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(54)【発明の名称】植物の炭酸ガスによる害虫殺虫用設備と殺虫方法
(57)【要約】
【課題】

イチゴ苗等の植物についた害虫を化学農薬に

頼らず、大量に一括処理する炭酸ガスによる害虫殺虫用
設備と方法を提案する。
【解決手段】

気密ファスナーや気密可能な開閉扉や水

封方式により密閉でき植物の出し入れが可能な構造で、
下部に炭酸ガス注入用開閉口と上部に空気抜き用開閉口
を持ち、内部ガス循環用ファンを有し、炭酸ガスを透過
しない素材で作られた袋や容器や部屋からなり密閉時に
は内部と外部のガスの交換が少ない害虫殺虫用設備を使
用して、害虫殺虫時は温度調整器を用いて設備内部温度
を所定温度範囲内となるよう設定し、設備内に植物を置
き密閉し、炭酸ガスを下部にある炭酸ガス注入用開閉口
から注入し、炭酸ガスを下部に溜めて、空気を上部にあ
る空気抜き用開閉口より排出後、空気抜き用開閉口を閉
め、内部ガス循環用ファンを用いて炭酸ガス濃度を均一
化、所定炭酸ガス濃度範囲内かつ所定温度範囲内を保っ
たまま所定時間で殺虫する害虫殺虫方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
気密ファスナーや気密可能な開閉扉や水封方式により密閉でき植物の出し入れが可能な
構造で、下部に炭酸ガス注入用開閉口と上部に空気抜き用開閉口を持ち、内部ガス循環用
ファンを有し、炭酸ガスを透過しない素材で作られた袋や容器や部屋からなり密閉時には
内部と外部のガスの交換が少ないことを特徴とする害虫殺虫用設備。
【請求項２】
袋や容器や部屋の素材として炭酸ガスを透過しないガスバリアーシートや塗料、金属、
コンクリート、水を単独もしくは組み合わせで使用することを特徴とする請求項１に記載
の害虫殺虫用設備。
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【請求項３】
袋や容器や部屋の設備内部に植物を収納可能な棚を設置することを特徴とする請求項１
〜２のいずれかに記載の害虫殺虫用設備。
【請求項４】
炭酸ガス注入口を袋や容器や部屋の設備の側面の下部に設置し、その対角線上に内部の
空気を排出する空気抜き用開閉口を設置することを特徴とする請求項１〜３のいずれかに
記載の害虫殺虫用設備。
【請求項５】
袋や容器や部屋の設備の上部、中間部、下部に内部の炭酸ガス濃度を測定できるようガ
スサンプリング口または炭酸ガス濃度計検知部を設置することを特徴とする請求項１〜４

