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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ミズゴケ栽培基における生長ミズゴケの生長点を、有水部の水面よりも高い位置に維持し
つつ、まとまった状態の乾燥ミズゴケの集合物における生長ミズゴケとの非接触部分に、
その有水部の水を接触させて浸潤させ、この浸潤水を生長ミズゴケに供給することで生長
ミズゴケの養生を行うミズゴケの栽培方法であって、そのミズゴケ栽培基は、定形化され
ている乾燥ミズゴケの集合物に対して、まとまった状態の生長ミズゴケの茎部の１単位以
上が、その乾燥ミズゴケの集合物に接触しており、かつ、前記の生長ミズゴケの生長点が
、前記の乾燥ミズゴケの集合物から実質的に露出しており、さらに、前記の乾燥ミズゴケ
の集合物における生長ミズゴケとの非接触部分がミズゴケ栽培基を有水部に載置した場合
に、その有水部の水と接触可能であるミズゴケ栽培基、であることを特徴とするミズゴケ
の栽培方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、ミズゴケの栽培手段に関する発明である。
【背景技術】
　ミズゴケは、正確には、ミズゴケ亜網（Ｓｐｈａｇｎｉｄａｅ）に属するコケ植物のこ
とをいい、世界に１科１属約１５０種が、日本に約３６種が記録されている。ミズゴケは
、コケ植物の中では最も経済的価値の高いものの一つとして知られており、日本では、主
に園芸用に用いられることが多い。
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　また、水面上で泥炭が発達する高層湿原では、ミズゴケが一面に繁茂し、その下に、主
にミズゴケの遺骸からなる泥炭層が、深さ数メートルにもわたり形成されることが知られ
ている。このような高層湿原では、数千年という長い期間にわたり、大量の二酸化炭素を
固定しており、現在の地球上での、非常に重要な二酸化炭素吸収源であることが知られて
いる。また、ミズゴケ湿原においてのみ生育が可能な動植物の貴重な生息領域であること
が知られている。
　現在、さまざまな理由により、このような高層湿原が、急速に損なわれつつあり、地球
規模の二酸化炭素の固定力の低下による、地球の温暖化の加速や、ミズゴケ湿原において
のみ生育が可能な動植物の減少や絶滅が懸念されている。
　このような状況下、ミズゴケを大量に、かつ、容易に栽培し得る手段が望まれている。
　現在、ミズゴケの栽培方法としては、いくつかの方法が報告されている（緑の宝石「富
貴蘭」の世界、インターネット＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｕｕｋｉｒａｎ．ｊ
ｐ／ｆｕｕｋｉｒａｎ／ｍｉｚｕｇｏｋｅ／ｍｉｚｕｇｏｋｅ２．ｈｔｍ＞；山野草、他
の植物たち－ミズゴケ、インターネット＜ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ３．ｐｌａｔａ
．ｏｒ．ｊｐ／Ｄｉｏｎａｅａ－Ｃｌｕｂ／ｐｌａｎｔｓ／ｓａｎｙａｓｏｕ／ｍｉｚｕ
ｇｏｋｅ．ｈｔｍ＞）が、これらの方法は、常に、ミズゴケが乾燥しないように管理を行
わなければならず、大規模栽培には不向きであり、かつ、簡便性に劣り、栽培の継続性に
問題がある、と考えられる。
　なお、本発明に関連して、乾燥ミズゴケの優れた吸収力を利用したシート状吸収材に関
する特許出願もなされている（特開平８－１２６６６２号公報）。
　本発明が解決すべき課題は、様々な環境において、ミズゴケを、大量、かつ、容易に栽
培する手段、いいかえれば、様々な環境におけるミズゴケ湿原の構築手段を提供すること
にある。
【発明の開示】
　この課題を解決するために、本発明者は、有水部の水を、乾燥ミズゴケの非常に優れた
揚水力で吸い上げて、この上部に向けて浸潤した水と生長ミズゴケの茎部を接触させるこ
とにより、この生長ミズゴケの生長点を含む部分（主に、葉部と枝部）の効率的な生長を
実現させることが可能であることを見いだした。この生長ミズゴケの栽培に関する発明は
、栽培に必要な栽培基と、この栽培基を用いる栽培方法と栽培システム等により構成され
る。
　すなわち、本発明は、上記栽培基に関する発明として、定形化されている乾燥ミズゴケ
の集合物に対して、まとまった状態の生長ミズゴケの茎部の１単位以上が、その乾燥ミズ
ゴケの集合物に接触しており、かつ、前記の生長ミズゴケの生長点が、前記の乾燥ミズゴ
ケの集合物から実質的に露出しており、さらに、前記の乾燥ミズゴケの集合物が、有水部
の水と接触可能な状態で維持されている、ミズゴケ栽培基（以下、本ミズゴケ栽培基とも
いう）を提供する発明である。
　また、本発明は、上記栽培方法に関する発明として、本ミズゴケ栽培基において、生長
ミズゴケの生長点を、有水部の水面よりも高い位置に維持しつつ、まとまった状態の乾燥
ミズゴケの集合物に、その有水部の水を接触させて浸潤させ、この浸潤水を生長ミズゴケ
に供給することで、生長ミズゴケの養生を行う、ミズゴケの栽培方法（以下、本栽培方法
ともいう）を提供する発明である。
　また、本発明は、上記栽培システムに関する発明として、本ミズゴケ栽培基における生
長ミズゴケの生長点を、有水部の水面よりも高い位置に維持しつつ、まとまった状態の乾
燥ミズゴケの集合物に、その有水部の水を接触させて浸潤させ、この浸潤水を生長ミズゴ
ケに供給することで生長ミズゴケの養生を行う、ミズゴケの栽培システム（以下、本栽培
システムともいう）を提供する発明である。
　なお、本発明において、「生長ミズゴケ」とは、少なくとも、生命活動が維持されてい
るミズゴケを意味するものとする。すなわち、「生長ミズゴケ」には、栽培された、また
は、野生のミズゴケ（水分が十分に含まれている状態）と、加熱処理等の殺菌死滅処理が
おこなわれていない、単純乾燥ミズゴケを含むものとする［単純乾燥ミズゴケは、葉緑素
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が失われてしまい、変色するものの、乾燥後、相当の長時間が経過したものでなければ、
水分を供給すれば、生命活動を再開する可能性があることが知られている（概ね、常温で
１ヶ月程度以下の乾燥期間が、乾燥後の生命活動再開の限界であると考えられる）］。
　また、本発明において、「乾燥ミズゴケ」とは、上記の殺菌死滅処理を加えた乾燥ミズ
ゴケと、単純乾燥ミズゴケの双方を意味するものとするが、経済性等を考慮すると、殺菌
死滅処理を加えた乾燥ミズゴケを用いることが好適である。なお、「乾燥ミズゴケ」とい
っても、本発明品は、使用に際して、乾燥ミズゴケが水分を含有することが前提となるの
で、本発明品の製造時点～使用時点のいずれの時点において、乾燥ミズゴケに水分を含ま
せても、本発明の技術的範囲に入るものとする。
　また、「生長ミズゴケ」、「乾燥ミズゴケ」共、本発明が適用され得るミズゴケは、コ
ケ植物蘚類　ミズゴケ科　ミズゴケ属（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　Ｌ．）に属する全てを意味し
、例えば、日本国原産のものであれば、オオミズゴケ（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　ｐａｌｕｓｔ
ｒｅ　Ｌ．）、イボミズゴケ（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　ｐａｐｉｌｌｏｓｕｍ　Ｌｉｎｄｂ．
）、ムラサキミズゴケ（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　ｍａｇｅｌｌａｎｉｃｕｍ　Ｂｒｉｄ．）、
キレハミズゴケ（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　ａｏｎｇｓｔｒｏｅｍｉｉ　Ｃ．Ｈａｒｔｍ）、キ
ダチミズゴケ（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　ｃｏｍｐａｃｔｕｍ　ＤＣ．）、コアナミズゴケ（Ｓ
ｐｈａｇｎｕｍ　ｍｉｃｒｏｐｏｒｕｍ　Ｗａｒｎｓｔ．ｅｘ　Ｃａｒｄ）、コバノミズ
ゴケ（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　ｃａｌｙｍｍａｔｏｐｈｙｌｌｕｍ　Ｗａｒｎｅｓｔ．＆　Ｃ
ａｒｄ．）、ユガミミズゴケ（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　ｓｕｂｓｅｃｕｎｄｕｍ　Ｎｅｅｓ　
ｅｘ　Ｓｔｕｒｍ）、ホソバミズゴケ（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　ｇｉｒｇｅｎｓｏｈｎｉｉ　
Ｒｕｓｓｏｗ）、チャミズゴケ（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　ｆｕｓｃｕｍ（Ｓｃｈｉｍｐ．）Ｈ
．Ｋｌｉｎｇｇｒ．）、ヒメミズゴケ（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　ｆｉｍｂｒｉａｔｕｍ　Ｗｉ
ｌｓｏｎ　ｅｘ　Ｗｉｌｓｏｎ　＆　Ｈｏｏｋ．ｆ．）、スギハミズゴケ（Ｓｐｈａｇｎ
ｕｍ　ｃａｐｉｌｌｉｆｏｌｉｕｍ（Ｅｈｒｈ．）Ｈｅｄｗ．）、ホソベリミズゴケ（Ｓ
ｐｈａｇｎｕｍ　ｊｕｎｇｈｕｈｎｉａｎｕｍ　Ｄｏｚｙ　＆　Ｍｏｌｋ．Ｓｕｂｓｐ．
Ｐｓｅｕｄｏｍｏｌｌｅ（Ｗａｒｎｅｓｔ．）Ｈ．Ｓｕｚｕｋｉ）、ワタミズゴケ（Ｓｐ
ｈａｇｎｕｍ　ｔｅｎｅｌｌｕｍ　Ｈｏｆｆｍ．）、ハリミズゴケ（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　
ｃｕｓｐｉｄａｔｕｍ　Ｈｏｆｆｍ．）、アオモリミズゴケ（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　ｒｅｃ
ｕｒｖｕｍ　Ｐ．Ｂｅａｕｖ．）、ウロコミズゴケ（Ｓｐｈａｇｎｕｍ　ｓｑｕａｒｒｏ
ｓｕｍ　Ｃｒｏｍｅ）等を挙げることができる。また、日本国以外の地域原産のミズゴケ
を、本発明に適用することも可能であることは勿論である。
　これらのミズゴケの中でも、オオミズゴケは、「生長ミズゴケ」としても、「乾燥ミズ
ゴケ」としても、本発明を適用するのに好適なミズゴケの一つである。
【図面の簡単な説明】
　第１図は、生長ミズゴケの外観を示した図面である。
　第２図は、基本的な態様の本ミズゴケ栽培基の製造工程等の一例を示した図面である。
　第３図は、基本的な態様の本ミズゴケ栽培基の製造工程等の他の例を示した図面である
。
　第４図は、２単位以上の生長ミズゴケを用いる、基本的な態様の本ミズゴケ栽培基の製
造工程等の一例を示した図面である。
　第５図は、２単位以上の生長ミズゴケを用いる、基本的な態様の本ミズゴケ栽培基の製
造工程等の他の例を示した図面である。
　第６図は、器物を用いる態様の、本ミズゴケ栽培基の製造工程等の一例を示した図面で
ある。
　第７図は、器物を用いる態様の、本ミズゴケ栽培基の製造工程等の他の例を示した図面
である。
　第８図は、積極的なデザインの器物を用いる態様の、本ミズゴケ栽培基の製造工程等の
例を示した図面である。
　第９図は、凹部近傍でブルトを形成した生長ミズゴケが、加速度的に増殖する過程を図
示した模式図である。
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　第１０図は、増設用部材を用いた態様を示した図面である。
　第１１図は、増設用部材を用いて増設平面を設けた、本ミズゴケ栽培システムの一部の
縦断面を示した図面である。
　第１２図は、本ミズゴケ栽培基を、有水部に載置することにより、本栽培システム等の
一態様を示した図面である。
　第１３図は、予め、存在する地面やコンクリート面に穴を開けて、そこに、事後的に本
ミズゴケ栽培基を設ける態様を示した図面である。
　第１４図は、ミズゴケ栽培用の人工圃場の一態様を示した図面である。
　第１５図は、バケツ状の器物を用いる、本ミズゴケ栽培基の例を示した図面である。
　第１６図は、休耕田等において、本栽培システム等を用いる態様の一例を示した図面で
ある。
　第１７図は、本ミズゴケ栽培基を、懸垂機構を用いて、有水部の底部よりも上に配置す
ることにより、本栽培システム等を行う態様を示した図面である。
　第１８図は、懸垂機構の別の態様の一例等を示した図面である。
　第１９図は、斜面における、本栽培システムの使用の一態様を示した図面である。
　第２０図、本ミズゴケ栽培基を、浮力により、有水部の水面近傍に浮上させることによ
り、本栽培システムを行う態様の例を示した図面である。
　第２１図、本ミズゴケ栽培基を、浮力により、有水部の水面近傍に浮上させることによ
る、本栽培システムの大規模な実施例を示した図面である。
　第２２図は、発泡スチロール等の軽量素材を用いた本ミズゴケ栽培基の一態様を示した
図面である。
　第２３図（１）は、発泡スチロール等の軽量素材を用いた本ミズゴケ栽培基の他の態様
を示した図面である。
　第２３図（２）は、発泡スチロール等の軽量素材を用いた本ミズゴケ栽培基の他の態様
を示した図面である。
　第２３図（３）は、発泡スチロール等の軽量素材を用いた本ミズゴケ栽培基の他の態様
を示した図面である。
　第２４図は、第１の態様の本ミズゴケ栽培基の実際像の一例を示した写真である。
　第２５図は、第１の態様の本ミズゴケ栽培基の生長試験の初期段階を示した写真である
。
　第２６図は、第１の態様の本ミズゴケ栽培基の生長試験の終了段階を示した写真である
。
　第２７図は、浮遊させた本ミズゴケ栽培基の生長試験の終了段階を示した写真である。
　第２８図は、デザイン化した、第２の態様の本ミズゴケ栽培基の実際像の一例を示した
写真である。
　第２９図（１）は、ミズゴケの大量栽培の結果について示す写真の一方である。
　第２９図（２）は、ミズゴケの大量栽培の結果について示す写真の他方である。
【発明を実施するための最良の形態】
＜本ミズゴケ栽培基について＞
　本ミズゴケ栽培基は、少なくとも、（１）定形化されている乾燥ミズゴケの集合物（以
