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(57)【要約】
【課題】沈水植物の再生の効率化を図る。
【解決手段】沈水植物を植栽基盤に栽培したものを、再
生領域３００の水底に設置する。栽培した沈水植物は、
例えば、草丈が、再生領域３００の水底に設置した場合
に、水面直下の長さに至るまでとする。設置後、植栽基
盤１０の周囲に根を張らせ、根付かせる。沈水植物が植
栽基盤１０の周囲へ根付いたら、あるいは草丈が所定長
さに伸びたら、設置した植栽基盤１０を引き揚げる。引
き揚げた植栽基盤１０を、沈水植物の未再生箇所に再度
沈設して設置する。このように、植栽基盤１０の移設を
行うことで、再生領域３００に沈水植物の群落を再生す
る。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　沈水植物の再生方法であって、
　沈水植物の植えられた植栽基盤を、最初に設置した場所から別の場所に移す移設を行う
ことで、再生領域を拡大することを特徴とする沈水植物の再生方法。
【請求項２】
　請求項１記載の再生方法において、
　前記移設を複数回繰り返すことを特徴とする沈水植物の再生方法。
【請求項３】
　請求項１または２記載の再生方法において、
　最初に設置する際の沈水植物は、草丈が最初に設置する再生領域の水底から水面直下ま
での長さに成育されていることを特徴とする沈水植物の再生方法。
【請求項４】
　請求項３記載の沈水植物の再生方法において、
　前記水面直下とは、水面下０ｃｍ以上～１０ｃｍ以内であることを特徴とする沈水植物
の再生方法。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の沈水植物の再生方法において、
　前記草丈が最初に設置する再生領域の水底から水面直下までの長さに成育するとは、再
生領域を有する水域の水底までの水深が再生領域の水底までの水深より浅い水域で前記沈
水植物を栽培する場合には、根付いた水底から前記水面に沿って伸びた草丈の先端までの
長さが、前記最初に設置する再生領域の水底から水面直下までの長さに一致するまで成育
させることを特徴とする沈水植物の再生方法。
【請求項６】
　沈水植物の栽培方法であって、
　請求項３または４記載の沈水植物の再生方法を用いて、
　最初に設置する際の沈水植物を、最初に設置する再生領域の水域の水底より浅い水深で
栽培することを特徴とする沈水植物の栽培方法。
【請求項７】
　沈水植物の植えられた植栽基盤を最初に設置した場所から別の場所に移す移設を行う沈
水植物の再生方法で使用する植物再生基盤であって、
　前記植物再生基盤は、沈水植物が植栽された植栽基盤と、前記植栽基盤を水底に沈設す
る沈設手段と、前記植栽基盤を回収する回収手段とを少なくとも有することを特徴とする
沈水植物の再生方法に使用する植物再生基盤。
【請求項８】
　沈水植物の植えられた植栽基盤を最初に設置した場所から別の場所に移す移設を行う沈
水植物の再生方法で使用する植栽基盤であって、
　前記植栽基盤は、周長が６０ｃｍ以上であることを特徴とする沈水植物の再生方法に使
用する植栽基盤。
【請求項９】
　沈水植物の植えられた植栽基盤を最初に設置した場所から別の場所に移す移設を行う沈
水植物の再生方法で使用する浮島であって、
　前記浮島は、植栽基盤と、前記植栽基盤を浮かせるフロートとを有し、
　前記フロートは、フロート機能の除去可能に前記植栽基盤に設けられていることを特徴
とする沈水植物の再生方法で使用する浮島。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は沈水植物群落の再生技術に関し、特に再生の効率化を向上させるのに適用して
有効な技術である。
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【背景技術】
【０００２】
　葦等の抽水植物やヒシ等の浮葉植物は、浅い水深まででしか生育できない。これに対し
、沈水植物は４ｍ程度の深い水深まで生育できる。このことから、沈水植物は、深い水深
を有する水域に広大な植物群落の面を形成する等、水質に与える量的な効果が大きい。し
かも、沈水植物の群落は、上述の水質浄化機能だけでなく、水鳥の餌としての機能、魚類
の産卵礁機能、稚魚や底生動物の棲み家機能等、生態系回復作用といった質的な効果も大
きい。このように、沈水植物は湖沼等の水質、生態系に対してその量及び質的な効果が他
の植生帯より優れている。そこで、沈水植物群落の再生による閉鎖性水域の水環境の回復
加速性が期待されている。
【０００３】
　しかしながら、わが国では、沈水植物は、その大部分が消失または衰退し、現在に至っ
ては絶滅危惧種となっている植物種も少なくない。特に中小規模の湖沼、池沼では沈水植
物が完全に消失してしまった水域が殆どである。これは、わが国における高度経済成長期
前後の時期に、湖沼等の閉鎖性水域で栄養塩が大量に流れ込んで負荷が増大し、アオコ等
植物プランクトンが大量に発生して水域の透明度が急激に低下したことによる。植物の生
育に必要不可欠な光条件が悪化したことや、農地で過剰に散布された除草剤等の農薬が湖
沼、池沼等の閉鎖性水域へ流入する等の影響によって、沈水植物は、上記の如く、その大
部分が消失または衰退したのである。
【０００４】
　かかる状況に対して、工場及び事業場からの排水や生活排水の負荷量規制や農薬規制等
がなされてきた。そこで、現状の多くの湖沼、池沼において、沈水植物群落を一旦水域に
再生することができれば、その群落が維持されるものと思われる。かかる再生した沈水植
物の群落により、閉鎖性水域の水質改善及び生態系の回復を図ることが可能と思われる。
【０００５】
　沈水植物群落の再生の制限因子として、現状では、光環境、波浪、動物による捕食及び
生育阻害、植物体への泥の堆積等が考えられる。上述のように、アオコ等の植物プランク
トンが大量発生していると、水底の植物の成長に必要な太陽光が水底に届かない。そのた
め、湖沼に流入する河川や渡り鳥等により沈水植物が供給されたとしても、再生されるこ
とがない。また、沈水植物の多くは自身の一部を切り離し（切れ藻）、水底に着底、水底
に根を張り栄養を吸収することで成長する。しかし、波浪の影響や魚、ザリガニ等により
水底に根を張る前に植物体が巻き上げられ、枯れてしまう例も多く見られる。さらに、湖
沼の底質は泥状のことが多く、このため波浪や底生魚により泥が巻き上げられ、これが苗
の状態の沈水植物体の葉や茎に堆積し、光合成を阻害し、枯死させることもある。
【０００６】
　従来、沈水植物群落の再生手法としては、水底の底泥中に眠る在来種の植物の種子や殖
芽等の土壌シードバンクを、水底に撒き出す方法が実施されてきた。かかる土壌シードバ
ンクを用いた方法で、水深の浅い場所に在来種を再生させることはできる。しかし、かか
る浅い水深の場所は、葦等の抽水植物や浮葉植物等も成長できるため、かかる抽水植物等
が成長した場合には、光環境が劣悪となりこれらの植物と競合して負けてしまう。その結
果、一旦は再生した沈水植物群落は、再度消失してしまう。従って、このような土壌シー
ドバンクを用いた方法では、沈水植物群落の再生は困難と思われる。
【０００７】
　これに対し、近年は、沈水植物の供給と、経済的な光環境の改善技術とを組み合わせた
方法が提案されている。例えば、バイオマニピュレーションによる方法や、水位制御によ
る方法、あるいは植生浮島による方法が開発されている。このうち、バイオマニピュレー
ションによる方法は、生態系を操作することにより水中の透明度を改善し、沈水植物群落
を再生する方法である。すなわち、光環境を悪化させているアオコ等の植物プランクトン
を捕食するミジンコ等の動物プランクトンを餌とする魚類を除去し、その結果水中の透明
度を改善する。これに土壌シードバンクの撒き出しや苗株の移植等の方法を組み合わせる
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ことで、沈水植物群落を再生する方法である。
【０００８】
　また、水位制御による方法は、沈水植物群落の再生初期、成長期等に合わせて水位を変
える方法である。すなわち、沈水植物群落の再生初期は湖沼等の水位を例えば３０ｃｍ程
度に下げることによって、沈水植物の成長に十分な太陽光を水底に供給する。その後、沈
水植物の成長と共に、その水位を上昇させて沈水植物群落を再生する方法である。
【０００９】
　植生浮島による方法は、特許文献１に開示の如く、抽水植物を植栽した植生浮島を利用
して沈水植物の再生条件を整える方法である。すなわち、抽水植物を植栽した植生浮島と
沈水植物を植栽した植生浮島を水面に浮かべ、抽水植物の浮島で透明度を改善し、沈水植
物の植生浮島で沈水植物を栽培する。透明度の改善と共にその栽培水深を徐々に増加して
いき、最終的に水域の水底に沈水植物群落を再生する方法である。沈水植物の植生浮島は
設置初期に浮島をネットで囲うことにより、魚等の動物による捕食や生育阻害の影響につ
いても防ぐことができる。また、水中で栽培することにより底泥の堆積についても防ぐこ
とを特徴としている。
【特許文献１】特開２００７－２９０５８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、バイオマニピュレーションによる方法は、湖沼等の水域の特性によって
その生態系が異なるため、透明度の改善が図れない事例も数多く報告されている。また、
魚類の除去等は漁業等の利水制限に左右され、大規模湖沼では魚類の大部分の除去は非常
に困難である。しかも、かかる魚類の大量除去は、生態系への悪影響を及ぼすおそれがあ
るといった問題も指摘される。また、波浪の影響がある湖沼では、沈水植物が十分に根を
張る前に巻き上げられることや苗に泥が被り光合成を阻害する等再生が困難である。
【００１１】
　また、水位制御による方法は、漁業及び農業等利水上の制約条件がある湖沼では、水位
低下による漁業への影響、農業用水が確保できない等採用が困難であり、大規模湖沼への
適用は難しい。さらに、波浪の影響がある湖沼では、前記の通り沈水植物が十分に根を張
る前に巻き上げられることや苗に泥が被り光合成を阻害する等再生が困難である。一方、
植生浮島による方法は、利水制限にはほとんど左右されず、根が張る前の弱い状態の沈水
植物を動物や底泥の堆積から防ぎ、経済的にも安価で有効な方法である。しかし、大規模
湖沼を対象とする際には、植生浮島の設置数量が増大するため、費用が高くなるおそれが
ある。
【００１２】
　植生浮島による方法の課題に対し、筆者らは、上述の技術的課題を有効に解決するため
の手段として、水域内に、この水域の一部を他部から隔離する囲いを設けて、この隔離さ
れた水域の中で沈水植物を生育させ、前記沈水植物の群落が前記隔離された水域における
所定の面積まで成長したら、前記囲いによって隔離する水域の面積を適宜拡大して引き続
き前記沈水植物を生育させるといった工程を繰り返す方法を発明した。
【００１３】
　この方法によれば、水域に、その一部を他部から隔離する囲いを設けて沈水植物を栽培
することで、アオコ等の植物プランクトンが発生した周りの汚濁水またはアオコ等の植物
プランクトンが発生しやすい周りの汚濁水の流入を防ぎ、波浪を遮ることができるため、
囲い内で確実に沈水植物を成長させて群落を形成し、その繁茂領域を囲いによって漸次拡
大させていくことができる。かかる発明に関しては、特願２００７－１０２５７１で出願
をしている。
【００１４】
　上記発明により、沈水植物群落を小規模の閉鎖性水域から大規模な閉鎖性水域まで経済
的な再生が可能となった。しかし、群落の拡大は基本的に植物の自然の拡大力に委ねてい
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るため、その速度は環境要因に左右され、再生対象面積が大きいほど再生への時間がかか
ってしまうことが問題であった。閉鎖性水域への沈水植物群落の再生及びこれによる水質
浄化、生態系修復を短期間に確実に達成するには沈水植物の再生速度を加速化する方法が
必要となる。
【００１５】
　本発明の目的は、沈水植物の再生の効率化を図ることにある。
【００１６】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００１８】
　すなわち、沈水植物の植えられた植栽基盤を、最初に設置した場所から別の場所に移す
移設を行うことで、再生領域を拡大する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明では、沈水植物の植えられた植栽基盤を、最初に設置した場所から別の場所に移
す移設を行うことで再生領域を拡大する。そのため、植栽基盤を定位置に固定して再生領
域の拡大を待つ場合よりも、再生領域拡大の効率を図ることができる。
【００２０】
　そのため、閉鎖性水域に短期間で、目標期間に応じて、閉鎖性水域及び隔離水界内に沈
水植物群落を確実に再生することができる。しかも、大型のプラント等の物理化学的な装
置や、薬剤を必要としないため、湖沼等閉鎖性水域の生態系に悪影響を与えずに、低コス
トで沈水植物群落を再生することができる。
【００２１】
　また、本発明によれば、沈水植物群落の再生によって、湖沼等閉鎖性水域の水質を有効
に浄化することができる。しかも、沈水植物群落の再生によって、水質浄化だけでなく、
水鳥の餌としてのアオコを除去するミジンコ等の動物プランクトンの隠れ家機能、産卵礁
機能、稚魚や底生動物の棲み家機能等によって、生態系の回復も期待することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明
するための全図において、同一の部材には原則として同一の符号を付し、その繰り返しの
説明は省略する場合がある。
【００２３】
　本発明は、沈水植物の再生に関する技術である。沈水植物の再生を効率的に行うことが
できる技術である。かかる技術を採用することで、沈水植物の群落の再生を効率的に行い
、その結果閉鎖性水域の水質浄化等も効率的に行うことができる。すなわち、本発明の沈
水植物の再生方法では、沈水植物の植えられた植栽基盤を、最初に設置した場所から別の
場所に移す、所謂移設を行うことで、沈水植物の再生領域を効率的に拡大するものである
。
【００２４】
　かかる移設は、一度とは限らず、複数回行っても構わない。さらには、移設に使用する
植栽基盤は、１個とは限らず、複数個使用しても構わない。また、このようにして移設す
