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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】冬虫夏草の培養システム及び培養方法の提供。
【解決手段】コウモリ蛾の捕獲装置と、コウモリ蛾の卵
の選別装置と、冬虫夏草の子嚢胞子を収集するために用
いられる子嚢胞子の収集装置と、菌糸体調製装置と、中
国被毛胞分生胞子を得るための中国被毛胞の固体発酵培
養に用いられる分生胞子調製装置と、前記子嚢胞子の収
集装置、前記菌糸体調製装置、及び前記分生胞子調製装
置に接続され、冬虫夏草の子嚢胞子と、中国被毛胞分生
胞子と、中国被毛胞菌糸体とを含有する感染液を用いて
コウモリ蛾の幼虫を感染させるために用いられる感染装
置と、前記コウモリ蛾の卵の選別装置及び感染装置に接
続され、選別されたコウモリ蛾の卵を孵化し、コウモリ
蛾の幼虫を飼養し、冬虫夏草を得るために用いられる飼
養装置と、を備える、冬虫夏草の培養システム。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冬虫夏草の培養システムであって、
　コウモリ蛾を捕獲し、コウモリ蛾の卵を収集するために用いられるコウモリ蛾の捕獲装
置と、
　前記コウモリ蛾の捕獲装置に接続され、自動的にコウモリ蛾の卵を選別し、且つ定量的
に選別されたコウモリ蛾の卵を収集するために用いられるコウモリ蛾の卵の選別装置と、
　冬虫夏草の子嚢胞子を収集するために用いられる子嚢胞子の収集装置と、
　中国被毛胞菌糸体を得るための中国被毛胞の液体発酵培養に用いられる菌糸体調製装置
と、
　中国被毛胞分生胞子を得るための中国被毛胞の固体発酵培養に用いられる分生胞子調製
装置と、
　前記子嚢胞子の収集装置、前記菌糸体調製装置、及び前記分生胞子調製装置に接続され
、冬虫夏草の子嚢胞子と、中国被毛胞分生胞子と、中国被毛胞菌糸体とを含有する感染液
を用いてコウモリ蛾の幼虫を感染させるために用いられる感染装置と、
　前記コウモリ蛾の卵の選別装置及び感染装置に接続され、選別されたコウモリ蛾の卵を
孵化し、且つ感染した前記コウモリ蛾の幼虫を飼養し、冬虫夏草を得るために用いられる
飼養装置と、
　を備える、冬虫夏草の培養システム。
【請求項２】
　前記コウモリ蛾の捕獲装置は、
　コウモリ蛾の捕獲域を限定する第１本体と、
　第１本体の外部に設置される蛾の捕獲プラットフォームと、
　蛾の捕獲プラットフォームからコウモリ蛾の捕獲域への方向に沿って順次に設置されて
いる非特異性吸引光源及び特異性吸引光源と、
　を備える、請求項１に記載の冬虫夏草の培養システム。
【請求項３】
　前記コウモリ蛾の捕獲装置は、コウモリ蛾徐走板と、コントローラと、を更に含み、
　前記コウモリ蛾徐走板は、一端部が前記蛾の捕獲プラットフォームに接続され、他端部
が前記第１本体に接続され、
　前記非特異性吸引光源は、ブラックライトランプであって、前記蛾の捕獲プラットフォ
ームの上方に設置され、
　前記特異性吸引光源は、赤色ランプであって、前記第１本体の上方に設けられ、
　前記コントローラは、前記ブラックライトランプ及び前記赤色ランプにそれぞれ接続さ
れ、各ランプの明暗を制御するために用いられる、
　請求項２に記載の冬虫夏草の培養システム。
【請求項４】
　前記第１本体は、内部に設けられている仕切り壁によって、コウモリ蛾捕獲区及びコウ
モリ蛾産卵区に分けられ、
　前記コウモリ蛾捕獲区は、前記コウモリ蛾徐走板を通じて前記蛾の捕獲プラットフォー
ムに接続され、
　前記コウモリ蛾捕獲区と前記コウモリ蛾産卵区とは、前記仕切り壁の底部を通じて相互
連通されている、請求項３に記載の冬虫夏草の培養システム。
【請求項５】
　前記赤色ランプは、第１赤色ランプと第２赤色ランプとを含み、
　前記第１赤色ランプは、前記コウモリ蛾徐走板と前記コウモリ蛾捕獲区との連接部に設
けられ、
　前記第２赤色ランプは、前記コウモリ蛾捕獲区と前記コウモリ蛾産卵区との底部におけ
る連接部の境界に設けられている、請求項４に記載の冬虫夏草の培養システム。
【請求項６】
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　前記コウモリ蛾の捕獲装置は、
　ＬＥＤ青色ランプと、コウモリ蛾の卵の収集溝とを更に含み、
　前記ＬＥＤ青色ランプは、前記コウモリ蛾産卵区内に設けられ、
　前記コウモリ蛾の卵の収集溝は、前記第１本体の下方に設けられている、請求項４又は
５に記載の冬虫夏草の培養システム。
【請求項７】
　前記ＬＥＤ青色ランプは、照度が２５－３５ｌｕｘであることが特徴とする、請求項６
に記載の冬虫夏草の培養システム。
【請求項８】
　前記コウモリ蛾の卵の選別装置は、分散箱と、投下チャンネルと、選出チャンネルと、
を備え、
　前記投下チャンネルの一端は、前記分散箱に接続され、
　前記選出チャンネルは、前記投下チャンネルの他端に接続され、前記選出チャンネルに
おいて、過小卵孔と、色センサと、ガスバルブと、成熟卵収集装置とが順に設置されてい
る、請求項１に記載の冬虫夏草の培養システム。
【請求項９】
　前記選出チャンネルは、卵孔と複数のサブ選出チャンネルとを更に含み、
　前記卵孔は、選出チャンネルに設けられ、前記過小卵孔の下流に位置し、内径が前記過
小卵孔の内径より大きく形成され、
　前記サブ選出チャンネルは、前記卵孔を通じて選出チャンネルに接続され、
　前記色センサは、前記サブ選出チャンネルに設けられ、前記卵孔の下流に位置し、
　前記ガスバルブは、前記サブ選出チャンネルに設けられ、前記色センサの下流に位置し
、未熟卵を吹き飛ばすために用いられ、
　前記成熟卵収集装置は、前記サブ選出チャンネルにおける前記選出チャンネルから離れ
ている端部に位置し、成熟したコウモリ蛾の卵を収集するために用いられる、
　請求項８に記載の冬虫夏草の培養システム。
【請求項１０】
　前記分散箱は、複数の分散グリッドを備え、前記分散グリッドは、前記投下チャンネル
に接続され、前記投下チャンネルは、斜めに設置されていることを特徴とする、請求項８
又は９に記載の冬虫夏草の培養システム。
【請求項１１】
　前記選出チャンネル及び前記サブ選出チャンネルは、斜めに設置されていることを特徴
とする、請求項９に記載の冬虫夏草の培養システム。
【請求項１２】
　前記コウモリ蛾の卵の選別装置は、計数器を更に含み、
　前記計数器は、前記選出チャンネルに設けられ、ガスバルブの下流に位置することを特
徴とする、請求項８、９、又は１１のいずれか１項に記載の冬虫夏草の培養システム。
【請求項１３】
　前記子嚢胞子の収集装置は、胴体と、閉止可能な開口と、カバーパネルと、回転可能な
軸と、風力収集装置と、ファンとを含み、
　前記胴体は、透明材料によって作製され、開放の頂部を有し、子嚢胞子の収集空間を限
定し、
　前記閉止可能な開口は、前記胴体の底部に設けられ、
　前記カバーパネルは、前記胴体の頂部の上方に設けられ、支持フレームを通じて胴体に
接続され、
　前記回転可能な軸は、前記カバーパネルを通過し、
　前記風力収集装置は、前記回転可能な軸における前記胴体から離れている端部に接続さ
れ、
　前記ファンは、前記回転可能な軸における前記胴体に近い端部に接続されている、請求
項１に記載の冬虫夏草の培養システム。
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【請求項１４】
　前記感染装置は、
　メッシュフレームと、前記メッシュフレームの上に形成されている１つ以上の突起部と
を備える、請求項１に記載の冬虫夏草の培養システム。
【請求項１５】
　前記飼養装置は、第２本体と、水補償パイプラインと、温度制御装置とを備え、
　前記第２本体は、飼養域を限定し、
　前記水補償パイプラインは、前記飼養域の底部に設置され、１つの集合パイプライン及
び複数のサブパイプラインを含み、
　前記集合パイプラインは、前記サブパイプラインに接続され、給水口を備え、
　前記サブパイプラインは、出水口及び管壁における複数の出水孔を備え、
　前記温度制御装置は、前記飼養域の底部に設けられ、飼養域の温度を制御するために用
いられる、請求項１に記載の冬虫夏草の培養システム。
【請求項１６】
　請求項１－１５のいずれか１項に記載の冬虫夏草の培養システムを利用した冬虫夏草の
培養方法であって、
　（１）前記コウモリ蛾の捕獲装置を用いてコウモリ蛾を捕獲し、コウモリ蛾の卵を収集
するステップと、
　（２）前記コウモリ蛾の卵の選別装置を用いて前記ステップ（１）で収集されたコウモ
リ蛾の卵を定量的に選別し、成熟したコウモリ蛾の卵を得るステップと、
　（３）前記飼養装置を用いて前記ステップ（２）で得られたコウモリ蛾の卵を孵化し、
コウモリ蛾の幼虫を得るステップと、
　（４）前記子嚢胞子の収集装置を用いて冬虫夏草の子嚢胞子を収集し、冬虫夏草の子嚢
胞子を得るステップと、
　（５）前記菌糸体調製装置を用いて中国被毛胞の液体発酵培養を行い、中国被毛胞菌糸
体を得るステップと、
　（６）前記分生胞子調製装置を用いて中国被毛胞の固体発酵培養を行い、中国被毛胞分
生胞子を得るステップと、
　（７）前記冬虫夏草の子嚢胞子と、前記中国被毛胞分生胞子と、前記中国被毛胞菌糸体
とを含有する感染液が付着している前記感染装置を前記飼養装置内に設置し、前記ステッ