下、乾燥ミズゴケ定形物ともいう）と、（２）生長ミズゴケ、により構成される。
　（１）乾燥ミズゴケ定形物
　乾燥ミズゴケ定形物は、文字通り、乾燥ミズゴケが一定の形状に固定されてなるもので
ある。この乾燥ミズゴケ定形物の形状は、特に限定されないが、生長ミズゴケを、後述す
る本栽培方法や本栽培システムにおいて、有水部の水面よりも、生長ミズゴケの生長点を
上に維持することが可能な形状であることが必要である。この条件を満たす限り、乾燥ミ
ズゴケ定形物は、あらゆる形状をとり得る。例えば、本ミズゴケ栽培基の主要な態様の一
つとして、「定形化された乾燥ミズゴケの集合物に凹部が設けられており、この凹部にお
いて、まとまった状態の生長ミズゴケの茎部の１単位以上が圧縮された状態で嵌め込まれ
、かつ、この生長ミズゴケの生長点が、前記乾燥ミズゴケの集合物の凹部において実質的
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に露出している」が認められるが、この態様に基づき、乾燥ミズゴケ定形物において、ま
とまった状態の生長ミズゴケの茎部を嵌め込むべき凹部が設けられた態様を例示すること
ができる。
　乾燥ミズゴケ定形物の内容と、それらに対応する製造方法は、例えば、以下の手段が挙
げられる。
　ａ）事後的に固化可能な成分を、繋ぎ成分として用いる方法
　「事後的に固化可能な成分」としては、例えば、水等の溶媒を加えた粘土類、同紙繊維
等を挙げることができるが、これらの中でも、水を加えた紙繊維を含む成分が、好適であ
る。すなわち、乾燥ミズゴケ定形物が、少なくとも紙繊維を含有する繋ぎ成分で定形化さ
れていることが好適である。
　紙繊維は、例えば、粉砕紙、または、紙前駆物として提供され得る。粉砕紙とは、文字
通り、粉砕した紙であり、紙の種類は、特に限定されない。例えば、新聞紙、衛生用紙、
雑誌類、チラシ、コピー用紙等を、紙として使用することが可能であり、また、ケナフ紙
（ケナフの植物繊維により普通紙の製造工程に準じて製造され得る紙）を紙として用いる
こともできる。粉砕とは、基となる紙の一部または全部が紙繊維単位まで細かくなってい
る状態をいう。粉砕手段は、特に限定されないが、水中における剪断刃による剪断、同や
すり刃による削り出し、さらには、同手もみ等により、所望の粉砕紙を調製することがで
きる。
　紙前駆物とは、パルプから精製した、紙の直接的な原料となる水を含んだ植物繊維であ
る。
　紙繊維と水の混合割合は、特に限定されないが、質量比で、紙繊維（乾燥質量）：水＝
１：４０００～１：１０程度、好適には、同１：３０００～１：５００程度の範囲である
。
　また、必要に応じて、上記の紙繊維と水以外の成分を添加することができる。例えば、
砂利、砂、土、陶器粉、ガラス粉、灰類、軽量骨材、粘土、ピートモス、パーライト等の
土質細物（形態が土に似た細かい物）、各種のデンプン等の透水性粘結成分等を挙げるこ
とができる。また、例えば、植物繊維（紙繊維は除く）、乾燥ミズゴケ、植物の種子等を
含有させることができる。
　なお、事後的に固化可能な成分を、別個に調製して、これを、乾燥ミズゴケの集合物を
定形化する際に、乾燥ミズゴケに対して塗布を行う等、用時に組み合わせることも可能で
ある。また、前もって、事後的に固化可能な成分中に、乾燥ミズゴケを含有させた、乾燥
ミズゴケの含有組成物として、これを本ミズゴケ栽培基の製造に用いることも好適である
。
　例えば、事後的に固化可能な成分を、上述の紙繊維等を含有する含水組成物とする場合
、質量比で、紙繊維等：乾燥ミズゴケ（乾燥質量）＝１：１００～１：２０程度として、
これと水を混合して、紙繊維等と乾燥ミズゴケの含有量が、組成物に対して１～２０質量
％程度となるように水を加えた含水組成物とすることが好適である。
　ｂ）器物の凹部を利用する方法
　「器物」とは、静置状態で一定の形状を有する物体（ただし、電力等による駆動力によ
る形状の変化を伴う物体も、器物の範疇に入るものとする）のことを意味するものである
。形状は、乾燥ミズゴケを一定形状に固定することが可能な凹部を設けることができる限
り、全く限定されない。また、素材も限定されるものではなく、木、石、プラスチック、
発泡スチロール、ゴム、金属、素焼き物、陶器、磁器、粘土、炭素繊維、ガラス、軽石、
木炭等を用いることができる。ただし、少なくとも、生長ミズゴケが直接接触する部分、
例えば、後述する、「乾燥ミズゴケの集合物の凹部、または、器物の凹部の生長ミズゴケ
側の開口部と実質的に連続した平面および／または曲面の表面」は、生物の栄養源を実質
的に含まない素材で構成されていることが好適である。具体的には、上に列挙した素材は
、この生物の栄養源を実質的に含まない素材として例示できるが、例えば、木材、紙粘土
、腐葉土等は、生物、特に、細菌類、菌類、藻類、ミズゴケ以外のコケ植物等の、ミズゴ
ケの生育と競合し得る微生物が資化可能な炭素源が無視できない程度に含有されており、
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少なくとも、生長ミズゴケが直接接触する部分の素材としては、好適とはいえない。
　ｂ－１）器物の凹部が、この器物を貫通する貫通口である場合には、生長ミズゴケと接
触している「定形化された乾燥ミズゴケの集合物」が、栽培基の底部において実質的に露
出している。この実質的に露出した乾燥ミズゴケの集合物と有水部の水が接触し、この水
が乾燥ミズゴケに浸潤した状態で、生長ミズゴケとの接触部分へと移行することにより、
生長ミズゴケに水が供給されて、生長ミズゴケの養生が行われる。生長ミズゴケが、乾燥
ミズゴケと共に、有水部の水と直接に接触する態様とすることも可能であるが、この場合
、浸潤水中の不純物を濾過する乾燥ミズゴケの水の濾過作用を、生長ミズゴケに対して活
かしきれないこととなる。言い換えれば、有水部の水に対しては、上記の定形化された乾
燥ミズゴケの集合物のみを直接に接触させて、生長ミズゴケには、乾燥ミズゴケを介した
浸潤水のみを供給する態様とすることが、生長ミズゴケに、乾燥ミズゴケにより濾過され
た水を供給されることとなり、好適である。
　特に、水の供給源となる有水部の水が、微生物を豊富に含み得る水、例えば、富栄養化
した湖沼や、汚れた河川の水、下水の単純浄化水等である場合には、水と共に、これらの
微生物を生長ミズゴケに接触させてしまう可能性が強い。よって、有水部を、上記のよう
な微生物を豊富に含み得る水の水源とする場合は、器物の素材を水不透性の素材、例えば
、石、プラスチック、発泡スチロール、ゴム、金属、陶器、磁器、粘土、炭素繊維、ガラ
ス等、とすることが好適である。このような場合に、あえて器物の素材として透水性の素
材、例えば、素焼き物、紙粘土、砂礫、軽石、透水組成物（後述する）等を用いる場合に
は、生長ミズゴケと上記の透水性が認められる素材との間に水不透性の素材（例えば、水
不透性のビニールシート等）を介在させて、透水性の組成物と生長ミズゴケとの間の水の
流通を遮断することが好適である。
　ｂ－２）上記の素材のうち、発泡スチロールは、水不透性で、かつ、生物の栄養源を実
質的に含有しないだけではなく、所望の形状への加工が容易であり、かつ、軽量であり、
取り扱い易いという長所がある。また、水に浮くので、本ミズゴケ栽培基を水に浮かせる
態様とする場合には、特に好適な素材である。ただし、その反面、発泡スチロールにおい
て自然な風合いを出すことは非常に困難であり、例えば、発泡スチロールの表面にそのま
ま着色処理を施しても、人工的な雰囲気を抑えることは簡単ではない。
　このような場合、以下のα）～δ）の工程で、発泡スチロール等の素材の表面を自然な
風合いとすることが可能である（この工程を行うことが可能な対象は、発泡スチロールに
限らず、本ミズゴケ栽培基における器物となり得るあらゆる素材を選択することが可能で
ある）。
　α）発泡スチロール等の表面に、事後的に硬化し、かつ、固化前は粘調な液体素材を塗
布する。かかる事後的な硬化素材としては、接着剤、例えば、シリコーン系接着剤、ウレ
タン系接着剤、酢酸ビニル系接着剤、セルロース系接着剤、合成ゴム系接着剤、紫外線硬
化系接着剤、嫌気性接着剤、紫外線嫌気性接着剤等を挙げることができるが、シリコーン
系接着剤が好適である。
　この塗布の方法は、特に限定されず、例えば、上記液体素材を入れた射出用容器（射出
用チューブ等）から、当該液体素材を対象物の表面に射出し、これを小手等で均すことも
可能であり、薄く塗りたい場合は、刷毛等に当該液体素材を付着させて、これを対象物表
面に塗布することも可能である。
　β）次に、対象物の表面に塗布された上記液体素材を毛羽立たせる。この工程を行う方
法は、特に限定されないが、例えば、対象物表面の液体素材の表面に剛性を有する起毛性
部材（例えば、針金の刷毛）でたたくことにより、上記液体素材を対象物表面上において
毛羽立たせることができる。
　γ）次に、対象物表面において毛羽立たせた液体素材の上から、土質細物（砂利、砂、
土、陶器粉、ガラス粉、灰類、軽量骨材、粘土、ピートモス、パーライト等）、顔料、色
素、コケ植物、緑藻類等をふりかけた後、好適には、対象物表面に、通常の上水道口にシ
ャワーノズルを付加して生成させた程度の水流を接触させて、余分なふりかけ物を洗い流
す。次いで、上から対象物表面を軽くなでつけてならし、次いで、この液体素材を固化（
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乾燥、紫外線照射、嫌気等の事後的硬化素材の種類に応じた固化方法による）させること
により、土壁にも似た、自然な風合い表面を、対象物上に形成することができる。また、
後述する透水組成物の前駆組成物を、上記の土質細物として用いることも可能であり、か
つ、好適である。
　δ）上記γ）の対象物の表面に、塗膜を設けることが、対象物の表面における微生物の
栄養源が表面に露出するのを防ぐために好適である。ただし、対象物の表面上にふりかけ
た物が、ミズゴケ以外のコケ植物や緑藻のような生物である場合は、この塗膜を設ける工
程を行うことは、当該生物が生命活動を行う上での障害になるため、好適ではない（ただ
し、ミズゴケ以外のコケ植物と生長ミズゴケの生育と競合する可能性がある）。塗膜は、
対象物の表面上に所望するコーティング素材の塗布を行い、これを乾燥・固化させること
で設けることができる。このコーティング素材としては、特に限定されず、現在、上薬と
して提供されている製品を用いることが可能であるが、可能な限り、透明性が保たれ、か
つ、安全性の高いものを用いることが好適である。例えば、水性の下地安定剤として販売
されているアクリル樹脂の水性剤（アトミクス株式会社製等）を、このコーティング素材
として転用することが非常に好適である。さらに、必要に応じて、このコーティング素材
の上面に防水処理、例えば、シリコーンコーティング剤の塗布処理を行うことにより、防
水を行うことができる。
　上記α）～δ）の工程に従うことにより、発泡スチロール等の表面を、自然な風合いの
表面とすることが可能である。
　ｂ－３）透水性の素材として好適なものとして、「粉砕紙及び／又は紙前駆物（以下、
粉砕紙等ともいう）、並びに、土質細物を含有する組成物」（透水組成物ともいう）を挙
げることができる。
　透水組成物は、製品への加工の過程で、加熱処理を行わずに済む、省エネルギー型の天
然素材である。
　「粉砕紙」、「紙前駆物」及び「土質細物」は、前記の定義と同一である。
　製品製造に際して、透水組成物には、水を含有させることが必要である。
　すなわち、透水組成物は、それらの前駆組成物を経て形成される。すなわち、まず、粉
砕紙等、土質細物および水を含有する前駆組成物を調製して、これらの前駆組成物が、透
水組成物の基礎として用いられる。
　透水組成物またはその前駆組成物における、粉砕紙等および土質細物の比率は、特に限
定されないが、概ね、質量比で、粉砕紙等：土質細物＝１：２～１：４程度が好ましい。
粉砕紙等の比率が多くなりすぎると、透水組成物自体が脆くなり、色合いにおいても、紙
の色が全面に出てしまい、色彩意匠的にも適切性を欠く場合がある。また、土質細物の比
率が多くなり過ぎると、透水組成物の基礎組成物における固着性が低下し、乾燥しても安
定して定形化することが困難となるばかりか、両組成物の単位体積当りのコストが上昇す
る傾向が強くなる。
　なお、透水組成物において用いる土質細物として、粘土を含有させることが好適である
。かかる粘土の含有量は、特に限定されず、これらの組成物の土質細物全部を、粘土とす
ることも可能であるが、一般的には、質量比で、粘土：粘土以外の土質細物＝１：１０～
１：１程度が好ましい。
　また、透水組成物の前駆組成物における粉砕紙等、土質細物と、水の比率は、特に限定
されず、自由に選択し得るが、一般的には、前駆組成物全量に対して１～３０質量％、同
３～２５質量％程度が好ましい。水の含有量が少なすぎると、粉砕紙を用いる場合の紙の
粉砕作業が難しくなり、粉砕紙と土質細物との十分な混練も困難となる。水の含有量が多
過ぎると、前駆組成物の重量が重くなりすぎ、組成物の調製作業に過度の負担を与えるば
かりか、水資源の浪費となってしまう可能性がある。
　なお、透水組成物には、上記の必須の要素の他に、必要に応じて他の要素、例えば、植
物繊維（例えば、根張り面を形成した根部、剪断した根部等の植物の根部等）、わら、生
ゴミ粉砕物、炭片、鉱石類、植物の種子、乾燥ミズゴケ等、を含有させることができる。
　さらに、透水組成物にコケ植物（乾燥ミズゴケを除く）を含有させて、透水組成物の表
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面にコケ植物を露出させることも可能である。
　具体的には、透水組成物の前駆組成物に、コケ植物を含有させることで、最終的に、所
望のコケ植物を含有する透水組成物を得ることができる。
　コケ植物は、自然界に自生しているコケ植物をそのまま用いることも可能であり、栽培
法で得たコケ植物を用いることも可能である。また、いわゆる培養法〔例えば、「植物バ
イオテクノロジーＩＩ」，東京化学同人：現代化学・増刊２０の第３９頁「蘚苔類の培養