ることで再生領域を拡大した後は、植栽基盤を回収して撤去すればよい。勿論、植栽基盤
が生分解性のもの等の環境に負荷をかけない部材で作られている場合には、撤去せずに移
設した最終移設場所にそのまま設置しておいても構わない。
【００２５】
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　さらに、移設に際しては、植栽基盤を１個ずつ移設しても構わない。あるいは、複数個
まとめて移設しても構わない。さらには、移設に際しては、人力で行っても構わないし、
あるいは機械等を利用して自動的に行っても構わない。
【００２６】
　湖沼や池沼等の淡水の沈水植物は、他の植物と大きく異なる点がある。すなわち、淡水
性の沈水植物は種子をつけて種子で繁殖するものもあるが、かかる場合は非常に乏しく、
実際は旺盛な栄養繁殖で増える点である。栄養繁殖とは、胚・種子を経由せずに根・茎・
葉等の栄養器官をもとに繁殖する無性生殖である。沈水植物は葉と茎の一部分を切り離し
、その切れ藻が水底に定着し、繁殖するのである。かかる繁殖方法が旺盛であり、また根
茎や越冬芽（殖芽）で増えることも特徴としている。このため、植栽基盤に種子を撒く方
法を用いて沈水植物を再生することは非常に効率が悪く、困難である。上記のように、栄
養繁殖を用いて再生することの方が、効率的に好ましいことが確認された。
【００２７】
　また、湖沼や池沼等の閉鎖性水域の特徴としては、アオコ等の植物プランクトンの発生
により、河川や海洋等と比較して著しく透明度が低い場合が多い。そのため十分な光が水
底にまで届かず、沈水植物の苗や越冬芽、あるいは種子の投込みや苗を基盤へ植栽したも
のをただ沈めても、光合成ができないため生育が良好に行われない。そのため、かかる方
法では、再生が効率的に進まないことも確認された。さらに、閉鎖性水域の中には、水底
が泥質であることが多く、このような場所では風波等で沈水植物の苗や越冬芽、種子等は
すぐに泥を被り生育することが困難となる。
【００２８】
　本願発明は、かかる沈水植物に特有の問題点等を踏まえた上で、如何に効率的に、沈水
植物の群落を再生させるかという観点からなされたものである。以下、実施の形態に沿っ
て詳しく説明する。
【００２９】
　（実施の形態１）
　本発明の沈水植物の再生方法の一例を、図１にフロー図で示した。すなわち、本発明の
沈水植物の再生方法では、ステップＳ１０で、沈水植物が植栽された植栽基盤を準備する
。ステップＳ２０で、ステップＳ１０で準備した植栽基盤を、沈水植物の所望の再生領域
の水域内に設置する。植栽基盤の設置に際しては、再生領域の水域内の水底に設置する。
水中に浮かした状態での設置は行わない。水底に設置した状態で、植栽基盤を所定期間設
置し続ける。所定期間設置する間に、沈水植物が植栽基盤の周辺に根を広げて拡大する。
【００３０】
　このようにして所定期間設置後、ステップＳ３０で一旦設置した植栽基盤を移設する。
すなわち、所定期間設置して植栽基盤の周辺に根を広げて沈水植物が広がった時点で、植
栽基盤を設置した水底から離す。離した植栽基盤を、再生領域の水域内の別の未再生の場
所に移設する。必要に応じて、植栽基盤を移設するステップＳ３０を複数回繰り返し、沈
水植物の再生範囲を拡大する。勿論、移設を１回行うことで再生領域に沈水植物の再生を
行うようにしても構わない。このようにして、再生領域の水域内に沈水植物を再生する。
本発明の再生方法における特徴点の一つは、一旦設置した植栽基盤を移設するステップＳ
３０を有することである。
【００３１】
　ステップＳ２０で使用する植栽基盤に植栽された沈水植物は、例えば、再生領域の水域
内の水底に設置した場合に、その水域の水面直下まで草丈が伸張した状態のものを使用す
る。ここで水面直下とは、図２に示すように、本明細書では水面下０ｃｍ以上～１０ｃｍ
以内の水深の範囲内を言うものとする。また、沈水植物の草丈の長さを規定する場合には
、例えば、複数本の茎の平均の草丈で判断すればよい。しかし、草丈の見極め方は、それ
以外の方法で規定しても一向に構わない。例えば、１本でも草丈が規定の長さに伸びてい
ればいいと判断することもできる。
【００３２】
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　上記説明では、例示として、草丈が水面直下まで伸張した状態の沈水植物の植栽基盤を
設置した場合を示した。しかし、水面直下まで草丈が伸張していない沈水植物であっても
、勿論、植栽基盤への周囲への拡散が行われるのであれば構わない。植栽基盤を再生領域
の水域内の水底に設置している間に、沈水植物の周囲への拡大が行える状態であれば構わ
ないのである。すなわち、上記の如く、周囲への拡散が植栽基盤の設置後に確実に行える
状態であれば、草丈は水面直下より低い状態でも一向に構わない。
【００３３】
　例えば、上記規定の水面下０ｃｍ以上～１０ｃｍ以内の範囲から外れる草丈の場合が挙
げられる。かかる場合とは、例えば、成育に必要な光が届く水面直下かから外れる水深を
基準として、その水深まで伸びていればよいとするものである。すなわち、沈水植物の草
丈として、沈水植物の上端の葉面に生育可能な光があたる水深まで伸ばしていればよいの
である。水面直下まで伸びていなくても成育するのである。沈水植物の成育後、設置した
植栽基盤の周囲へ根を張って拡大することができるのである。
【００３４】
　かかる場合の光条件としては、水面下の光強度として１０％以上の光強度であればよい
。かかる光強度が得られる水深まで草丈を生育させておけばよい。光強度がこの値以上で
あれば、沈水植物が育つことができる。また、光強度の測定方法は、光量子計、照度計等
を用いるとよい。またこのような装置がない場合は、３０ｃｍの白色円板を水中に沈め、
それが目視できなくなる水深が水面下に対する光強度が約１５％に相当するので、かかる
水深を目安として草丈を設定することもできる。
【００３５】
　このように、草丈が所謂水面直下にまで伸張していない場合でも、植栽基盤に植栽した
沈水植物の根付きが行われれば、沈水植物の再生はできる。草丈が十分に成長していなく
ても、例えば、根付いた沈水植物の成長に合わせて草丈が水面直下に至るまで、再生領域
の水域内に設置して待てばよいのである。
【００３６】
　しかし、沈水植物の再生期間の短縮という観点からは、上記の例に示すように、草丈が
水面直下にまで伸張した沈水植物を、再生領域の水域内の水底に植栽基盤を介して設置す
る方が好ましい。一般に沈水植物は、個体を維持し得る根を張ったら、先ずは、光を求め
て草丈を伸ばす性質がある。草丈が上方に十分に伸び、あるいは伸びきった状態で、今度
は、根を周囲に張って根付き、周囲で沈水植物が生えて成長し再生するという性質がある
。そのため、水面直下まで沈水植物の草丈を十分に伸ばした状態で水底に設置した方が、
その後の植栽基盤の周辺への沈水植物の根付きの期間を早めることができるのである。
【００３７】
　このように、沈水植物に特有の性質を専ら利用して、水面直下まで草丈が伸びた状態の
ものを設置することで、原則、植栽基盤の周囲への根付きに要する期間を短縮しているの
である。結果、植栽基盤の周辺での沈水植物の再生期間を短くすることにつながる。草丈
が水面直下まで生育していない場合には、先ず、草丈を伸ばすのに要する期間が必要とな
り、その分、周囲への根付きの期間が遅くなり、畢竟再生が遅れるのである。
【００３８】
　また、水面直下まで生育していない沈水植物は、水面直下まで生育した沈水植物よりも
ボリューム的に、すなわち量的に少なく、群落自体が小さい。さらには、光が弱く生育速
度が遅い等の条件が重なると、水草を食べる魚等により食べられてその食害の影響を大き
く受けやすくなる。そのため、群落の周囲への拡大がさらに遅くなることが懸念される。
【００３９】
　しかし、このように草丈を水面直下まで成育した状態で再生領域に設置する方法であれ
ば、再生領域の水の透明度が悪い湖沼等の閉鎖性水域であっても、予め水域の透明度を改
善せずに沈水植物群落を再生することができる。これまでは、先ず再生領域の水域の透明
度を改善した後で、沈水植物の再生を行うとの発想であった。上記の如く、予め草丈を水
面直下まで伸張させた状態のものを設置する手法を用いることで、これまでの発想とは異



(8) JP 2010-124816 A 2010.6.10

10

20

30

40

50

なり、再生領域の透明度の改善を行うことなく、沈水植物の再生を行うこともできるので
ある。
【００４０】
　勿論、水面直下まで伸張していない場合でも、再生領域の光が届く水深まで、すなわち
、沈水植物の草丈先端の葉面に光があたる水深まで伸張させた状態のものを設置すること
でも、当然に再生は行えるのである。
【００４１】
　上記の如く、例えば、水面直下まで草丈が伸張した沈水植物を水底に設置する本発明の
再生方法は、沈水植物は光を求めて上方に伸び、その後、地下茎、根等により周囲に拡大
する性質を利用したものである。水面まで沈水植物の草丈を伸ばしたものを移設していく
ことで、効果的に沈水植物の群落の再生を効率よく行うものである。
【００４２】
　かかる沈水植物とは、水面下に根・茎・葉の全てが存在している植物である。このよう
な沈水植物としては、例えば、クロモ等のトチカガミ科、ササバモ等のヒルムシロ科、イ
トクズモ科、トリゲモ等のイバラモ科、バイカモ等のキンポウゲ科、ハゴロモモ等のスイ
レン科、ホザキノフサモ等のアリノトウグサ科、キクモ等のゴマノハグサ科、マツモ等の
マツモ科、タヌキモ等のタヌキモ科の沈水植物を挙げることができる。尚、かかる上記の
科には、沈水植物ばかりではなく、浮葉植物や抽水植物、湿性植物等沈水植物以外の植物
も含まれている。
【００４３】
　本実施の形態の沈水植物の再生方法では、前記の如く、例えば、沈水植物を再生領域の
水域の水面直下まで伸張させた状態の植栽基盤を用いる。かかる状態の植栽基盤は、例え
ば、再生領域の水域内に比べて、太陽光が得られやすい環境で、沈水植物を育てることで
形成することができる。かかる沈水植物の栽培には、沈水植物の一部を切り出したものや
、切れ藻となって浮かんでいる植物の葉と茎を採取し、挿し芽をすればよい。前述の栄養
繁殖を利用したものである。土壌に眠る埋土種子（殖芽）を用いても悪くはないが、しか
し、これらは土壌中に低密度でしか存在しない。そのため、発芽させるのに時間と面積が
必要となり非常に効率が悪い。自生あるいは栽培している沈水植物の一部を切り出して挿
し芽をすると、沈水植物は栄養繁殖が盛んなため茎の部分から根が出てすぐに植栽基盤に
定着し、草丈が伸張するので効率的にはこの方法が望ましい。
【００４４】
　かかる方法で沈水植物を植栽基盤に成育すれば、再生領域の水面直下までの長さに相当
するまで草丈が伸張した植栽基盤の準備段階を含めて、再生時間のトータルの短縮が図れ
る。すなわち、挿し芽等を用いて沈水植物を栽培する方が、トータルの沈水植物の再生に
要する期間を短くすることができるのである。かかる栽培方法は、例えば、特願２００６
－９０８９１「植栽基盤および植栽方法」に開示されている。
【００４５】
　上記の如く、草丈を再生領域の水面直下まで伸ばした状態の沈水植物を植栽した植栽基
盤は、ステップＳ２０で、再生領域内の水域の水底に設置する。設置に際しては、植栽基
盤を水中に降ろして、水底に設置すればよい。
【００４６】
　再生領域内の水域環境は、水深が深かったり、水温が低かったり、透明度が悪かったり
等で、必ずしも水中作業に適していない場合が十分に想定される。かかる場合には、簡単
に潜水して作業を行うこと等はできない。そこで、本発明者は、水中に潜水することなく
、水底への設置、移設が簡単に行えるような構成を新たに発案して、設置、移設の作業を
行い易くした。すなわち、沈水植物が所定の草丈に成長した植栽基盤を利用して、再生領
域の水域内に、設置、移設を行いやすくする工夫をした。
【００４７】
　例えば、草丈が所定長さに成長した段階で、沈水植物が根付いた植栽基盤を水中から引
きあげる。引き上げた植栽基盤を用いて、再生領域に移設する植物再生基盤を別途作成す
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る。かかる植物再生基盤を用いることで、植栽基盤の再生領域での設置、移設等を行い易
くするのである。すなわち、設置、移設等が行い易いように、植物再生基盤を作成するの
である。設置、移設等の効率化は、結局、沈水植物の再生処理を設置等の作業も含めたト
ータルでみた場合、沈水植物の再生に要する時間の短縮にもつながるのである。
【００４８】
　因みに、植栽基盤には、例えば、沈水植物が根付くマット等の植物定着基盤が使用でき
る。例えば、三次元網目構造を有する合成繊維マットやヤシマットを、植物定着基盤とし
て用いることができる。かかる植物定着基盤は、マット等のように、軽量なものの方が好
ましい。合繊繊維マットは、耐久性があり、何年も繰返し利用するのに適している。使用
期間が短く、繰り返しの使用回数も少ない場合には、ヤシマット等の自然素材でできたマ
ットを用いればよい。ヤシマット等の自然素材を用いることで、容易に自然界で分解され
、最終的に植栽基盤を回収する手間を省くこともできる。勿論、水底に設置後、一度だけ
移設する場合にも、生分解性のヤシマット等の自然素材を用いた植栽基盤を使用すること
ができる。
【００４９】
　かかる植物再生基盤は、例えば、図３に示すような構成を有している。すなわち、植物
再生基盤１００は、植栽基盤１０と、沈設手段２０と、回収手段３０と、表示手段４０と
を有している。植栽基盤１０は、前記記載のように、例えば、ヤシマットあるいは合繊マ
ット等のマット１０ａに構成されている。かかる植栽基盤１０に、草丈が所定の長さにま
で伸びた沈水植物２００が植栽されている。
【００５０】
　かかる植栽基盤１０は、水底に沈ませ易いように構成されている。すなわち、植栽基盤
１０に、植栽基盤１０を再生領域の水域内の水底に沈ませて設置しやすくする沈設手段２
０が設けられている。かかる沈設手段２０は、設置した植栽基盤１０が、容易に移動等し
ないように設置範囲に留める働きをも有している。かかる沈設手段２０として、本発明者
は、例えば、錘部材２０ａを植栽基盤１０に設ける構成を発案した。
【００５１】
　かかる錘部材２０ａとしては、沈水植物２００が植栽された植栽基盤１０を水底に沈ま
せ、設置できるものであれば、どのようなものでも構わない。例えば、石を詰めた袋や、