プ（３）で得られた野生コウモリ蛾の幼虫を感染させ、感染した野生コウモリ蛾の幼虫を
飼養し、冬虫夏草を得るステップと、
　を含む、冬虫夏草の培養方法。
【請求項１７】
　前記ステップ（３）において、１５±１℃で前記飼養装置を用いてコウモリ蛾の卵を孵
化し、コウモリ蛾の幼虫を得ることを特徴とする、請求項１６に記載の冬虫夏草の培養方
法。
【請求項１８】
　前記ステップ（７）において、前記感染液は、６０－７０個／ｍＬの冬虫夏草の子嚢胞
子と、３０－４０個／ｍＬの中国被毛胞分生胞子と、０．４ｍｇ－０．５ｍｇ／ｍＬの中
国被毛胞菌糸体とを含有する、請求項１６に記載の冬虫夏草の培養方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バイオテクノロジー分野に関し、具体的には冬虫夏草の培養システム及び培
養方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　冬虫夏草[Ophiocordyceps sinensis (Berk.) G.H.Sunget et al.]は、中国の特産で古
来より希少な漢方薬であり、主にチベット、青海省、四川省、雲南省、及び甘粛省に分布
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している。冬虫夏草は、中国被毛胞(Hirsutella sinensis)がコウモリ蛾の幼虫に寄生し
、コウモリ蛾の幼虫の体内で生成された昆虫寄生子嚢真菌類である。冬虫夏草は、真菌界
（Fungi）の子嚢菌門（Ascomycota）に属し、子嚢菌網（Ascomycetcs）、フンタマカビ綱
(Sordariomycetes)、ヒポクレア目（Hypocreales）、麦角菌科（Clavicipitaceae）、冬
虫夏草属（Cordyceps(Frey) Link.）の一種である。冬虫夏草の成長条件は非常に厳しく
、標高、植生、及び気候などに密接に関係する。
【０００３】
　冬虫夏草には、冬虫夏草多糖体、粗タンパク質、粗繊維、及びアミノ酸などを含む様々
な生理活性物質を含有している。冬虫夏草は、様々な薬効を有しており、特に鎮咳、去痰
、消炎、抗角膜移植拒絶反応、ストレス緩和、アンチエイジング、抗菌、抗ウイルス、及
び抗悪性腫瘍活性等が注目されている。
【０００４】
　近年、生態環境の悪化及び人為的な過剰収集が起因して、冬虫夏草の生産量が大幅に減
少し、また、冬虫夏草の大きさ及び品質も低下している。
【０００５】
　従って、人工的且つ工業的に冬虫夏草を培養するシステム及び方法が求められている。
【０００６】
　第１態様において、本発明は、作業中の人手の介入が少なく、工業化生産に適し、安定
した生産量及び高品質な冬虫夏草を得ることが可能な培養システムを提供する。第２態様
において、本発明は、前記冬虫夏草の培養システムを用いた冬虫夏草の培養方法を提供す
る。
【０００７】
　本発明の第１態様によれば、冬虫夏草の培養システムが提供され、当該冬虫夏草の培養
システムは、
　コウモリ蛾を捕獲し、コウモリ蛾の卵を収集するために用いられるコウモリ蛾の捕獲装
置と、
　前記コウモリ蛾の捕獲装置に接続され、自動的にコウモリ蛾の卵を選別し、且つ定量的
に選別されたコウモリ蛾の卵を収集するために用いられるコウモリ蛾の卵の選別装置と、
　冬虫夏草の子嚢胞子を収集するために用いられる子嚢胞子の収集装置と、
　中国被毛胞菌糸体を得るための中国被毛胞の液体発酵培養に用いられる菌糸体調製装置
と、
　中国被毛胞分生胞子を得るための中国被毛胞の固体発酵培養に用いられる分生胞子調製
装置と、
　前記子嚢胞子の収集装置、前記菌糸体調製装置、及び前記分生胞子調製装置に接続され
、冬虫夏草の子嚢胞子と、中国被毛胞分生胞子と、中国被毛胞菌糸体とを含有する感染液
を用いてコウモリ蛾の幼虫を感染させるために用いられる感染装置と、
　前記コウモリ蛾の卵の選別装置及び感染装置に接続され、選別されたコウモリ蛾の卵を
孵化し、且つ感染した前記コウモリ蛾の幼虫を飼養し、冬虫夏草を得るために用いられる
飼養装置と、
　を備える。
　本発明は、冬虫夏草を人工培養するための、捕獲を初め、冬虫夏草が採取されるまでの
完全な培養システムを提供し、制御可能な生産量及び質量を実現でき、生態環境の悪化及
び人為的な過剰採取に起因した冬虫夏草の生産量の大幅の減少、及び大きさと品質との低
下の問題を解決できる。同時に、本システムは、工業化生産を実現することができる。
【０００８】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、本発明のコウモリ蛾の捕獲装置は、
　コウモリ蛾の捕獲域を限定する第１本体と、
　第１本体の外部に設置される蛾の捕獲プラットフォームと、
　蛾の捕獲プラットフォームからコウモリ蛾の捕獲域への方向に沿って順次に設置されて
いる非特異性吸引光源及び特異性吸引光源と、
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　を備え、
　前記コウモリ蛾の捕獲装置は、本開示の冬虫夏草の培養システムにおける人手の介入を
更に軽減することができる。
　驚くことに、発明者は、コウモリ蛾について、長期間に亘って深い研究を行った結果、
コウモリ蛾と他の飛虫との走光性の違いを見出した。具体的には、コウモリ蛾は、赤色ラ
ンプ及びブラックライトランプ両方に敏感するのに対し、他の飛虫は、ブラックライトラ
ンプに敏感であるが、赤色ランプには不敏感である。また、コウモリ蛾は、ブラックライ
トランプに吸引されているときに羽ばたくのみするが、交尾しない。この発見に基づいて
、発明者は、コウモリ蛾の捕獲装置の特定の区域に特定の波長を有する光を設置すること
によって、他の飛虫による干渉を排除し、特異性的にコウモリ蛾を吸引して、特定の区域
においてコウモリ蛾を交尾させ、産卵させる。このように、発明者の独自的な発見に基づ
いて開発されたコウモリ蛾の捕獲装置は、他の飛虫による干渉を排除し、特異性的にコウ
モリ蛾を吸引して、特定の区域においてコウモリ蛾を交尾させ、産卵させることができる
。
【０００９】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、本発明のコウモリ蛾の捕獲装置は、コウモリ蛾
徐走板と、コントローラと、を更に含み、
　前記コウモリ蛾徐走板は、一端部が前記蛾の捕獲プラットフォームに接続され、他端部
が前記第１本体に接続され、
　前記非特異性吸引光源は、ブラックライトランプであって、前記蛾の捕獲プラットフォ
ームの上方に設置され、
　前記特異性吸引光源は、赤色ランプであって、前記第１本体の上方に設けられ、
　前記コントローラは、前記ブラックライトランプ及び前記赤色ランプにそれぞれ接続さ
れ、各ランプの明暗を制御するために用いられる。
　望ましくは、前記一端部は、前記他端部の対向側である。
　望ましくは、前記コウモリ蛾の捕獲装置において、前記第１本体の上面部及び右側面を
除いた内面に、糸網が設けられ、当該糸網は、コウモリ蛾を付着させるため用いられる。
　望ましくは、前記コウモリ蛾の捕獲装置の前面、裏面、及び左側面に、バイザーが設け
られている。
【００１０】
　本発明の具体的な実施形態によれば、前記第１本体は、内部に設けられている仕切り壁
によって、コウモリ蛾捕獲区及びコウモリ蛾産卵区に分けられ、
　前記コウモリ蛾捕獲区は、前記コウモリ蛾徐走板を通じて前記蛾の捕獲プラットフォー
ムに接続され、
　前記コウモリ蛾捕獲区と前記コウモリ蛾産卵区とは、前記仕切り壁の底部を通じて相互
連通されている。
【００１１】
　本発明の具体的な実施形態によれば、前記ブラックライトランプの波長は、３３０から
４００ｎｍであり、３５０ｎｍであることが望ましい。
【００１２】
　本発明の具体的な実施形態によれば、前記赤色ランプは、第１赤色ランプと第２赤色ラ
ンプとを含み、
　前記第１赤色ランプは、前記コウモリ蛾徐走板と前記コウモリ蛾捕獲区との連接部に設
けられ、
　前記第２赤色ランプは、前記コウモリ蛾捕獲区と前記コウモリ蛾産卵区との底部におけ
る連接部の境界に設けられている。
【００１３】
　本発明の具体的な実施形態によれば、前記赤色ランプの波長は、６００から７００ｎｍ
であり、６２０ｎｍであることが望ましい。
【００１４】
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　本発明の具体的な実施形態によれば、本発明のコウモリ蛾の捕獲装置は、ＬＥＤ青色ラ
ンプと、コウモリ蛾の卵の収集溝とを更に含み、
　前記ＬＥＤ青色ランプは、前記コウモリ蛾産卵区内に設けられ、
　前記コウモリ蛾の卵の収集溝は、前記第１本体の下方に設けられている。
　なお、前記コウモリ蛾の卵の収集溝に、排水孔を設けることが望ましい。
【００１５】
　本発明の具体的な実施形態によれば、前記ＬＥＤ青色ランプは、照度が２５－３５ｌｕ
ｘであり、３０ｌｕｘであることが望ましい。このような青色ランプの照射は、コウモリ
蛾の交尾及び産卵の促進に有効である。
【００１６】
　本発明の具体的な実施形態によれば、本発明のコウモリ蛾の捕獲装置は、防雨シェルタ
ーを更に備え、当該防雨シェルターは、第１本体の上方に設けられている。