」（小野著）等参照のこと〕を用いた「培養ゴケ」を用いることも可能であるが、通常は
、栽培法で得たコケ植物を用いることが好ましい。
　透水組成物に含有させ得るコケ植物の種類は特に限定されない。
　例えば、Ａｔｒｉｃｈｕｍ　ｕｎｄｕｌａｔｕｍ（Ｈｅｄｗ．）Ｐ．Ｂｅａｕｖ（Ｎａ
ｍｉｇａｔａ－Ｔａｃｈｉｇｏｋｅ）等のＡｔｒｉｃｈｕｍ　Ｐ．Ｂｅａｕｖ．（Ｔａｃ
ｈｉｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）；Ｐｏｇｏｎａｔｕｍ　ｉｎｆｌｅｘｕｍ（Ｌｉｎｄｂ．）Ｌ
ａｃ．（Ｋｏ－ｓｕｇｉｇｏｋｅ）等のＰｏｇｏｎａｔｕｍ　Ｐ．Ｂｅａｕｖ（Ｎｉｗａ
－ｓｕｇｉｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）；Ｐｏｌｙｔｒｉｃｈａｓｔｒｕｍ　ｆｏｒｍｏｓｕｍ
（Ｈｅｄｗ．）Ｇ．Ｌ．Ｓｍｉｔｈ等のＰｏｌｙｔｒｉｃｈａｓｔｒｕｍ　Ｇ．Ｌ．Ｓｍ
ｉｔｈ（Ｍｉｙａｍａ－ｓｕｇｉｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）；Ｐｏｌｙｔｒｉｃｈｕｍ　ｃｏ
ｍｍｕｎｅ　Ｈｅｄｗ．（Ｕｍａ－ｓｕｇｉｇｏｋｅ）等のＰｏｌｙｔｒｉｃｈｕｍ　Ｈ
ｅｄｗ．（Ｓｕｇｉｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）；Ｃｅｒａｔｏｄｏｎ　ｐｕｒｐｕｒｅｕｓ（
Ｈｅｄｗ．）Ｂｉｒｄ．（Ｙａｎｏｕｅｎｏ－ａｋａｇｏｋｅ）等のＣｅｒａｔｏｄｏｎ
　Ｂｉｒｄ．（Ｙａｎｏｕｅｎｏａｋａ－ｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）；Ｄｉｃｒａｎｕｍ　ｊ
ａｐｏｎｉｃｕｍ　Ｍｉｔｔ．（Ｓｈｉｐｐｏｇｏｋｅ）、Ｄｉｃｒａｎｕｍ　ｎｉｐｐ
ｏｎｅｎｓｅ　Ｂｅｓｃｈ（Ｏ－ｓｈｉｐｐｏｇｏｋｅ）、Ｄｉｃｒａｎｕｍ　ｓｃｏｐ
ａｒｉｕｍ　Ｈｅｄｗ．（Ｋａｍｏｊｉｇｏｋｅ）、Ｄｉｃｒａｎｕｍ　ｐｏｌｙｓｅｔ
ｕｍ　Ｓｗ．（Ｎａｍｉ－ｓｈｉｐｐｏｇｋｅ）等のＤｉｃｒａｎｕｍ　Ｈｅｄｗ．（Ｓ
ｈｉｐｐｏｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）；Ｌｅｕｃｏｂｒｙｕｍ　ｓｃａｂｒｕｍ　Ｌａｃ．（
Ｏ－ｓｈｉｒａｇａｇｏｋｅ）、Ｌｅｕｃｏｂｒｙｕｍ　ｊｕｎｉｐｅｒｏｉｄｅｕｍ（
Ｂｒｉｄ．）Ｃ．Ｍｕｌｌ．（Ｈｏｓｏｂａ－ｏｋｉｎａｇｏｋｅ）等のＬｅｕｃｏｂｒ
ｙｕｍ　Ｈａｍｐｅ（Ｓｈｉｒａｇａｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）；Ｂｒｙｕｍ　ａｒｇｅｎｔ
ｅｕｍ　Ｈｅｄｗ．（Ｇｉｎｇｏｋｅ）等のＢｒｙｕｍ　Ｈｅｄｗ．（Ｈａｒｉｇａｎｅ
ｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）；Ｒｈｏｄｏｂｒｙｕｍ　ｇｉｇａｎｔｅｕｍ（ｓｃｈｗａｅｇｒ
．）Ｐａｒ．（Ｏ－ｋａｓａｇｏｋｅ）等のＲｈｏｄｏｂｒｙｕｍ（Ｓｃｈｉｍｐ．）Ｈ
ａｍｐｅ（Ｋａｓａｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）、Ｐｌａｇｉｏｍｎｉｕｍ　ａｃｕｔｕｍ（Ｌ
ｉｎｄｂ．）Ｔ．Ｋｏｐ．（Ｋｏｔｓｕｂｏｇｏｋｅ）等のＰｌａｇｉｏｍｎｉｕｍ　Ｔ
．Ｋｏｐ．（Ｔｓｕｒｕ－ｃｈｏｃｈｉｎｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）；Ｔｒａｃｈｙｃｙｓｔ
ｉｓ　ｍｉｃｒｏｐｈｙｌｌａ（Ｄｏｚｙ　ｅｔ　Ｍｏｌｋ．）Ｌｉｎｄｂ．（Ｋｏｂａ
ｎｏ－ｃｈｏｃｈｉｎｇｏｋｅ）等のＴｒａｃｈｙｃｙｓｔｉｓ　Ｌｉｎｄｂ．（Ｋｏｂ
ａｎｏ－ｃｈｏｃｈｉｎｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）；Ｐｙｒｒｈｏｂｒｙｕｍ　ｄｏｚｙａｎ
ｕｍ（Ｌａｃ．）Ｍａｎｕｅｌ（Ｈｉｎｏｋｉｇｏｋｅ）等のＰｙｒｒｈｏｂｒｙｕｍ　
Ｍｉｔｔ．（Ｈｉｎｏｋｉｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）；Ｂａｒｔｒａｍｉａ　ｐｏｍｉｆｏｒ
ｍｉｓ　Ｈｅｄｗ．（Ｏ－ｔａｍａｇｏｋｅ）等のＢａｒｔｒａｍｉａ　Ｈｅｄｗ．（ｔ
ａｍａｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）；Ｃｌｉｍａｃｉｕｍ　ｄｅｎｄｒｏｉｄｅｓ（Ｈｅｄｗ．
）Ｗｅｂ．ｅｔ　Ｍｏｈｒ（Ｆｕｒｏｓｏ）、Ｃｌｉｍａｃｉｕｍ　ｊａｐｏｎｉｃｉｕ
ｍ　Ｌｉｎｄｂ．（Ｋｏｙａｎｏ－ｍａｎｎｅｎｇｕｓａ）等のＣｌｉｍａｃｉｕｍ　Ｗ
ｅｂ．ｅｔ　Ｍｏｈｒ（Ｋｏｙａｎｏ－ｍａｎｎｅｎｇｕｓａ－ｚｏｋｕ）；Ｒａｃｏｍ
ｉｔｒｉｕｍ　ｅｒｉｃｏｉｄｅｓ（Ｗｅｂ．ｅｔ　Ｂｒｉｄ）Ｂｒｉｄ（Ｈａｉ－ｓｕ
ｎａｇｏｋｅ）、Ｒａｃｏｍｉｔｒｉｕｍ　ｊａｐｏｎｉｃｉｕｍ　Ｄｏｚｙ　ｅｔ　Ｍ
ｏｌｋ．（Ｅｚｏ－ｓｕｎａｇｏｋｅ）、Ｒａｃｏｍｉｔｒｉｕｍ　ｃａｎｅｓｃｅｎｓ
（Ｈｅｄｗ．）Ｂｒｉｄ．ｓｓｐ．ｌａｔｉｆｏｌｉｕｍ（Ｓｕｎａｇｏｋｅ）、Ｒａｃ
ｏｍｉｔｒｉｕｍ　ｂａｒｂｕｌｏｉｄｅｓ　Ｃａｒｄ．（Ｋｏｂａｎｏｓｕｎａｇｏｋ
ｅ）等のＲａｃｏｍｉｔｒｉｕｍ　Ｂｒｉｄ．（Ｓｈｉｍｏｆｕｒｉｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ
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）；Ｈｙｐｎｕｍ　ｐｌｕｍａｅｆｏｒｍｅ　Ｗｉｌｓ．（Ｈａｉｇｏｋｅ）等のＨｙｐ
ｎｕｍ　Ｈｅｄｗ．，ｎｏｍ．ｃｏｎｓ．（Ｈａｉｇｏｋｅ－ｚｏｋｕ）；Ｔｈｕｉｄｉ
ｕｍ　Ｋａｎｅｄａｅ　Ｓａｋ．（Ｔｏｙａｍａ－ｓｈｉｎｏｂｕｇｏｋｅ）等のＴｈｕ
ｉｄｉｕｍ　Ｂｒｕｃｈ　ｅｔ　Ｓｃｈｉｍｐ．ｉｎ　Ｂ．Ｓ．Ｇ．（Ｓｈｉｎｏｂｕｇ
ｏｋｅ－ｚｏｋｕ）等を挙げることができるが、これらに限定されるものではないが、ミ
ズゴケとこれらのコケ植物の好適な生育環境が異なる場合が多いので、様々な要素、例え
ば、生育ｐＨ等を考慮して、用いるコケ植物を選択することが好適である。
　これらのコケ植物は、単独種類のコケ植物を用いることは勿論のこと、２種以上を組み
合わせて用いることも可能である。
　コケ植物を含有する透水組成物を、本ミズゴケ栽培基の乾燥ミズゴケ定形物として用い
る場合には、少なくとも、製品完成時点においては、コケ植物が、透水組成物の表面にお
いて露出していることが、コケ植物の光合成の機会の確保の観点からも、意匠上の観点か
らも、好適である。
　このコケ植物の露出手段として、まず、透水組成物中のコケ植物の含有比率を高く設定
することが挙げられる。具体的には、コケ植物を、透水組成物のコケ植物以外の含有物の
２倍量～１５倍量（質量比）程度となるように含有させることが挙げられる。コケ植物の
含有量が、透水組成物のコケ植物以外の含有物の２倍量未満であると、コケ植物以外の要
素（紙繊維、土質細物及び乾燥ミズゴケ）が、透水組成物の表面を覆ってしまう割合が多
くなり、コケ植物が十分に光合成を行うことが難しくなる。また、同コケ植物の含有量が
１５倍量を超えると、透水組成物におけるコケ植物の固定力が弱くなり過ぎる傾向が認め
られる。
　他の露出手段として、透水組成物におけるコケ植物の含有量を２倍量（質量比）未満、
好適には、０．１～１倍量としつつ、成形した透水組成物の表面近傍のコケ植物を、様々
な露出手段により、露出させる態様が挙げられる。
　例えば、１）電動のやすり付き工具等で、成形して乾燥させた透水組成物の表面を薄く
削り出し処理をする態様や、最も好適な態様として、２）成形した透水組成物の前駆組成
物の水分が失われる前に、その表面を、水流と接触させること、等を挙げることができる
。
　露出手段２）は、効率的にコケ植物の露出を行うことが可能であること、および、露出
工程において、削り出しのような埃が発生しないという点において、極めて有利である。
　水流を用いた露出工程２）において、水流を接触させる前駆組成物は、水分が含まれて
いる「固化前の状態」であるから、通常であれば、水流によって組成物は崩れてしまうは
ずである。しかしながら、当該前駆組成物の水流を接触させる面の表面近傍に存在するコ
ケ植物が、水流をトラップすることにより、組成物全体が崩れてしまうことを防御するこ
ととなる。このために、ごく表面の前駆組成物の土質細物や粉砕紙等のみが水流との接触
によって洗い流される結果、所望するコケ植物の露出状態を非常に簡便に実現することが
できる。なお、この水流の強さの程度は、日本国において、通常の状態（給水制限時のよ
うに、極端に水圧が下がっている場合は、水圧が不足する可能性がある）で用いる家庭用
の上水道から連結したノズル付きホースで実現される程度の水流で十分である。
　また、成形する透水組成物の形状が球状に近似した形状である場合には、透水組成物の
前駆組成物で形成された所望の成形物を、完全乾燥前に、複数個、電気洗濯機のような、
水流発生機構が設けられている水槽に入れ、この水槽において水流を発生させることによ
り、水流と透水組成物の成形物同士の接触による摩擦力により、コケ植物の露出工程を行
うことができる。なお、この水槽における処理は、通常の家庭用の洗濯機程度の水流中で
、２～１０分間程度、透水組成物の成形物同士を接触させることで行うことができる。
　以上述べた内容の透水組成物の前駆組成物を所望の形状として、これを乾燥させること
により、当該形状の透水組成物を素材とする器物が提供される。
　ｂ－４）器物の凹部が、この器物を貫通する貫通口ではなく、底が閉じた凹部であり、
かつ、この底が閉じた凹部に通ずる吸水口が設けられていない場合には、器物自体を介し
て凹部内の乾燥ミズゴケに、有水部の水を供給するために、器物の素材として、上述した
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透水性が認められる素材を選択することが必要となる、このような透水性の素材としては
、素焼き物、紙粘土、砂礫、軽石等を例示することができる。ただし、この態様は、有水
部の水が微生物を豊富に含み得る水、例えば、富栄養化した湖沼や、汚れた河川の水、下
水の単純浄化水等である場合には、水と共に、これらの微生物を生長ミズゴケに接触させ
てしまう可能性が強い。
　ｃ）その他の定形化方法
　上述したａ）、ｂ）の方法の他に、例えば、綿糸、絹糸、針金等の線状部材や、フィル
ム状の部材、網状の部材を、所望の形状に調えた乾燥ミズゴケに巻き付けて、乾燥ミズゴ
ケを定形化することが可能である。また、例えば、地面やコンクリート面等に穴を設けて
、この穴に乾燥ミズゴケを充填することも、「定形化」に含まれるものとする。
　また、所望の形状に調えた乾燥ミズゴケの集合物の側面部分［本ミズゴケ栽培基を、ミ
ズゴケの養生を行うことができる状態（本使用方法を行うことができる状態）として載置
した場合の側面に該当する部分］の底部近傍全体に、上述したコケ植物を植え付け、その
上から透明フィルムを被せて、植え付けたコケ植物を養生した後、この透明フィルムを取
り外すことにより、乾燥ミズゴケの集合物が、その周囲に植え付けたコケ植物による定形
化を行うことも可能である。
　また、上記のコケ植物の代わりに、乾燥ミズゴケの集合物の側面部分の最上部近傍全体
に、一般植物の種子を播き、これを発根させて当該側面に根張り面を形成させて、フィル
ムと種子の部分を除去することにより、根張り面による乾燥ミズゴケの集合物の定形化を
行うことも可能である。
　なお、上述したａ）～ｃ）の定形化方法は、１種類の方法を用いることも可能であるが
、２種類以上の方法を組み合わせて用いることも可能である。特に、本ミズゴケ栽培基に
おいて、器物を用いる場合には、ａ）の方法を組み合わせて用いることが好適である。
　（２）生長ミズゴケ
　生長ミズゴケは、第１図に示したような外観のミズゴケ植物体１０の、茎部１１、枝部
および葉部１２のうち、少なくとも、生長点を有する茎部が残った状態のものを用いるの
が好適である。
　ここで、ミズゴケの茎部が「生長点を有する」とは、仮に、ミズゴケの茎部を切断した
場合に、その切断した部分から、ミズゴケの植物体が伸長し得る「生長点」であり得るこ
とを意味するものとする。具体的には、本ミズゴケ栽培基に用いるミズゴケ植物体は、茎
部が、２ｃｍ程度以上、確保されていることが好適である。葉部（葉状体の部分）と枝部
（枝分かれしている部分）は、意匠的には確保されていることが好適であるが、確保され
ていなくてもよい。生長点を含む茎部さえ確保されていれば、本ミズゴケ栽培基における
ミズゴケ栽培を行うことが可能である（葉部と枝部自身も生長可能である。なお、茎部等
に生長点が存在するか否かの判断は、茎部等の切断面近傍において、目視で緑色がかった
彩色が認められるか否かによって行うことができる。すなわち、緑色がかった彩色が認め
られる場合には、生長点が確保されているものと判断し、緑色が失われている場合には、
生長点が実質的に失われてしまっていると判断することが可能である。
　生長ミズゴケの茎部が、「まとまった状態」である、とは、何らかの態様で、複数本の
生長ミズゴケの茎部が集約している状態を意味するもので、代表的には、束ねられた状態
の茎部を挙げることができる。この場合、茎部同士が絡まっていても、絡まっていなくて
も構わない。また、生長ミズゴケが、たとえ１本であっても、その茎部を折り込むことに
より、１本の茎部を、「まとまった状態」とすることができる。また、本ミズゴケ栽培基
等に用いる「まとまった状態の茎部」は、茎部同士で圧縮された状態とすることが、後述
するブルト形態を生長ミズゴケにおいて形成させる上で好適である。
　また、この「まとまった状態の茎部」は、本ミズゴケ栽培基において、１カ所以上に、
１個以上を配置することが可能であり、配置部位も、乾燥ミズゴケの固定物の内部または
外側とすることができる。この「まとまった状態の茎部」は、乾燥ミズゴケ定形物に接触
していることが、乾燥ミズゴケ定形物に吸収された水分（浸潤水）を、生長ミズゴケが、