金属製のアングル等でも構わない。沈設手段２０としての錘部材２０ａは、例えば、鉄棒
等の棒状部材であってもよい。図３に示す場合は、棒状の錘部材２０ａを設けた場合であ
る。かかる棒状の錘部材２０ａは、植栽基盤１０のマット１０ａの底面側に設けられてい
る。植栽基盤１０の底面側に錘部材２０ａを設けるに際しては、棒状の錘部材２０ａを、
所定間隔離して相対して設けておけばよい。
【００５２】
　上記の如く、本実施の形態の植物再生基盤１００は、沈設手段２０を設けた植栽基盤１
０を有するが、さらには植栽基盤１０の回収を容易にするための回収手段３０が設けられ
ている。かかる回収手段３０としては、植栽基盤１０を水底から引き揚げることができる
部材が使用できる。簡単には、ロープ、ワイヤ等の紐状部材３０ａが使用できる。かかる
紐状部材３０ａを、植栽基盤１０に設けておけば、紐状部材３０ａをたぐって引き揚げる
ことで、植栽基盤１０を水底から離すことができる。さらには、植栽基盤１０を、例えば
、船上に回収することもできる。
【００５３】
　ロープ等の紐状部材３０ａを植栽基盤１０に設けるについては、例えば、植栽基盤１０
の内部に結束バンドや針金等を通して、それにロープ等の紐状部材３０ａを結んでも構わ
ない。このように回収手段３０として、ロープ等の紐状部材３０ａを使用する場合には、
沈水植物２００がしっかりと根を張っても、回収する際に紐状部材３０ａが切れたりする
ことがないように注意するのは勿論である。
【００５４】
　本実施の形態では、沈設手段２０としての錘部材２０ａには、図３に示如く、棒状の構
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成を採用した。かかる棒状の錘部材２０ａは、少なくとも一端側が、植栽基盤１０のマッ
ト１０ａの端から突き出ている。かかる突出部に、回収手段３０としてのロープ等の紐状
部材３０ａを結びつける等して設けておけばよい。棒状部材に構成しておけば、棒状部に
ロープ等の紐状部材３０ａを簡単に結び付けられて好ましい。尚、図３では、かかる棒状
部材への紐状部材３０ａの結び目を、模式的に球形で示した。
【００５５】
　また、植栽基盤自体が水草の浮力より重いものであれば、沈設手段を設けなくても構わ
ない。あるいは、植栽基盤の植栽マットの中に砕石等を詰めて、沈設手段を構成しても構
わない。回収手段を設け易いという点では上記の如く棒状部材が好ましいが、植栽基盤に
使用する植栽マットが丈夫なものであれば、植栽マットにロープ等の回収手段を直接設け
ても構わない。かかる場合には、沈設手段は、上記の如く、植栽基盤に砕石等を詰めるだ
けでよい。
【００５６】
　また、本実施の形態の植物再生基盤１００には、上記沈設手段２０、回収手段３０に加
えて、表示手段４０を設けても構わない。かかる表示手段４０とは、少なくとも、回収手
段３０の存在位置を明確に表示できるものであればよい。植物再生基盤１００は、沈水植
物の再生領域内の水底に設置されるが、かかる植物再生基盤１００の回収等は基本的には
船等を使用して行われる。そのため、表示手段４０としては、船上から容易に、水面上で
の位置が目視確認できる構成が好ましい。
【００５７】
　かかる船上から容易に目視確認できる表示手段４０としては、例えば、浮子４０ａが考
えられる。浮子４０ａをロープ等の紐状部材３０ａに設けておけばよい。通常のロープは
、水に沈むものが多いが、かかる浮子４０ａを設けておけば、ロープを水面に保持させる
役目も有している。かかる構成を採用することで、回収手段３０を目視で船上から見つけ
ることができ、水底に設置した植物再生基盤１００の速やかな回収、移設に役立つ。かか
る表示手段４０としての浮子４０ａの形状は、図３に示すような球状、あるいは棒状、あ
るいは舟形等、種々の形状が採用できる。
【００５８】
　このようにして本実施の形態の植物再生基盤１００は、植栽基盤１０と、沈設手段２０
と、回収手段３０と、表示手段４０とを有している。上記沈設手段２０、回収手段３０、
表示手段４０は、それぞれ単一の沈設機能、回収機能、表示機能を有している。しかし、
沈設機能、回収機能、表示機能の二つ、あるいは三つの機能を併せ持つように、沈設手段
２０、回収手段３０、表示手段４０を構成しても構わない。例えば、水に浮くロープを植
栽基盤１０に設けて回収手段３０とした場合には、ロープ自体が水に浮くため容易に回収
手段３０の存在が明確になる。かかる場合には、回収手段３０が表示手段４０を兼ねてい
ると見做せる。このように、沈設手段２０、回収手段３０、表示手段４０が、それぞれ互
いに他の手段を兼ねていても一向に構わない。
【００５９】
　上記の如く、水に浮くロープであれば、浮子で支える必要がないため、浮子なしの構成
が考えられる。しかし、水位が変動するような場所では、場合によっては水位が上昇した
ときにロープの先端が水没してしまい、そのロープが船上等からは見つけにくくなる場合
も想定される。予め、ロープを水位の上昇に見合った分長めに設定することも考えられは
するが、これは見た目が悪くなる。そこで、図３に示すような浮子をロープの端に設けて
おけば、多少透明度が低い中で水没しても、比較的に船上からその存在箇所が分かるので
好ましい。
【００６０】
　また、前記記載では、沈設手段２０としての錘部材２０ａを、植栽基盤１０の底面側に
設けた場合を示したが、可能であるなら、植栽基盤１０のマット内を貫通させるようにし
ても構わない。あるいはマット表面に設けても構わない。かかる構成を敢えて採用するこ
とにより、底面に錘部材を設けるよりも、錘部材への根の絡みつきを抑制することができ
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る。そのため、折角周辺に拡大した沈水植物の根を、植栽基盤の引き揚げにより根底から
覆すのを防止することができるためである。
【００６１】
　尚、上記説明では植物再生基盤を用いて行う場合を説明したが、勿論、水域の透明度が
十分に確保される等水環境が良好な場合には、植物再生基盤を作成することなく、植栽基
盤の設置作業を人が潜水して行っても構わない。また、本発明では、前記の如く、ステッ
プＳ３０で一度設置した植栽基盤を、移設する工程がある。移設に際しても、人が潜水し
て、水底に設置した植栽基盤を、手で運ぶ等して別の場所に移設しても構わない。
【００６２】
　本実施の形態の沈水植物の再生方法では、例えば、上記に説明した構成の植物再生基盤
１００を用いて行う場合を説明する。図４に示すように、ステップ２０で、沈水植物２０
０の植栽基盤１０を用いた植物再生基盤１００を、再生領域内の水域の水底に設置する。
すなわち、枠線で囲った再生領域３００の水域内の水底３１０に、植栽基盤１０から構成
される植物再生基盤１００を沈設して設置するのである。図４に示す場合には、植物再生
基盤１００を複数設置した場合を示した。水底３１０に設置するに際しては、例えば、上
記の如く、沈設手段２０が設けられているため所定箇所の水底３１０に設置することがで
きる。
【００６３】
　また、沈設するに際しては、植物再生基盤同士を離しておけばよい。複数個の植栽基盤
を設置する場合には、複数個のそれぞれの植栽基盤同士を所定の間隔分を離して設置する
のである。効率的には、このように隣接設置する植栽基盤同士を所定間隔離しておくこと
が好ましい。しかし、隣接する植栽基盤同士の間隔を空けずに設け、移設方向に沿って順
次移設することも考えられる。尚、植栽基盤１０の周囲への矢印は、沈設して所定期間設
置し続ける場合の沈水植物の周囲への拡大を示している。
【００６４】
　上記の如く沈水植物２００が植栽された植栽基盤１０を有する植物再生基盤１００は、
水底３１０に所定期間設置しておく。かかる所定期間設置するのは、前記の如く、植栽基
盤１０の沈水植物２００が、植栽基盤１０の周囲に根を張って、沈水植物２００を再生さ
せるためである。再生したと判断した時点で、ステップＳ３０に示すように移設すればよ
い。
【００６５】
　ステップＳ３０の植物再生基盤１００の移設は、対象水域の再生目標期間、費用等によ
って左右される。しかし、一つの目安として、例えば、少なくとも植栽基盤の基盤周囲か
ら外側に１５ｃｍ沈水植物が拡大したら植物再生基盤１００を移設すると判断してもよい
。沈水植物の根は水底の泥の中で繋がっているため、これ未満の大きさで植栽基盤１０を
引き上げると、周囲に根を広げて拡大した沈水植物群落も一緒に回収されてしまうからで
ある。わずかに拡大した沈水植物群落の根茎を痛めるため、少なくとも拡大範囲で１５ｃ
ｍ未満の場合には好ましくない。
【００６６】
　尚、上記植栽基盤の周囲への１５ｃｍの拡大とは、例えば次のように規定しておけばよ
い。植栽基盤の周囲への拡大範囲を測定する外縁箇所が、例えば直線で示される場合は、
その外縁の直線に対して、植栽基盤の外側に向けて直交する方向１５ｃｍと規定すればよ
い。あるいは、測定箇所の外縁が曲線である場合には、測定点の接線に対して直交方向に
外側に向けて１５ｃｍと規定すればよい。
【００６７】
　かかる所定の設置期間では、基本的には、沈水植物２００が植栽基盤１０の周辺に根付
いて、草丈を伸ばすことができる期間である。かかる根付きと草丈の伸びる期間は、沈水
植物２００の種、再生領域の成育環境等で変動するものである。そこで、設置する所定期
間を、単に時間で規定する場合よりも、厳密には、沈水植物の成育状態を見ながら判断す
べきである。所定期間は、上記の如く、再生したと判断できる期間と定めればよい。例え
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ば、設置した植栽基盤１０の周囲１５ｃｍ以上の範囲に沈水植物が広がり、かかる沈水植
物の草丈が水面直下まで成育した時期で判断して決めればよい。
【００６８】
　かかる所定期間は、実験規模で実際の沈水植物を成育して、その判断を行ってもよい。
あるいは、再生領域の水域内の水底に植栽基盤を最初に設置してから移設するまでの間、
沈水植物の成育状況を観察し、かかるデータに基づき所定の設置期間を決め、それ以降の
移設の繰り返しに際しての設置期間の算定の基準に使用してもよい。かかる場合には、実
際の再生領域で実際の沈水植物の植栽基盤を使用して得られたデータに基づいているため
、極めて適用性が高い期間となる。
【００６９】
　再生したとの判断基準は、例えば、上述の如く、沈水植物が植栽基盤の周囲へ拡大した
状態で水面直下まで草丈が伸びた状態で判断した。しかし、それ以外の方法で判断しても
勿論構わない。例えば、植栽基盤の周囲１５ｃｍ以上の範囲での沈水植物は、草丈が、沈
水植物の上端の葉面に生育可能な光があたる水深まで成育していればよいと判断してもか
まわない。すなわち、草丈が水面直下までなくても構わない。かかる場合には、光条件と
して、水面直下の光強度に対し１０％以上の光強度となる水深まで草丈が生育した状態と
判断しても構わない。これ以上の光があたる水深まで、例えば水面直下まで沈水植物が成
育していれば、植栽基盤の回収後もすみやかに群落が拡大する。かかる判断ができない場
合には、図１に示すフロー図のステップＳ３０の移設は行わない。
【００７０】
　さらに、かかる沈水植物が植栽基盤の周囲に根付いたとの判断は、透明度の高い水域に
おいては、植栽基盤の少なくとも周辺１５ｃｍでの沈水植物の成育状況は目視確認で行う
ことでチェックできる。勿論、潜水して、その状況の確認を行ってもよい。かかるチェッ
クは、複数の植栽基盤がある場合には、その中から、抽出したサンプルとしての植栽基盤
で行い、再生領域に設置した植栽基盤全体の状況を判断すればよい。
【００７１】
　上記再生の判断が行えた時点で、図５に模式的に示すように、ステップＳ３０に移行し
て移設できることとなる。かかる移設は、設置した植栽基盤１０を、設置場所から移すこ
とで行う。例えば、船上から、表示手段４０である浮子４０ａを見つけ、その場所に移動
する。浮子４０ａについている回収手段３０である紐状部材３０ａの例えばロープを、船
上から引き揚げる。ロープを引き揚げることで、ロープが結ばれていた沈設手段２０とし
ての棒状の錘部材２０ａが上方に引っ張られる。そのため、植栽基盤１０は、設置されて
いた水底３１０から上方に引き離される。
【００７２】
　かかる植栽基盤１０の水底３１０からの引き離しに際しては、植栽基盤１０の周辺には
、植栽基盤１０に植栽された沈水植物２００の根が伸びて根付いている。したがって、植
栽基盤１０は、単に水底３１０から上方に引き離すのではなく、正確には、上方に引き離
すことにより、植栽基盤１０の沈水植物２００から周辺に伸びていた根を切断する意味も
ある。このようにして、植栽基盤１０に植栽した沈水植物２００からの周辺への根の切断
も含めて、植物再生基盤１００を上方に引き揚げる。例えば、引き揚げて、植物再生基盤
１００を船上に回収してもよい。
【００７３】
　その後、船で沈水植物２００の水底３１０の未再生場所の上方に移動して、再度回収し
ていた植物再生基盤１００を、水底３１０に降ろして設置することで移設を完了する。こ
のようにして移設したら、再度、植栽基盤１０の周辺に沈水植物２００の再生の拡大が確
認できるまで設置しておく。所定の期間設置して、植生基盤１０の周辺への再生拡大が図
れたら、再度、植栽基盤１０を回収して、他の未再生場所への移設を行えばよい。
【００７４】
　このようにして、例えば、複数回の移設を繰り返すことで、再生領域３００での沈水植
物２００の再生を達成することができる。特に、本発明の如く、移設を行うことで、沈水
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植物２００の再生効率は格段にその向上が図れるのである。その後、別の再生領域３００
ａへ、再度移設を行うことで沈水植物の再生範囲を拡大して行くことができる。かかる様
子を、図６に模式的に示した。図７（ａ）～（ｃ）には、図４～６に述べた一連の沈水植
物の植栽基盤の移設手順をまとめて示した。図８には、水面直下まで草丈を伸ばした沈水
植物を設置、移設する状況を模式的に示した。
【００７５】
　また、移設を行うに際しては、図４、５に示す場合には、ランダムに植物再生基盤１０
０を設置、移設を行っている場合を示した。ランダムに設置、移設を行っても、最終的に
は、再生領域での沈水植物の再生は図れる。しかし、植栽基盤の移設は、ランダムに行う
場合よりも、例えば直近の隣接場所に行う等、システマティックに行うようにするのが好
ましい。
【００７６】