【００１７】
　本発明のコウモリ蛾の捕獲装置を利用することによって、複数の機能を同時に実現する
ことができる。例えば、蛾の捕獲、交尾、産卵、及び蛾の卵の収集など。各設置がコウモ
リ蛾の習性に充分適応しているため、コウモリ蛾は理想の環境下で産卵し、産卵数が多く
、且つ蛾の卵の品質が高い。更に、本発明のコウモリ蛾の捕獲装置を利用することによっ
て、他の飛虫による干渉を排除することができる。また、防雨シェルター及び排水孔を設
けることによって野外環境下でコウモリ蛾を捕獲するときの複数の技術的な難問、例えば
、悪天候などを解決することができる。
【００１８】
　収集されたコウモリ蛾の卵は、大きさが様々である。小さすぎる卵は、栄養不足のため
孵化後に小さい冬虫夏草が生成され、冬虫夏草全体の品質に影響を及ぼすことになる。他
にも、発育遅延又は未熟の卵は、孵化率の低下に繋がる。従って、孵化の前に卵を選別す
ることが必要である。大規模な冬虫夏草の培養において、毎回数百万又は数億のコウモリ
蛾の卵が使われるため、選別効率の向上が強く求められている。
【００１９】
　本発明のコウモリ蛾の卵の選別装置に、卵孔及び色センサが設けられている。従って、
選別を通じて特定のサイズ及び成熟したコウモリ蛾の卵が得られる。
【００２０】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、本発明のコウモリ蛾の卵の選別装置は、分散箱
と、１つ以上の投下チャンネルと、１つ以上の選出チャンネルと、を備え、
　前記分散箱は、選別すべき卵の導入端であって、
　前記投下チャンネルの一端は、前記分散箱に接続され、
　前記選出チャンネルは、前記投下チャンネルの他端に接続され、前記選出チャンネルに
おいて、過小卵孔と、色センサと、ガスバルブと、成熟卵収集装置とが順に設置されてい
る。
【００２１】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、前記選出チャンネルは、卵孔と複数のサブ選出
チャンネルとを更に含み、
　前記卵孔は、選出チャンネルに設けられ、前記過小卵孔の下流に位置し、内径が前記過
小卵孔の内径より大きく形成され、
　前記サブ選出チャンネルは、前記卵孔を通じて選出チャンネルに接続され、
　前記色センサは、前記サブ選出チャンネルに設けられ、前記卵孔の下流に位置し、
　前記ガスバルブは、前記サブ選出チャンネルに設けられ、前記色センサの下流に位置し
、未熟卵を吹き飛ばすために用いられ、
　前記成熟卵収集装置は、前記サブ選出チャンネルにおける前記選出チャンネルから離れ
ている端部に位置し、成熟したコウモリ蛾の卵を収集するために用いられる。
【００２２】
　本発明の具体的な実施形態によれば、前記分散箱は、複数の分散グリッドを備え、前記
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分散グリッドは、前記投下チャンネルに接続され、前記投下チャンネルは、斜めに設置さ
れている。こうすることによって、コウモリ蛾の卵の搬送により適応である。
【００２３】
　本発明の具体的な実施形態によれば、本発明のコウモリ蛾の卵の選別装置は、卵発射装
置を更に備え、当該卵発射装置は、分散箱の中央部に設けられている。コウモリ蛾の卵は
、卵発射装置に投下されたら、卵発射装置によって分散グリッドに飛ばされる。
【００２４】
　本発明の具体的な実施形態によれば、本発明のコウモリ蛾の卵の選別装置は、卵投入装
置を更に備え、当該卵投入装置は、卵発射装置の上方に設けられ、漏斗形状であることが
望ましい。
【００２５】
　本発明の具体的な実施形態によれば、前記選出チャンネル及び前記サブ選出チャンネル
は、斜めに設置されている。こうすることによって、コウモリ蛾の卵の搬送により適応で
ある。
【００２６】
　本発明の具体的な実施形態によれば、前記過小卵孔及び／又は前記卵孔は、１つ以上で
あり、過小卵孔及び／又は卵孔の内径は、実際の要求に応じて調整してよい。過小卵孔の
内径が０．５５±０．１ｍｍであって、卵孔の内径が１．２±０．２ｍｍであることが望
ましい。
【００２７】
　本発明の具体的な実施形態によれば、本発明のコウモリ蛾の卵の選別装置は、過小卵収
集装置を更に備え、当該過小卵収集装置は、過小卵孔に接続されている。
【００２８】
　本発明の具体的な実施形態によれば、本発明のコウモリ蛾の卵の選別装置は、未熟卵収
集装置を更に備え、当該未熟卵収集装置は、ガスバルブの対向側に設けられ、発育遅延又
は未熟の卵を収集するために用いられる。
【００２９】
　本発明の具体的な実施形態によれば、本発明のコウモリ蛾の卵の選別装置は、計数器を
更に含み、
　前記計数器は、前記選出チャンネルに設けられ、ガスバルブの下流に位置し、選出され
たコウモリ蛾の卵を定量的に収集するために用いられる。
【００３０】
　産卵されたばかりのコウモリ蛾の卵は、白色であり、成熟するに連れて色が黒くなる。
この発見に基づいて、発明者は、色センサを利用して発育遅延の卵を選別できることを意
外に発見し、コウモリ蛾の卵の選別装置を開発した。更に、従来の卵投入過程ではスプー
ンを用いた定量方法が利用されている。しかしながら、スプーンによる毎回の定量に微少
の差が生じるとともに、卵が最適な量で投入されることを保証できない。本発明のコウモ
リ蛾の卵の選別装置は、計数器を備え、正確に卵の投入を実現するとともに、卵の投入量
を培養空間及び飼料の量に適応するように正確に計算することによって、この段階におい
て最大の生産能力を図り、冬虫夏草の生産量を高めることができる。
【００３１】
　前述したコウモリ蛾の卵の選別装置は、前記過小卵孔を利用して小さい卵を排除し、更
に前記色センサを利用してコウモリ蛾の卵の発育状況を識別することによって、発育遅延
又は未熟の卵を排除し、最終的に大きくて成熟した卵が収集され、高い孵化率が保証され
る。
【００３２】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、本発明の子嚢胞子の収集装置は、胴体と、閉止
可能な開口と、カバーパネルと、回転可能な軸と、風力収集装置と、ファンとを含み、
　前記胴体は、透明材料によって作製され、開放の頂部を有し、子嚢胞子の収集空間を限
定し、
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　前記閉止可能な開口は、前記胴体の底部に設けられ、
　前記カバーパネルは、前記胴体の頂部の上方に設けられ、支持フレームを通じて胴体に
接続され、
　前記回転可能な軸は、前記カバーパネルを通過し、
　前記風力収集装置は、前記回転可能な軸における前記胴体から離れている端部に接続さ
れ、
　前記ファンは、前記回転可能な軸における前記胴体に近い端部に接続されている。
【００３３】
　先行技術において、冬虫夏草の子嚢胞子の収集は、実験室における恒温環境下のみで実
施されている。また、収集された子嚢胞子の数量が限られており、品質が保証できない。
これに対して、本発明の子嚢胞子の収集装置を利用すれば、野外環境下で冬虫夏草の子嚢
胞子を収集することができ、収集された冬虫夏草の子嚢胞子は、高い活力及びオリジナル
な特徴を有しており、従って子嚢胞子の品質及び収集量が保証できる。
【００３４】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、本発明の感染装置は、メッシュフレームと、メ
ッシュフレームの上に形成されている１つ以上の突起部とを備える。
【００３５】
　本発明の具体的な実施形態によれば、前記メッシュフレームは、折り畳み可能である。
【００３６】
　前記感染装置は、感染液によるコウモリ蛾の幼虫の感染を更に促すために用いられる。
【００３７】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、本発明の飼養装置は、第２本体と、水補償パイ
プラインと、温度制御装置とを備え、
　前記第２本体は、飼養域を限定し、
　前記水補償パイプラインは、前記飼養域の底部に設置され、１つの集合パイプライン及
び複数のサブパイプラインを含み、
　前記集合パイプラインは、前記サブパイプラインに接続され、給水口を備え、
　前記サブパイプラインは、出水口及び管壁における複数の出水孔を備え、
　前記温度制御装置は、前記飼養域の底部に設けられ、飼養域の温度を制御するために用
いられる。
【００３８】
　本発明の具体的な実施形態によれば、前記第２本体に限定されている飼養域の断面積は
、底部から頂部に向けて徐々に増大するように構成されている。
【００３９】
　前記飼養装置は、以下の効果を有する。
【００４０】
　（１）飼養域の断面積は、底部から頂部に向けて徐々に増大するように構成されること
によって、幼虫が大きくなるに連れて必要な活動空間が徐々に増える要求に適応している
ため、初期に投入される飼料及び基質を節約できる。
【００４１】
　（２）コウモリ蛾の幼虫は、ほとんどの時間に土壌の深層部で過ごす。水補償パイプラ
インは、飼養装置の底部に設けられ、底部から水が補充され、更に温度制御装置を利用し
て水の補充に相応して温度の調整を行う。こうすることによって、水分が上部の土壌に吸
収され、底部における飼養環境のバランスが保持される。先行技術において、土壌の表面