その生長に利用するために必要である。
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　さらに、生長ミズゴケの生長点を含む部分が、乾燥ミズゴケ定形物から、実質的に露出
していることが必要である。これは、生長ミズゴケの生長点が、本ミズゴケ栽培基におい
て、「水没しない状態」であることが必要であり、この状態は、生長ミズゴケの生長点が
、乾燥ミズゴケ定形物から実質的に露出していることで、容易に維持が可能だからである
。
　ここで、「実質的に露出している」とは、生長ミズゴケが、乾燥ミズゴケ定形物から、
凸状に露出している状態は勿論のこと、例えば、乾燥ミズゴケ定形物に設けられた凹部の
深さよりも、生長ミズゴケ部分が短く、結果として生長ミズゴケの先端部分が、この凹部
の中に止まっている状態も、生長ミズゴケの生長により、生長ミズゴケの伸長部分が、乾
燥ミズゴケ定形物の外部に露出する空間が確保されているような場合も含まれる。
　また、本ミズゴケ栽培基の、上記の生長ミズゴケの露出部分と異なる部分の一部または
全部において、乾燥ミズゴケの集合物が露出しており、この露出部分の乾燥ミズゴケの集
合物が、本ミズゴケ栽培基の生長ミズゴケとの接触部分まで、連なっていることが必要で
ある。この乾燥ミズゴケの露出部分が有水部の水と接触することにより、そこの水を吸収
し、この吸収した水を、生長ミズゴケとの接触部分まで浸潤させ、生長ミズゴケに水を供
給し、その結果、本ミズゴケ栽培基における生長ミズゴケの養生を行うことができるから
である。
　このように、本ミズゴケ栽培基の使用時において、上記の生長ミズゴケの露出部分と異
なる、乾燥ミズゴケで構成される部分が、有水部の水と接触可能になっていることが必要
である。上述したように、水を、乾燥ミズゴケを介して、生長ミズゴケに向けて供給する
ことは、有水部において存在する不要な成分（汚れ等）を、乾燥ミズゴケの段階でろ過し
て、生長ミズゴケに供給し得る、という意義も認められる。このろ過の効果は、全長（１
単位の乾燥ミズゴケの長手方向の長さのみならず、複数単位の乾燥ミズゴケを、長手方向
に連結させた長さを含む）が長い乾燥ミズゴケを用いることで向上させることができる。
　（３）本ミズゴケ栽培基の具体的な態様の例示
　１）本ミズゴケ栽培基の第１の態様は、器物を用いない態様である。第２図は、この第
１の態様の本ミズゴケ栽培基２０Ａ等の製造工程等の一例を示した図面である。
　第２図（１）において、例えば、展開面上に配置したものを、内側に巻き込むことが可
能であり、かつ、好適には、展開面上の水分を外部に逃すことが可能な間隙が設けられて
いる、薄板状部材２１の展開面上に、水分を含ませ、なおかつ、水に溶かした紙繊維等の
、事後的に硬化可能な含水組成物を馴染ませた乾燥ミズゴケ２２を敷き、その上に、好適
には２本以上の生長ミズゴケ２３を、その茎部２３１を、乾燥ミズゴケ２２上に配置し、
かつ、生長ミズゴケ２３の葉部と枝部２３１が、乾燥ミズゴケ２２の外側に位置するよう
に載せ、これを、矢印２１１の方向に巻き込んで、薄板状部材２１を取り外す。この薄板
状部材２１を取り外した後の状態を示しているのが、第２図（２）である。次いで、生長
ミズゴケ２３の茎部２３１を巻き込んで、乾燥ミズゴケの集合物の内部に生長ミズゴケが
含まれている状態の、事後的に固化可能な含水組成物が馴染んだ状態の乾燥ミズゴケの集
合物２２１の部分を矢印２２２の方向に圧縮して、本ミズゴケ栽培基２０Ａが出来上がる
［第２図（３）］。このミズゴケ栽培基２０Ａは、事後的に固化可能な含水組成物の紙繊
維等の繋ぎ成分により、定形化されている。そして、さらに、ミズゴケ栽培基２０Ａを乾
燥することにより、乾燥ミズゴケの集合物２２１の、事後的に固化可能な含水組成物の水
分が失われ、例えば、紙繊維等が、さらに強固な繋ぎとなって定形化した、本ミズゴケ栽
培基２０’Ａが得られる［第２図（４）］。この乾燥させた本ミズゴケ栽培基２０’Ａは
、乾燥した生長ミズゴケ２３が、目視で緑色を帯びた色彩であることを目途に、乾燥ミズ
ゴケの集合物２２１を有水部の水に接触させることにより、生長ミズゴケ２３の栽培を行
うことができる。生長ミズゴケ２３の色彩から、緑色が失われてしまうと、水分を供給し
ても、生長ミズゴケ２３が再生することが難しくなる傾向が認められる。
　このようにして、生長ミズゴケ２３の茎部２３１が、定形化した乾燥ミズゴケの集合物
２２１の内部に接触した、本ミズゴケ栽培基の製造を行うことができる。
　また、別途、乾燥ミズゴケ定形物を製造し、これに、茎部をまとまった状態とした生長
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ミズゴケの当該茎部を、接触させた状態として、固定することも可能であり、「定形化さ
れている乾燥ミズゴケの集合物に凹部が設けられており、この凹部において、まとまった
状態の生長ミズゴケの茎部の１単位以上が、好適には圧縮された状態で嵌め込まれ、かつ
、この生長ミズゴケの生長点が、前記乾燥ミズゴケの集合物の凹部において実質的に露出
している、本ミズゴケ栽培基」が提供され得る。例えば、第３図のように、両端が開口し
た円筒状部材２４１の一端に、凸部２４２１が設けられた、円筒部材２４１から脱着可能
な、円形の底蓋２４２を、凸部２４２１が円筒内に向く方向に、嵌め込み配置して、これ
を底部とし、この中に、乾燥ミズゴケを含有する含水組成物２４３を流し込む［第３図（
１）：縦断面図］。次いで、上部から、円筒部材２４１の内壁に沿って滑動させることが
可能な押し板２４４を押し込み、含水組成物２４３の圧縮・脱水を行い［第３図（２）：
縦断面図］，円筒部材２４１から、含水組成物２４３の圧縮・脱水物として、乾燥ミズゴ
ケ定形物２４［第３図（３）：縦断面図］が得られる。この乾燥ミズゴケ定形物２４にお
いて、凸部２４２１に押し込まれて設けられた凹部２４０１に、茎部がまとまった状態の
生長ミズゴケ２４５の茎部を、好適には圧縮して嵌め込むことで、本ミズゴケ栽培基２５
を得ることができる［第３図（４）：縦断面図、同第３図（５）：全体図］。
　また、例えば、上記第２図の矢印２１１の巻き込みを行う前の段階で、生長ミズゴケ２
３の代わりに、棒状部材（図示せず）を、乾燥ミズゴケの上に載せて巻き込んだ後、この
棒状部材を乾燥ミズゴケの集合物からとり外し、これを乾燥ミズゴケ定形物とすることが
できる。この乾燥ミズゴケ定形物の棒状部材をとり外した後に形成される凹部に、生長ミ
ズゴケ２３の、まとまった状態とした茎部２３１をはめ込むことで、本ミズゴケ栽培基を
製造することも可能である。
　なお、これらの例では、１単位の生長ミズゴケ２３を用いているが、第４図のように、
２単位以上の生長ミズゴケ２３’を用いて、第２図に示したと同様の行程により［第４図
（１）：巻き込み行程］、２単位以上の生長ミズゴケ２３’の茎部が、乾燥ミズゴケ定形
物の内部において乾燥ミズゴケ２２’と接触している、本ミズゴケ栽培基２０Ｂを得るこ
とができる［第４図（２）］。
　また、凸部２４２１が１カ所設けられている、第３図の底蓋２４２に代えて、複数の凸
部２４２２が設けられている底蓋２４２’を用いて、第３図と同様の行程を行い［第５図
（１）］，複数の凹部２４０２が設けられている乾燥ミズゴケ定形物２４’を製造して、
これらの凹部に、茎部がまとまった状態の、複数単位の生長ミズゴケ２４５’の茎部を、
好適には圧縮して嵌め込むことで、本ミズゴケ栽培基２５’を得ることができる［第５図
（２）：縦断面図］。
　また、上述した通り、本ミズゴケ栽培基２０Ａと２０Ｂは、事後的に固化可能な含水組
成物により、定形化されているが、これに代えて、または、これと組み合わせて、他の方
法、例えば、上記にｃ）として示した、綿糸、絹糸、針金等の線状部材や、フィルム状の
部材を用いて定形化する方法や、コケ植物や、植物の根張り面により、乾燥ミズゴケの集
合物を、定形化する方法を行うことにより、本ミズゴケ栽培基を製造することができる。
　この第１の態様の本ミズゴケ栽培基の高さ［栽培基を載置する際の底部に該当する箇所
から、乾燥ミズゴケの定形物の生長ミズゴケが露出している箇所までの距離（生長ミズゴ
ケが複数の場合には、最も遠いもの）：本ミズゴケ栽培基１０Ａにおいては、ｈに該当す
る］は、最大、乾燥ミズゴケが揚水可能な高さまでであり、本ミズゴケ栽培基の具体的な
使用態様に応じて適切な高さを選択することができる。この揚水可能な高さは、乾燥ミズ
ゴケの種類や品質等によって変動するものであり、正確に特定することは困難であるが、
概ね６０ｃｍ程度である。最小の高さは、生長ミズゴケが、有水部の水により水没しない
ことが、生長ミズゴケの生育にとって必要であるので、ある程度の高さは必須である。ま
た、高さを０ｃｍ近辺としたミズゴケの栽培例は、すでに報告されている。本ミズゴケ栽
培基の場合、この高さは、最低２ｃｍ程度は必要であり、５ｃｍ以上であることが好適で
ある。この高さが２ｃｍ程度未満であると、乾燥ミズゴケ集合物に、生長ミズゴケを安定
に固着した状態で接触させることが困難であり、生長ミズゴケが、有水部の水で水没しな
いように保つことも、実際上、困難である。
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　２）本ミズゴケ栽培基の第２の態様は、器物を用いる態様である。第６図は、この第２
の態様の本ミズゴケ栽培基３０Ａ等の製造工程等の一例を、模式的に示した図面である。
　第６図（１）において、両端が開口した円筒状部材３１１の一端に、円柱状の突出部３
２１１が設けられた、円筒部材３１１から脱着可能な底蓋３２１を、突出部３２１１が上
側になるように、嵌め込んで配置して、これを底部とする。次いで、円筒部材３１１と突
出部３２１１との間に形成される隙間３２２に、透水組成物の前駆組成物を入れる（向か
って右側の透水組成物の前駆組成物３３１は、水以外の含有成分が準溶解状態で含有され
ている態様のものであり、同左側の前駆組成物３３２は、例えば、前駆組成物３３１の水
切りを行い、小片に分割して、これを基に造粒して、小粒子化して得られる、前駆組成物
の小粒子である。実際には、前駆組成物３３１と３３２は、別々に用いるのが通常である
が、この図面においては、両者を同時に模式化している。第６図・第７図・第８図（１）
において、同様である。）。次いで、円筒部材３１１の内壁と突出部３２１１に対して滑
動可能なリング形の板状部材３４１で、隙間３２２を押し込んで、透水組成物の前駆組成
物３３１と３３２を圧縮して、脱水・定形化を行っている。この圧縮行程の終了後、リン
グ形の板状部材３４１を取り外し［第６図（２）］、次いで、円筒部材内で定形化した前
駆組成物を取り出し、これを乾燥させることで、透水組成物を素材とした、円筒状の器物
３５Ａ［第６図（３）］を得ることができる。この器物３５Ａの貫通口３５１に、例えば
、本ミズゴケ栽培基２５を押し入れることにより、器物３５Ａにより乾燥ミズゴケ集合物
が定形化されている、本ミズゴケ栽培基３０Ａを得ることができる。
　また、この器物３５Ａと乾燥ミズゴケの定形化を連続的な行程で行うこともできる。す
なわち、第６図（２）に続いて、円筒状部材等を転置して、新たな底部に、凸部３４２１
が設けられた、円筒部材３１１から脱着可能な円形の底蓋３４２を、凸部３４２１が円筒
内に向くように、嵌め込み配置し、底蓋３２１を取り外し、再びリング形の板状部材３４
１を用いて、定形化された透水組成物の前駆組成物３３１と３３２を、新たな底蓋３４２
に向けて押し込む［第７図（１）］。次いで、底蓋３２１上において、筒厚の円筒状に定
形化された前駆組成物３３１と３３２の上から、この円筒の横断面の内周円を、同じく内
周円とする、両端が開口している筒状部材３４３を、定形化された前駆組成物３３１と３
３２の内周円と筒状部材３４３の内周円が重なるように載置して、乾燥ミズゴケと事後的
に固化可能な成分（好適には、紙繊維等の含水組成物）との混合物３４７を、この内周円
の中に流し込み、これを、筒状部材３４３の内壁に沿って滑動可能な押し板３４４を用い
て押し込む［第７図（２）］。次いで、押し板３４４と筒状部材３４３を取り外し、筒状
部材３１１の内壁に沿って滑動可能な、筒状部材３１１の内周円の全面を押し込むことが
可能な円状の押し板３４５で、成形対象物３４６の面ならしを行った後、筒状部材３１１
等を取り外す。円柱状の成形対象物の外側は、前駆組成物３３１と３３２を素材とする器
物３４６１であり、内側は、片面に凹部３４６３が設けられた、乾燥ミズゴケ定形物３４
６２である［第７図（３）］。この乾燥ミズゴケ定形物３４６２は、器物３４６１の貫通
口と、紙繊維等の含水組成物等の事後的に固化可能な成分の両者により、定形化されてい
る。この成形対象物３４６の凹部に、茎部をまとまった状態とした生長ミズゴケの茎部を
、好適には圧縮して嵌め込むことにより、本ミズゴケ栽培基３０Ａを得ることができる。
　器物の形状は、特に限定されず、例えば、第８図（１）のように、器物を、透水組成物
に、複数の貫通口３５２が設けられた板状体３５Ｂとして、これらの貫通口３５２に、本
ミズゴケ栽培基２５を、それぞれの貫通口に押し入れることにより、器物３５Ｂにより，
複数の乾燥ミズゴケ集合物が定形化されている、本ミズゴケ栽培基３０Ｂを得ることがで
きる。
　さらに、様々なデザインの器物を用いることにより、多様な形態の本ミズゴケ栽培基を
製造することが可能である。例えば、第８図（２）は、下方から上方にゆるやかな曲線を
描いてテーパーしている半球状部材の、頂部近傍から、底部へと貫通する貫通口３５３が
設けられた透水組成物を素材とする器物３５Ｃを製造し、その貫通口３５３に、例えば、
本ミズゴケ栽培基２５を押し入れ、さらに、この器物３５Ｃに、目に見立てた着色部材３
５４１と、口に見立てた着色部材３５４２と、一端にループが設けられた金属棒３５４３
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を嵌め込んで固定して、さらに、器物３５Ｃの一部を、編み物３５４４で覆って、特有の
顔型デザインの本ミズゴケ栽培基３０Ｃを得ることができる。また、第８図（３）（縦断
面図）のように、球状とした乾燥ミズゴケ３５５１の外側を、透水組成物で被覆して、球