　例えば、設置してから移設するまでの一定の所定期間内に、設置した植物再生基盤１０
０の植栽基盤１０から、植栽基盤１０の周囲ａの範囲内での沈水植物２００の草丈の上記
による伸張が確認されるとする。その場合には、移設に際しては、移設直前の設置位置の
植栽基盤１０から、少なくとも３倍の３ａ離して未再生場所に沈水植物の移設を行えばよ
い。このようにして、隣接箇所への設置、移設を繰り返せば、当初設置箇所と移設箇所と
の間の未再生箇所が、移設箇所で植栽基盤１０を所定期間設置する間に周辺への沈水植物
２００の根付きで埋められる筈である。かかる様子を、図９に示す。
【００７７】
　図９に示す場合は、植栽基盤１０が四角形に形成されている場合を示している。正確に
は、植栽基盤１０の四隅に該当する四隅部分１０ｂは、植栽基盤１０の辺部分１０ｃとは
異なり、沈水植物２００の周辺への根付き状況は異なる。しかし、かかる四隅部分１０ｂ
も辺部分１０ｃに比べて若干遅くはなるが、沈水植物２００の根付きが行われて再生に至
る。
【００７８】
　先ず最初に設置した場所で所定期間経過させることで、沈水植物は周囲へａ拡大したと
する。その時点で、最初の植栽基盤の設置場所から、３ａ離れた隣接場所に植栽基盤１０
を移設する。移設した場所で、最初に設置したと同様の所定期間経過することで、周囲へ
ａ沈水植物が拡大する。かかる移設場所での周囲への拡大と共に、移設前に拡大していた
範囲がさらに移設後の所定期間で周囲へａ拡大する。このようにして、最初に設置した場
所と、移設した場所との間隔が離されていても、間が沈水植物により埋められることとな
る。
【００７９】
　図１０に示す場合は、移設方向を規定することで、ランダムに行う場合よりも再生効率
をよくする方法である。すなわち、図１に示すように、例えば再生領域３００を等分な水
域３０１に縦横それぞれ５分割した。かかる再生領域３００の一辺に沿った複数の水域３
０１に、例えば、それぞれ植物再生基盤１００（１０１、１０２、１０３、１０４、１０
５）を複数個設置する。複数個の植物再生基盤１０１、１０２、１０３、１０４、１０５
は、それぞれ植栽基盤１０（１１、１２、１３、１４、１５）を有している。
【００８０】
　かかる植栽基盤１１、１２、１３、１４、１５の所定範囲の周囲へ沈水植物の根付きが
行われるまで、所定期間設置しておく。その後、根付きが確認されたら、順次矢印で示す
ように隣接の未再生箇所に移設する。移設に際しては、図５に示す如くランダムに行うの
ではなく、当初設置した場所の隣接箇所に移設するのである。このようにして、図１０に
示す場合には、４回の移設を行うことで再生領域の沈水植物の再生が完了する。
【００８１】
　かかる移設に際しても、説明が分かりやすいように図示は省略するが、隣接する植栽基
盤１１、１２、植栽基盤１２、１３、植栽基盤１３、１４、植栽基盤１４、１５との間は
、例えば、上記の如く所定期間の沈水植物２００が根付く範囲の間隔をあけて設けられて
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いる。尚、図１０では、植物再生基盤１００（１０１、１０２、１０３、１０４、１０５
）、植栽基盤１０（１１、１２、１３、１４、１５）を、簡単に丸で表示した。
【００８２】
　あるいは、例えば、図１１に示すように、矩形の再生領域３００を複数に分割して両対
辺側に水域３０１を複数形成する。かかる水域３０１の互いに対角状の隅位置に、植物再
生基盤１００（１０６、１０７）を沈設設置する。その後、植物再生基盤１０６、１０７
のそれぞれの植栽基盤１０（１６、１７）を所定期間設置した後、隣接箇所の水域３０１
に移設する。移設するルートは、図１１に示すように、互いに直線的に移設するようにす
る。
【００８３】
　一方、植栽基盤１６、１７を移設する二つの直線ルートの間は、植栽基盤１６、１７の
移設は行わない中間再生領域３０２としての水域を設けておく。かかる中間再生領域３０
２内では、設置した植栽基盤１６、１７の周囲へ根付いた沈水植物が、移設した後でも、
さらに拡大する。植栽基盤１６、１７の移設ルートが進む間に、移設前の設置場所では、
順次根付き範囲が片矢印で示すように周囲へ拡大して、植栽基盤１６、１７が最終地点に
到達した段階で、中間再生領域３０２での沈水植物２００の再生が完成されることになる
。
【００８４】
　このように図１０、１１に示す場合には、複数の植物再生基盤を用いて、植栽基盤の複
数回の移設を繰り返し、再生領域の水域内等に沈水植物の再生を行うものであった。しか
し、図には示さないが、沈水植物が植栽された１個の植栽基盤を有する植物再生基盤を、
１回移設することで、沈水植物の再生を図っても一向に構わない。あるいは、複数の植物
再生基盤を用いて、１回の移設を行うことで、沈水植物の再生を行っても構わない。ある
いは、１個の植物再生基盤を用いて、複数回の移設を行うことで、沈水植物の再生を図っ
ても構わない。
【００８５】
　また、上記説明では、複数の植栽基盤が同じ大きさのものを用いた場合を例に示したが
、例えば、図１２に示すように、異なる大きさの植栽基盤を用いても構わない。図１２に
示す場合には、小さい植栽基盤１８ａと、大きな植栽基盤１８ｂとは、移設する再生領域
を異ならせている。再生領域３００ａは小さい植栽基盤１８ａで、大きな再生領域３００
ｂは大きな植栽基盤１８ｂをそれぞれ移設して、沈水植物の再生を図る場合である。
【００８６】
　さらには、例えば、図１３に示すように、複数の植栽基盤を用いるに際して、植栽基盤
毎に異なる沈水植物を植栽して、かかる異なる沈水植物の再生を図ることもできる。図１
３に示す場合には、植栽基盤１８では沈水植物２０１を、植栽基盤１９では沈水植物２０
２をそれぞれ植栽しておく。かかる植栽基盤１８、１９の移設を行うことで、再生領域３
００ｃには沈水植物２０１の群落を、再生領域３００ｄには沈水植物２０２の群落を、そ
れぞれ同時期に並行して再生させることができる。
【００８７】
　（実施の形態２）
　前記実施の形態１では、植栽基盤を利用して植物再生基盤を形成した。かかる植物再生
基盤は、前記実施の形態１では、植栽基盤の周辺への沈水植物の根付きが、すなわち所定
長の草丈が確認された時点で、水底から離すことで移設を行っていた。しかし、根付きが
しっかりしたものであれば、植物再生基盤の植栽基盤を水底から離す際に、周辺に伸びた
根付きの状態が覆される場合もあり得る。特に、水底の底土の層が薄い等の場合は、植栽
基盤の引き揚げに際して、沈水植物の根付きが容易に覆り易い場合も想定されるのである
。
【００８８】
　前記実施の形態１の記載では、植栽基盤を有する植物再生基盤を引き揚げることで、引
き揚げる際に沈水植物の周辺へ張り出した根を切る構成を示した。しかし、かかる植栽基
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盤の水底からの離しに際しては、折角張った根付きをできる限り覆さないようにしたい。
そこで、本発明者は、植栽基盤の周囲に根を切り易いようなエッジ部材を設けておく構成
を発案した。例えば、植物再生基盤を構成する植栽基盤を、板厚の薄い金属製、あるいは
錆びない軽いプラスチック製のエッジに構成した板で囲っておく。
【００８９】
　沈水植物の根は、かかるエッジに構成した薄い板を乗り越えて周囲に根を張る。そこで
、植栽基盤自体を引き揚げる際に、薄いエッジに構成した板部分に乗り上げている根を、
乗り上げている部分で切断することができる。勿論、板状部材に、根の切断が容易な刃を
付けておいても構わない。
【００９０】
　かかる植物再生基盤１００の構成を、例えば、図１４に模式的に示した。植物再生基盤
１００には、前記実施の形態１で説明した植栽基盤１０、沈設手段２０、回収手段３０、
及び表示手段４０が設けられている。このように構成された植物再生基盤１００では、図
に示すように、植栽基盤１０の周囲が板状部材５０で囲われている。例えば、ステンレス
等のさびが発生しない金属板５０ａで薄く形成されている。かかる金属板５０ａには、上
方の縁に、刃等が設けられたエッジ部５１が形成されている。かかるエッジ部５１を乗り
越えた沈水植物の根は、植栽基盤１０を引き揚げる際にエッジ部５１で切断することがで
きる。
【００９１】
　図１４に示す構成では、植栽基盤１０の周囲を囲う板状部材５０が、植栽基盤１０の側
面よりも少し高い場合を示している。しかし、板状部材５０の高さは植栽基盤１０の側面
よりも低く構成しても構わない。かかる板状部材５０の上方の縁にエッジ部５１を設けて
も構わない。
【００９２】
　さらには、設置後周辺範囲への沈水植物の根付きが堅固なものとなった段階では、次の
ステップＳ３０での移設に際しては、より作業の困難性が発生する虞がある。沈水植物の
根が根付いてはいるが、しかし、それ程堅固には根付いていなという状態で、植栽基盤を
上方に引き揚げる場合には、比較的容易に植栽基盤から伸びた根を切断することができる
。しかし、草丈が十分に伸びた状態では、場合によっては、植栽基盤を引き揚げて沈水植
物の周辺に張り出した根を切断するのが難しくなる場合も十分に想定される。かかる場合
に、無理に植物再生基盤を引き揚げて植栽基盤を水底から離すようにすると、沈水植物の
根付き部分が覆される虞が大である。根付きが外れて、さらに草丈が伸びているため、沈
水植物の全体が水面上に浮く場合も想定される。勿論、潜水して周囲へ伸ばした根をはさ
み等で切断する場合には、かかる心配は必要ない。
【００９３】
　かかる場合に、周囲へ伸ばした根付きをさらに切断し易くする構成が必要である。例え
ば、図示はしないが、植栽基盤の周囲の四隅に前記エッジ部５１より高い支柱を設けて、
この支柱に、エッジ部５１の外周側に二重筒状になるように一回り大きな上方エッジ部を
、上下移動可能に設けておく。沈設しているときは、上方エッジ部は、植栽基盤の周面の
上方に離して固定しておく。その状態で放置しておき、沈水植物からの根を、エッジ部５
１と上方エッジとの間から周辺に張らせる。所定期間経過後、植栽基盤の周辺への沈水植
物の再生が確認できた段階で、周囲に設けた上方エッジ部を、下方に降ろして、エッジ部
５１と上方エッジ部とで根を挟んで切断してもよい。切断後、植栽基盤を上方に引き揚げ
て回収すればよい。すなわち、植栽基盤の周囲に、沈水植物の張った根を切る挟み部材を
設けた構成である。
【００９４】
　さらには、例えば円筒形の下部をエッジ加工した、エッジ部材５２を、植栽基盤１０と
は別途構成しておいても構わない。かかるエッジ部材５２を使用すれば、船上より、植栽
基盤１０を囲うように周囲へ落とし、根を切りながら植栽基盤１０を回収するということ
もできる。かかる構成を、図１５に模式的に示した。かかるエッジ部材５２を使用すれば
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、植物再生基盤１００自体を加工する必要がないため対応が簡単に行える。また、一つ一
つの植物再生基盤１００に根を切る構成を設けることなく、一つのエッジ部材５２で、設
置した複数の植栽基盤１０の処理が行えるので、コスト的にも安価に行える。
【００９５】
　また、透明度が低い水域での上記構成のエッジ部材５２の使用が可能なように、植栽基
盤１０の周縁が水面上から分かるようにしてくとよい。例えば、植栽基盤の四隅に水に浮
くロープや、水に浮くように浮子をつけておけばよい。例えばテグスを植栽基盤に固定し
、浮きをつけると軽量かつ邪魔にならないので好ましい。さらに、エッジ部材５２を植栽
基盤より大きめに作成しておき、植栽基盤１０の真ん中にテグスやロープ、浮きをつける
構成としておいてもよい。かかる構成を採用すれば、エッジ部材５２のおおよそ真ん中を
、植栽基盤１０の真ん中に位置合わせしながら、植栽基盤１０の周囲を囲うように落とす
ことができ、透明度が低い水域でもエッジ部材５２の使用が確保される。
【００９６】
　本実施の形態で説明した構成は、上記実施の形態１で説明した移設ステップを有する沈
水植物の再生方法で有効に使用することができる。しかし、かかる構成は、植栽基盤の周
囲に根を伸ばした状態で、その根を切断して植栽基盤を他の場所に移す移設を行う場合に
は、沈水植物の再生を目的としない場合でも、有効に利用することができる。植栽基盤の
移設時に、根付きを切断する場合に有効に適用できるものであり、沈水植物の再生方法に
利用を限定する必要はない。
【００９７】
　さらには、勿論、かかる再生方法に使用するばかりでなく、移設を行わない場合にも有
効に適用できる。沈水植物の根付きを、適宜カットする場合等にも使用することができる
。沈水植物を、ある範囲内にのみ再生したい場合等に、植栽基盤を所定範囲に設置して、
周辺に張る沈水植物の根を適宜に切断してやれば、周辺域への沈水植物の広がりを防止す
ることができる。
【００９８】
　そこで、本実施の形態で説明した発明は、特許請求の範囲に記載する場合は、次のよう
に記載することができる。例えば、請求項１の記載としては、植栽基盤に植栽した植物の
周辺に張り出す根を切断する部材を、前記植栽基盤の周囲に、前記周囲と一体にあるいは
別体に設けることを特徴とする植栽基盤と記載することができる。請求項２としては、例
えば、請求項１記載の植栽基盤において、前記切断する部材には、刃が設けられているこ
とを特徴とする植栽基盤と記載することができる。請求項３としては、例えば請求項１ま
たは２記載の構成において、前記植栽基盤に植栽される植物は、沈水植物であることを特
徴とする植栽基盤と記載することができる。請求項４としては、例えば、前記植栽基盤に
は、沈設手段と、回収手段、表示手段の少なくともいずれかの手段が設けられていること
を特徴とする植栽基盤と記載することができる。かかる発明の目的としては、例えば、植
栽基盤から周囲へ伸張した根を切断することにあると記載することもできる。かかる目的
は、沈水植物の再生の効率化にも資するものであることは言うまでもない。
【００９９】
　（実施の形態３）
　本実施の形態では、前記実施の形態１で使用する沈水植物を植栽した植栽基盤の形状に
ついて説明する。前記実施の形態では、沈水植物の再生方法で使用する植物再生基盤は、
植栽基盤を利用したものであることを説明した。上記の如く、本発明は、植栽基盤を移設
していくことで沈水植物の再生領域を拡大することを特徴としている。かかる構成を有す
る本願発明で、より再生効率の良い植栽基盤の形状を考えた。
【０１００】
　植栽基盤の形状を適切なものとすることで、再生の効率がよくなることを見出した。勿
