなわち、捕虫器用シート保持体１３０
は、支持板１３５、連結棒１０９ａおよびナット１０９ｂを介して蓋板１０２および底板
１０８にそれぞれ支持されている。
【００４０】
　（捕虫器１００の作動）
　次に、このように構成された捕虫器１００の作動について説明する。まず、捕虫器１０
０を使用するユーザは、捕虫器１００と捕獲シート１２０とを用意して捕獲シート１２０
を捕虫器１００内にセットする。具体的には、ユーザは、捕獲シート１２０における粘着
面１２１を誘引部１０１側に対向させる向きで裏面側規制体１３１と表面側規制体１３２
との間に形成された保持空間１３４内に挿し入れる。この場合、捕獲シート１２０は、捕
獲シート１２０が可撓性を有するとともに保持空間１３４が捕獲シート１２０の外形より
も大きく形成されているため、保持空間１３４に沿って円弧状に撓み変形しながら容易に
挿し込むことができる。
【００４１】
　次に、ユーザは、捕虫器１００を害虫の駆除を望む場所に設置する。具体的には、ユー
ザは、害虫を駆除する領域内またはその周辺であって太陽電池１０６に太陽光などの光を
照射可能な場所に前記害虫を駆除する領域に向けて誘引光を照射可能な向きで捕虫器１０
０を設置する。この場合、ユーザは、捕虫器１００の支柱１１０を地面の上に直接載置ま
たは支柱１１０の一部を地中に埋設して捕虫器１００を設置することができる。また、ユ
ーザは、足部１１１に設けられた３つの貫通孔１１２と図示しないＵ字アンカを用いるこ
とにより捕虫器１００を設置面に安定的に固定することができる。
【００４２】
　害虫を駆除する領域に向けて設置された捕虫器１００は、昼間においては太陽電池１０
６により発電を行うとともに発電した電力を蓄電池１０４に蓄える。すなわち、捕虫器１
００の制御部１０３は、害虫の活動が少ない昼間においては誘引部１０１の作動を停止さ
せている。一方、捕虫器１００の制御装置１０３は、夕刻になって害虫が活動を開始する
時間帯になるとともに誘引部１０１の作動を開始させる。具体的には、捕虫器１００の制
御装置１０３は、夕刻などにより太陽電池１０６からの出力電圧が所定値以下になった場
合には、蓄電池１０４から誘引部１０１の発光体１０１ｂに給電を開始させるとともに発
光体１０１ｂの最大発光時間を制限するための計時処理を開始させる。
【００４３】
　捕虫器１００の誘引部１０１は、蓄電池１０４からの給電により誘引光の発光を開始す
る。この場合、誘引部１０１は、捕虫器用シート保持体１３０によって外周部の一部が覆
われているため、外筒１０１ａの外周側面のうち、捕虫器用シート保持体１３０によって
覆われることなく直接外部に露出した部分から放射された誘引光は、直接害虫を駆除する
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領域に向けて照射される。また、外筒１０１ａの外周側面のうち、捕虫器用シート保持体
１３０によって覆われた部分から放射された誘引光は、主として捕虫器用シート保持体１
３０に保持された捕獲シート１２０に照射されて、一部が捕獲シート１２０に吸収されて
蛍光発光するとともに他の一部が反射する。したがって、捕虫器１００は、誘引部１０１
から直接誘引光を放射するとともに捕獲シート１２０から蛍光および反射光からなる誘引
光をそれぞれ害虫を駆除する領域に向けて照射する。
【００４４】
　これにより、捕虫器１００には、前記誘引光が照射された領域から害虫が誘引される。
すなわち、本発明に係る捕虫器１００においては、誘引部１０１の発光部分の一部が捕獲
シート１２０によって覆われているため、誘引光を照射した領域内の害虫を誘引すること
ができるとともに、誘引光を遮って照射しない領域、換言すれば、害虫の誘引を望まない
領域からの害虫の誘引を防止することができる。捕虫器１００に誘引された害虫は、その
一部が捕獲シート１２０の粘着面１２１に接触して捕獲される。この場合、捕獲シート１
２０は、捕獲シート１２０の厚さよりも幅広の保持空間１３４内に保持されている。この
ため、捕獲シート１２０は、害虫が接触することにより保持空間１３４内を厚さ方向、よ
り具体的には、裏面側規制体１３１側に変位および／または変形するとともに、害虫が捕
獲シート１２０から離隔する方向に動くことにより保持空間１３４内を表面側規制体１３
２側に変位および／または変形する。すなわち、捕獲シート１２０は、裏面側規制体１３
２と表面側規制体１３１との隙間Ｓの範囲内において害虫の動きに追従する追従代を持っ
て捕虫器用シート保持体１３０に保持されているため、一旦粘着面１２１に付着した害虫
が離脱し難くなる。これにより、捕獲シート１２０は、精度良く害虫を捕獲することがで
きる。
【００４５】
　この捕獲シート１２０による害虫の捕獲は、誘引部１０１が点灯している間積極的に行
われる。そして、捕虫器１００の制御装置１０３は、誘引光の照射開始から所定の時間を
経過したとき、または太陽電池１０６からの出力電圧が所定の電圧値に達したときに蓄電