から水が補充されることによって深層部における水分の分布の不均一が生じ、幼虫の成長
に影響を与えることを回避することができる。
【００４２】
　（３）土壌中にコウモリ蛾の幼虫の活動の深さは、飼養装置における土壌の温度及び湿
度を調整することによって制御できる。感染段階において、幼虫の活動範囲を上方へ移動
するように制御することによって、幼虫と感染装置との接触が増え、幼虫の感染率を高め
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ることができる。
【００４３】
　（４）成長の要求に応じて、コウモリ蛾の幼虫の成長段階によって対応する温度及び湿
度を設定することによって、冬虫夏草の品質及び生産量を大幅に向上させることができる
。
【００４４】
　本発明の冬虫夏草の培養システムは、コウモリ蛾の捕獲装置と、コウモリ蛾の卵の選別
装置と、子嚢胞子の収集装置と、菌糸体調製装置と、分生胞子調製装置と、感染装置と、
飼養装置とを備える。これらの装置は、相互に連動して協働し合い、各装置が自身の役割
を果たすとともに次の作業によい基礎を提供する。コウモリ蛾の捕獲装置を利用すること
によって、野外環境下でコウモリ蛾を捕獲するときの複数の技術的な難問を解決できる。
コウモリ蛾の卵の選別装置を通じて、選別効率及びコウモリ蛾の卵の品質を大幅に改善で
きる。この２つの装置によって、冬虫夏草の「虫」が野生の環境から収集され、優れた品
質を有することが保証できる。子嚢胞子の収集装置によって野生の環境で子嚢胞子の収集
が実現でき、収集された冬虫夏草の子嚢胞子は、高い活力及びオリジナルな特徴を有する
ため、純正な冬虫夏草菌種であることが保証される。感染装置と飼養装置とは、相互に協
働することによって、孵化率、感染率、及び感染した幼虫の生存率が高まり、従って、高
品質でサイズが大きい、且つ野生冬虫夏草と同様の成分の冬虫夏草を得ることができる。
本発明の冬虫夏草の培養システムは、これまでに冬虫夏草の生産における大規模化及び産
業化の技術課題を解決し、人類の健康のために大きく貢献できる。
【００４５】
　本発明の第２態様によれば、前記冬虫夏草の培養システムの利用方法を提供する。
【００４６】
　本発明の冬虫夏草の培養システムを利用した冬虫夏草の培養方法は、
　（１）前記コウモリ蛾の捕獲装置を用いてコウモリ蛾を捕獲し、コウモリ蛾の卵を収集
するステップと、
　（２）前記コウモリ蛾の卵の選別装置を用いて前記ステップ（１）で収集されたコウモ
リ蛾の卵を定量的に選別し、成熟したコウモリ蛾の卵を得るステップと、
　（３）前記飼養装置を用いて前記ステップ（２）で得られたコウモリ蛾の卵を孵化し、
コウモリ蛾の幼虫を得るステップと、
　（４）前記子嚢胞子の収集装置を用いて冬虫夏草の子嚢胞子を収集し、冬虫夏草の子嚢
胞子を得るステップと、
　（５）前記菌糸体調製装置を用いて中国被毛胞の液体発酵培養を行い、中国被毛胞菌糸
体を得るステップと、
　（６）前記分生胞子調製装置を用いて中国被毛胞の固体発酵培養を行い、中国被毛胞分
生胞子を得るステップと、
　（７）前記冬虫夏草の子嚢胞子と、前記中国被毛胞分生胞子と、前記中国被毛胞菌糸体
とを含有する感染液が付着している前記感染装置を前記飼養装置内に設置し、前記ステッ
プ（３）で得られた野生コウモリ蛾の幼虫を感染させ、感染した野生コウモリ蛾の幼虫を
飼養し、冬虫夏草を得るステップと、
　を含む。
【００４７】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、前記ステップ（３）において、１５±１℃で前
記飼養装置を用いてコウモリ蛾の卵を孵化し、コウモリ蛾の幼虫を得る。
【００４８】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、前記ステップ（７）において、前記感染液は、
６０－７０個／ｍＬの冬虫夏草の子嚢胞子と、３０－４０個／ｍＬの中国被毛胞分生胞子
と、０．４ｍｇ－０．５ｍｇ／ｍＬの中国被毛胞菌糸体とを含有する。感染装置と飼養装
置とが相互に協働することによって、コウモリ蛾の幼虫に対する感染液の感染力が高まり
、感染率が９０％に達し、冬虫夏草の品質及び生産量が大幅に向上できる。
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【００４９】
　本発明のいくつかの実施形態によれば、前記ステップ（１）におけるコウモリ蛾の捕獲
装置と前記ステップ（４）における子嚢胞子の収集装置とは、それぞれ野生のコウモリ蛾
を捕獲し、野生の冬虫夏草の子嚢胞子を収集する。
【００５０】
　本発明により提供される冬虫夏草の培養方法は、全ての作業が機械化されており、人手
の介入が少ないため、工業化生産に適している。また、従来、低い感染率が主要な技術課
題であり、冬虫夏草の大規模生産が制限されている。長期間に亘って冬虫夏草の培養に関
する深い研究によって、発明者は、冬虫夏草の子嚢胞子と、中国被毛胞分生胞子と、中国
被毛胞菌糸体とを、一定の割合で混合させ、調製された感染液を利用することによって、
コウモリ蛾の幼虫の感染率が大幅に改善されることを見出した。この発見と本発明の冬虫
夏草の培養システムとを結合することによって、感染率が９０％以上に達し、冬虫夏草の
生産量が保証される。なお、本発明により提供される冬虫夏草の培養方法を利用した冬虫
夏草の培養は、生産量が安定し、品質が基本的に野生冬虫夏草と同様である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１Ａ】本発明の１実施例に係るコウモリ蛾の捕獲装置を示す図である。
【図１Ｂ】本発明の他の実施例に係るコウモリ蛾の捕獲装置を示す図である。
【図２】本発明の１実施例に係るコウモリ蛾の卵の選別装置を示す図である。
【図３】本発明の１実施例に係る子嚢胞子の収集装置を示す図である。
【図４】本発明の１実施例に係る感染装置を示す図である。
【図５】本発明の１実施例に係る感染装置の部分拡大図である。
【図６】本発明の１実施例に係る飼養装置を示す図である。
【図７】本発明の第３実施例に係る冬虫夏草の赤外スペクトルである。
【図８】本発明の第３実施例に係る方法を用いて培養された冬虫夏草の赤外スペクトルで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　以下は、本発明に係る実施形態について詳細に説明する。実施形態の典型例は、添付図
面に示されており、図面における同一又は類似的な記号は、同一又は類似的な要素、或い
は同一又は類似的な機能を有する要素を表している。添付図面を参照しながら以下に記載
される実施形態は、本発明の典型的な実施例であり、本発明の目的を説明するためのみで
あって、本発明を限定するものではない。
【００５３】
　本発明の第１態様によれば、本発明は、冬虫夏草の培養システムを提供する。以下添付
図面１－６を参照しながら、本発明の１実施例に係る冬虫夏草の培養システムについて説
明する。
　本発明により提供される冬虫夏草の培養システムは、
　コウモリ蛾を捕獲し、コウモリ蛾の卵を収集するために用いられるコウモリ蛾の捕獲装
置１００と、
　コウモリ蛾の捕獲装置１００に接続され、自動的にコウモリ蛾の卵を選別し、且つ定量
的に選別されたコウモリ蛾の卵を収集するために用いられる選別装置２００と、
　冬虫夏草の子嚢胞子を収集するために用いられる子嚢胞子の収集装置３００と、
　菌糸を得るための中国被毛胞の液体発酵培養に用いられる菌糸体調製装置と、
　分生胞子を得るための中国被毛胞の固体発酵培養に用いられる分生胞子調製装置と、
　子嚢胞子の収集装置３００、菌糸体調製装置、及び分生胞子調製装置に接続され、感染
液を用いてコウモリ蛾の幼虫を感染させるために用いられる感染装置４００と、
　選別装置２００と感染装置４００とに接続され、選別されたコウモリ蛾の卵、及び感染
したコウモリ蛾の幼虫を飼養し、冬虫夏草を得るために用いられる飼養装置５００と、
　を備える。
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【００５４】
　本発明の具体的な実施例によれば、図１Ａに示されているように、コウモリ蛾の捕獲装
置１００は、
　第１本体１１２と、コウモリ蛾の捕獲プラットフォーム１０４と、ブラックライトラン
プ１０１と、第１赤色ランプ１０２と、を備え、
　第１本体１１２は、コウモリ蛾の捕獲域を限定し、且つ第１本体１１２の底部が閉止さ
れており、
　プラットフォーム１０４は、第１本体１１２の外部に設置され、
　ブラックライトランプ１０１は、プラットフォーム１０４の上方に設けられ、
　第１赤色ランプ１０２は、コウモリ蛾の捕獲域内に設けられている。
【００５５】
　本発明の他の実施例によれば、第１本体１１２の底部を開放することができる。
【００５６】
　理解し易くするために、前記コウモリ蛾の捕獲装置１００の利用方法について以下に具
体的に説明する。青海－チベット高原におけるコウモリ蛾の繁殖地にコウモリ蛾の捕獲装
置１００を設置し、第１本体１１２の周囲に、コウモリ蛾を付着させるための糸網を設置
し、第１本体１１２の上面部を開放する。ここで、周囲とは、前面部、背面部、左側面、