論、かかる構成の植栽基盤は、本発明にのみ使用できるものではなく、その他の方法等で
行う通常の沈水植物の再生等にも使用することができるものである。しかし、本発明に適
用すると、本実施の形態に説明する構成の効果が、顕著に感得されるのである。かかる構
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【０１０１】
　沈水植物の植栽基盤を再生領域の水底に設置した場合、植栽基盤の大きさで、再生領域
の拡大効率が異なることに本発明者は気づいた。小さい植栽基盤と、それよりも大きな植
栽基盤とでは、植栽基盤に植栽された沈水植物群落の周囲への拡大率が異なるのである。
勿論、沈水植物の周囲への根を張る速度は一定と見做せるが、植栽基盤を核とした周囲へ
の拡大率は異なるのである。すなわち、核となる植栽基盤の面積に対しての沈水植物の周
囲への拡大割合が、異なることに思いが至ったのである。
【０１０２】
　すなわち、沈水植物群落の拡大効率を調査した結果、群落のサイズが小さいときはその
拡大率は大きかった。しかし、群落面積が大きくなるにつれて、拡大率は小さくなった。
すなわち、植栽基盤に当初植えられた沈水植物の群落の面積が、小さい程、周辺への沈水
植物の群落の拡大効率がいいことに気づいたのである。
【０１０３】
　沈水植物群落の拡大速度については、本発明者が調査した結果では、四角形の群落を形
成している場合、群落のサイズが小さいときは一月で一辺が約２倍に拡大することが確認
された。これに対して群落サイズが大きくなると、一月あたりの一辺の拡大量は平均で０
．８ｍ程度となった。つまり、小さな植栽基盤を投入すると、一辺の長さが０．８ｍとな
るまで植物群落一辺の長さは毎月２倍と拡大していく。しかし、植栽基盤の植物群落一辺
の長さが０．８ｍを超えると、毎月０．８ｍずつ拡大していくということである。これは
、大きい基盤を少量設置するよりも小さい基盤を多量に水域に設置し、その回収、再設置
を繰り返すことが群落を再生させるには、効率が良く望ましいということを示している。
【０１０４】
　尚、この０．８ｍという値は、植物種や水域の水深、水質等の条件によって異なるので
以降「植物群落拡大速度の閾値」と記載する。
【０１０５】
　植栽基盤の設置間隔は、再生期間に拡大が予想される群落サイズ以上となるように、再
生領域内の対象水域に均等に配置するのが望ましい。例えば、最終的に植栽基盤を中心に
群落の一辺が５ｍと拡大する場合には、植栽基盤と植栽基盤の間隔は５ｍもしくはそれ以
上として配置していくことで効率的な再生を図ることができるのである。
【０１０６】
　かかる植栽基盤の設置間隔は、沈水植物の群落の拡大速度から求めることができる。基
盤一辺のサイズ（ｍ）をＬ０、再生期間(月)をｎとすると植物の生育期間(月)はｎ/２（
一年で植物が良く育つのは春から秋までの５月～１０月の６ヶ月であるため）、植物群落
拡大速度の閾値をｄ、基盤設置期間(月)（設置場所での栽培期間）をｐとすると、基盤の
設置間隔（拡大する沈水植物群落1辺の長さに相当する）ＬＸは設置場所の移設回数ｘ（
移設無の場合はｘ＝０、１回目の移設場所ではｘ＝１）より求めることができる。ｘの最
大値は（ｎ／２ｐ）－１で計算する。計算結果は、表１に示すようになる。
【０１０７】
　尚、ｃは、設置場所において拡大する沈水植物群落の一辺の長さが、沈水植物群落拡大
速度の閾値を越えるｎ／２－ｐｘの境界値を示している。
【０１０８】
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【表１】

【０１０９】
　表１に示すように、かかるケースでの好ましい基盤の設置間隔は、初期の設置場所では
１０．６ｍ、移設１回目の場所においては８．２ｍ、２回目の場所では５．８ｍ、３回目
の場所では３．４ｍ程度とすることで無駄なく再生を進めることができることが分かる。
【０１１０】
【表２】

【０１１１】
　また、表２に示す沈水植物群落面積から、植栽基盤を小さく分割することの有利性、植
栽基盤を繰返し移設することで再生が加速化できることが分かる。すなわち、例えば、同
じ植栽基盤面積４ｍ２を用いて、２年間（ｎ=２４）に再生を図ることができる面積を以
下の条件で試算した。なお、植物群落拡大速度ｄ＝０．８と仮定した。移設しない場合は
ｎ／２＝ｐとなる。計算結果を図１７に示す。
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【０１１２】
　図１７に示すように、（１）ケースＩ：２ｍ×２ｍの植栽基盤１個で移設無しの場合に
は、Ｌ１＝２．０、ｂ＝１、ｎ＝２４、ｐ＝１２となる。（２）ケースII：０．５ｍ×０
．５ｍの植栽基盤１６個（４ｍ２）、移設無しの場合には、Ｌ１＝０．５、ｂ＝１６、ｎ
＝２４、ｐ＝１２である。（３）ケースIII：０．２ｍ×０．２ｍの植栽基盤１００個（
４ｍ２）、移設無しの場合には、Ｌ１＝０．２、ｂ＝１００、ｎ＝２４、ｐ＝１２である
。（４）ケースIV：０．２ｍ×０．２ｍの植栽基盤１００（４ｍ２）、６生育期間（１年
）ごとに移設の場合には、Ｌ１＝０．２、ｂ＝１００、ｎ＝２４、ｐ＝６である。（５）
ケースＶ：０．２ｍ×０．２ｍの植栽基盤１００個（４ｍ２）、３生育期間（半年）ごと
に移設の場合には、Ｌ１＝０．２、ｂ＝１００、ｎ＝２４、ｐ＝３である。
【０１１３】
　実際は成長した沈水植物群落自身より発生する切れ藻が周囲に根付くことがあるため、
計算値よりも大きな面積とはなるが、切れ藻を見込まないとケースＩではほとんど群落は
拡大しない。しかし、同じ植栽基盤面積でも植栽基盤をより小さく分割するほうが拡大速
度は大きくなる（ケースII、III）。また、移設を繰り返すことによって、より早く効率
的に拡大することができる（ケースIV、Ｖ）。
【０１１４】
　尚、上記説明における拡大速度は植物種によって異なるので、その値は現地で計測した
ものを用いることとする。式上ではｄ＝０．８としている。実測できない場合は便宜的に
０．８ｍを使用すればよい。
【０１１５】
　一方で、沈水植物群落が繁茂すると、内部に光があたらなくなる箇所ができる。植物は
新しい葉の生産と古い葉の枯死が繰返し行われており、ところどころ、水底では植物群落
が生えない場所が生まれてくる。このため、植栽基盤の面積をあまり小さくすると、移設
する際に回収した植栽基盤に植物が根付いていない現象が起きる。植物種によって異なる
が、発明者らが栽培した結果、四角形の場合、一辺のサイズが１５ｃｍより小さいと植物
がついていない植栽基盤がみられることが多かった。このことから、植栽基盤の一辺は、
図１６に示すように、１５ｃｍ以上、好ましくは２０ｃｍ以上に小さく分割して栽培する
ことが望ましいことが確認された。
【０１１６】
　また、かかる植栽基盤の寸法の上限については、特段規定することはないが、例えば、
トラック等で運搬する際の扱い易さを考慮するという観点からは、例えば６０ｃｍ以下で
あればよいと規定することもできる。さらには、現状の規模としては、トラックでの運搬
では、２ｍ四方の大きさが最大であることから、一辺を２ｍと規定することもできる。
【０１１７】
　また、基本的には、上記説明の四角形以外でも、例えば、円形の場合も同様な計算が成
立する。しかし、円形の場合は、栽培する際に四角形だと隙間無く並べて栽培できるが、
円形の場合には並べた状態で隙間ができてしまう。さらに、植栽基盤の製造に際して、円
形に切るのは資材のロスもあり、費用もかさむため実用的ではない。
【０１１８】
　さらには、植栽基盤を１５ｃｍ四方の四角形に形成した場合には、かかる小さな植栽基
盤毎に沈水植物を栽培して、初期の沈水植物の栽培が終了した時点で、かかる植栽基盤を
用いて植物再生基盤を形成することとなる。かかる場合には、植物再生基盤を作成する前
の段階の沈水植物の初期の栽培時に、１５ｃｍ四方等の小さい植栽基盤を複数個一括して
支持枠等に収容して、一括栽培すればよい。かかる一括栽培で、沈水植物が所定の長さま
で到達したのち、栽培部を引き揚げ、支持枠から植物の根付いた植栽基盤を取出し、前記
沈水植物再生基盤の構造とし、対象水域に沈設する。
【０１１９】
　かかる支持枠に複数個の植栽基盤を収容するに際しては、仕切りはあった方が好ましい
が、しかし、なくても構わない。本発明者の実験では、ぎっしり詰めても、沈水植物の根
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は非常に細く切れやすいため容易に分割可能であるため、かかる仕切必須ではない。すな
わち、仕切を設けなくても、隣接する植栽基盤にまたがって根が生えても、容易に植栽基
盤同士を切り離すことができる。
【０１２０】
　以上のように一辺の長さが規定された植栽基盤に沈水植物が植栽されたものを使用して
、前記実施の形態で述べたように、植物再生基盤を形成する。このようにして形成した植
物再生基盤を、沈水植物の再生領域の水域内の水底に沈設する。沈設に際しては、例えば
、前記実施の形態で説明した沈設手段を用いて行えばよい。沈設後は、所定期間放置して
、植栽基盤から周辺の所定範囲に根付き等を待つ。根付き、あるいは草丈の伸張等が確認
された時点で、前記実施の形態１で示したように、移設ステップを行う。移設ステップで
は、例えば船上から表示手段を目視で見つけて、回収手段により植栽基盤を水底から離し
て、未再生領域に移設すればよい。かかる移設に際しては、ランダムに行ってもよいが、
前記実施の形態で説明したようにシステマティックに行っても構わないことは、勿論であ
る。
【０１２１】
　そこで、本実施の形態で説明した発明は、特許請求の範囲に記載する場合は、次のよう
に記載することができる。例えば、請求項１の記載としては、植栽基盤は一辺が１５ｃｍ
以上の形状を有していることを特徴とする植栽基盤と記載することができる。上限は、分
割しない場合の通常基盤の大きさは２ｍ四方の四角形であるため、かかる寸法を上限とし
ておけばよい。トラック等での輸送上の制限等を上限としても構わない。また、例えば、
請求項２としては、請求項１記載の構成において、前記形状とは、四角形であることを特
徴とする植栽基盤と記載することができる。例えば、請求項３としては、植栽基盤の形状
の周長が、四角形の場合には６０ｃｍ、円形の場合には６６．６ｃｍ以上であることを特
徴とする植栽基盤と記載することができる。これは、植栽基盤が四角形の場合、その最小
基盤サイズは上記の如く少なくとも一辺１５ｃｍ以上の正方形があることか好ましいから
である。また、円形の場合には、最小サイズは一辺１５ｃｍの正方形の外接円と見做すこ
とができるので、その外接円の周長が６６．６ｃｍであるからである。すなわち、四角形
でも、円形でも、植栽基盤の形状としては、周長が６０ｃｍ以上あればよいことが確認で
きる。かかる周長寸法の上限は、上述と同様にトラック等での輸送上の制限等を上限とし
ても構わない。例えば、請求項４としては、沈水植物の植栽基盤の作成方法であって、前
記植栽基盤は、前記請求項１～３のいずれか１項に記載の植栽基盤であり、前記植栽基盤
は、前記植栽基盤を複数個合わせて形成した大型植栽基盤で沈水植物を栽培し、その後に
前記大型植栽基盤を前記植栽基盤の形状に分割して作成することを特徴とする植栽基盤の
作成方法と記載することができる。かかる発明の目的としては、例えば、周囲への拡大が
効率的に図れる植栽基盤の形状を提供することにあると記載することもできる。かかる目
的は、沈水植物の再生の効率化にも資するものであることは言うまでもない。
【０１２２】
　（実施の形態４）
　本実施の形態では、前記実施の形態１で使用する再生方法で、再生領域の水域内に設置
する前の段階の沈水植物の栽培方法について説明する。沈水植物を所定の草丈まで栽培す
る栽培方法としては、再生目的の対象水域にて栽培する方法と、水槽を用いて栽培する方
法とがある。本実施の形態では、対象水域での水深の浅い場所で栽培する栽培方法につい
て説明する。
【０１２３】
　尚、本実施の形態の栽培方法は、本発明の沈水植物の再生方法にのみ使用できるもので
はなく、他の方法で使用しても一向に構わない。しかし、本発明に適用するとより効果が
顕著に感得されるのである。
【０１２４】
　沈水植物は、成育環境の水質に適応した形態をとる性質がある。例えば、光環境に応じ
て葉の大きさや、葉の間隔を変えることが知られている。そこで、沈水植物の群落再生目
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的のためには、沈水植物の再生領域の水域で栽培するのが好ましい。かかる対象水域にて
栽培する方法では、沈水植物は水質に適応した形態をとるので、植栽基盤を沈設した際に
沈水植物が対象水域の水質等の環境になじみやすいというメリットがある。
【０１２５】
　また、沈水植物の葉はクチクラ層が発達しないため、空気中では水分を保持できずに枯
死する。このため、沈水植物の運搬をする際にはシートで覆う等、乾燥しないように細心
の注意を払う必要がある。栽培した沈水植物を再生領域の水域内で移動させることで、移
動に際しての乾燥への注意を払う必要も少なく、植物体へ与えるダメージを小さくするこ
とができる。さらには、再生領域が大きく、多量の植栽基盤が必要なケースにおいては、
水域外で栽培するには植栽基盤の数に見合った栽培用水槽の確保、栽培用水槽を設置する
栽培場所の確保等が問題となるが、水域内で栽培する場合はその点が問題にならない利点
もある。
【０１２６】
　しかし、一方では、再生領域の水域内で栽培するため、再生領域における自然の栽培環
境が大きく影響し、沈水植物の成育に悪影響を与える場合も想定される。そのため、栽培
に際して十分な沈水植物の保護対策がとりにくい。台風や大雨等の天候災害や、水域の水
質、鳥や魚等の捕食被害等の影響を受けやすいというデメリットがある。勿論、再生領域
の環境自体が、人工的に管理が行えるところであればそれ程に問題は発生しない。しかし
、通常、再生領域は人為的に環境コントロールがしにくい自然環境の中にあるため、かか
る問題点にも注意する必要がある。
【０１２７】
　他方、水槽で栽培する方法では、人工的に管理された系で栽培するため、例えば透明度
の高い（光が十分にあたる）きれいな水で確実に栽培することができる。しかし、栽培場
所と再生領域とは、基本的には異なるため、栽培場所から再生領域まで運搬する必要があ
る。かかる植栽基盤の運搬には、植栽基盤を含めた沈水植物が乾かないように、湿度の管