20

のいずれかに記載の害虫殺虫用設備。
【請求項６】
袋や容器や部屋の設備内部または外部に温度調整器を設置し、環境温度を調整できるよ
うにすることを特徴とする請求項１〜５のいずれかに記載の害虫殺虫用設備。
【請求項７】
害虫殺虫時は、袋や容器や部屋の設備内部温度を所定温度範囲内となるよう設定し、設
備内に植物を置き密閉し、炭酸ガスを下部にある炭酸ガス注入用開閉口から注入し、炭酸
ガスを下部に溜めて、空気を上部にある空気抜き用開閉口より排出後、空気抜き用開閉口
を閉め、内部ガス循環用ファンを用いて炭酸ガス濃度を均一化、所定炭酸ガス濃度範囲内
かつ所定温度範囲内を保ったまま所定時間で殺虫することを特徴とする請求項１〜６のい
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ずれかに記載の害虫殺虫用設備を使用した害虫殺虫方法。
【請求項８】
イチゴ苗で害虫であるハダニ殺虫時の所定炭酸ガス濃度範囲は４０％から６０％、所定
温度範囲は２５℃から３０℃、所定時間は２４時間であることを特徴とする請求項１〜７
のいずれかに記載の害虫殺虫設備を使用した害虫殺虫方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、イチゴ等の植物についた害虫を炭酸ガスにより殺虫するのに好適な害虫殺虫
用設備と殺虫方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
ハウス等の本圃施設内へ害虫のいない植物苗を定植することは本圃での減化学農薬のた
めに重要な手段と考えられ、現在は化学農薬を使用して殺虫を行う方法が、また、化学農
薬に替わる植物苗の害虫殺虫方法として所定温度に調整した飽和水蒸気流を植物苗の上側
を水平に流動するように生成させ、飽和水蒸気流中に植物苗が熱障害を受けない範囲内の
時間だけ曝しておく方法が提案されている。（例えば、特許文献１参照。）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
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【特許文献１】特開２０１１−２１２０１２号公報
【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、化学農薬を使用する方法は葉の裏面への効果的な化学農薬の散布が難し
く、薬剤耐性のついた害虫が発生しやすく殺虫が困難となっており、また特許文献１の植
物苗の害虫殺虫方法では使用する飽和水蒸気流の生成手段として、ファン・ヒーターユニ
ットと加湿ノズルと温湿度センサーを用い、それらの検出情報と設定時間に基づいてイチ
ゴ苗を飽和水蒸気に曝す温度と湿度を制御する必要があり、複雑な制御装置が必要となる
といった問題点があった。
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【０００５】
本発明は上記の実情に鑑みてなされたものであり、その目的は薬剤耐性のついた害虫を
化学農薬や複雑な制御装置を使用せずに殺虫する害虫殺虫用装置と殺虫方法を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記課題を解決するため本発明の害虫殺虫用装置は、気密ファスナーや気密可能な開閉
扉や水封方式により密閉でき植物の出し入れが可能な構造で、下部に炭酸ガス注入用開閉
口と上部に空気抜き用開閉口を持たせ、内部ガス循環用ファンを設置し、炭酸ガスを透過
しない素材で作られた袋や容器や部屋からなり密閉時には内部と外部のガスの交換が少な
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い害虫殺虫用設備とし、設備の上部、中間部、下部に内部の炭酸ガス濃度を測定できるよ
うガスサンプリング口または炭酸ガス濃度計検知部を設置し、設備内部または外部に温度
調整器を設置し、環境温度を調整できるようにする。
【０００７】
害虫殺虫時は、袋や容器や部屋の設備内部温度を所定温度範囲内となるよう設定し、設
備内に植物を置き密閉し、炭酸ガスを下部にある炭酸ガス注入用開閉口から注入し、炭酸
ガスを下部に溜めて、空気を上部にある空気抜き用開閉口より排出後、空気抜き用開閉口
を閉め、内部ガス循環用ファンを用いて炭酸ガス濃度を均一化、所定炭酸ガス濃度範囲内
かつ所定温度範囲内を保ったまま所定時間で殺虫することができる。
【発明の効果】
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【０００８】
本発明に係る害虫殺虫用設備によれば、薬剤耐性のついた害虫を化学農薬や複雑な制御
装置を使用せずに殺虫することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】害虫殺虫バッグ設備一式と枠付き棚と苗箱設置正面図
【図２】害虫殺虫バッグ設備一式と枠付き棚と苗箱設置横図
【発明を実施するための形態】
【００１０】
以下、本発明の形態を図１と図２に基づいて説明するが、本発明はこれによって何ら限
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定されるものではない。
【００１１】
図１と図２は気密ファスナーを使用した害虫殺虫バッグ設備一式と内部に設置された枠
付き棚と植物苗箱を正面と横から図示したものである。害虫殺虫バッグ１は、前面と後面
となる部分の下部以外の三方に、片方の端部分を始点とし、もう一方の端部分を終点とす
る気密ファスナー２がついており、開口時に枠付き棚３を搬入することができる。害虫殺
虫バッグ１の袋部分は熱溶着や高周波溶着を行うためのポリオレフィン系樹脂やポリ塩化
ビニール等からなるフィルム層とアルミ蒸着したポリエステルやエチレン−ビニルアルコ
ール共重合体等からなるガスバリアフィルム層とを多層に積層したガスバリアーシートを
溶着して作成し、気密ファスナー２の取付けはファスナーの樹脂製テープ部分と害虫殺虫
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バッグ１を溶着して行う。気密ファスナー２の形状と材質は気密性を保てるものであれば
特に制限はないが嵌合強度や密閉性に優れるテープにエレメントがついてスライダーで開
閉するタイプの止ファスナーで、錆びない合成樹脂製のものが好ましい。枠付き棚３は１
段に植物苗箱４を横４列、奥４列、合計１６個、また縦に４段設置できるよう設計されて
おり、最上段の棚を囲む部分には害虫殺虫バッグ１の天井部分を支える枠が設置されてお
り、各棚は苗の植えられた植物苗箱４を載せた場合、上段の棚や害虫殺虫バッグ１の天井