状の器物３５５２で覆い、球状に定形化を行う。その球状体の表面に、乾燥ミズゴケ定形
物３５５１の中まで達する深さの凹部３５５３を設け、その凹部の中に生長ミズゴケ３５
５４の茎部を、好適には圧縮して嵌め込むことで、球状の本ミズゴケ栽培基３０Ｄを得る
ことができる。
　これらの第２の態様の本ミズゴケ栽培基における生長ミズゴケまでの高さも、第１の態
様の本ミズゴケ栽培基と同様に、最大、乾燥ミズゴケが揚水可能な高さまでであり、具体
的には、概ね６０ｃｍ程度が最大であり、最小の高さは２ｃｍ程度であり、５ｃｍ以上で
あることが好適である。
　＜本栽培方法と本栽培システムについて＞
　上述した本ミズゴケ栽培基は、本栽培システムを用いて、本栽培方法を行うことによっ
て、ミズゴケの栽培を行うことが可能であり、ミズゴケの栽培を通じて環境の改善を図る
ことができる。
　本栽培方法と本栽培システムにおいては、本ミズゴケ栽培基の、生長ミズゴケの露出部
分と異なる部分、典型的には、乾燥ミズゴケの集合物、を有水部の水と接触させて、乾燥
ミズゴケの集合物に水を浸潤させ、生長ミズゴケに水（浸潤水）を供給しつつ、生長ミズ
ゴケの生長点、すなわち、枝部および葉部として生長する部分を、有水部の水面や、有水
部の水面よりも高い位置に維持することが必要である。
　（１）「有水部」とは、本ミズゴケ栽培基に直接的に水を供給する、水が存在し得る場
を広く意味するものであり、人工物であっても、自然物であってもよい。すなわち、自然
物であれば、湖沼、湿原、河川、地下水層等の天然有水部が該当し、人工物であれば、皿
、壺、バット等の小規模の人工有水部；貯水槽、ため池、人工河川、人工地下水層、プー
ル、ダム、田圃等の比較的大規模な人工有水部；その他、所望の設計に基づいて製造され
る人工有水部全般を意味する。
　（２）有水部の水と接触させる、本ミズゴケ栽培基の部分は、この接触によって、少な
くとも、有水部の水が、乾燥ミズゴケの集合物に接触することが可能である限り、特に限
定されない。最も一般的には、水との接触部分において、乾燥ミズゴケの集合物が、実質
的に露出している態様を挙げることができる。ここで、「実質的に露出」とは、本ミズゴ
ケ栽培基を有水部に載置した場合に、有水部の水が、直接的に乾燥ミズゴケの集合物に接
触することができる状態にあることを意味するものであり、その限りにおいて、上記の器
物を用いない本ミズゴケ栽培基や、器物を用いる場合であって、乾燥ミズゴケの集合物が
器物から突出している場合や器物に設けられた底部の貫通口が平らになるように充填され
ている場合を意味することは勿論であるが、これに加えて、この貫通口に凹部を形成する
ように、乾燥ミズゴケの集合物が充填されていても、上記の有水部の水との接触条件を満
足する限り、「実質的に露出」の範疇に含まれる。また、乾燥ミズゴケの集合物と有水部
の水との間に、スポンジ、透水性フィルム、網状素材等の透水性素材を、有水部の水が、
乾燥ミズゴケの集合物に接触することができる量的・質的限度で設けることもできる。ま
た、この底部の貫通口入り口近傍の横断面積は、生長ミズゴケ側の貫通口の入り口近傍の
横断面積と同一であってもよいが、小さくても、生長ミズゴケの養生に十分な量の浸潤水
が、乾燥ミズゴケの集合物において確保される限りは許容される。むしろ、底部の貫通口
近傍の横断面積が、生長ミズゴケ側よりも小さいことは、乾燥ミズゴケの集合物の抜けを
簡便に防止し、かつ、乾燥ミズゴケを節約することが可能であり、好適である場合も認め
られる。
　乾燥ミズゴケ集合物が「実質的に露出した」態様をとり得る本ミズゴケ栽培基としては
、例えば、上述した第１の態様の本ミズゴケ栽培基２０Ａ、２０Ｂ、２５が挙げられる。
これらを、生長ミズゴケを上として、有水部において載置することにより、底部に露出し
ている乾燥ミズゴケの集合物に水が接触して、この接触点から、生長ミズゴケの近傍まで
、乾燥ミズゴケを介して水が引き揚げられ、生長ミズゴケに水が供給され、これにより、
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ミズゴケの養生が行われる。また、第２の態様の本ミズゴケ栽培基、３０Ａ、３０Ｂ、３
０Ｃは、それぞれ、器物に設けられた貫通口の底部に乾燥ミズゴケの集合物が露出してお
り、これらの貫通口が設けられている底部を、有水部上に載置することにより、底部の貫
通口から露出している乾燥ミズゴケの集合物に水が接触して、これらの接触点から、生長
ミズゴケの近傍まで、乾燥ミズゴケを介して水が引き揚げられ、生長ミズゴケに水が供給
され、これによりミズゴケの養生が行われる。このように、第２の態様のミズゴケ栽培基
において、器物に設けられた凹部が貫通口である態様は、最も簡便に、水分を乾燥ミズゴ
ケ定形物を介して、生長ミズゴケに供給することが可能な態様の一つである。
　なお、第２の態様の本ミズゴケ栽培基３０Ｄや、上述の３０Ａ～Ｃにおいて、貫通口が
設けられておらず、器物中の乾燥ミズゴケ集合物が、一見して、閉じた状態で嵌め込まれ
ている構成とすることも可能である。このような場合には、例えば、器物に、表側の口の
位置が乾燥ミズゴケ集合物側の口の位置よりも高い、表側から乾燥ミズゴケ集合物側へ通
じる水の流入口を設けて、この表側の口よりも高い水面が設けられている有水部に、本ミ
ズゴケ栽培基を載置して、外部から、乾燥ミズゴケ集合物に向けて水を流入させることに
より、乾燥ミズゴケ集合物に水を接触させて、これにより、生長ミズゴケの栽培を行うこ
とができる。
　また、例えば、器物の素材を透水素材として、器物の内側の乾燥ミズゴケ集合物の一番
低い位置よりも高い水面を有する有水部に、本ミズゴケ栽培基を載置することにより、透
水素材を介して、有水部の水が、乾燥ミズゴケ集合物に浸透して、この浸透した水がさら
に乾燥ミズゴケ集合物に接触して、これにより、生長ミズゴケの栽培を行うことができる
。
　（３）また、生長ミズゴケの生長点を含む部分、すなわち、枝部および葉部として生長
する部分が、有水部の水面よりも高い位置に維持されていることが必要である。
　この条件は、生長ミズゴケの生長点を含む部分が、実質的に、水中に没することがない
ように、本ミズゴケ栽培基を維持するための条件である。ここで、「実質的に、水中に没
することがない」とは、生長ミズゴケの生長点を含む部分が、恒常的に水中に没する状態
にない、という意味であり、例えば、本ミズゴケ栽培基を屋外に置いた場合に、降雨等に
より一時的に生長ミズゴケの生長点が水中に没することは、許容される。また、シャワー
水等で、本ミズゴケ栽培基の上から、水を供給することも、生長ミズゴケの生長を阻害し
ない限度で許容される。
　（４）本栽培方法や、本栽培システムが、従来から、小規模にのみ行われているミズゴ
ケの栽培方式と異なる点の一つとして、乾燥ミズゴケの集合物を、生長ミズゴケの吸水手
段としている点が挙げられる。すなわち、従来の技術では、乾燥ミズゴケを、そのまま、
薄く敷き詰めて、これを単なる保水材として、上から吸水を逐次行い、生長ミズゴケの栽
培を行っていた。しかしながら、本発明においては、乾燥ミズゴケを、集合物として成形
することにより、乾燥ミズゴケが、水面に対して、嵩高く保たれ得る状態を形成し、ミズ
ゴケ特有の非常に優れた吸水力により、この乾燥ミズゴケの集合物を介して、下方から上
方へと、あたかも、天然のポンプのごとく揚水し、上方に配置した生長ミズゴケに向けて
給水を行うことができる。この際、驚くべきことに、生長ミズゴケの茎部と、これに接触
する乾燥ミズゴケは、あたかも、接木のごとき、生長ミズゴケと乾燥ミズゴケの接合体が
形成されており、乾燥ミズゴケから生長ミズゴケへの水分の移動は、非常にスムーズに行
われ得る。従来においても、上方から給水を行うことで生長ミズゴケの管理を行うことが
可能ではあったが、短時間内に水が確保されているか否かの点検を行わなければならず、
小規模の栽培でさえも煩雑であり、積極的な環境回復を目指すような、大規模なミズゴケ
の栽培を行うことは、非常に困難であった。
　これに対して、本発明の場合には、下方に有水部が設けられ、ここに水が確保されてい
る限り、水が、生長ミズゴケまで供給され得るので、頻繁に点検を行わなくても、継続的
に生長ミズゴケの養生を行うことが可能である。さらに、生長ミズゴケは、生長するにつ
れて、下部組織（茎部）が衰退し、これに伴い、フミン酸やフルボ酸といった有機酸を外
部に滲出することにより、微生物汚染しにくい酸性環境が形成され、これにより、一層、
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ミズゴケ栽培の管理が簡便化される。
　また、本栽培方法と、本栽培システムにおいて用いる、本ミズゴケ栽培基における、生
長ミズゴケの茎部は、前述したように、「まとまった」状態、好適には圧縮された状態で
ある。本発明において、生長ミズゴケの茎部を、「まとまった状態」、好適には圧縮され
た状態とするのは、自然界において、ミズゴケの生長に伴い認められる、「ブルト」と呼
ばれる、特徴的な群落状の形態を、人工的に再現をすることが目的である。驚くべきこと
に、生長ミズゴケを分散させて栽培した場合よりも、本発明のように、生長ミズゴケの茎
部を、「まとまった状態」とすることで、著しく、ミズゴケの生長の促進を図ることが可
能なことが明らかとなった（これについては、後述する）。
　このブルト形成から、生長ミズゴケの加速度的な生長には、本ミズゴケ栽培基の凹部が
設けられた第１の態様における乾燥ミズゴケ集合物のその凹部、または、第２の態様にお
ける器物の凹部、の生長ミズゴケ側の開口部と実質的に連続した平面および／または曲面
を設けて、この平面および／または曲面上において、生長ミズゴケの増殖を行うことが好
適である。
　第９図（１）～（６）は、上記凹部近傍でブルトを形成した生長ミズゴケが、加速度的
に増殖する過程を図示した模式図である。
　第９図（１）は、第４図（２）の本ミズゴケ栽培基２０Ｂを、器物Ａ１に設けられた貫
通口Ａ１１に嵌め込んで（この器物Ａ１と本ミズゴケ栽培基２０Ｂと有水部Ａ２の組を、
本ミズゴケ栽培システムＡＡとする）、有水部Ａ２に器物Ａ１を載置した状態を示してい
る。有水部Ａ２には、水Ａ２１が確保されており、乾燥ミズゴケ２２’がこの水Ａ２１と
接触して、浸潤水として、生長ミズゴケ２３’に供給している。器物Ａ１には、開口部Ａ
１１１と実質的に連続した平面Ａ１１２が設けられている。
　生長ミズゴケ２３’は、当初は、上方向に伸張する［第９図（２）］が、やがて自重で
水平方向に倒れて、水平方向に、全体としては平面Ａ１１２上において、放射状に伸張を
始める［第９図（３）］。生長ミズゴケ２３’が放射状に伸張をする過程において、その
茎部２３２’（葉部２３１’が、平面Ａ１１２上に露出し、太陽光線が良く当たるように
なり、この茎部２３２’から、多数の再生芽２３’’が発芽し［第９図（４）］、この再
生芽２３’’も、当初は上方向に伸張する［第９図（５）］が、やがて自重で水平方向に
倒れて、放射状に伸張を行い［第９図（６）］、再生芽２３’’に由来する生長ミズゴケ
の茎部から、再々生芽が発芽して、当初上方向に伸張をはじめる。
　このように、ブルト形態においては、「上方向への伸張→放射状に伸張→再生芽の発芽
→再生芽の上方向への伸張→再生生長ミズゴケの放射状の伸張→再々生芽の発芽→……」
というサイクルを繰り返すことにより、加速度的に生長ミズゴケの増殖を行うことができ
る。ブルト形態なしでは、このようなサイクルの繰り返しは起こらず、増殖もごく限定さ
れた程度に止まるに過ぎない。
　なお、上記の平面Ａ１１２は、曲面、または、平面と曲面との組み合わせであってもよ
い。ただし、この平面および／または曲面の傾斜は、この開口部Ａ１１１の水平面を基準
として、－９０°～＋１０°の範囲であることが好適である（最も好適なのは、実質的に
同０°の平面である）。＋１０°より大きいと、生長ミズゴケの、放射状の伸張が、傾斜
のために阻害され、太陽光線の入射も限定される傾向が強くなる。－９０°よりも小さい
と、生長ミズゴケが垂れ下がってしまう。また、平面Ａ１１２には（平面および／または
曲面であってもよい）には、浸潤水を供給可能な機構が設けられていてもよい。この機構
は、典型的には、吸水材が充填された、その平面および／または曲面を構成する部材の上
面と底面を連絡する貫通口である。この吸収材としては、乾燥ミズゴケ、生長ミズゴケ、
スポンジ、砂、吸水性樹脂、海綿等を挙げることができるが、優れた揚水力と経済性を考
慮すると、乾燥ミズゴケが好適である。また、最初に設けた生長ミズゴケとこの浸潤水を
供給可能な機構までの距離は特に限定されないが、概ね８～３０ｃｍ程度が好適である。
　第９図では、本ミズゴケ栽培基２０Ｂとして、生長ミズゴケとして、枝部と葉部を伴わ
ない茎部と葉部と枝部を伴っているものを用いているが、この生長ミズゴケに代えて、枝
部と葉部は切断された茎部のみを、生長点を露出させて用いることによっても、生長ミズ
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ゴケのブルトが形成され、上記と同様の増殖サイクルを行うことができる。
　また、平面Ａ１１２に対応する、生長ミズゴケの増殖の場としての、既出の図面の平面
および／または曲面として、代表的なものを例示すると、例えば、第８図（１）の本ミズ
ゴケ栽培基３０Ｂを構成する、本ミズゴケ栽培基２５の上面部分と板状体３５Ｂの上面部
分、第８図（２）の本ミズゴケ栽培基３０Ｃを構成する器物３５Ｃの外面部分、第８図（
３）の本ミズゴケ栽培基３０Ｄを構成する球状の器物３５５２の球面が挙げられる。また
、第６図（４）の本ミズゴケ栽培基３０Ａの２５１とその外延部、第５図（２）の本ミズ
ゴケ栽培基２５１’、第３図（５）本ミズゴケ栽培基２５の２５１も、上記の平面として
例示される。
　また、本栽培方法と、本栽培システムにおいては、上述のブルト形態による増殖促進効
果に加えて、生長ミズゴケ自身の高い再生能力によって、栽培規模をさらに加速度的に拡
大することが可能である。すなわち、生長ミズゴケを細かく切断した場合、切断片自体の
多くは再生能力を有するために、例えば、当初は、本ミズゴケ栽培基を１個用いて栽培し