理や物理的に植物体へのダメージを与えない等気を配る必要がある。また、栽培に際して
、植栽基盤の数が多量になると、前述の如く、栽培面積が大きくなり、人工の水槽ではそ
の確保が難しい等、種々のデメリットが考えられる。
【０１２８】
　そこで、本実施の形態では、対象水域内の再生領域に設置する前の沈水植物を栽培する
方法として、つぎのような構成を考えた。すなわち、水域の沿岸等の水深が浅く水底に十
分な光のあたる場所で栽培するのである。さらには、浮島により基盤を水中に浮かせて栽
培する方法、あるいは栽培基盤となる植栽基盤を吊り下げて栽培する方法等も考えた。
【０１２９】
　本実施の形態では、上記栽培方法の内、水域の沿岸等の水深が浅い水底を利用して栽培
する場合について説明する。例えば、その方法を、図１８に模式的に示した。すなわち、
現地の沿岸等、浅い場所で植物の生育に必要な光をあてて沈水植物を栽培する方法である
。そのため、ダム湖や直立護岸のように急に水深が深くなるような場所は、栽培場所とし
て望ましくない。
【０１３０】
　また、沿岸等現地の水底での栽培方法では、魚類やウシガエルのおたまじゃくし等の食
害、またはザリガニやテナガエビ等沈水植物を切断する等の生育阻害を最小限にするため
、水中からの侵入を防止できる遮水シート等のシート、あるいは魚類侵入防止ネット、あ
るいは鋼矢板等を水底から水面までを覆うように設けておけばよい。鳥からの捕食を防止
するためには水面上部に、防鳥ネット等のネットまたは光透過性のシート等を設けておけ
ばよい。かかる場合を、例えば、図１９、２０、２１に示した。
【０１３１】
　図１９、２０に示すように、沿岸４００の水深の浅い場所の水中側が、周囲を遮水シー
ト４１０で囲われている。かかるい遮水シート４１０で囲った上方側を、図１９に示すよ
うに鳥除けネット４２０ａで囲っている。上方からの鳥の侵入を阻止するためである。か
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かる遮水シート４１０は、図２０（ａ）、（ｂ）に示すように、例えば、単管等で構成し
た支柱４３０を水底に立て、かかる支柱４３０を介して固定されている。
【０１３２】
　このようにして水中側に設けられた遮水シート４１０の上端側は、フロート４２１で支
持されている。フロート４２１の上方側は、支柱４３０の上端側を利用して魚類進入防止
ネット４２０ｂが周囲を囲むように設けられている。すなわち、水中側を遮水シート４１
０で囲った範囲の上方側は、さらに魚類進入防止ネット４２０ｂで周囲が囲われているの
である。かかる魚類進入防止ネット４２０ｂを設けるのは、産卵期等に鯉や鮒等が水面を
ジャンプして遮水シート４１０で囲われた水域内に入れないようにするためである。
【０１３３】
　また、フロート４２０の下方の水中内には、遮水シート４１０のシート本体４２２が垂
れ下がるようにして設けられている。シート本体４２２の下方側は、シートアンカー４２
３、チェーンアンカー４２４が設けられ、シート本体４２２が水流等で流されないように
なっている。このようにして、周囲の水域から隔離された状態で沈水植物を栽培する。
【０１３４】
　隔離した栽培水域内の透明度が著しく低い場合は、抽水植物を植栽した浮島やアオコ除
去装置などで透明度を改善するとよい。もしくは、沿岸域のため、はじめは岸側の浅い場
所で栽培し、草丈の成長に伴い深い場所へ移設しながら所定の草丈まで栽培しても構わな
い。もしくは櫓状のものを設置し、その上部で、つまり浅い水深で栽培し、草丈が伸張し
たら櫓から降ろして、深い場所で栽培しても構わない。
【０１３５】
　図２１は、鋼矢板等の遮水壁４４０により水域の確保を行って栽培する方法を説明した
図である。図２１（ａ）に示すように、鋼矢板等で構成された遮水壁４４０を、水底深く
打ち込み、完全に遮水する。かかる状態で、隔離した水域内の水位を、光が十分に当たる
水深まで下げる。水深を下げるには、例えば、ポンプ４４１を用いて隔離水域内の水を排
出すればよい。また、植栽基盤は、図２１（ａ）に示すように、支柱４３０に係留した水
底に沈められている。このようにして沈水植物を光が当たる状況で栽培し、図２１（ｂ）
に示すように、徐々に成長に従って、ポンプ４４１等で周囲から水を引いて水位を上げて
ゆく。沈水植物の成長に従って水位を上昇させるため、周囲の水が濁っていても効果的に
再生することができる。汚濁が著しい水の場合は、ポンプで取水後に砂ろ過等により浄化
水を導入しても構わないが大規模な施設となる。
【０１３６】
　また、図２１（ａ）、（ｂ）に示す場合には、紙面左側で傾斜した護岸を利用した構成
を示している。すなわち、護岸を背景にして前面側を遮水壁４４０で囲うようにして、隔
離水域を設定した場合を示している。しかし、護岸を利用することなく、遮水壁４４０で
全面を囲うようにして、隔離水域を設けても構わない。
【０１３７】
　沈水植物の植栽初期の挿芽は根がついていない葉と茎であったり、根がついているもの
でも植栽基盤へ根付いていない。植栽初期の沈水植物は植栽基盤へ根を張るためにエネル
ギーを使用しており、また植栽初期にはその沈水植物のボリューム、すなわち量自体が非
常に少ないため、捕食等の影響を受けると成育できずにすぐに消えてしまう。このような
動物による捕食や生育阻害の影響を最小限にするべく、上述のように、栽培場所の周囲を
隔離しておく。
【０１３８】
　上記した図２０に示す遮水シート４１０による隔離水界と、図２１に示す鋼矢板等の遮
水壁４４０による隔離水界とは、その効果に違いがある。すなわち、遮水シート４１０に
よる隔離水界の構成では、周囲との水の交換は殆どされない。つまり、水の交換が殆どな
いため、基本的には透明度が一度改善されれば、透明なままを保つ効果がある。また、鳥
除け、魚除けネット等を使用して捕食防止を施すことができる。かかる遮水シートで隔離
された水界内では、水位変動は行えない。これは、水底側での遮水機能が完全では無いた
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め、水位は隔離水界以外の水界と同じレベルになるのである。従って、著しく透明度が低
い場合は、浅い場所で栽培（岸側、底上げ）するか、透明度を改善する必要がある。透明
度の改善の仕方は、隔離水域内の水を浮島やアオコ除去装置等で直接浄化する。一度浄化
すると汚くならない。もしくは、清浄な水にいれかえる。但し、アオコ等の植物プランク
トンはポンプ内で除去できず、砂ろ過装置等が必要となってしまう。
【０１３９】
　一方、鋼矢板等の遮水壁を使用して隔離する場合には、完全遮水ができる。そのため、
周囲との水の交換は一切行われず、ポンプ等を使用して隔離水界内での水位変動ができる
。隔離された水界は、水界外とは完全に遮断されているためである。かかる構成でも、鳥
除け、魚除けネット等で捕食防止は勿論図れる。尚、浮島やアオコ除去装置等の水質浄化
装置をいれてもよいが、水位変動ができるのでその水位を調節することで沈水植物が光を
十分に享受できるようにする方が簡便であり、しかもコスト的に有利である。
【０１４０】
　このように隔離水界といっても、その隔離の仕方によりその効果は違う。そのため、状
況に応じて使い分けることが必要である。また、同じ水域の沿岸部であっても、その沿岸
部の位置する環境で、遮水シート、遮水壁を用いた隔離水界の方法を使い分けることも必
要である。
【０１４１】
　このようにして沈水植物の植栽初期には、隔離水域内の水位を下げ、成長に従って水位
を上げる。かかる水位を下げておく植栽初期とは、例えば挿芽となる苗株の葉の上部への
光が大気中の１０％以上届く水深となるように水位を下げればよい。便宜的に透明度は大
気中の光が１５％となる水深であるため、その水深に植物の草丈を設定すれば簡単である
。例えば、水深２ｍで透明度が３０ｃｍ、苗株が３０ｃｍであれば、水位を６０ｃｍとす
ればよい。
【０１４２】
　水面直下まで沈水植物が成育したら、再び苗株の葉の上部への光が大気中の１０％以上
届く水深となるように水位を上げればよい。これを繰り返すことで沈水植物を所定の草丈
まで生育させることができる。透明度が３０ｃｍであれば、栽培初期は水深３０ｃｍで開
始し、水面直下まで草丈が成育した後、３０ｃｍずつ所定の草丈まで水位を上げていけば
よい。
【０１４３】
　また、再生領域の植栽基盤を設置する場所の水深が深く、栽培する沈水植物の成長に必
要な光が十分にあたらない場合も当然に想定される。かかる場合には、再生領域の中でも
、栽培場所には再生領域より水深の浅い場所を選ぶ。光が沈水植物の成育に必要な程度以
上あたるようにすることが必要となる。かかる状態の栽培場所で、沈水植物の草丈を伸ば
して、再生領域の水域内の水底に設置した場合に、成育に必要な十分な光があたる水深に
届くまで草丈を栽培で伸ばしておく。
【０１４４】
　通常は、沈水植物の草丈は、最大で水面直下となる程度に設定して、再生領域に設置す
ればよい。しかし、上記のような事情がある場合には、水深の浅い栽培場所では、水底か
ら草丈の先端までの長さが、再生水域の水深より上にくるように栽培しなければならない
。例えば、浅い沿岸で栽培している場所の水深が１ｍで、再生領域内に植栽基盤を設置す
る再生場所が１．５ｍの場合であったとする。かかる再生領域に設置する場所では、例え
ば濁っていて、水深１ｍでは沈水植物に必要な光が十分ではないものとする。
【０１４５】
　かかる場合には、水深の浅い１ｍの栽培場所で、１ｍを超える草丈の栽培を行う必要が
ある。当初、発明者は、かかる解決策に当惑した。沈水植物は、水面上に真っ直ぐに茎を
突き出して成長する植物ではない。そこで、どのようにして、水深以上の草丈を有する沈
水植物を成育させるか、その解決策に頭を悩ました。しかし、ある事実に気がついた。す
なわち、沈水植物には、草丈が水面より上に伸びる必要がある場合には、水面下まで伸び
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た草丈が、水面上に葉を浮かべながら水面に沿って展開して今度は草丈を伸ばすという性
質があることに気づいた。
【０１４６】
　そこで、草丈の長さＬは、水底から水面までの長さＬ１と、水面に沿って展開した長さ
Ｌ２との総和（Ｌ１＋Ｌ２）で規定することができることを見出したのである。このよう
にして、水深より長い草丈の沈水植物の栽培ができることになる。例えば、１ｍの水深で
は、水面の真下まではＬ１＝１ｍの草丈が成長する。その後、水面に沿って展開すること
で草丈は伸びるので、例えばＬ＝０．５ｍだけ草丈を伸ばすことも可能である。このよう
にして、Ｌ１＋Ｌ２＝１．５ｍとなった時点で、栽培を止めて、かかる１．５ｍに伸びた
沈水植物を、水深１．５ｍの再生領域の水域内に設置して、沈水植物の再生を図ることが
できる。水面上に沈水植物を展開させ、植物長が１．５ｍになってから設置すれば、再生
が確実に行えるのである。かかる様子を、図２２に示した。
【０１４７】
　すなわち、沈水植物の草丈の測り方は、水底部分から水面までの長さと、水面上に展開
した草丈の先端までの長さで、判定すればよい。一株から数本の分岐をだすのが特徴であ
り、判定に際しては、前記実施の形態でも述べたように、一株である分岐した草の丈から
判断してもよいし、あるいは複数の株で判断しても構わない。一本でも光が十分にあたれ
ばなんとか成育すると考えられるので、判断に際しては、一本の草丈で判断すればよい。
沈水植物は、一株から数本の分岐をだすのが特徴である。
【０１４８】
　また、以上の構成を有する本実施の形態の構成では、沈水植物の植栽基盤は、水位の変
化に関わらず、水底に置かれた状態で行われる。そのために、沈水植物に必要な栄養物が
多く含まれている底泥に接した状態での初期栽培が可能となる。すなわち、成育に必要な
栄養という観点からは、極めて良好な成育環境で沈水植物の栽培が行える方法である。
【０１４９】
　そこで、本実施の形態で説明した発明は、特許請求の範囲に記載する場合は、次のよう
に記載することができる。例えば、請求項１の記載としては、栽培水域の水深よりも長い
草丈の沈水植物を栽培することを特徴とする沈水植物の栽培方法と記載することができる
。例えば、請求項２としては、請求項１記載の構成において、前記水深よりも長い草丈と
は、前記栽培水域の水底から水面までの草丈と、水面上に展開した草丈との、総和である
ことを特徴とする沈水植物の栽培方法と記載することができる。また、請求項３としては
、沈水植物の成育に必要な光が水面下所定水深以内である水域に沈水植物を植栽するため
に、前記所定水深に満たない水深で、前記所定水深以上の草丈にまで沈水植物を成育させ
ることを特徴とする沈水植物の栽培方法と記載できる。例えば、請求項４としては、請求
項３に記載の構成において、前記所定水深に満たない水深で、前記所定水深以上の草丈に
まで沈水植物を成育させるとは、水面までの草丈長さと、水面上に展開した草丈長さとの
総和である草丈長さまで前記所定水深に満たない水深で成育させることを特徴とする沈水
植物の栽培方法と記載することができる。かかる発明の目的としては、例えば、草丈未満
の水深水域で、水深より長い草丈に成長させる方法を提供することにあると記載すること
もできる。かかる目的は、沈水植物の再生の効率化にも資するものであることは言うまで
もない。
【０１５０】
　（実施の形態５）
　本実施の形態では、前記実施の形態１で使用する再生方法で、再生領域の水域内に設置
する前の段階の沈水植物の栽培方法について説明する。本実施の形態で説明する方法は、
前記実施の形態で説明した再生領域の水域内の沿岸等の水深が浅い水底を利用して栽培す
る方法とは異なる。再生領域の水域内で、浮島を用いて沈水植物の栽培を行う栽培方法で
、フロートが分離可能、あるいはフロート機能の消失可能に構成された浮島を利用するも
のである。特に、再生領域の水深が深く、前記実施の形態に述べたような水深の浅い場所
での沈水植物の初期栽培の方法が適用できない場合に有効である。
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【０１５１】
　かかる浮島は、例えば、フロート部と植栽部とが分離できるように構成されていること
が特徴である。かかる特徴的構成を有した浮島では、所定水深に植栽基盤を沈めて沈水植
物を栽培する。かかる所定水深とは、水底まで届かない水深である。かかる水深で、栽培
を続けるうちに、沈水植物が成長して、草丈が水面直下にまで達したとする。かかる状態