及び右側面を指す。１８時にブラックライトランプ１０１及び第１赤色ランプ１０２をつ
け、ブラックライトランプ１０１と第１赤色ランプ１０２とは、交互に閃光する。ブラッ
クライトランプ１０１は、毎回１５秒間閃光し、コウモリ蛾及び他の飛虫は、蛾の捕獲プ
ラットフォーム１０４に吸引される。次に、第１赤色ランプ１０２は、毎回３０秒間閃光
し、コウモリ蛾のみが赤色ランプに吸引されるため、特異性的に吸引され、コウモリ蛾の
捕獲域に入り、コウモリ蛾の捕獲域において大量の雄と雌のコウモリ蛾が交尾し、コウモ
リ蛾の捕獲域の底部においてコウモリ蛾の卵が収集される。
【００５７】
　本発明の具体的な実施例によれば、コウモリ蛾の捕獲装置１００のブラックライトラン
プ１０１の波長は、約３５０ｎｍであり、第１赤色ランプ１０２の波長は、約６２０ｎｍ
である。このような波長によって、大量の雄と雌のコウモリ蛾を特異性的に吸引し、交尾
させることができるため、大量の高品質のコウモリ蛾の卵が収集され、コウモリ蛾の卵の
生産量及び品質が更に向上できる。
【００５８】
　本発明の具体的な実施例によれば、図１Ｂに示されているように、
　コウモリ蛾の捕獲装置１００は、第１本体１１２と、バイザー１０８と、仕切り壁１０
９と、蛾の捕獲プラットフォーム１０４と、ブラックライトランプ１０１と、第１赤色ラ
ンプ１０２と、第２赤色ランプ１０３と、ＬＥＤ青色ランプ１０５と、コウモリ蛾の卵の
収集溝１０７と、防雨シェルター１０６と、コントローラ１１０と、排水孔１１１とを備
え、
　第１本体１１２は、コウモリ蛾の捕獲域を限定し、底面及び右側面が開放されている、
　バイザー１０８は、第１本体１１２の前面、裏面、及び左側面に設けられている、
　仕切り壁１０９は、第１本体１１２の内部に設けられ、コウモリ蛾の捕獲域をコウモリ
蛾産卵区１１５及びコウモリ蛾捕獲区１１４に分け、且つコウモリ蛾産卵区１１５とコウ
モリ蛾捕獲区１１４とは、仕切り壁の底部を通じて相互に連通されている、
　蛾の捕獲プラットフォーム１０４は、第１本体１１２の外部に設けられ、コウモリ蛾徐
走板１１３を通じてコウモリ蛾捕獲区に接続されている、
　ブラックライトランプ１０１は、蛾の捕獲プラットフォーム１０４の上方に設けられ、
　第１赤色ランプ１０２は、コウモリ蛾徐走板１１３とコウモリ蛾捕獲区１１４の連接部
に設けられ、
　第２赤色ランプ１０３は、コウモリ蛾捕獲区とコウモリ蛾産卵区の底部における連接部
の境界に設けられ、
　１つ以上のＬＥＤ青色ランプ１０５は、コウモリ蛾産卵区内に設けられ、
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　コウモリ蛾の卵の収集溝１０７は、第１本体１１２の下方に設けられ、
　防雨シェルター１０６は、第１本体１１２の上方に設けられ、
　コントローラ１１０は、ブラックライトランプ１０１と、第１赤色ランプ１０２と、第
２赤色ランプ１０３と、ＬＥＤ青色ランプ１０５とに接続され、
　排水孔１１１は、コウモリ蛾の卵の収集溝１０７に設けられている。
【００５９】
　本発明の他の実施例によれば、第１本体１１２の右側面は、閉止可能である。
【００６０】
　理解し易くするために、前記コウモリ蛾の捕獲装置１００の利用方法について以下に具
体的に説明する。青海－チベット高原におけるコウモリ蛾の繁殖地にコウモリ蛾の捕獲装
置１００を設置し、第１本体１１２内に糸網を設置し、第１本体１１２の底部、上面部、
及び右側面は、糸網によって覆われる。糸網は、コウモリ蛾を付着させるため設けられ、
１８時にコントローラを起動させ、ランプの明暗を制御するプログラムを立ち上げ、ブラ
ックライトランプ１０１、第１赤色ランプ１０２、及び第２赤色ランプ１０３は、交互に
閃光する。ブラックライトランプ１０１は、毎回１５秒間閃光し、コウモリ蛾及び他の飛
虫は、蛾の捕獲プラットフォーム１０４に吸引される。次に、第１赤色ランプ１０２及び
第２赤色ランプ１０３は、毎回３０秒間閃光し、コウモリ蛾のみが赤色ランプに吸引され
るため、特異性的に吸引され、コウモリ蛾の捕獲域に入り、更にＬＥＤ青色ランプ１０５
によってコウモリ蛾産卵区に吸引される。コウモリ蛾産卵区において大量の雄と雌のコウ
モリ蛾が交尾し、コウモリ蛾の卵の収集溝１０７においてコウモリ蛾の卵が収集される。
【００６１】
　本発明の具体的な実施例によれば、コウモリ蛾の捕獲装置１００のブラックライトラン
プ１０１の波長は、約３５０ｎｍであり、第１赤色ランプ１０２及び第２赤色ランプ１０
３の波長は、約６２０ｎｍである。ＬＥＤ青色ランプ１０５は、３０ｌｕｘの照度を有す
る。このような設定によって、大量の雄と雌のコウモリ蛾を特異性的に吸引し、交尾させ
ることができるため、大量の高品質のコウモリ蛾の卵が収集され、コウモリ蛾の卵の生産
量及び品質が更に向上できる。
【００６２】
　本発明の具体的な実施例によれば、図２に示されているように、
　コウモリ蛾の卵の選別装置２００は、卵投入装置２０１と、分散箱２０３と、卵発射装
置２０２と、投下チャンネル２０４と、選出チャンネル２１２と、過小卵孔２１３と、過
小卵収集装置２０８と、卵孔２０７と、複数のサブ選出チャンネル２１４と、色センサ２
０９と、ガスバルブ２１０と、未熟卵収集装置２０５と、計数器２１１と、成熟卵収集装
置２０６とを備え、
　卵投入装置２０１は、選択的に、漏斗形状であり、
　分散箱２０３は、複数の分散グリッドを備え、
　卵発射装置２０２は、複数の分散グリッドの中央に設置され、卵投入装置２０１に接続
され、コウモリ蛾の卵は、発射装置２０２によって複数の分散グリッドに飛ばされ、
　投下チャンネル２０４は、１端部が分散箱２０３に接続され、
　選出チャンネル２１２は、投下チャンネル２０４の他端部に接続され、
　過小卵孔２１３は、選出チャンネル２１２に設けられ、
　過小卵収集装置２０８は、過小卵孔２１３に接続され、
　卵孔２０７は、選出チャンネルに設けられ、過小卵孔２１３の下流に位置し、内径が過
小卵孔２１３の内径より大きい、
　複数のサブ選出チャンネル２１４は、卵孔２０７を通して選出チャンネル２１２に接続
され、
　色センサ２０９は、サブ選出チャンネル２１４に設けられ、卵孔２０７の下流に位置し
、
　ガスバルブ２１０は、サブ選出チャンネル２１４に設けられ、色センサ２０９の下流に
位置し、未熟卵を吹き飛ばすために用いられ、
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　未熟卵収集装置２０５は、ガスバルブ２１０の対向側に設けられ、発育遅延又は未熟の
卵を収集するために用いられ、
　計数器２１１は、サブ選出チャンネル２１４に設けられ、ガスバルブ２１０の下流に位
置し、
　成熟卵収集装置２０６は、サブ選出チャンネル２１４における選出チャンネル２１２か
ら離れている端部に位置し、成熟したコウモリ蛾の卵を収集するために用いられる。
【００６３】
　本発明の具体的な実施例によれば、過小卵孔２１３及び／又は卵孔２０７は、１つ又は
複数であってもよく、過小卵孔２１３及び／又は卵孔２０７の内径は、実際の要求に応じ
て調整されてもよい。過小卵孔２１３の内径が０．５５±０．１ｍｍであって、卵孔２０
７の内径が１．２±０．２ｍｍであることが望ましい。
【００６４】
　理解し易くするために、前記コウモリ蛾の卵の選別装置２００の利用方法について以下
に具体的に説明する。収集されたコウモリ蛾の卵は、卵投入装置２０１によって卵発射装
置２０２に投入され、卵発射装置２０２によって分散箱２０３の複数の分散グリッドまで
飛ばされ、分散グリッドを通して投下チャンネル２０４に進入し、更に選出チャンネル２
１２に到着する。過小卵孔２１３の内径が０．５５ｍｍであって、コウモリ蛾の卵が過小
卵孔２１３を通過するときに、サイズが０．５５ｍｍよりも小さい野生コウモリ蛾の卵は
、過小卵孔を通して過小卵収集装置２０８に集まる。他のコウモリ蛾の卵は、複数の卵孔
２０７を通して選出チャンネルに沿ってサブ選出チャンネル２１４に進入する。サブ選出
チャンネル２１４内のコウモリ蛾の卵は、色センサ２０９によって検知され、白色又は薄
色のコウモリ蛾の卵が検出された場合は、ガスバルブ２１０が作動し、未熟卵は、未熟卵
収集装置２０５に吹き飛ばされる。成熟したコウモリ蛾の卵は、計数器２１１を通過して
成熟卵収集装置２０６に到着する。
【００６５】
　本発明の具体的な実施例によれば、図３に示されているように、
　子嚢胞子の収集装置３００は、胴体３０１と、閉止可能な開口３０２と、カバーパネル
３０３と、回転可能な軸３０４と、風力収集装置３０５と、ファン３０６と、を備え、
　胴体３０１は、透明材料によって作製され、開放の頂部を有しており、子嚢胞子の収集
空間を限定し、
　閉止可能な開口３０２は、胴体３０１の底部に設けられ、当該閉止可能な開口３０２の
突出部は、胴体３０１の底部より高く、胴体３０１の底部に、子嚢胞子保護液体を入れる
ことが可能であり、
　カバーパネル３０３は、胴体３０１の頂部の上方に設けられ、支持フレーム３０７を通
じて胴体３０１に接続され、
　回転可能な軸３０４は、カバーパネル３０３を通過し、
　風力収集装置３０５は、回転可能な軸３０４における胴体３０１から離れている端部に
接続され、
　ファン３０６は、回転可能な軸３０４における胴体３０１に近い端部に接続されている
。
【００６６】