ていた場合であっても、生長ミズゴケの葉部と枝部がある程度大きくなった段階（葉部と
枝部が、１０ｃｍ長程度となった段階が好適である）で、枝部または葉部を刈り取り、刈
り取った植物体を１～２ｃｍ長程度毎に切断し、これらの切断された生長ミズゴケ片を、
再び、本ミズゴケ栽培基の生長ミズゴケとして用いることにより、１個のミズゴケ栽培基
から、複数単位の新たなミズゴケ栽培基を製造することが可能となる。この場合、切断さ
れた生長ミズゴケ片の向きを、元来の向きに揃えて、すなわち、切断される前の生長ミズ
ゴケの葉部側に相当する一端を上側に、茎部側に相当する他端を下側に揃えて、本ミズゴ
ケ栽培基の生長ミズゴケとして用いることが好適である。この生長ミズゴケ片の向きが、
上記の逆または不統一であると、新たなミズゴケ栽培基において生長ミズゴケが生長する
向きが不統一となる可能性がある。また、元の本ミズゴケ栽培基は、引き続き、本栽培方
法と、本栽培システムを行うことにより、残った茎部から、再び、葉部と枝部を再生する
ことができる。上記の刈り取りは、葉部近傍を、年に２回程度切断し、茎部全体を、年に
１度程度切断することが好適である。また、生長ミズゴケの茎部自体を、２ｃｍ長程度で
細断して、得られた細断片を本ミズゴケ栽培基の生長ミズゴケとして用いることも可能で
ある。
　（５）上記のように、本ミズゴケ栽培方法と、本ミズゴケ栽培システムにより、生長ミ
ズゴケを増殖させると、栽培当初に設けた、生長ミズゴケの増殖の場としての平面および
／または曲面いっぱいに生長ミズゴケが繁茂してしまい、その時点で、生長ミズゴケの増
殖が緩慢化することとなる。その反面、生長ミズゴケを大量に増殖することを目的に、最
初から、広いスペースを設けることが、必ずしも妥当ではない場合も認められる。このよ
うな場合は、生長ミズゴケの増殖の場を事後的に増設することが好適である場合が多い。
　すなわち、本発明は、本ミズゴケ栽培基における、乾燥ミズゴケの集合物の凹部、また
は、器物の凹部の生長ミズゴケ側の開口部と実質的に連続した平面および／または曲面が
、事後的に増設可能な平面および／または曲面である、本ミズゴケ栽培システムを提供す
る発明である。
　この事後的に増設可能な平面および／または曲面を形成するための増設用部材は、本ミ
ズゴケ栽培基における、乾燥ミズゴケの集合物の凹部（主に第１の形態の本ミズゴケ栽培
基）、または、器物の凹部（主に第２の形態の本ミズゴケ栽培基）、の生長ミズゴケ側の
開口部と実質的に連続した平面および／または曲面を構成する部材の外延部に接触した状
態で固定されることにより、この平面および／または曲面と、さらに連続した平面および
／または曲面を形成することができる部材である。
　例えば、第１０図（１）のように、円柱状の本ミズゴケ栽培基Ｂの円柱部分に、この円
柱の高さと等しい幅を有する柔軟性を有するテープ状の素材（例えば、フェルトテープ等
）Ｂ１を螺旋状に巻き付けた状態として、これを上記部材とすることも可能である。この
形態では、巻き付けられたテープ状素材Ｂ１の一側面（上面）により、増設平面Ｂ１１が
形成される。
　また、好適には、本ミズゴケ栽培システムにおける、乾燥ミズゴケの集合物（主に第１
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の形態の本ミズゴケ栽培基）の凹部、または、器物の凹部（主に第２の形態の本ミズゴケ
栽培基）の生長ミズゴケ側の開口部と実質的に連続した平面および／または曲面を構成す
る部材の外延部に、当該外延部との螺旋止めによる螺合、当該外延部に設けられた係合用
の構造（例えば、外延部の底部から外側に突出させた状態で設けた係合用の突起）による
係合、外延部と接触した状態で載置する衝合、外延部に設けられた凹凸構造に嵌め込むこ
とによる嵌合、接着剤による接着等の係止手段（この係止手段は特に限定されない）によ
り、接触した状態で固定することにより、この平面および／または曲面と、さらに連続し
た平面および／または曲面を形成することができる部材を例示することができる。例えば
、第１０図（２）のように、テーパーを有する四角柱形状の本ミズゴケ栽培基Ｃの四側面
それぞれのテーパーに対して衝合可能で、高さが、本ミズゴケ栽培基Ｃの高さに等しい、
四角柱形状の部材Ｃ１～Ｃ４を衝合させることで、部材Ｃ１～Ｃ４の一側面（上面）Ｃ１
１～Ｃ４１により、増設平面が形成される。なお、部材Ｃ１～Ｃ４においては、上面Ｃ１
１～Ｃ４１と、その底面を連絡する貫通口（Ｃ１１１～Ｃ４１１）が設けられおり、かつ
、その貫通口には、吸水材が充填されている。吸水材としては、上述したように、乾燥ミ
ズゴケ、生長ミズゴケ、スポンジ、砂、吸水性樹脂、海綿等を挙げることができるが、優
れた揚水力と経済性を考慮すると、乾燥ミズゴケが好適である。第１０図（３）は、（２
）の平面増設を、多重に行った形態を模式的に示した図面である（本ミズゴケ栽培基Ｃと
吸水材は省略）。この第１０図（３）に示すように、増設用部材Ｃ５の外側にＣ６を、さ
らにその外側にＣ７を、順次衝合させることにより、生長ミズゴケの繁茂に対応して、増
設平面を増加させることができる。また、第１０図（４）のように、第１０図（１）の本
ミズゴケ栽培基Ｂのごとく、形状が円柱状の場合には、その外延部にリング状の増設用部
材Ｃ８、Ｃ９を順次衝合させて、増設平面を増加させることができる。
　第１１図は、第１０図（２）～（４）に示すように、増設用部材を用いて増設平面を設
けた、本ミズゴケ栽培システムの一部の縦断面を示した図面である。第１１図（１）の状
態に至る典型的な過程として、本ミズゴケ栽培基Ｄの生長ミズゴケ（定形化された乾燥ミ
ズゴケは図示せず）Ｄ１を、下方の有水部（図示せず）からの浸潤水により養生して、本
ミズゴケ栽培基Ｄにおいて設けてある。生長ミズゴケＤ１の増殖の場としての平面Ｄ２に
おいて、生長ミズゴケＤ１が、上述したブルト形態に伴う増殖サイクルにより、十分に繁
茂した段階で、増設用部材Ｄ３を、本ミズゴケ栽培基Ｄの外延に衝合させて、これにより
形成される、平面Ｄ２と連続した平面Ｄ４において、さらに、生長ミズゴケＤ１を増殖さ
せる。増設用部材Ｄ３には、吸水材として乾燥ミズゴケを充填した貫通口Ｄ３１、Ｄ３２
が設けられている。これらの貫通口の乾燥ミズゴケが、有水部の水を上部まで揚水して、
増殖しつつある生長ミズゴケＤ１と接触することにより、この生長ミズゴケＤ１に水分を
供給して、増殖を促進する。さらに、生長ミズゴケＤ１の増殖程度に応じて、増設用部材
Ｄ３の外延部に、さらなる増設用部材Ｄ５を衝合させて、さらに、増設平面を拡大するこ
とができる。また、この増設平面の拡大は、外側に向けて順次行うことができる。また、
この例においては、増設用部材Ｄ３とＤ５の衝合部には乾燥ミズゴケＤ６が充填されてお
り、この乾燥ミズゴケＤ６は、前記の貫通口Ｄ３１、Ｄ３２に充填された乾燥ミズゴケと
同様に、生長ミズゴケＤ１に浸潤水を供給することができる。また、増設用部材Ｄ５には
、貫通口Ｄ５１、Ｄ５２が設けられており、生長ミズゴケＤ１に浸潤水を供給するために
、乾燥ミズゴケが充填されている。また、これらの貫通口Ｄ５１、Ｄ５２のように、生長
ミズゴケ近傍の断面積が、有水部近傍の断面積よりも広くして、乾燥ミズゴケを貫通口か
ら脱落しにくくすることも可能である。また、貫通口Ｄ５１、Ｄ５２の断面積の変更部の
広口側の底部に、小さい凹部Ｄ５０１［第１１図（２）］を設けて、この凹部に浸潤水を
ため込むようことができるようにすることが好適である。また、生長ミズゴケＤ１の繁茂
を緩和する場合には、増設用部材Ｄ５の外延部に沿って、隔壁Ｄ７を設けることが好適で
ある。このようにすることで、生長ミズゴケの外側への伸張をトラップして、その結果、
上記の増殖サイクルをストップさせることができる。
　（６）このように、本栽培方法と、本栽培システムを用いることによって、簡便に、か
つ、効率的に、ミズゴケの栽培を行うことが可能となる。本発明は、いわば、ミズゴケが
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繁茂する高層湿原を、都市空間や人工物においてさえも、自在に形成することを可能とす
る発明であり、さらに、自然界において失われつつあるミズゴケ湿原を回復することを可
能とする発明である。すなわち、現状において、園芸用途等で、経済的な価値が高いミズ
ゴケを、効率的に栽培可能であるという意味合いや、生長ミズゴケの外観の美しさ以上に
、通常の植物の４～５倍といわれている二酸化炭素の固定能力を有するミズゴケ湿原を容
易に形成することにより、地球温暖化の要因を激減させ得るという意義が、非常に大きい
。
　（７）本栽培方法と、本栽培システムは、例えば、以下のような態様で用いることがで
きる。
　１）本ミズゴケ栽培基を、有水部に載置することにより、本栽培方法と、本栽培システ
ムを行う態様
　この態様は、有水部の水と、１個以上の本ミズゴケ栽培基における、生長ミズゴケの露
出部分と異なる部分との接触が、有水部におけるミズゴケ栽培基の「載置」により行われ
ることを特徴とする、本栽培方法または本栽培システムの態様である。
　ここで、「載置」とは、文字通り、本ミズゴケ栽培基（例えば、２０Ａ、２０Ｂ、２５
、３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃ、３０Ｄ）を、所定の場所に置いて、本栽培方法または本栽培
システムを行うことを意味するものであるが、例えば、地面やコンクリート面に穴を設け
て、その穴の中に、本ミズゴケ栽培基を設けることも、「載置」に含めるものとする。
　この態様では、例えば、本ミズゴケ栽培基を、本ミズゴケ栽培基の生長ミズゴケの部分
には、水が恒常的に被らないように条件設定を行うことが好適である。典型的には、有水
部の水位を、載置するミズゴケ栽培基の高さよりも低く保つ条件設定が挙げられる。
　最も単純には、例えば、第１２図（１）（縦断面図）に示すように、水４１を入れてお
くことができる、中皿状の容器、水槽等の底面４２に載置される、ミズゴケ栽培基４３の
高さよりも低い水位で水を入れ、この程度の水位を保つように、水の管理を行うことで、
この態様の本栽培方法または本栽培システムを行うことができる。この水の管理は、定期
的に目視で点検して、注水口４４から、水を注ぎ足すことも可能であるが、水位計等によ
り、水位の減少を自動的に感知する機構、例えば、水位センサーをシステム中に付加して
、水位の減少時に自動的に水を注ぎ足すようにすることが好適である。また、降雨等によ
る増水時には、別途設けた排水口から、所定の水位まで水位を下げることができるように
することも好適である。
　また、第１２図（２）（縦断面図）のように、複数のミズゴケ栽培基４３の間の間（こ
こが、生長ミズゴケの増殖の場としての平面に該当する）に、砂礫等の透水可能な無機細
物４６を、ミズゴケ栽培基の高さ程度に敷き詰め、この無機細物４６中に、第１２図（１
）に示したものと同じく、好適には、水位を保つ機構（本図においては、側板４５に、水
位調整弁４５１、４５２が設けられている）を付加して、いわば、帯水層が確保されてい
る人工的な湿地と同様の状態を保つことも好適である。上記の無機細物が配置された部分
は、生長ミズゴケの生長部を含む部分が、本栽培方法または本栽培システムにおいて養生
され、生長すべき空間に接する実質部分である。この第１２図（２）に示した、無機細物
を用いる態様は、自然界のミズゴケ湿原の状態に近い、本栽培方法または本栽培システム
の最も好適な態様の一つである。
　第１２図（３）は、好適には、発泡スチロール等の軽質素材を用いた型４７０の表面を
、前述した、「事後的に硬化し、かつ、固化前は粘調な液体素材」（本図では「液体素材
」という）を用いて、自然の風合いとした器物４７の製造工程を示している。第１２図（
３）－１は、型４７０の裏面４７０１を上にして表現した図面であり、第１２図（３）－
２は表面４７０２（ここが、生長ミズゴケの増殖の場としての平面に該当する）を上にし
て表現した図面である。第１２図（３）－１において、裏面４７０１には、中央部に表面
４７０２とを結ぶ貫通穴４７０１１が設けられ、その周囲に、複数の非貫通穴４７０１２
が設けられ、裏面４７０１表面上には、貫通穴４７０１１と非貫通穴４７０１２相互を結
び、４７０の側面に通じている溝４７０１３が設けられている。第１２図（３）－１の型
４７０を倒置した、第１２図（３）－２の型４７０においては、溝４７０１３は、型４７
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０の側面において開口した状態となる。次いで、型４７０の表面４７０２の上に、液体素
材を塗布して、刷毛状とした針金４７０１４で表面をたたいて毛羽立たせ、その上に土等
の土４７０１５を振りかけて［第１２図（３）－３］、表面を均して、その上から防水材
を上層することにより、表面が自然の土に近似した風合いを有する器物４７を製造するこ
とができる。また、器物４７は、貫通穴４７０１１が１つであるが、複数とすることも可
能である。なお、器物４７における型４７０としては、例えば、複数の貫通穴が設けられ
ている薄板を複数枚積層固定してなる型や、多数の粒子を集積固定して、所定の形状とし
てなる型（ただし、いずれの型も、積層や集積の結果として、上記の貫通穴４７０１１に
相当する貫通穴を設けることが必要である）とすることも可能である。この器物４７の貫
通穴４７０１１に、例えば、本ミズゴケ栽培基２０Ｂ（第４図）の茎部を、好適には圧縮
して嵌め込むことにより、器物と生長ミズゴケが一体となった本ミズゴケ栽培基４７２（
第２２図において図示する）を製造することができる。なお、貫通穴４７０１の裏面側を
、プラスチックネット等の透水板で塞ぐことにより、本ミズゴケ栽培基２０Ｂの裏面から
の脱落を防ぐことが好適である。このような態様の本ミズゴケ栽培基４７２の使用態様は
、後述する（第２２図）。
　前記の第１２図（２）は、砂礫等の無機細物４６中に、予め製造した本ミズゴケ栽培基
４３を埋め込むことで構成される例であるが、例えば、予め、存在する地面やコンクリー
ト面に穴を開けて、そこに、事後的に本ミズゴケ栽培基を設けることも可能である。例え