池１０４からの給電を中断させる。本実施形態においては、誘引光の照射開始から７時間
で蓄電池１０４からの給電を停止、すなわち、誘引光の照射を停止するため、誘引光の照
射を午後６時頃から開始したとすれば、誘引光の照射は午前１時頃に停止される。この誘
引光の照射の停止時刻は、概ね害虫の活動が沈静化する時間帯に対応している。
【００４６】
　そして、捕虫器１００の制御装置１０３は、夜明けなどにより太陽電池１０６からの出
力電圧が所定値以上になった場合には、太陽電池１０６により発電を行うとともに発電し
た電力を蓄電池１０４に蓄える。このように捕虫器１００は、日中の時間帯においては太
陽電池１０６による発電および同発電電力の蓄電池１０４への充電を行う一方で、夕刻か
ら深夜までの時間帯において蓄電池１０４から誘引部１０１に給電を行って害虫の駆除を
行う動作を繰り返し実行する。
【００４７】
　また、捕虫器１００の使用時においては、降雨、降雪または散水によって水が掛かる場
合がある。しかし、捕虫器１００は、捕獲シート１２０の上方が裏面規制体１３１の覆い
部１３１ａおよび天板部１０５によって覆われているため、捕獲シート１２０への水の付
着を防止することができる。これにより、捕虫器１００は、捕獲シート１２０の粘着力の
低下および捕獲シート１２０に捕獲した害虫の脱落を防止することができる。
【００４８】
　また、捕獲シート１２０が害虫の捕獲容量に達した場合、または捕獲シート１２０の粘
着面１２１の粘着力が低下した場合には、ユーザは、捕獲シート１２０の取り換え作業を
行う。具体的には、ユーザは、裏面側規制体１３１と表面側規制体１３２との間に形成さ
れた保持空間１３４内から捕獲シート１２０を引き出す。この場合においても、捕獲シー
ト１２０は、捕獲シート１２０が可撓性を有するとともに保持空間１３４が捕獲シート１
２０の外形よりも大きく形成されているため、保持空間１３４内から容易に引き出すこと
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ができる。次いで、ユーザは、新たな捕獲シート１２０を用意した後、前記と同じ要領で
新たな捕獲シート１２０を保持空間１３４内に挿し入れることにより捕獲シート１２０の
取り換え作業を行うことができる。
【００４９】
　上記作動説明からも理解できるように、上記実施形態によれば、捕虫器用シート保持体
１３０は、捕獲シート１２０を捕獲シート１２０の表裏面側にそれぞれ配置した表面側規
制体１３２と裏面側規制体１３１とで挟んだ状態で保持する。この場合、表面側規制体１
３２と裏面側規制体１３１とは、捕獲シート１２０が厚さ方向に変位可能な隙間Ｓを介し
て配置される。このため、捕獲シート１２０は、表面側規制体１３２と裏面側規制体１３
１との間において厚さ方向に変位可能であるとともに同厚さ方向に弾性変形（撓み変形）
が可能な状態で保持される。すなわち、捕獲シート１２０は、表面側規制体１３２と裏面
側規制体１３１との間において所謂ガタや遊びを持って保持されている。これにより、捕
獲シート１２０は、害虫が粘着面１２１に接触した際には裏面側規制体側１３１に押され
て変位および／または変形するとともに、害虫が粘着面１２１から離隔する方向に動いた
場合には害虫側（表面側規制体１３２側）に変位および／または変形するため、害虫の動
きに追従して精度よく貼り付かせることができる。この結果、捕虫器用シート保持体１３
０は、害虫の捕獲精度を向上させることができる。
【００５０】
　さらに、本発明の実施にあたっては、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明
の目的を逸脱しない限りにおいて種々の変更が可能である。
【００５１】
　例えば、上記実施形態においては、表面側規制体１３２および裏面側規制体１３１を湾
曲した板状に形成した。しかし、表面側規制体１３２および裏面側規制体１３１は、捕獲
シート１２０を厚さ方向に変位および／または変形可能に保持する形状に形成されていれ
ば、必ずしも上記実施形態に限定されるものではない。例えば、表面側規制体１３２およ
び裏面側規制体１３１は、それぞれ平板状に形成して構成することもできる。この場合、
表面側規制体１３２および裏面側規制体１３１は、１つの平面で構成してもよいし、互い
に交わる２つ以上の平面を組み合わせて構成することもできる。また、表面側規制体１３
２および裏面側規制体１３１は、平面状または曲面状に延びる網状に構成することもでき
る。さらに、表面側規制体１３２および裏面側規制体１３１は、面上以外にも複数の線状
または棒状を一方向にまたは互いに交わる方向に並べた格子状に構成することもできる。
【００５２】
　また、上記実施形態においては、表面側規制体１３２は、粘着面１２１を避けて捕獲シ
ート１２０の縁部に対向して設けるようにした。しかし、表面側規制体１３２は、捕獲シ
ート１２０の厚さ方向の変位や変形が可能な範囲であれば粘着面１２１を横断または縦断