　理解し易くするために、前記子嚢胞子の収集装置３００の利用方法について以下に具体
的に説明する。冬虫夏草の周囲の土壌を平らにした後、子嚢胞子の収集装置３００を野生
冬虫夏草の上に設置し、冬虫夏草の子実体を、閉止可能な開口３０２を通して子嚢胞子の
収集装置３００内に移させる。半固体の低温ワックスを用いて閉止可能な開口３０２を封
止し、更に、胴体３０１の底部に子嚢胞子保護液体を加える。日光が透明の胴体３０１を
通して冬虫夏草の子実体を照射し、子実体が成熟すると子嚢胞子が放出される。野外の風
の方向は、風力収集装置３０５及びファン３０６によって変えられ、子嚢胞子は、胴体３
０１の底部の子嚢胞子保護液体の中に吹き入れられる。また、流動の空気が、子嚢胞子の
収集装置３００の内部の温度を調節し、高すぎる温度にはならない。子実体の湿度は、子



(15) JP 2017-169556 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

嚢胞子保護液体の自然蒸発によって保持され、子実体の枯れることを防止できる。
【００６７】
　本発明の具体的な実施例によれば、図４及び図５に示されているように、感染装置は、
メッシュフレーム４０２と、メッシュフレーム４０２の上に形成されている１つ以上の突
起部４０１とを備える。
【００６８】
　理解し易くするために、前記子嚢胞子の感染装置４００の利用方法について以下に具体
的に説明する。感染装置４００が、感染液に２４ｈ浸けられ、感染液をメッシュフレーム
４０２及び突起部４０１に付着させた後に、感染装置４００を取り出し、日差しを避けた
場所において１８℃、２４ｈ乾燥させた後、保存して後の利用に備える。幼虫は、９０日
間孵化及び飼養された後、感染性真菌が付着された感染装置４００は、飼養装置５００の
底部における土の上に設置され、三齢幼虫に適した飼料が加えられる。飼料は、感染装置
４００のメッシュフレームの中に落ち込み、また、飼料の表面は、土で覆われる。温度制
御装置５０４及び飼養装置５００の水補償パイプラインを調節することによって幼虫を上
方へ移動させ、突起部４０１は、幼虫の表皮にこすりつけ、感染液による幼虫の感染を促
す。
【００６９】
　本発明の具体的な実施例によれば、図６に示されているように、飼養装置５００は、第
２本体５０１と、水補償パイプラインと、温度制御装置５０４とを備え、
　第２本体５０１は、飼養域を限定し、飼養域の断面積は、底部から頂部に向けて徐々に
増大するように構成され、
　水補償パイプラインは、飼養域の底部に設置され、複数のサブパイプライン５０２及び
１つの集合パイプライン５０３を含み、
　集合パイプライン５０３は、サブパイプライン５０２に接続され、給水口５０５を備え
、
　サブパイプライン５０２は、出水口５０６及び管壁における複数の出水孔を備え、
　温度制御装置５０４は、飼養域の底部に設けられ、飼養域の温度を制御するために用い
られる。
【００７０】
　理解し易くするために、前記飼養装置５００の利用方法について以下に具体的に説明す
る。飼養装置５００の底部に土及び飼料を敷き、次に選出されたコウモリ蛾の卵を飼養装
置５００の底部に置く。飼養域に水の補給が要求されるときに、水は、給水口５０５を通
して集合パイプライン５０３に導入された後、サブパイプライン５０２に分配され、サブ
パイプライン５０２の管壁における出水孔を通して飼養域に到達する。過剰の水は、サブ
パイプライン５０２の出水口５０６を通じて排出される。水補償パイプライン及び温度制
御装置５０４を利用して飼養域の温度及び湿度を調整し、コウモリ蛾の卵から幼虫への孵
化を促す。
【００７１】
　本発明の他の一態様において、前述した冬虫夏草の培養システムを利用した冬虫夏草の
培養方法が開示される。本発明の具体的な実施形態によれば、この冬虫夏草の培養方法は
、
　（１）コウモリ蛾の捕獲装置を用いてコウモリ蛾を捕獲し、コウモリ蛾の卵を収集する
ステップと、
　（２）コウモリ蛾の卵の選別装置を用いてステップ（１）で収集されたコウモリ蛾の卵
を定量的に選別し、成熟したコウモリ蛾の卵を得るステップと、
　（３）飼養装置を用いてステップ（２）で得られたコウモリ蛾の卵を孵化し、コウモリ
蛾の幼虫を得るステップと、
　（４）子嚢胞子の収集装置を用いて冬虫夏草の子嚢胞子を収集し、冬虫夏草の子嚢胞子
を得るステップと、
　（５）菌糸体調製装置を用いて中国被毛胞の液体発酵培養を行い、中国被毛胞菌糸体を
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得るステップと、
　（６）分生胞子調製装置を用いて中国被毛胞の固体発酵培養を行い、中国被毛胞分生胞
子を得るステップと、
　（７）冬虫夏草の子嚢胞子と、中国被毛胞分生胞子と、中国被毛胞菌糸体とを含有する
感染液が付着している感染装置を飼養装置内に設置し、ステップ（３）で得られた野生コ
ウモリ蛾の幼虫を感染させ、感染した野生コウモリ蛾の幼虫を飼養し、冬虫夏草を得るス
テップと、
　を含む。
【００７２】
　本発明の具体的な実施形態に係る、冬虫夏草の培養システムを利用した冬虫夏草の培養
方法の詳細について以下に説明する。
【００７３】
　（１）コウモリ蛾を捕獲し、コウモリ蛾の捕獲装置を用いてコウモリ蛾の卵を収集する
。
【００７４】
　本発明の具体的な実施例によれば、青海－チベット高原におけるコウモリ蛾の繁殖地に
コウモリ蛾の捕獲装置１００を設置し、１８時にコントローラ１１０を起動させ、ランプ
の明暗を制御するプログラムを立ち上げ、ブラックライトランプ１０１、第１赤色ランプ
１０２、及び第２赤色ランプ１０３は、交互に閃光する。ブラックライトランプ１０１は
、毎回１５秒間閃光し、コウモリ蛾及び他の飛虫は、蛾の捕獲プラットフォーム１０４に
吸引される。次に、第１赤色ランプ１０２及び第２赤色ランプ１０３は、毎回３０秒間閃
光し、コウモリ蛾のみが赤色ランプに吸引されるため、特異性的に吸引され、コウモリ蛾
の捕獲域に入り、更にＬＥＤ青色ランプ１０５によってコウモリ蛾産卵区に吸引される。
コウモリ蛾産卵区において大量の雄と雌のコウモリ蛾が交尾し、コウモリ蛾の卵の収集溝
１０７においてコウモリ蛾の卵が収集される。
【００７５】
　（２）コウモリ蛾の卵の選別装置を用いてコウモリ蛾の卵を定量的に選別し、成熟した
コウモリ蛾の卵を得る。
【００７６】
　本発明の具体的な実施例によれば、収集されたコウモリ蛾の卵は、卵投入装置２０１に
よって卵発射装置２０２に投入され、卵発射装置２０２によって分散箱２０３の複数の分
散グリッドまで飛ばされ、分散グリッドを通して投下チャンネル２０４に進入し、更に選
出チャンネル２１２に到着する。過小卵孔２１３の内径が０．５５ｍｍであって、コウモ
リ蛾の卵が過小卵孔２１３を通過するときに、サイズが０．５５ｍｍより小さい野生コウ
モリ蛾の卵は、過小卵孔を通して過小卵収集装置２０８に集まる。他のコウモリ蛾の卵は
、複数の卵孔２０７を通して選出チャンネルに沿ってサブ選出チャンネル２１４に進入す
る。サブ選出チャンネル２１４内のコウモリ蛾の卵は、色センサ２０９によって検知され
、白色又は薄色のコウモリ蛾の卵が検出された場合は、ガスバルブ２１０が作動し、未熟
卵は、未熟卵収集装置２０５に吹き飛ばされる。成熟したコウモリ蛾の卵は、計数器２１
１を通過して成熟卵収集装置２０６に到着する。
【００７７】
　（３）飼養装置を用いてコウモリ蛾の卵を孵化し、コウモリ蛾の幼虫を得る。
【００７８】
　本発明の具体的な実施例によれば、飼養装置５００の底部に土及び飼料を敷き、次に選
出されたコウモリ蛾の卵を飼養装置５００の底部に置く。水補償パイプライン及び温度制
御装置５０４を利用して飼養域の温度及び湿度を調整し、コウモリ蛾の卵から幼虫への孵
化を促す。
【００７９】
　（４）子嚢胞子の収集装置を用いて野生冬虫夏草の子嚢胞子を収集し、冬虫夏草の子嚢
胞子を得る。
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【００８０】
　本発明の具体的な実施例によれば、冬虫夏草の周囲の土壌を平らにした後、子嚢胞子の
収集装置３００を野生冬虫夏草の上に設置し、冬虫夏草の子実体を、閉止可能な開口３０
２を通して子嚢胞子の収集装置３００内に移させる。半固体の低温ワックスを用いて閉止
可能な開口３０２を封止し、更に、胴体３０１の底部に子嚢胞子保護液体を加える。日光
が透明の胴体３０１を通して冬虫夏草の子実体を照射し、子実体が成熟すると子嚢胞子が
放出される。野外の風の方向は、風力収集装置３０５及びファン３０６によって変えられ
、子嚢胞子は、胴体３０１の底部の子嚢胞子保護液体の中に吹き入れられる。また、流動
の空気が、子嚢胞子の収集装置３００の内部の温度を調節し、高すぎる温度にはならない
。子実体の湿度は、子嚢胞子保護液体の自然蒸発によって保持され、子実体の枯れること
を防止できる。
【００８１】
　（５）菌糸体調製装置を用いて中国被毛胞の液体発酵培養を行い、中国被毛胞菌糸体を
得る。
【００８２】
　本発明の具体的な実施例によれば、中国被毛胞菌種を振盪フラスコ内に接種し、１８℃
で１０日間暗培養する。大量の菌糸体が形成され、菌液の粘度が高くなり、静置後に分離
しなくなったら、サンプリングして観察を行う。菌糸が伸びており、無色、明確に分離し