ば、第１３図（１）（横断面図）のように、地下水面が水位５１１まで保たれている地面
５１（ここが、生長ミズゴケの増殖の場としての平面に該当する）に、穴５１２を開けて
、その中に、円柱状の部材５２を配置して、円柱状部材５２と穴５１２との間に設けられ
る空隙５３１に、好適には水を含んだ状態の乾燥ミズゴケ（乾燥ミズゴケと、紙繊維等の
水性組成物等の、事後的に硬化可能な成分との混合物であってもよい）５４を充填し、充
填後、円柱状部材５２を引き抜き［第１３図（２）］、この円柱状部材５２が引き抜かれ
て設けられる空隙５３２に、茎部をまとまった状態とした生長ミズゴケ５５の茎部５５１
を嵌め込んで、穴内に本ミズゴケ栽培基５６が設けられて、載置される態様が構築され得
る［第１３図（３）］。なお、さらに、生長ミズゴケ５５への水の供給を潤滑にするため
に、穴５１２の側部のみではなく、底部にも乾燥ミズゴケ５４を充填することも好適であ
る［第１３図（４）］。また、さらに、複数の穴５１２のそれぞれ全体に、乾燥ミズゴケ
５４を充填し、その上から、複数の生長ミズゴケ５５を、側面が乾燥ミズゴケ５４に接触
するように、かつ、好適には、生長ミズゴケ５５の植物体同士が重なり合うように載置す
ることによっても、生長ミズゴケ５５の養生を行うことができる［第１３図（５）］。こ
の第１３図（５）の態様は、生長ミズゴケと乾燥ミズゴケ集合物が、乾燥ミズゴケの外部
において接触している態様の一つである。
　この、「載置」する態様は、様々な環境に用いることができる。例えば、ａ）屋上にお
ける使用、ｂ）休耕田における使用、ｃ）屋内における使用，ｄ）元湿原の復元のための
使用等に、この「載置」する態様を用いることができる。
　ａ）屋上における使用
　ビルの屋上等において、本栽培方法、または、本栽培システムを行うことにより、当該
箇所に、薄い水分層が形成させて、ミズゴケ湿原の形成を実現することができる。ミズゴ
ケ栽培による、ミズゴケの収穫や、二酸化炭素の固定は勿論のこと、夏季の屋上部の温度
上昇を、著しく抑制することが可能である。また、ミズゴケだけではなく、高層湿原特有
の植物、例えば、モウセンゴケ、ツルコケモモ、チングルマ、ヒナザクラ等の養生を、ミ
ズゴケが生長する場において行うことが可能である。さらに、おそらく生長ミズゴケに由
来するフルボ酸やフミン酸等の酸性物質の影響により、有水部におけるボウフラの発生が
著しく抑制することができる。
　ビルの屋上等で、「載置」する態様を行う場合には、例えば、第１４図のような、ミズ
ゴケ栽培用の人工圃場を用いる態様が、典型的態様の一つである。
　第１４図の人工圃場６０においては、ｉ）底部６１１に遮水手段が施され、側部６１２
が、透水手段である通水口６１３が設けられた部材で構成され、かつ、上面が開放されて
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いる立体領域内に帯水材である砂礫６１４が配置されている、帯水部６１と、ｉｉ）水６
２が帯水部６１の側部の全部または一部と接触し、この側部に施された通水口６１３を介
して、水６２が帯水部６１に対して浸潤するように、水６２を貯留することが可能な、有
水部６３が設けられている。水６２の流入により、常に、砂礫６１４は帯水するように、
かつ、砂礫６１４の上には、水６２が被らないように、帯水部６１と有水部６３の水位は
、水位センサー等で調節されている。また、人工圃場６０を設置箇所において水平に保つ
ための、高さの調整機構（例えば、有水部６３の底面の四隅に、各々独立して高さを調整
可能な脚等）を設けることが好適である。この人工圃場６０における、生長ミズゴケの増
殖を行う場としての平面は、砂礫６１４の上面部分である。なお、有水部６３の素材は、
特に、限定されず、コンクリート、プラスチック、木材、石（人工大理石等）等を広く例
示できるが、特に、ＦＲＰ、ＧＭＴ等のガラス繊維等で強化されたプラスチックが、軽量
で壊れにくく、成形加工も容易であり、好適である。
　この人工圃場６０の砂礫６１４中に、第１３図に示したように、本ミズゴケ栽培基を生
長ミズゴケの部分が露出するように、例えば、６１５で示された部分に埋め込み、または
、載置することにより、本栽培方法または本栽培システムを行うことができる。
　また、第１４図の人工圃場６０の帯水部６１を除いた、有水部６３に、水６２を貯留し
て、その中に、種々の本ミズゴケ栽培基（例えば、２０Ａ、２０Ｂ、２５、３０Ａ、３０
Ｂ、３０Ｃ、３０Ｄ）を載置して、水６２の水位の管理を行うことにより、本栽培方法ま
たは本栽培システムを行うことができる。この態様においては、例えば、生長ミズゴケが
増殖する場として、その開口部と連続した平面６６１０が設けられ、かつ、底に貫通口６
６１１が設けられた凹構造物６６１の底部に、透水材である砂礫等の無機細物６６２を載
置し、その上に、第１の態様の本ミズゴケ栽培基６６３を嵌め込んだ、凹構造物６６１を
器物として用いた本ミズゴケ栽培基６６を好適な態様の一つとして、水６２中に載置して
用いることができる［第１５図（１）：縦断面図、この態様においては、無機細物６６２
は除いてもよい］。また、第１５図（２）のように、底に複数の貫通口６６１１’が設け
られた、上記凹構造物６６１の底部に乾燥ミズゴケ６６４を配置して、その上に、茎部を
まとまった状態とした生長ミズゴケ６７とその茎部６７１を嵌め込んでなる、本ミズゴケ
栽培基６８とすることができる。
さらに、第１５図（３）（縦断面図）に示すように、凹構造物６６１を複数設けたマルチ
タイプの凹構造物６６１’とすることもできる。マルチタイプの凹構造物６６１’におい
ては、各々の凹部６６１同士は、近接しているよりも、各々の凹部６６１の開口部同士を
連結して、生長ミズゴケが増殖する場としての平面が設けられていることが好適である。
これらの各々の凹構造物６６１において、第１５図（１）または（２）の本ミズゴケ栽培
基のように、無機細物６６２と第１の態様の本ミズゴケ栽培基６６３［第１５図（１）に
準ずる：第１５図（３）において図示せず］、または、乾燥ミズゴケ６６４と生長ミズゴ
ケ６７とその茎部６７１［第１５図（２）に準ずる］等を配置することにより、生長ミズ
ゴケの栽培起点を複数有する、マルチタイプの本ミズゴケ栽培基６９が提供される。第１
５図（３）では、このマルチタイプの本ミズゴケ栽培基６９の扱いを時間を追って、模式
的に示しており、６６１－１は、凹部に乾燥ミズゴケ６６４を充填する時点を示し、６６
１－２、３は、その上に生長ミズゴケの茎部６７１を、まとまった状態で生長点を上に向
けて配置する時点を示し、６６１－４、５は、生長ミズゴケの養生を行うことで、生長ミ
ズゴケ６７が伸長している状態を示している。
　ｂ）休耕田における使用
　この態様は、農業振興の一環として、休耕田を、ミズゴケ湿原に転換することも可能で
ある。水分の供給は、本来水田に用いられ得る水路を転用することが可能である。
　すなわち、この態様では、例えば、休耕田６００に、第１４図に示したと同様の、人工
圃場６０を構築し、有水部６３の水は、水門６３１が設けられている貯水池６３２が水源
の、水田用の用水路６３３から引水することができる（第１６図：縦断面図）。
　ｃ）屋内における使用
　ミズゴケにとって必要な光合成量が確保可能な日照等の光条件下であれば、本栽培方法
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または本栽培システムを屋内においても行うことができる。屋内においては、本ミズゴケ
栽培基にインテリアとしてのファッション性が求められることも多く、例えば、本ミズゴ
ケ栽培基３０Ｃのような、所望のデザインの器物を用いた、本ミズゴケ栽培基を用いて、
比較的小規模に、本栽培方法または本栽培システムを行うことが想定される。なお、屋内
においても、上記の光条件が確保される限りは、上述した、屋上湿原のような態様を行う
ことも可能である。
　ｄ）元湿原の復元のための使用
　近年は、多くの高層湿原が、高層湿原に比べると永続性において問題がある、中層湿原
や低層湿原に変化しつつあるといわれている。また、湿原自体が、急激に乾燥化して失わ
れつつあることも報告されている。このような、元湿原の復元のために、本栽培方法また
は本栽培システムを用いることができる。
　すなわち、例えば、乾燥化した元湿原に、第１３図（１）～（４）のような態様の施工
を施すことにより、地下に下ってしまった帯水層の水を、乾燥ミズゴケの揚水力で、上部
の生長ミズゴケに供給し、これにより、ミズゴケを養生して、ミズゴケが繁茂する高層湿
原を再生することが可能となる。なお、帯水層が、乾燥ミズゴケの揚水力では揚水するこ
とが困難なほどに後退している場合には、別途、第１６図の貯水池６３２のような、給水
源を確保し、その水を用いて、ミズゴケの養生を行うことが必要となる。
　２）本ミズゴケ栽培基を、有水部の底部よりも上に配置することにより、本栽培方法と
、本栽培システムを行う態様
　この態様は、有水部の水と、１個以上の本ミズゴケ栽培基における、生長ミズゴケの露
出部分と異なる部分との接触が、ミズゴケ栽培基を、有水部の底部よりも上に配置するこ
とが可能な機構による配置により行われることを特徴とする、本栽培方法または本栽培シ
ステムの態様である。
　この態様は、有水部を、ある程度、外部から遮断をする場合において、好適に用いるこ
とができる。ミズゴケ栽培基を、有水部の底部よりも上に配置することが可能な機構（以
下、懸垂機構ともいう）は、ミズゴケ栽培基を、懸垂力等により、有水部の底部から分離
することができる機構である。
　第１７図（縦断面図）において、懸垂機構７１は、本ミズゴケ栽培基７２のまとまった
状態の生長ミズゴケの茎部が存在する部分７１１を嵌め込むことが可能な嵌め込み口７１
２が設けられ、かつ、円筒状の有水部７３の開口部近傍の縁に嵌め込んで、懸垂機構７１
と有水部７３を嵌着することが可能な嵌着機構７１３が設けられている、蓋状の部材であ
る［第１７図（１）］。この懸垂機構７１に設けられた平面７１０が、生長ミズゴケ７２
が増殖する場としての平面に該当する。第１７図（２）に示すように、嵌め込み口７１２
に、本ミズゴケ栽培基７２の、まとまった状態の生長ミズゴケが存在する部分７１１を嵌
め込んだ、懸垂機構７１を、水７４が入っている、有水部７３の開口部に嵌着させて、本
ミズゴケ栽培基７２を、有水部７３に対して懸垂した状態で、水７４と茎部に相当する部
分７１１を接触させることで、本ミズゴケ栽培基７２において、生長ミズゴケの養生を行
うことができる。なお、この態様の場合、茎部に相当する部分７１１を、例えば、第１７
図（３）に示すような、円筒状の金網型部材７１３に嵌め込んで、第１７図（４）に示す
ように定形化を行うことも可能であり、第１７図（５）に示すような、有孔の円筒状部材
７１４に嵌め込んで、第１７図（６）に示すように定形化を行うことも可能である。
　また、懸垂機構も、例えば、水抜きとガス交換の目的から、小孔７１４を設けることも
可能であり、外側に凸部７１５を設けることもできる［第１８図（１）の懸垂機構７１Ａ
：縦断面図］。また、さらに、嵌め込み口７１２において、網状部材等の透水部材製の袋
状部材７１６を設けることもできる［第１８図（２）の懸垂機構７１Ｂ：縦断面図］。こ
の袋状部材７１６の底部に、乾燥ミズゴケ７１７を入れて，これを定形化し、茎部がまと
まった状態の生長ミズゴケ７５を、その上に接触するように嵌入して、上記の第１７図に
示した要領で、生長ミズゴケ７５の養生を行うことができる［第１８図（３）：縦断面図
］。また、嵌め込み口を、一つの懸垂機構において複数設けることも可能である。第１８
図（４）は、水７４’を入れた箱形の水槽７１３’の縁に対して、嵌め込み固定が可能な
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、複数の嵌め込み口７１２’と、小孔７１８’を設けた、蓋型の懸垂機構７１’を、水槽
７１３’の縁に対して嵌め込み固定を行い、各嵌め込み口７１２’には、それぞれ、本ミ
ズゴケ栽培基７２’を、上記の要領で嵌め込み、各本ミズゴケ栽培基７２’同士の間を、
砂礫７５で埋めた態様を示した図面である。この砂礫７５を配置した平面７５０が、生長
ミズゴケ７２’が増殖する場としての平面に該当する。このように、本態様においても、
複数のミズゴケ栽培基の養生を行うことが可能である。
　このような、「懸垂する」態様の、本栽培方法や本栽培システムは、有水部の水の蒸散
を、蓋のような密閉性を与える、懸垂機構によって抑制することができる。そして、この
態様は、上記のａ）屋上における使用、ｂ）屋内における使用、および、ｃ）斜面・壁面
における使用に適している。ａ）屋上における使用と、ｂ）屋内における使用に関しては
、上記のような態様のミズゴケ栽培方法、または、ミズゴケ栽培システムを、適切な条件
下、屋上や屋内において行うことで、ミズゴケの養生を行うことができる。
　ｃ）斜面・壁面における使用は、例えば、第２２図（縦断面図）において、斜面７６上
に、階段状に、ミズゴケ栽培基７６１が、懸垂部材７６２によって、有水部７６３に対し
て懸垂されており、各有水部７６３には、給水パイプ７６４により、逐次、給水が可能な
状態になっている態様で行うことができる。なお、余剰の水は、懸垂部材７６２に設けて
ある小孔（図示せず）によって外部に排出される仕組みになっている。
　３）本ミズゴケ栽培基を、浮力により、有水部の水面近傍に浮上させることにより、本
栽培方法と、本栽培システムを行う態様
　この態様は、有水部の水と、１個以上の本ミズゴケ栽培基における、生長ミズゴケの露
出部分と異なる部分との接触が、本ミズゴケ栽培基を、浮力により水面近傍に浮上させる
ことが可能な機構により行われることを特徴とする、本栽培方法または本栽培システムで
ある。
　「浮力により水面近傍に浮上させることが可能な機構」は、水よりも比重が小さい素材
や器具を用いた機構が好適である。素材としては、発泡スチロール、木材等を用いること
ができる。器具としては、浮き球、浮き輪等の、空気等のガスを大量に含む器具を挙げる
ことができる。
　例えば、第２０図（１）（縦断面図）は、水８１をたたえた、排水口８２１付きの水槽