部分に葉がつかず、気密ファスナー２を閉じた後、内部ガス循環用ファン５を稼働させた
時に十分にガスが循環するようになっている。枠付き棚３の材質は植物苗箱４を載せるこ
とから金属製で強度のあるものが好ましい。また、炭酸ガス注入口６を袋や容器や部屋の
設備の側面の下部に設置し、その対角線上に内部の空気を排出する空気抜き用開閉口７を
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設置する。また、設備の上部、中間部、下部に内部の炭酸ガス濃度を測定できるようガス
サンプリング用開閉口８を設置する。それぞれの開閉口の構造はチューブを害虫殺虫バッ
グ１に突設し、ピンチコックやコックで開閉を行うのが好ましい。
【００１２】
害虫殺虫バッグ１の気密ファスナー２を開き、枠付き棚３を搬入した後、内部温度を所
定温度範囲内となるようヒーター等の温度調整器を設定し、苗の植えられた植物苗箱４を
下の段から２、３、４段目に１６箱ずつ置く。最下部の１段には内部ガス循環用ファン５
を設置するため１段目の対角線上となる２ヶ所に苗の植えられた植物苗箱４を置かずに１
４箱を置き、開けた場所に内部ガス循環用ファン５を設置し、配線１２を害虫殺虫バッグ
１の横面に穴を開けて通しパテで密閉する。
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【００１３】
炭酸ガスを注入させる方法は、気密ファスナー２とガスサンプリング用開閉口８を閉じ
、炭酸ガス注入用開閉口６と空気抜き用開閉口７を開け、炭酸ガスボンベ９の加温式圧力
調整器１０に接続された開閉弁１１を開け、炭酸ガスを下部にある炭酸ガス注入用開閉口
６から多量に注入させ、炭酸ガスを下部に溜めて、空気を上部にある空気抜き用開閉口７
から排出させる。炭酸ガスの注入量は設備の内容積と所定炭酸ガス濃度との積となる量で
あり、注入後は空気抜き用開閉口７を閉じ、内部ガス循環用ファン５を稼働させ、内部の
炭酸ガス濃度を均一化させる。均一化後、ガスサンプリング用開閉口８より、均一化した
ガスを取り出し、炭酸ガス濃度計で所定炭酸ガス濃度範囲内の濃度であることを確認後、
炭酸ガス注入用開閉口６を閉じ、そのまま所定時間放置した後、換気を十分に行いながら
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気密ファスナー２を開いて、中のガスを外気と入れ替えた後、苗の植えられた植物苗箱４
を取り出し、そのままハウス等に定植する。
【００１４】
また、気密性のある部屋を使用する場合は、部屋全体を炭酸ガス遮断性のアクリルゴム
製塗料や金属、コンクリートで隙間なく覆い、開閉扉の気密を維持させるため隙間部分を
金属テープで目張りする。また、水封方式を実施する場合は建物内に天井部と周辺部を覆
うカバーを前記のガスバリアーシートで作成し、床面となる場所を炭酸ガス遮断性のアク
リルゴム製塗料やコンクリートで隙間なく覆うか、前記のガスバリアーシートで覆い、周
辺部カバーは上下に昇降開閉可能とし周辺部カバーが建物の床に着く場所に溝を凹設しこ
の溝に水を張り、周辺部カバーのシートの下端部を溝内に突入させ気密性を維持させる。
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また、炭酸ガスの注入方法や注入量、空気の排出方法、炭酸ガス均一化により所定炭酸ガ
ス濃度範囲内とする方法や所定温度範囲内とする方法等は害虫殺虫バッグ１の方法と同様
である。
【００１５】
また、イチゴ苗で害虫であるハダニ殺虫時の所定炭酸ガス濃度範囲は４０％から６０％
、所定温度範囲は２５℃から３０℃、所定時間は２４時間である。
【実施例】
【００１６】
以下に本発明の設備を用いた害虫殺虫試験について図１と図２を用いて説明するが、本
発明はこれによって何ら限定されるものではない。
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【００１７】
害虫殺虫バッグ１は、縦１．６ｍ、横１．６ｍ、奥行き２．２ｍ（内容積５，６００Ｌ
）で前面と後面となる部分の下部以外の三方に１本のつながった長さ４．８ｍの気密ファ
スナー２がついている。害虫殺虫バッグ１の袋部分はポリ塩化ビニールフィルム層とアル
ミ蒸着ポリエステルガスバリアフィルム層とを多層に積層したガスバリアーシートを溶着
して作成したものであり、気密ファスナー２の取付けはファスナーの塩化ビニール製のテ
ープ部分と害虫殺虫バッグ１を溶着しておこなった。枠付き棚３は金属製で縦１．５ｍ、
横１．５ｍ、奥行き２．１ｍで棚が４段あり、気密ファスナー２を開けた状態で害虫殺虫
バッグ１に搬入した。環境温度が２８℃であったことから、温度調整器による温度調整は
行わず、縦８０ｍｍ、横３５８ｍｍ、奥行き５００ｍｍのイチゴ苗の植えられた植物苗箱
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４を枠付き棚３の下から２、３、４段目の各段に横４列、奥４列、合計１６個ずつ置いた
。最下部の１段目は内部ガス循環用ファン５を設置するため１段目の対角線上の２ヶ所に
イチゴ苗の植えられた植物苗箱４を置かずに１４箱を置き、開けた場所に内部ガス循環用
ファン５を設置し、配線１２を害虫殺虫バッグ１の横面に穴を開けて通した後パテで密閉
し、気密ファスナー２を閉めた。
【００１８】
ガスサンプリング用開閉口８を閉じた後、炭酸ガス注入用開閉口６と空気抜き用開閉口
７を開け、炭酸ガスボンベ９の加温式圧力調整器１０に接続した開閉弁１１を開け、炭酸
ガスを注入させた。炭酸ガスの注入量は、設備の内容積と炭酸ガス濃度約６０％との積の
３，３００Ｌであり、まず２０Ｌ／分で３０分その後９０Ｌ／分で３０分注入し、炭酸ガ
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スを下部に溜め、空気を空気抜き用開閉口７から排出させた後、開閉弁１１と空気抜き用
開閉口７を閉じ、内部ガス循環用ファン５を稼働させ、内部の炭酸ガス濃度を均一化させ
た。均一化後、上部、中間部、下部のガスサンプリング用開閉口８よりガスをサンプリン
グし、炭酸ガス濃度計で炭酸ガス濃度が約６０％であることを確認できたので、炭酸ガス
注入用開閉口６を閉め、２４時間後、再度サンプリングして炭酸ガス濃度を確認し、ほぼ
６０％を維持していたことを確認した。その後換気を十分に行いながら気密ファスナー２
を開いて、中のガスを外気と入れ替えた後、イチゴ苗の植えられた植物苗箱を取り出した
。イチゴ苗の様子を確認したが枯れ等は起こっていなかった。その後、ハウス内に定植し
、３ヶ月後のハダニの発生状況を確認したがハダニが発生したイチゴ苗は０％であった。
【符号の説明】