、且つ自己融解しないことは、発酵の完了を示す。得られた菌糸体は、所定の濃度に希釈
される。
【００８３】
　（６）分生胞子調製装置を用いて中国被毛胞の固体発酵培養を行い、中国被毛胞分生胞
子を得る。
【００８４】
　本発明の具体的な実施例によれば、中国被毛胞を固体培地に接種し、１８℃で４０日間
暗培養する。菌糸体が培地表面の全体に分布されるようになったら、４℃の条件に切り替
え、低温刺激を行う。３０日後、顕微鏡によって大量の分生胞子が観察される。菌糸体及
び分生胞子を溶出させ、濾過及び遠心分離によって純粋な分生胞子が回収され、所定の濃
度に希釈される。
【００８５】
　（７）冬虫夏草の子嚢胞子と、中国被毛胞分生胞子と、中国被毛胞菌糸体とを含有する
感染液が付着している感染装置を飼養装置内に設置し、ステップ（３）で得られた野生コ
ウモリ蛾の幼虫を感染させ、感染した野生コウモリ蛾の幼虫を飼養し、冬虫夏草を得る。
【００８６】
　本発明の具体的な実施例によれば、感染装置４００が、感染液に２４ｈ浸けられ、感染
液をメッシュフレーム４０２及び突起部４０１に付着させた後に、感染装置４００を取り
出し、日差しを避けた場所において１８℃、２４ｈ乾燥させた後、保存して後の利用に備
える。幼虫は、９０日間孵化及び飼養された後、感染性真菌が付着された感染装置４００
は、飼養装置５００の底部における土の上に設置され、三齢幼虫に適した飼料が加えられ
る。飼料は、感染装置４００のメッシュフレームの中に落ち込み、また、飼料の表面は、
土で覆われる。温度制御装置５０４及び飼養装置５００の水補償パイプラインを調節する
ことによって幼虫を上方へ移動させ、突起部４０１は、幼虫の表皮にこすりつけ、感染液
による幼虫の感染を促す。
【００８７】
　本発明の具体的な実施例によれば、ステップ（３）において、１５±１℃で飼養装置５
００を利用して選出された野生コウモリ蛾の卵を孵化し、コウモリ蛾の幼虫を得る。
【００８８】
　本発明の具体的な実施例によれば、ステップ（７）において、感染液は、６０－７０個
／ｍＬの冬虫夏草の子嚢胞子と、３０－４０個／ｍＬの中国被毛胞分生胞子と、０．４ｍ
ｇ－０．５ｍｇ／ｍＬの中国被毛胞菌糸体とを含有する。
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【００８９】
　実験１：感染液の調製
　分生胞子の調製：
　中国被毛胞を固体培地に接種し、１８℃で４０日間暗培養する。菌糸体が培地表面の全
体に分布されるようになったら、４℃の条件に切り替え、低温刺激を行う。３０日後、顕
微鏡によって大量の分生胞子が観察される。菌糸体及び分生胞子を溶出させ、濾過及び遠
心分離によって純粋な分生胞子が回収され、所定の濃度に希釈される。
【００９０】
　中国被毛胞菌糸体の調製：
　中国被毛胞菌種を振盪フラスコ内に接種し、１８℃で１０日間暗培養する。大量の菌糸
体が形成され、菌液の粘度が高くなり、静置後に分離しなくなったら、サンプリングして
観察を行う。菌糸が伸びており、無色、明確に分離し、且つ自己融解しないことは、発酵
の完了を示す。得られた菌糸体は、所定の濃度に希釈される。
【００９１】
　冬虫夏草の子嚢胞子の収集
　子嚢胞子の収集装置（図３に示す）を利用して野生の冬虫夏草の子嚢胞子を収集する。
【００９２】
　コウモリ蛾の幼虫の体質の相違によって、感染時間の相違を生じる。また、コウモリ蛾
の幼虫は、種類によって中国被毛胞菌種に対する感度が異なる。
【００９３】
　単一菌の感染

【表１】

【００９４】
　二種類菌による組み合わせの感染
【表２】

【表３】
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【表４】

【００９５】
　３種類菌の同時感染
【表５】

【００９６】
　以上の実験結果より、冬虫夏草の感染系統は、１ｍＬの感染液に、６０－７０個の冬虫
夏草の子嚢胞子と、３０－４０個の中国被毛胞分生胞子と、０．４ｍｇ－０．５ｍｇの中
国被毛胞菌糸体とを含有するのが最適な組み合わせであって、高い感染率を有する。

【表６】

【００９７】
　実験２：冬虫夏草の培養方法
【００９８】
　１．チベット高原のコウモリ蛾の繁殖地において、コウモリ蛾の捕獲装置１００（図１
に示す）を設置し、１８時－２１時コントローラ１１０を起動させ、ランプの明暗を制御
するプログラムを立ち上げ、ブラックライトランプ１０１、第１赤色ランプ１０２、及び
第２赤色ランプ１０３は、交互に閃光する。ブラックライトランプ１０１（３５０ｎｍ）
は、毎回１５秒間閃光し、コウモリ蛾及び他の飛虫は、蛾の捕獲プラットフォーム１０４
に吸引される。次に、第１赤色ランプ１０２（６２０ｎｍ）及び第２赤色ランプ１０３（
６２０ｎｍ）は、毎回３０秒間閃光し、コウモリ蛾のみが赤色ランプに吸引されるため、
特異性的に吸引され、コウモリ蛾の捕獲域に入り、更にＬＥＤ青色ランプ１０５によって
コウモリ蛾産卵区に吸引される。コウモリ蛾産卵区において大量の雄と雌のコウモリ蛾が
交尾し、コウモリ蛾の卵の収集溝１０７においてコウモリ蛾の卵が収集される。朝に蛾の
死骸を清掃し、コウモリ蛾の卵は、収集装置の底部から回収される。
【００９９】
　２．コウモリ蛾の卵の選別装置（図２に示す）によって収集されたコウモリ蛾の卵が選
別される。直径が０．５５ｍｍより小さい野生のコウモリ蛾の卵及び未熟なコウモリ蛾の
卵が排除され、成熟したコウモリ蛾の卵が定量的に収集される。
【０１００】
　３．チベット高原のコウモリ蛾の繁殖地における冬虫夏草が子嚢殻を発生したときに、
子嚢胞子の収集装置（図３に示す）を冬虫夏草の上に設置する。子嚢胞子の保護液を加え
た後、子嚢胞子が自然に成熟し、収集過程が完了する。２０日後、収集装置から液体を回
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【０１０１】
　４．分生胞子及び菌糸体を収集するために中国被毛胞菌種を発酵させる。７０個／ｍＬ
の冬虫夏草の子嚢胞子と、４０個／ｍＬの中国被毛胞分生胞子と、０．５ｍｇ／ｍＬの中
国被毛胞菌糸体との組み合わせによって感染液を調製し、保存する。
【０１０２】
　５．感染装置（図４に示す）を前記感染液に２４ｈ浸けた後、取り出し、日差しを避け
た場所において１８℃、２４ｈ乾燥させて、保存する。
【０１０３】
　６．選出されたコウモリ蛾の卵を飼養装置（図６に示す）の底部に置き、土及び飼料で
覆う。飼養装置を、１３℃の清潔の場所に設置し、飼養装置の底部の加熱装置を、１５℃
±１℃に設定して卵を孵化する。全ての卵が孵化した後に、加熱装置を停止する。幼虫に
なったら、毎日飼養装置の底部に水を供給し、水のバランスをとるために加熱装置を１４
℃に設定し、２ｈオンする。
【０１０４】
　７．幼虫になってから９０日後に、感染性真菌が付着された感染装置（図４に示す）は
、飼養装置内の土の表面に設置され、三齢幼虫に適した飼料が加えられ、土に覆われる。
底部における水の供給を停止し、更に底層の土の水分を流失させるために１５℃に加熱し
、更に飼養装置の頂部から水を供給することによって幼虫を上方へ移動させる。一ヶ月感
染させた後、再び毎日底部から土に水を供給するとともに、水のバランスをとるために底
部を加熱し、底層における土の湿度を２３％－２８％に制御し、幼虫の活動空間を増やす
。冬虫夏草が成長した後、採取される。
【０１０５】
　選択されたコウモリ蛾の卵の孵化率は、約１００％であり、且つ感染率が高く、幼虫か
ら冬虫夏草への生成過程が安定し、冬虫夏草の生産率が９０％に達することができる。
【０１０６】
　実験３：ＩＲ指紋スペクトルの検出
　２０束の異なる品種の冬虫夏草（四川冬虫夏草サンプル６束と、チベット冬虫夏草サン
プル７束と、青海冬虫夏草サンプル７束とを含む）と、本発明の実施例２に係る方法によ
って培養された２０束の冬虫夏草と、４種類の偽冬虫夏草（コルディセプス属セミタケと
、コルディセプス属サナギタケと、中国被毛胞の菌糸体粉末と、ペシロマイセス属コウモ
リ蛾の菌糸体粉末とを含む）とを用いて、固体サンプリング技術を利用し、赤外指紋スキ
ャンによる分析を行った（当該方法は、再現性、正確性、安定性、及び特定性を含む方法
論考察に認証され、結果により、本発明に採用された冬虫夏草のＩＲ指紋スペクトル検出
方法は、よい特定性、正確性を有し、冬虫夏草の指紋スペクトルの検出に適している）。
【０１０７】
　利用された装置は、ＴＥＮＳＯＲ２７赤外分光器（Ｂｒｕｋｅｒ社）と、ＣｒｕｓｈＩ
Ｒ圧力成型器（ＵＳ　ＰＩＫＥ社）と、ＸＰ２０４分析天秤（ＭＥＴＴＥＲ社）とを含む
。試薬臭化カリウムは、ａｌａｄｄｉｎ社から購入されたものである。
【０１０８】
　データ処理：２０束の野生冬虫夏草のオリジナルスペクトルは、Ｔｈｅｒｍｏ　Ｆｉｓ
ｈｅｒ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ社により提供されたＯＭＮＩＣ赤外ソフトウエアによって
処理され、冬虫夏草の標準ＩＲ指紋スペクトル（図７に示す）が得られた。本発明に係る
方法によって培養された冬虫夏草のＩＲ指紋スペクトルは、図８に示されている。各サン
プルの冬虫夏草の標準ＩＲ指紋スペクトルに関する類似度を算出し、結果を以下の表に示
す。
　冬虫夏草のＩＲ指紋スペクトルの類似度結果