するように設けることもできる。
【００５３】
　また、上記実施形態においては、表面側規制体１３２と裏面側規制体１３１との間の隙
間Ｓを捕獲シート１２０の厚さの２倍の間隔に設定した。しかし、表面側規制体１３２と
裏面側規制体１３１との間の隙間の間隔は、捕獲シート１２０を厚さ方向に変位および／
または変形可能な間隔であれば、必ずしも上記実施形態に限定されるものではない。本発
明者の実験によれば、表面側規制体１３２と裏面側規制体１３１との間の隙間Ｓの間隔は
、捕獲シート１２０の厚さの１.３倍以上が好適である。なお、表面側規制体１３２と裏
面側規制体１３１との間の隙間Ｓの間隔は、過度に広いものであってはならず、保持され
る捕獲シート１２０が著しく傾斜して捕獲機能を十分に発揮しないまたは保持空間１３３
から脱落することを防止する範囲で設定されることは当然である。
【００５４】
　また、上記実施形態においては、捕虫器用シート保持体１３０は、誘引部１０１の周囲
の半分を捕獲シート１２０で覆うように構成した。これにより、捕虫器１００は、害虫を
誘引する領域を害虫を誘引したい領域に限定して害虫の誘引を望まない領域からの害虫の
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使用する場合、害虫を駆除したい領域である温室内の植物に向けて誘引光を照射する一方
で、害虫の駆除を望まないとともに温室内（害虫を駆除したい領域）への害虫の誘引自体
を防止したい温室外の領域への誘引光の照射を遮断することができ、温室内の害虫駆除の
実効性を向上させることができる。
【００５５】
　しかし、捕獲シート１２０が誘引部１０１を覆う量は、捕獲する害虫の種類や捕虫器１
００の設置環境に応じて適宜決定されるものであり、必ずしも上記実施形態に限定される
ものではない。すなわち、捕獲シート１２０が誘引部１０１を覆う量は、誘引部１０１の
周囲の半分以下であってもよいし、半分以上であってもよい。この場合、捕獲シート１２
０は、誘引部１０１を連続的に覆うようにしてもよいし断続的覆うようにしてもよい。ま
た、捕獲シート１２０の一部または全部を光透過性材料で構成することにより誘引部１０
１の全周を覆うように構成することもできる。さらに、捕獲シート１２０が誘引部１０１
を覆う位置は、誘引部１０１の発光面に直接対向する位置以外であってもよく、例えば、
誘引部１０１の上方に傘状に捕獲シート１２０を配置するように構成してもよいし、誘引
部１０１の下方に漏斗状に捕獲シート１２０を配置することもできる。これによれば、捕
虫器１００を害虫を駆除したい領域の中心部に配置して広範囲から害虫を誘引して捕獲す
ることができる。
【００５６】
　また、上記実施形態においては、捕虫器１００は捕獲シート１２０の上方を裏面規制体
１３１の覆い部１３１ａおよび天板部１０５によって覆うように構成した。これにより、
捕虫器１００は、捕獲シート１２０への水や粉塵などの付着を防止している。しかし、捕
獲シート１２０への水や粉塵などの付着を考慮する必要がない場合には、必ずしも捕獲シ
ート１２０の上方を裏面規制体１３１の覆い部１３１ａや天板部１０５などによって覆う
構成にする必要はない。
【００５７】
　また、上記実施形態においては、捕虫器１００は、誘引部１０１の電源として太陽電池
１０６および蓄電池１０４を用いた。しかし、捕虫器１００は、誘引部１０１の電源とし
て充電機能を有しない電池や外部電源、例えば、１００Ｖコンセントから給電を行うよう
に構成することもできる。
【００５８】
　また、上記実施形態においては、捕虫器１００は、誘引部１０１が紫外線領域の波長の
誘引光を発するように構成した。しかし、誘引部１０１は、害虫を誘引することができる
ように構成されていれば、必ずしも上記実施形態に限定されるものではない。例えば、誘
引部１０１は、上記実施形態における波長以外の紫外線領域の波長の光および紫外線領域
以外の波長の光、またはこれらの光以外に、害虫を誘引することができる熱、音波、振動
および気体のうちの少なくとも１つを発する装置で構成することができる。この場合、害
虫を誘引することができる気体としては、食餌などの匂い、フェロモンなどの害虫の生理
状態に影響を与える物質、炭酸ガスなどを用いることができ、これらの気体を送風機によ
って放出するように構成することができる。
【符号の説明】
【００５９】
Ｓ…隙間、
１００…捕虫器、１０１…誘引部、１０２…蓋板、１０３…制御部、１０４…蓄電池、１
０５…天板部、１０６…太陽電池、１０７…カバー、１０８…底板、１０９ａ…連結棒、
１０９ｂ…ナット、１１０…支柱、１１１…足部、１１２…貫通孔、
１２０…捕獲シート、１２１…粘着面、１２２…縁部、
１３０…捕虫器用シート保持体、１３１…裏面側規制体、１３１ａ…覆い部、１３２…表
面側規制体、１３３…スペーサ、１３４…保持空間、１３５…支持板。
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