８２の中に、発泡スチロール製の外枠８３１と、網状体製の底部８３２が設けられた、低
比重の容器８３の底部８３２上に、本ミズゴケ栽培基８４を多数載置したものを静置した
状態を示した図面である。低比重容器８３は、その水に対する浮力により、水８１の水面
において浮上しており、本ミズゴケ栽培基８４の葉部と枝部近傍は、水８１を被らずに、
茎部に相当する部分のみが水中に没している。この状態を維持することにより、ミズゴケ
栽培基８４における生長ミズゴケの養生を行うことができる。外枠８３１の上面が、本ミ
ズゴケ栽培基８４における生長ミズゴケを増殖させる場としての平面に該当する。なお、
低比重容器８３の浮力が足りない場合は、必要に応じて、発泡スチロールを付加可能にし
ておく（８３１１）ことが好適である。また、発泡スチロールに代えて、または、組み合
わせて、浮き球等を用いることもできる。また、第２０図（２）のように、発泡スチロー
ルの板８５に、複数の貫通口８５１を設けて、ここに、本ミズゴケ栽培基８４を嵌め込ん
で、そのミズゴケの茎部に相当する部分を水８１に接触させて、本ミズゴケ栽培基の、生
長ミズゴケの養生を行うことも可能である。この態様において、発泡スチロールの板８５
の上面が、本ミズゴケ栽培基８４における生長ミズゴケを増殖させる場としての平面に該
当する。
　この「浮上」態様の、本栽培方法や本栽培システムは、上記のａ）屋上における使用、
ｂ）屋内における使用、および、ｃ）ダム湖面（人造湖面）やため池面における使用に適
している。ａ）屋上における使用と、ｂ）屋内における使用に関しては、この態様のミズ
ゴケ栽培方法、または、ミズゴケ栽培システムを、適切な条件下、屋上や屋内において行
うことで、ミズゴケの養生を行うことができる。特に、この態様を比較的小規模で行う場
合は、上記の水槽と発泡スチロールのデザインを工夫することにより、斬新なデザインと
することが可能であり、インテリア用途としても有望である。
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　また、ｃ）ダム湖面（人造湖面）やため池面における使用は、この態様の最も有望な使
用態様の一つである。すなわち、ダム湖面（人造湖面）やため池面において、この態様の
使用を行うことで、湖面等をミズゴケの浮遊圃場で被覆し、水分の蒸発を低下させること
が可能であり、ミズゴケの栽培自体を、水分の補給なしに行うことが可能である。また、
ミズゴケの栽培により、湖水が酸性に傾き、富栄養化等による、有害プランクトンの発生
を抑制することも可能であると考えられる。
　第２１図は、この「浮上」態様の大規模な実施態様を概念図として示したものである。
第２１図（１）は、ダム湖等８１における浮上単位８２の拡大概念図であり、第２１図（
２）は、全体概念図である。筏様の浮上単位８２Ａ、Ｂ，Ｃ、Ｄ・・・は、木枠８２１で
区切られ補強されており、各々のブロック８２２Ａ、Ｂ，Ｃ・・・の底部は、網状体（図
示せず）が強固に張られることにより構成されている。かかる各ブロックの上に、さらに
、底部に網状体が張られている、木や、発泡スチロール等の軽量素材製の枠単位８２３Ａ
、Ｂ・・・の中に、本ミズゴケ栽培基８２４が、成長点側を上にして載置されており、こ
れが、各ブロック８２２Ａ、Ｂ，Ｃ・・・上に、ピン８２５で係止されつつ、載置されて
いる。浮上単位８２Ａ、Ｂ，Ｃ・・・は、湖岸とワイヤーロープ８３Ａ、Ｂ，Ｃ・・・で
連結されており、さらに、これらのワイヤーロープの浮上単位側の連結部８３１を経た先
端には、浮き球８３２が付加されており、浮上単位８２の浮力の向上が図られている。ま
た、浮上単位８２同士は、筏状の通路８３３で連結されており、作業者等が、筏間を容易
に移動することができるようになっている。このようにして、複数の筏様の浮上単位８２
が、湖水８４上に浮いた状態が保たれている。
　この第２１図に示される状態を保つことにより、ダム湖８１上において、湖水で、本ミ
ズゴケ栽培基８２４におけるミズゴケの養生を行うことが可能であり、前述したように、
ミズゴケの栽培と同時に、湖水の蒸散抑制と、湖水環境の保全に資することができる。
　第２２図は、第１２図（３）において説明した、本ミズゴケ栽培基４７２の使用態様を
示した図面である。本ミズゴケ栽培基４７２は、載置して用いることも可能であり、水の
上に浮上させて用いることも可能である。
　載置する形態としては、例えば、第２２図（１）（横断面図）、のように、複数の本ミ
ズゴケ栽培基４７２の底部および複数の本ミズゴケ栽培基４７２（平面４７２０が、ミズ
ゴケ栽培単位２０Ｂの生長ミズゴケが増殖する場としての平面に該当する）の組合せによ
り形成される側面を、防水シート９１１で覆って固定し（特に、底部は接着剤９１２で固
定を行うのが好適である）、さらに、好適には、側面の最も外側には、化粧タイル、ブロ
ック、煉瓦等の装飾部材９１３を貼り付け固定することにより、側面の外観を補正するこ
とにより、第２２図（２）（上面図）のような区画を、容易に設けることができる。第２
２図（２）において、例えば、防水シート９１１と装飾部材９１３によりなる一定の枠９
１内に、一個の本ミズゴケ栽培基２０Ｂが嵌め込まれている本ミズゴケ栽培基４７２と、
複数の本ミズゴケ栽培基２０Ｂが嵌め込まれている本ミズゴケ栽培基４７２’と、平板石
４７３を組み合わせ、嵌め込むことにより、多彩な形態でミズゴケが露出している簡易型
のミズゴケ人工湿原９１４を構成することができる。ミズゴケ人工湿原９１４においては
、枠９１内に水を流通させることが必要であるが、この枠９１内の一画から水を導入し、
他の一画の排水口から水を流出させることにより、所望する水の流通状態を実現すること
が可能である。すなわち、枠９１内の一画から流入した水は、個々のミズゴケ栽培基４７
２または４７２’の底部の溝を通じて底部全面に流通し、その過程で、個々の本ミズゴケ
栽培基２０Ｂに水が供給され、当該栽培基２０Ｂの生長ミズゴケを養生することができる
。
　浮上させる形態としては、例えば、第２２図（３）のように、水槽９２１に水９２２を
流通させて、一定の水位を保ち、ミズゴケ栽培基４７２等（４７２’でもよい）をその上
に浮上させることにより、個々のミズゴケ栽培基４７２等の生長ミズゴケの養生を行うこ
とができる。また、この態様の場合、個々のミズゴケ栽培基４７２等同士を、紐状部材９
２３により繋いで、水槽９２１の固定部と連結して係止することが好適である。
　第２３図は、水に浮上させる器物を用いた本ミズゴケ栽培基の他の形態９３を示した図
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面である。第２３図（１）［縦断面図（Ｉ－Ｉ’）］は、素材として発泡スチロール等の
軽量部材を用いた球状物の一面を切断して底面９３１１を設け、当該底面９３１１とそれ
に対する頂部との間に貫通穴９３１２を設けた器物９３１に、好適にはプラスチック等で
被覆された金属製の線状部材の一端を手に似せて加工した手状部材９３１３の他端を、器
物９３１の側面から貫通穴９３１２に向けて刺し込んで貫通させ、貫通穴９３１２内にお
いて、係止用金具９３１３１で係止することにより、器物９３１に腕状の装飾が施されて
なる、２つの腕付き器物９３２を示している。器物９３１の表面を構成する曲面が、本ミ
ズゴケ栽培基２０Ｂの生長ミズゴケが増殖する場としての曲面に該当する。次いで、第２
３図（２）［縦断面図（ＩＩ－ＩＩ’－ＩＩ’’）］において、腕付き器物９３２上に、
前述した「事後的に硬化し、かつ、固化前は粘調な液体素材」を用いる表面装飾法により
所望の装飾を施し（９３２１、９３２２、９３２３）、また、目（９３２４）や口（９３
２５）に似せた部材を顔面に相当する部分９３２３に固定し、さらに、貫通穴９３１２の
底面を網状部材９３２６で塞いで、貫通穴９３１２の上側の開口部から、本ミズゴケ栽培
基２０Ｂを嵌め込み、装飾を施し、かつ、水に浮上する形態の本ミズゴケ栽培基９３を製
造することができる。この本ミズゴケ栽培基９３は、第２３図（３）に示すように、水槽
９３３１内の水９３３２の上にバランス良く浮上させるために、例えば、上記の２つの腕
状部材９３１３の位置を調節し、さらに、貫通穴９３１２内にバランス調整用部材９３３
３を必要に応じて組み込む等の水上バランス調整手段を施すことが好適である。
　このように、様々な形態で、生長ミズゴケを養生することが可能な環境を容易に構築す
ることができる。
［実施例］以下、本発明の実施例を記載する。
　［第１の態様の本ミズゴケ栽培基］
　＜製造＞
　（１）古新聞紙４ｇを、５００ｍｌの水の中で細断し、十分に混練し、これと市販の園
芸用の乾燥ミズゴケ（ボイル処理済み）１００ｇ（乾燥質量）を混ぜ合わせ、これに、３
リットルの水を添加して、乾燥ミズゴケを含有する、粉砕紙の含水組成物を得た。
　（２）この含水組成物を、１ｋｇ程度用いて、第３図（１）～（５）に示す要領で、高
さ約８ｃｍ、底面の直径が約１５ｃｍの円柱の一底面の中央に、直径約３ｃｍ、深さ約５
ｃｍの凹部が設けられた、乾燥ミズゴケ定形物を製造した。この乾燥ミズゴケ定形物の凹
部に、後述する大規模栽培により得られたオオミズゴケ（生長ミズゴケ）を、枝部と葉部
の他に、茎部を５ｃｍのところでカットしたものを、乾燥質量で、約２ｇ程度相当、茎部
のみを捻るように圧縮しつつ押し込んで、１個の第１の態様のミズゴケ栽培基を得た。
　この第１の態様のミズゴケ栽培基１個を、水を入れた洗面器の中に載置した状態を、第
２４図に示した。
　＜生長試験＞
　（１）上記の（２）の要領で製造した、第１の態様のミズゴケ栽培基を２個、側部に多
数の孔が空いているプラスチック容器の上に載置して、これを、このプラスチック容器よ
りも大きな中皿状の容器中に載置した。丁度、これら２単位の本ミズゴケ栽培基の乾燥ミ
ズゴケ定形物が被る程度に、砂をプラスチック容器の中に入れ、さらに、このプラスチッ
ク容器の外側の中皿状の容器中に、水を入れ、常に、水深が２～５ｃｍ程度になるように
管理した（余分な水は、ドレーンを設けて排出されるようにした。これにより、上記のミ
ズゴケ栽培基の下部２～５ｃｍは、常に水と接触しているが、それ以上、水位は上がらな
いように保たれた）。この状態で、６～８月の３ヶ月間、東京都の屋上に放置した結果、
第２５図に示す初期状態から、第２６図に示すように、ミズゴケが、旺盛に生長した。
　なお、この試験と並行して、上記のプラスチック容器の中に乾燥ミズゴケを、高さが６
ｃｍ程度になるように敷き詰めて、その上に、薄く砂を敷いて、上記と同じ生長ミズゴケ
を、乾燥質量で、約８ｇ相当（上記の実施例の約４倍量）、植物体同士が重なるように寝
かせて配置して、上記と同様の環境に置いた。しかしながら、ある程度のミズゴケの生長
は認められたものの、上記の実施例と比較すると、明らかに緩慢な生長であった。
　この生長程度の差異は、上記の実施例が、生長ミズゴケの茎部が圧縮された状態でまと
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れる。
　（２）多数の直径が１．５ｃｍ程度の小貫通口を設けた、厚さが３ｃｍ程度、直径が１
５ｃｍ程度の発泡スチロール製の円板状の軽量基盤において、小貫通口の下部１ｃｍ程度
に乾燥ミズゴケを詰め込み、その上に、上記の生長ミズゴケの茎部を２ｃｍ程度切断して
、まとまった状態で、これらの小貫通口に嵌め込み、乾燥ミズゴケ側（この側は、金網に
よって乾燥ミズゴケが脱落しないように補強されている）を下側に向けて、日当たりの良
い室内の水槽の上に浮かばせて、東京で、６～９月の間、放置した。その結果、軽量基板
上に、ミズゴケの葉部と枝部が伸長して、ほとんど、円板上は、ミズゴケによって覆われ
ていた（第２７図）。
　［第２の態様の本ミズゴケ栽培基］
　粉砕した新聞紙１８０ｇと土質細物５００ｇ〔水稲育苗専用粒状培養土をミキサーで、
市販の非粒状培養土程度の粒径に細粒化したもの４００ｇと、粘土１００ｇ〕を、水３Ｌ
中に含有させ、攪拌、混練し、３Ｌの透水組成物の前駆組成物を得た。
　この前駆組成物を型にとって、水を切り、頂部から底部に向けて、直径が５ｃｍ程度の
貫通口が設けられている、高さ約１２ｃｍ、底面直径約１５ｃｍのカボチャ型とし、型抜
き後、乾燥させて、器物の原型とした。この貫通口の底部側７ｃｍに、上記の粉砕紙と乾
燥ミズゴケを含有する含水組成物を詰め込み、上側に、茎部５ｃｍと若干の葉部と枝部を
伴う、栽培した生長ミズゴケの茎部をまとめた状態で嵌め込み、顔に似せた装飾を施し、
第２の態様の本ミズゴケ栽培基を得た。これを洗面器の中に入れ、洗面器に水を注いで、
洗面器の水をある程度一定の水位とすることで、生長ミズゴケを増殖させながら、デザイ
ンを楽しむことが可能であった（第２８図）。
　［ミズゴケの大量栽培］
　秋田県雄勝郡の町内の休耕田、約５０００平方メートルを利用して、オオミズゴケの大
量栽培を試みた。すなわち、休耕田を掘り込んで、深さ３０ｃｍ程度の堀をつくった。堀
の底部を水不透層とするために、粘土でコーティングした。底部近傍には、用水路から引
いてきた水路を設け、常に、用水路から水が供給される状態とすると共に、底部から２０
ｃｍ程度上には、排水口を設けて、水位がこれよりも上がらないようにした。このような
設備を設けた上で、堀の中に砂礫を敷き詰めて、ミズゴケ栽培用のフィールドを造成した
。次に、このフィールド上に、直径５ｃｍ、深さ１５ｃｍ程度の穴を掘り、その中に乾燥
ミズゴケを、穴の底部から１０ｃｍ位の嵩で詰め込んだ。その上から、野生のオオミズゴ
ケを茎部が、約５ｃｍ確保されるように刈り取り、この茎部を束にして、穴の中に嵌め込
んだ。このような、本ミズゴケ栽培基を、フィールド上に１０ｃｍ四方に一単位程度設け
て、フィールドを放置した。
　その結果、オオミズゴケは、フィールド一面に繁茂し［第２９図（１）］，６年間で、
約３０ｃｍにも伸長した［第２９図（２）］。
【産業上の利用可能性】
　本発明により、ミズゴケの効率的かつ容易な栽培を可能とし、環境改善に寄与し得るミ
ズゴケ栽培基、さらに、当該栽培基を用いるミズゴケの栽培システムが提供される。
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