30

【００１９】
１

害虫殺虫バッグ

２

気密ファスナー

３

枠付き棚

４

植物苗箱

５

内部ガス循環用ファン

６

炭酸ガス注入用開閉口

７

空気抜き用開閉口

８

ガスサンプリング用開閉口

９

炭酸ガスボンベ

１０

加温式圧力調整器

１１

開閉弁

１２

配線
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【図１】

【図２】

【手続補正書】
【 提 出 日 】 平 成 25年 12月 5日 (2013.12.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項４】
炭酸ガス注入用開閉口を袋や容器や部屋の設備の側面の下部に設置し、その対角線上に内
部の空気を排出する空気抜き用開閉口を設置することを特徴とする請求項１〜３のいずれ
かに記載の害虫殺虫用設備。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
図１と図２は気密ファスナーを使用した害虫殺虫バッグ設備一式と内部に設置された枠
付き棚と植物苗箱を正面と横から図示したものである。害虫殺虫バッグ１は、前面と後面
となる部分の下部以外の三方に、片方の端部分を始点とし、もう一方の端部分を終点とす
る気密ファスナー２がついており、開口時に枠付き棚３を搬入することができる。害虫殺
虫バッグ１の袋部分は熱溶着や高周波溶着を行うためのポリオレフィン系樹脂やポリ塩化
ビニール等からなるフィルム層とアルミ蒸着したポリエステルやエチレン−ビニルアルコ
ール共重合体等からなるガスバリアフィルム層とを多層に積層したガスバリアーシートを
溶着して作成し、気密ファスナー２の取付けはファスナーの樹脂製テープ部分と害虫殺虫

( 7 )

JP

2014‑117275

A

2014.6.30

バッグ１を溶着して行う。気密ファスナー２の形状と材質は気密性を保てるものであれば
特に制限はないが嵌合強度や密閉性に優れるテープにエレメントがついてスライダーで開
閉するタイプの止ファスナーで、錆びない合成樹脂製のものが好ましい。枠付き棚３は１
段に植物苗箱４を横４列、奥４列、合計１６個、また縦に４段設置できるよう設計されて
おり、最上段の棚を囲む部分には害虫殺虫バッグ１の天井部分を支える枠が設置されてお
り、各棚は苗の植えられた植物苗箱４を載せた場合、上段の棚や害虫殺虫バッグ１の天井
部分に葉がつかず、気密ファスナー２を閉じた後、内部ガス循環用ファン５を稼働させた
時に十分にガスが循環するようになっている。枠付き棚３の材質は植物苗箱４を載せるこ
とから金属製で強度のあるものが好ましい。また、炭酸ガス注入用開閉口６を袋や容器や
部屋の設備の側面の下部に設置し、その対角線上に内部の空気を排出する空気抜き用開閉
口７を設置する。また、設備の上部、中間部、下部に内部の炭酸ガス濃度を測定できるよ
うガスサンプリング用開閉口８を設置する。それぞれの開閉口の構造はチューブを害虫殺
虫バッグ１に突設し、ピンチコックやコックで開閉を行うのが好ましい。
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