で、全てのフロート部を、沈水植物が植栽されている植栽基盤から分離する。このように
して分離することで、植栽基盤を水中に保持していたフロート部が無くなり、植栽基盤は
水中に沈む。このようにして沈水植物の植栽基盤は水底に設置され、水底の豊富な栄養素
に基づき必要な草丈に栽培することができる。
【０１５２】
　上記方法を、例えば、図２３に示した。図２３に示す場合には、浮島５００は、植栽部
支持枠５１０内に設けられた植栽基盤１０を有し、かかる植栽基盤１０内で沈水植物２０
０が栽培される。かかる植栽部支持枠５１０は、その支柱部分５１０ａとフロート支持枠
５２０とが、連結部５２１を介して接合されている。フロート支持枠５２０には、図２３
に示すように、フロート５２２が設けられている。かかるフロート５２２で、浮島５００
全体を水に浮かせている。浮島５００は、支持体５１１にワイヤー等の係留部材５１２で
係留され、水等に流されず移動しないように構成されている。係留部材５１２は、例えば
ターンパックル等を用いて適宜に長さ調整ができるように構成されている。かかる支持体
５１１は、単管等で構成され、水底に下端側が差し込まれて設けられている。
【０１５３】
　上記説明で浮島５００を支持体５１１に係留する場合を説明した。かかる構成は、土嚢
袋等を浮島につけてアンカーとし用いることで、支持体５１１を省いても構わない。しか
し、支持体５１１を設ける構成は、次のようなメリットがある。すなわち、沈設後は、所
定の草丈まで植物が成長した後、上記アンカーの構成では、重い植栽基盤を引っ張りあげ
なければならなくなる。さらには、水から引き揚げた植栽基盤を用いて植物再生基盤を作
成する際に、単管等の支持体５１１に結ぶことが必要となる。沈水植物は乾燥に弱いため
、水面ぎりぎりの沈水植物が水に浸かっている状態で一旦係留し、植栽基盤を取り出して
植物再生基盤を作成するときが必要となり、支持体５１１があった方が好ましいのである
。
【０１５４】
　かかる浮島５００では、適宜に連結部５２１を解除することで、フロート支持枠５２０
を植栽部支持枠５１０から外すことができるようになっている。すなわち、植栽部支持枠
５１０に設けた植栽基盤１０は、フロート支持枠５２０を分離することでフロート５２２
と切り離され、水底に沈設させられるのである。沈設した状態の植栽部支持枠５１０の植
栽基盤１０には、水中に浮かせていた状態よりも沈水植物２００が成育して、草丈が大き
くなっている。かかる様子も、図２３では併せて示している。
【０１５５】
　植栽部支持枠５１０は、より詳細には、図２４に示すようになっている。すなわち、植
栽基盤１０の上方を囲むように、食害防止ネット５１３が設けられている。食害防止ネッ
ト５１３は、水中に浮かせた状態で沈水植物２００を初期の成育をする際に、魚等の餌等
とならないように、魚類の侵入を防止するものである。前記実施の形態で述べた魚類進入
防止ネットに相当するものである。かかる食害防止ネット５１３は、例えば、沈水植物２
００が成育させられている植栽基盤１０の上面をほぼすっぽり覆うように構成されている
。
【０１５６】
　植栽部支持枠５１０の底面側には、ネット支持体５１４に支持されてマット支持ネット
５１５が設けられている。マット支持ネット５１５の上に、遮水シート５１６が敷かれて
いる。遮水シート５１６の上に、植栽基盤１０が設けられている。そのため、植栽基盤１
０を構成する３次元網目構造等の植栽マット５１７に塗り込めた沈水植物用栄養物を含む
栽培用の土壌５１８が水に洗われて無くなることがない。また、植栽部支持枠５１０の底
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面側には、植栽基盤１０を沈設して必要な草丈が伸びた状態で引き揚げることができるよ
うに、引揚用部材取付部５１９が設けられ、例えば、ワイヤロープ等の引揚用部材が取り
付けられるようになっている。図２４では、図の説明が分かりやすいように、沈水植物の
図示を省いている。
【０１５７】
　尚、上記遮水シート５１６は、引き揚げた植栽基盤１０から再生目的で使用する植物再
生基盤を作る際には、面倒でも、植栽基盤１０の周囲から除く必要がある。除かないと、
水底に沈設した植物再生基盤の周囲への沈水植物の根が張りにくいからである。
【０１５８】
　また、植栽基盤に沈水植物を定着、栽培する段階で、植栽部支持枠が土壌流出防止を兼
ねるのであれば、流出防止シートや遮水シート等は必要ない。アングルのようなもので枠
を作成するときは、流出防止シートが必要である。充填土壌は、市販されている植物園芸
用の培養土や川砂等で構わないが、対象水域の水底の底泥が沈水植物の生育に適している
ので、それを充填することが好ましい。
【０１５９】
　植栽基盤全てに土壌を充填しても構わないが、基盤サイズによっては非常に重くなる。
そのため、粘性を持たせて表面に塗りこむことで、流出し難く、かつ軽量な植栽基盤とす
ることができる。例えば、底泥にケト土（ヨシやマコモ等が腐食して粘土のようになった
もの）を混ぜることで、粘性をもった充填土壌とすることができる。
【０１６０】
　図２５に示す構成では、植栽部支持枠５１０に直接フロート５２２を着脱自在に設けた
場合を示す。植栽部支持枠５１０の支柱部分５１０ａは、図２３に示す場合よりも長く形
成されている。長く形成された支柱部分５１０ａに、フロート５２２がＵ字ボルト５３０
ａ等の固定具５３０で設けられている。例えば、固定具５３０がＵ字ボルト５３０ａの場
合には、図２５（ｂ）に示すように、フロート５２２を間に挟むＵ字ボルト５３０ａを少
し緩めに締めて設けておく。フロート５２２を、図２５（ｃ）の説明のように、強く引っ
張ると抜ける程度に締めつけておけばよい。このようにしておけば、フロート５２２を植
栽部支持枠５１０から分離するときに、極めて簡単に外すことができる。かかる構成では
、普段は、フロート５２２には浮力が作用していて、Ｕ字ボルト５３０ａの側に押しつけ
られているため、自然に外れることはない。
【０１６１】
　このような構成のフロート５２２は、ある程度沈水植物２００が育って来たら、フロー
ト５２２を分離して水底に沈ませた状態で必要な草丈に育てればよい。植栽部支持枠５１
０を沈設した状態を、図２５（ａ）には、示している。かかる状態では、フロート５２２
が、支柱部分５１０ａから取り外されている。かかるフロート５２２を支柱部分５１０ａ
に設ける固定具５３０としては、例えば、結束バンド、針金、ロープ等の結束線を使用す
ることもできる。また、フロート５２２は、分離して回収するために軽いものが望ましく
、例えば、中空管に構成しておけばよい。さらには、発泡プラスチック、塩化ビニール製
、ＰＥ、ＰＰ、ＰＳ製等の種々の軽い構成が使用できる。
【０１６２】
　図２６（ａ）には、フロートの分離構成の変形例を示す。かかる変形例の構成では、フ
ロート５２２が中空フロート５２２ａ、すなわち中空管に構成されている。中空フロート
５２２ａを構成する中空管内には、例えば、空気が入れられている。勿論、空気以外の軽
い気体を入れておいても構わない。かかる中空フロート５２２ａは、端部にキヤップ５２
３が設けられ、中空管内の空気等の気体が抜けて水が中に入らないように構成されている
。このようにして、図２６（ａ）に示すように、中空フロート５２２ａ内に空気等の気体
をいれて浮力を作用させることで、浮島５００を水中に浮かしておく。水中に浮かせてい
る間に、沈水植物の初期の栽培を行う。
【０１６３】
　尚、中空管の構成には、例えば、塩化ビニール製の管、あるいは鉄管、あるいは竹製の
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管等が使用できる。
【０１６４】
　その後、沈水植物が成育してきたら、中空フロート５２２ａのキャップ５２３を外して
、中空フロート内に水を入れ、そのまま沈設させればよい。すなわち、中空フロート５２
２ａを分離することなく、中空フロート５２２ａのフロート機能を消失させることで、フ
ロート分離と同様の役目を果たさせることができるのである。
【０１６５】
　また、図２６（ｂ）には、図２３、２４に示す植栽部支持枠５１０とフロート支持枠５
２０を接続する連結部５２１の変形例を示した。すなわち、植栽部支持枠５１０の支柱部
分５１０ａの上方先端側にリング５４１を設けておく。一方フロート支持枠５２０の支柱
部分５２０ａの下端側にもリング５４２を設けておく。両方のリング５４１、５４２を、
少なくとも何れかのリングにリング差し込み口を切っておき、両方のリング５４１、５４
２をそのリング差し込み口を介して連結すればよい。分離する場合には、リング差し込み
口を介して、リング５４１、５４２同士を分離することができる。
【０１６６】
　あるいは、図２６（ｃ）に示すように、二つのリング５４１、５４２を、Ｓ字フック５
４３ａ等のフック５４３でつないでも構わない。かかる場合には、例えばＳ字フック５４
３ａの両端をそれぞれのリング５４１、５４２内に通すだけで、連結が行えるので極めて
簡単である。また、リング５４１、５４２内からＳ字フック５４３ａの両端を抜くだけで
、取り外しも簡単に行える。
【０１６７】
　上記説明の如く、植栽基盤と連結したフロートを分離可能、あるいはフロート機能を消
失させる構成を採用することで、遮水壁等で囲って隔離水域を設けて水位を変化させて沈
水植物の初期栽培を行う場合に比べて、格段にその手間とコストを低減させることができ
る。
【０１６８】
　上記説明では、水中に浮かした状態で沈水植物の初期の栽培を行い、その後に植栽基盤
を水底に沈めて成育を行う場合を説明した。かかる説明では、初期には浮島を浮かせてい
たフロートを分離して、植栽基盤を沈ませる構成を説明した。かかる場合には、前掲の図
２６（ａ）に示す場合を除いて、原則フロートを植栽基盤から完全に分離していた。かか
るフロートの分離の構成は、あくまで水中の透明度が少なくともある程度確保されている
場合に有効に使用することができるものである。透明度が確保されている水深に植栽基盤
を浮かせて沈水植物を成育し、その後フロートを分離することで植栽基盤を水底に沈設さ
せてその後の成育を行う構成であった。
【０１６９】
　しかし、透明度が確保されている水深が、水底までの水深より短い場合には、水中に浮
かせた状態で水底に沈設しても光が沈水植物の葉にあたる程度まで草丈を伸ばしておかな
ければならない。そのために、水中に浮かした状態での植栽を複数回水深を変化させて行
い、水底に沈設させた状態でも光が葉面にあたる程度まで草丈を伸張させる必要がある。
しかし、植栽基盤を水中に浮かせた状態で水深を何回かにわたり調節しなければならず、
基本的には手間がかかる。そこで、かかる場合に、透明度が確保されている水深に維持し
た状態でフロートを一部分離することで、草丈を必要な長さに伸張できる構成が好ましい
。
【０１７０】
　すなわち、かかるフロート分離の構成では、フロートを植栽基盤から一部分離すること
で、水面上にはフロートが無くなる。そのため、水面直下まで延びた草丈を、フロートで
阻止することなく、水面に沿って展開させて、より長い草丈に生育させることができる。
フロートが、植栽基盤の上方の水面に、水面下の植栽基盤を囲むように設けられていると
、水面下まで草丈が伸びた沈水植物が、さらに水面に沿って展開するのを妨げることにな
る。本実施の形態の構成では、かかる沈水植物の水面に沿った展開を阻むフロートの分離
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が行えるのである。
【０１７１】
　あるいは、当初より、フロートを相対にして平行に設ける等、浮島を囲むフロートを、
浮島の周囲に間隔を空けて設ける構成を採用しておいても構わない。かかる構成では、例
えば、相対したフロートと平行な方向は、フロートが当初よりないために、沈水植物が水
面に沿って展開して草丈を伸ばすことができる。厳密には、沈水植物の葉は水面上に浮い
て、草丈が水面に沿って展開することとなる。このように相対してフロートを設ける構成
であれば、図２６（ａ）に示したように、フロートを分離するのではなくフロート機能を
消失させる構成の浮島でも、使用できることとなる。すなわち、浮島に設けるフロートを
、沈水植物が水面に沿って展開することができるように、間隔を空けて設けるのである。
【０１７２】
　かかる方法は、水深が浅い状態で、草丈を伸ばすことができるメリットがある。水深が
浅いために光が十分に当り、水面上に展開した葉にも光が当たるため成育環境としては、
深く沈めて成育させる場合に比べて、極めて効率的な成育が行えるのである。さらには、
ザリガニ等は沈水植物を切断または捕食する等植物活着初期の生育に大きなダメージを与
えるが、生育初期を水中に浮かべて栽培することでこのような生育阻害を抑制することも
できる。
【０１７３】
　例えば水深１．５ｍで、透明度８０ｃｍであれば、浮島の植栽基盤の設定水深を８０ｃ
ｍとし、水面直下の草丈となるように植物を栽培した後、フロートと基盤を分割し沈設す
るという一回の処理で、沈水植物を栽培することができる。透明度が５０ｃｍであれば、
植栽基盤の設定水深を５０ｃｍとし、水面上に沿って葉を１ｍまで展開させた後、フロー
トを植栽基盤から分離して、分離した植栽基盤を沈設することで沈水植物を栽培すること
ができる。勿論、フロートの分離方法は、図２５、２６等に示したいずれの方法を用いて
も構わないのは言うまでもないが、分離方式はその他本実施の形態に記載しない方法でも
確実に分離できるものであれば採用することができる。
【０１７４】
　このようにして所定の水深より草丈を長く成育させた状態で、植栽基盤を引き揚げて植
物再生基盤を作成し、その後に再度沈設させて再生を図ればよい。すなわち、沈水植物の
所定の草丈の成育と、所定草丈に成育した沈水植物の再生植栽とを、ほぼ同一の箇所で行
えるのである。そのため、沈水植物の初期の栽培と、成長後の沈水植物の設置とが、同一
の成育環境となるので、沈水植物の再生には好ましい。例えば、水の流れ、風の影響、光
の当り具合等、全てが略同一の環境で行われることとなる。再生領域は、自然の湖沼等を
対象として設定されるため、通常は、湖沼全域において、沈水植物の成育環境が同一とは
言えない場合が多い。
【０１７５】
　例えば、南側に面した湖沼内の水域と、北側に面した湖沼内の水域とは、光の照射条件
が異なる。また、周辺に湖沼内に大きな陰を作る木立がある場合と、ない場合とでは、ま
た異なる。このように、同一の湖沼等を再生領域に設定しても、再生領域内は沈水植物に