(21) JP 2017-169556 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

【表７】

【０１０９】
　本発明の実施例２に係る方法によって培養された冬虫夏草は、類似度が０．９９０以上
に達し、且つ各束の間に差異が少なく、野生冬虫夏草と同様の品質を有する。
【０１１０】
　本発明は、実施過程に人手の介入が少なく、安定した生産量、及び工業化生産に適して
いることが優れた特徴である。
【０１１１】
　本発明の記載において、「中心（ｃｅｎｔｒａｌ）」、「縦方向（ｌｏｎｇｉｔｕｄｉ
ｎａｌ）」、「横方向（ｌａｔｅｒａｌ）」、「長さ（ｌｅｎｇｔｈ）」、「幅（ｂｒｅ
ａｄｔｈ）」、「厚さ（ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ）」、「上（ａｂｏｖｅ）」、「下（ｂｅｌ
ｏｗ）」、「前（ｆｒｏｎｔ）」、「後ろ（ｒｅａｒ）」、「左（ｌｅｆｔ）」、「右（
ｒｉｇｈｔ）」、「垂直（ｖｅｒｔｉｃａｌ）」、「水平（ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ）」、
「頂部（ｔｏｐ）」、「底部（ｂｏｔｔｏｍ）」、「内部（ｉｎｎｅｒ）」、「外部（ｏ
ｕｔｅｒ）」、「時計回り（ｃｌｏｃｋｗｉｓｅ）」、「逆時計回り（ｃｏｕｎｔｅｒ－
ｃｌｏｃｋｗｉｓｅ）」、「軸方向（ａｘｉａｌ）」、「半径方向（ｒａｄｉａｌ）」、
「円周方向（ｃｉｒｃｕｍｆｅｒｅｎｃｅ）」等の用語で示された向き又は位置関係は、
図面に示されている向き又は位置関係を表していることが解釈されるべきであろう。これ
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らの用語は、便利かつ簡潔に説明するためのみに用いられ、指している装置又は要素が、
必ず特定の方位を有する、或いは特定の方位によって構成され、又は操作されることを示
す又は暗示するものではない。従って、これらの用語が本発明の開示を限定するように理
解されるものではない。
【０１１２】
　また、「第１」及び「第２」などの用語は、説明のために使用されており、相対的な重
要性又は示している技術的特徴の数量を示す又は暗示する意図ではない。従って、「第１
」及び「第２」によって示されている特徴は、少なくとも１つ当該特徴を含むことを示す
又は暗示する意図である。本明細書の記載において、別途に明確な具体的な説明がない限
り、「複数」は、少なくとも２つ、例えば２つ、３つなどを意味する。
【０１１３】
　本発明において、別途に明確な具体的な説明がない限り、「搭載される（ｍｏｕｎｔｅ
ｄ）」、「接続される（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」、「連結される（ｃｏｕｐｌｅｄ）」、
「固定される（ｆｉｘｅｄ）」などの用語は、広義的に使用されている。別途に明確な具
体的な説明がない限り、例えば、固定的な接続、着脱可能な接続、又は一体化接続であっ
てもよく、機械的又は電気的な接続であってもよく、また、直接的な接続又は中間の構造
を介して間接的な接続であってもよく、また、２つの要素の内部通信又は相互作用であっ
てもよい。前記の用語は、具体的な状況に応じて、当業者に理解されるべきである。
【０１１４】
　本発明において、別途に明確な具体的な説明がない限り、第１特徴が第２特徴の「上（
ｏｎ）」又は「下（ｂｅｌｏｗ）」であることは、第１特徴が直接的に第２特徴と接触し
ている態様を含んでもよく、第１特徴と第２特徴が互いに直接的に接触することなく、そ
の間に形成されている付加的な特徴を介して接触している態様を含んでもよい。更に、第
１特徴が第２特徴の「上（ｏｎ）」、「上方（ａｂｏｖｅ，ｏｖｅｒ）」、「上部（ｏｎ
　ｔｏｐ　ｏｆ）」であることは、第１特徴が第２特徴の真直の又は斜めの「上（ｏｎ）
」、「上方（ａｂｏｖｅ，ｏｖｅｒ）」、「上部（ｏｎ　ｔｏｐ　ｏｆ）」である態様を
含んでもよく、又は第１特徴の高さが第２特徴の高さより高いのみ意味するものであって
もよい。また、第１特徴が第２特徴の「下（ｂｅｌｏｗ）」、「下方（ｕｎｄｅｒ）」、
「下部（ｏｎ／ａｔ／ｉｎ　ｂｏｔｔｏｍ　ｏｆ）」であることは、第１特徴が第２特徴
の真直の又は斜めの「下（ｂｅｌｏｗ）」、「下方（ｕｎｄｅｒ）」、「下部（ｏｎ／ａ
ｔ／ｉｎ　ｂｏｔｔｏｍ　ｏｆ）」である態様を含んでもよく、又は第１特徴の高さが第
２特徴の高さより低いのみ意味するものであってもよい。
【０１１５】
　本明細書における、「一実施形態（ａｎ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「いくつかの実
施形態（ｓｏｍｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「１つの実施形態（ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄ
ｉｍｅｎｔ）」、「他の実施例（ａｎｏｔｈｅｒ　ｅｘａｍｐｌｅ）」、「一実施例（ａ
ｎ　ｅｘａｍｐｌｅ）」、「１つ具体的な実施例（ａ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｅｘａｍｐｌ
ｅ）」、又は「いくつかの実施例（ｓｏｍｅ　ｅｘａｍｐｌｅｓ）」は、実施形態又は実
施例に係る具体的な特徴、構造、材料、又は特性が本発明の開示における少なくとも１つ
の実施形態又は実施例に含まれることを意味する。従って、本明細書の諸箇所に記載の「
一実施形態（ａｎ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「いくつかの実施形態（ｓｏｍｅ　ｅｍ
ｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「１つの実施形態（ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「他の
実施例（ａｎｏｔｈｅｒ　ｅｘａｍｐｌｅ）」、「一実施例（ａｎ　ｅｘａｍｐｌｅ）」
、「１つ具体的な実施例（ａ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｅｘａｍｐｌｅ）」、又は「いくつか
の実施例（ｓｏｍｅ　ｅｘａｍｐｌｅｓ）」などの記述は、本発明に開示された同一の実
施形態又は実施例を指す必要がない。更に、具体的な１つ以上の実施形態又は実施例にお
いて、具体的な特徴、構造、材料、又は特性は、任意の適切な方法によって結合されても
よい。なお、相互に矛盾しない限り、当業者は、本明細書に記載の異なる実施形態又は異
なる実施例、及び異なる実施形態又は実施例における特徴を結合し、組み合わせてもよい
。
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【０１１６】
　典型的な実施形態が示され、且つ説明されているが、記載された実施形態が、例示的な
ものであり、本発明の開示を限定するものではないことは、理解されるであろう。また、
本発明の精神、原理及び範囲から逸脱することなく、当業者によって実施形態に対する任
意の改変、代替、及び修正することができる。
【符号の説明】
【０１１７】
　　１００　　コウモリ蛾の捕獲装置
　　１０１　　ブラックライトランプ
　　１０２　　第１赤色ランプ
　　１０３　　第２赤色ランプ
　　１０４　　蛾の捕獲プラットフォーム
　　１０５　　ＬＥＤ青色ランプ
　　１０６　　防雨シェルター
　　１０７　　コウモリ蛾の卵の収集溝
　　１０８　　バイザー
　　１０９　　仕切り壁
　　１１０　　コントローラ
　　１１１　　排水孔
　　１１２　　第１本体
　　１１３　　コウモリ蛾徐走板
　　１１４　　コウモリ蛾捕獲区
　　１１５　　コウモリ蛾産卵区
　　２００　　コウモリ蛾の卵の選別装置
　　２０１　　卵投入装置
　　２０２　　卵発射装置
　　２０３　　分散箱
　　２０４　　投下チャンネル
　　２０５　　未熟卵収集装置
　　２０６　　成熟卵収集装置
　　２０７　　卵孔
　　２０８　　過小卵収集装置
　　２０９　　色センサ
　　２１０　　ガスバルブ
　　２１１　　計数器
　　２１２　　選出チャンネル
　　２１３　　過小卵孔
　　２１４　　サブ選出チャンネル
　　３００　　子嚢胞子の収集装置
　　３０１　　胴体
　　３０２　　閉止可能な開口
　　３０３　　カバーパネル
　　３０４　　回転可能な軸
　　３０５　　風力収集装置
　　３０６　　ファン
　　３０７　　支持フレーム
　　４００　　感染装置
　　４０１　　突起部
　　４０２　　メッシュフレーム
　　５００　　飼養装置
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　　５０１　　第２本体
　　５０２　　サブパイプライン
　　５０３　　集合パイプライン
　　５０４　　温度制御装置
　　５０５　　給水口
　　５０６　　出水口

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２】
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