とっては均一の成育環境とは言えない場合が往々にしてある。かかる成育環境の差を、上
記再生領域の上方の水中で沈水植物の初期の栽培を行えば、より解消できる筈である。
【０１７６】
　また、同一の箇所で栽培を行うということは、栽培している植栽基盤の移動が少なくて
済むというメリットもある。すなわち、前述の如く、沈水植物はその特性上、非常に乾燥
に弱く、その上物理的な力によりすぐに茎の節から切れてしまう。このため、植物の移動
に際しては、水中では非常にゆっくりと移動しなくてはならない。再生領域が別の場所等
のように設置場所まで距離があるときには、一度水面上まで揚げて、乾燥しないように、
ラップや袋で基盤を覆う必要がある。あるいは、常に散水しながら運搬しなくてはならな
い。極めて細心の注意と手間のかかる処理が必要となる。さらには、その処理をするのに
結構な時間を要することとなる。しかし、本実施の形態で説明した如く、再生領域とほぼ
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同一の箇所で栽培を行えれば、これらの手間や植物体を弱めてしまうリスクを大きく減ら
すことができるのである。
【０１７７】
　かかる浮島は、移設する植栽基盤の大きさが比較的に大きな場合、もしくは再生領域面
積が小さく、浮島の数量が少ない場合に有効な構成である。
【０１７８】
　例えば、再生に際して沈水植物再生基盤が１００ｍ２必要な場合、一辺２０ｃｍの正方
形基盤では約２５００基必要となる。これら全てで浮島を構成するには、前記説明の如く
、２５００基の植栽基盤毎に、基盤支持枠、栄養物の流出を防止するシート、鳥及び魚等
からの食害防止用ネット等々種々の構成が必要となる。さらには、沈水植物が水底に設置
できるまで草丈が伸張した後は、植栽基盤とフロートの分割、所定の草丈まで生育した後
にはそれぞれを引き揚げ、沈水植物再生基盤を作成しなくてはならない。そのために、こ
のように植栽基盤の数が増えると多大な手間とコストがかかることとなる。そのため、上
記の如く、移設する植栽基盤の大きさが比較的に大きな場合、あるいは再生領域面積が小
さく、浮島の数量が少ない場合に有効な構成である。
【０１７９】
　このように植栽基盤毎にフロートの分離構成を行うのは、植栽基盤の数が多い場合には
、手間等が膨大となる。そこで、本発明者は、小さい植栽基盤を複数一緒にした状態で浮
島を構成して、その後にフロートを分離する構成を行うことを着想した。このようにして
沈水植物の初期栽培を行い、沈水植物が所定の草丈に成長した段階で、複数の植栽基盤を
個々にばらして、植物再生基盤を形成して再生を行えばよいのである。
【０１８０】
　複数個の植栽基盤を一緒に設ける場合の例を、図２７に示した。すなわち、図２７に示
す構成は、分割した植栽基盤を一つの基盤支持枠にいれて栽培し、所定の草丈に達した後
、植栽基盤を取出し、植物再生基盤を作成する構成である。例えば、２ｍ×２ｍの植栽基
盤の支持枠に、一辺が２０ｃｍの正方形の植栽基盤をいっぱいに入れると、浮島１基で栽
培基盤を１００個充填することができる。浮島のサイズは大きくはなるが、これにより浮
島の数は２５００基から２５基と大幅に減らして、沈水植物の栽培が再生領域と同一の領
域で行うことができるのである。かかる２５基に減らした数の植栽基盤であれば、フロー
トを分離可能に構成した浮島も、２５００基の浮島を構成する場合に比べて遥かに手間が
かからず、大きなコスト及び能率改善となる筈である。
【０１８１】
　図２７に示す場合には、図２６等に示す構成の植栽基盤１０を複数個、基盤支持枠５５
０内に入れた構成を示している。複数個の植栽基盤１０は、正方形の植栽基盤１０が縦横
に整列して収容されている。複数個の植栽基盤１０は、例えば、図中に示す破線円形の中
に示すように、個々の植栽基盤１０に沈水植物２００が栽培されている。また、個々の植
栽基盤を複数個収容するに際して、仕切を間に介しても構わない。しかし、かかる仕切を
設けなくても構わない。仕切を設けなくても、前述の如く、沈水植物が複数の植栽基盤間
に根を張っても、根は容易に切り易いので、植栽基盤をその後に分離するのに問題は生じ
ない。
【０１８２】
　前述のように、これまでの浮島の構成では、フロートが分離可能には構成されていなか
った。そのため、植栽基盤を載せた植栽部支持枠のようなフレームを稼動させることで設
定水深を可変にして、除々に植栽基盤の水深を水底近くまで下げ、対応することとなる。
このようにすれば、所定長さまで沈水植物を栽培することができるが、所望の草丈に相当
した水深が確保できない水域では、かかる浮島は使用することができない。
【０１８３】
　しかし、上記の如く、所望の草丈に相当する水深が得られない比較的浅い場所において
は、フロートと植栽基盤の連結を簡単に分離する構造としておくことで、かかる場合の対
処が容易にできる。手間もかけずに、構造的にもコストが安く、沈水植物を所定の長さま
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で栽培することができる。かかる方法で栽培することで、水底に沈水植物を再生すること
ができる。
【０１８４】
　かかるフロートを植栽基盤と分離できる構成は、本発明の沈水植物の再生方法以外の方
法でも、勿論適用できるものである。前記説明の如く、植栽基盤を浮かせるフロートを全
部取り外すことで、植栽基盤をそのまま沈設することができる。かかる構成で。一旦沈設
した植栽基盤を移設しない構成としても構わないのは、勿論である。
【０１８５】
　そこで、本実施の形態で説明した発明は、特許請求の範囲に記載する場合は、次のよう
に記載することができる。例えば、請求項１の記載としては、植栽基盤とフロートとを備
えた浮島で、フロート機能を除去することができることを特徴とする浮島と記載すること
ができる。例えば、請求項２として、請求項１の構成において、前記フロート機能を除去
するとは、前記フロートを前記植栽基盤から物理的に分離することを特徴とすると記載す
ることができる。また、例えば、請求項３としては、請求項１の構成において、前記フロ
ートを前記植栽基盤から物理的に分離することなく、前記フロート機能を消失させること
を特徴とすると浮島と記載することができる。また、例えば、請求項４としては、浮島を
使用して植栽する植栽方法であって、前記浮島は植栽基盤から前記植栽基盤を浮かせるフ
ロート機能の除去可能に設けられ、前記フロート機能を活かした状態で、植栽する水底の
上方の水中に植栽基盤を維持した状態で沈水植物を栽培し、その後、前記フロート機能を
除去して前記植栽基盤から前記水底に沈めることを特徴とする植栽方法と記載することが
できる。例えば、請求項５としては、請求項４の構成において、前記フロート機能を除去
して前記植栽基盤を水底に沈める前に、前記フロートの一部を植栽基盤から分離して、前
記沈水植物の草丈を水面に沿って展開させることを特徴とする植栽方法と記載することが
できる。かかる発明の目的としては、例えば、水中に保持した植栽基盤を、その後水底に
沈める方法を提供することにあると記載することもできる。かかる目的は、沈水植物の再
生の効率化にも資するものであることは言うまでもない。
【０１８６】
　（実施の形態６）
　本実施の形態では、前記実施の形態１で使用する再生方法で、再生領域の水域内に設置
する前の段階の沈水植物の栽培方法について説明する。また、前記実施の形態とは異なり
、フロート機能の除去可能に構成した浮島を用いなくても実施できるものである。すなわ
ち、現地で浮島を用いることなく、基盤を吊下げて行う栽培方法である。
【０１８７】
　現地で植栽基盤を吊下げるに際しては、支持体を別途構築する。現地の再生領域の水域
内に、植栽基盤の支持体を仮設等して構築する。勿論、常設でも構わないが、必要がなく
なった時点で撤去できるようにしておくのが、自然景観等の観点からも、あるいは水上交
通等の観点からも好ましい。
【０１８８】
　浮島で植栽基盤を水中に支持するかわりに、単管等を組み立てて構成した支持体を、植
栽基盤の支持に使用するのである。建築現場の足場組に使用する部材等を適宜使用して、
組立てればよい。栽培領域の周囲に単管組立で支持体を設け、ワイヤーまたはロープ等の
係留部材で、植栽基盤を支持体に結びつける。このようにして、植栽基盤を所定水深の水
中に位置させておくことができる。かかる水中内に維持した植栽基盤で、沈水植物を栽培
するのである。
【０１８９】
　植栽基盤を支持体に結ぶ係留部材であるロープの結び目の位置を変えることで、簡単に
植栽基盤の水深調節が行える。例えば、支持体を構成する柱等単管に、高さ方向に沿って
、段階的に結び目の高さ位置を下方にずらすことで、植栽基盤の設置水深を深くすること
ができる。
【０１９０】
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　あるいは、支持体に滑車をつけ、滑車を介して支持体と植栽基盤とをワイヤー等の係留
部材で結んでも構わない。係留部材のロープを伸ばしたり、あるいはたぐり寄せたりして
、植栽基盤の設置水深を変更することができる。かかる際に、滑車を介しているので、ロ
ープの伸ばし、たぐり寄せが楽に行える。かかる係留部材の長さを調節することで、楽に
、簡単に植栽基盤の設定水深を変更することができる。係留部材のロープやワイヤー等の
長さを変えるだけの簡単な作業のため、植物の成長に応じて植栽基盤の設置水深を簡単に
下げていくことができる。
【０１９１】
　かかる構成を、例えば、図２８に示した。図２８に示す場合には、前記実施の形態５で
述べた場合と比べて、植栽基盤１０を含めて植栽部支持枠５１０、フロート５２２を含め
たフロート支持枠５２０が設けられていない点が異なる。特段、本実施の形態で説明を行
わない箇所は、前記実施の形態５で述べた状態と同様に構成されているものである。
【０１９２】
　本実施の形態では、植栽基盤１０が設けられた植栽部支持枠５１０は、足場パイプ等の
単管を用いた支持体５１１に係留部材５１２で係留されている。かかる支持体５１１は、
図２３に示すように構成しておけばよい。植栽部支持枠５１０内の植栽基盤１０には、沈
水植物２００が栽培されている。かかる沈水植物２００が成育した段階で、植栽部支持枠
５１０を支持体５１１に係留していた結び目等の係留位置を変更して、水底に沈設させて
設置する。結び目の変更は、例えば、単管の場合はクランプ等を用いて、結び目の滑り止
めを行えばよい。
【０１９３】
　かかる方法を採用すれば、沈水植物の栽培を再生領域の同じ水域内で行うことができる
。すなわち、栽培終了後、支持体５１１に係留している係留部材５１２は、図２８に示す
ように植栽部支持枠５１０の底面側の引揚用部材取付部５１９に設けられているので、か
かる係留部材５１２で引き揚げればよい。その後に、引き揚げた植栽基盤を利用して、植
物再生基盤を作成して、その後に設置すればよい。また、設置後、植物再生基盤の移設を
行って、沈水植物の再生が行える。
【０１９４】
　図２９（ａ）では、長さ調節機構を有する結束調整具６１０を用いて、係留部材５１２
の長さを調整可能に構成した場合を示している。かかる係留部材５１２は、植栽部支持枠
５１０に設けたリング状の引揚用部材取付部５１９に通して、ループ状に設けられている
。かかるループ状に構成した係留部材５１２が、支持体５１１に係留されている。沈水植
物２００が成育した状態で、図２９（ｂ）に示すように、結束調整具６１０を調整して係
留部材５１２の長さを長くして、植栽基盤１０を植栽部支持枠５１０ごと沈設してさらに
成育させればよい。
【０１９５】
　図３０（ａ）に示す構成は、図２９（ａ）、（ｂ）に示す構成の結束調整具６１０を用
いない構成である。結束調整具６１０を設ける代りに、係留部材５１２の一端側５１２ａ
を支持体５１１に巻き付け、ループ状に引揚用部材取付部５１９に通して、他端側５１２
ｂを少し長めにして支持体５１２を巻き付ける等して固定する。必要に応じて、図３０（
ｂ）に示すように、長めにして巻き付けた他端側５１２ｂの巻き付けを解除して、沈設さ
せればよい。
【０１９６】
　図３１（ａ）に示す構成では、食害防止ネット５１３が栽培初期の植栽基盤には設けら
れている。その後、沈設した状態では、食害の影響は殆どないので、食害防止ネット５１
３が撤去されている様子を示した。
【０１９７】
　また、図３１（ｂ）に示す場合には、当初から、食害防止ネット５１３を、支持体５１
１間に張っておく例である。すなわち、植栽基盤１０を沈水植物の成長に従って、沈潜さ
せる領域を囲うように、食害防止ネット５１３を支持体５１１間に張っておくのである。
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このようにしておけば、かかる食害防止ネット５１３内で、植栽基盤１０の沈潜を行えば
よい。そのため、植栽部支持枠５１０に食害防止ネット５１３を着けたり、外したりする
手間を省くことができる。
【０１９８】
　因みに、図３１（ａ）、（ｂ）では、滑車６２０を用いて支持体５１１に係留部材５１
２の長さ調節可能に係留した場合を示す。滑車６２０には、滑車固定部材６２１が設けら
れ、適度に係留部材５１２を調節した状態で滑車６２０の停止が行えるようになっている
。
【０１９９】
　図３２に示す構成では、係留部材５１２に所定間隔で、予め係留位置が決められた結び
目等のように構成した水位調整部材６３０が設けられている。かかる水位調整部材６３０
毎に、係留部材５１２の係留位置を支持体５１１に止めることで、植栽部支持枠５１０の
水深調整が行える。
【０２００】
　このようにして、最終的に栽培基盤を水底に沈設することができる。沈水植物が所定の
長さ、すなわち設置する場所の水深まで到達したのち、栽培部を引揚げ、支持枠から沈水
植物が根付いた植栽基盤を取出し、前記植栽基盤を用いて植物再生基盤を構成し、かかる
植物再生基盤を対象水域に設置する。所定期間設置後、かかる植物再生基盤を移設するこ
とで、沈水植物の再生が行える。
【０２０１】
　勿論、前記実施の形態と同様に、本実施の形態で説明した発明は、移設等を前提とした
沈水植物の再生方法以外にも適用できるものである。すなわち、再生領域に仮設する支持
体に結びつける植栽基盤を、移設することなく設置する構成とすることができる。かかる
植栽基盤に沈水植物を根付かせ、その後に水底に、仮設した支持体を利用して楽に水底に
沈設して設置することもできる。
【０２０２】
　また、栽培場所が、食害の影響を受けやすい環境の場合には、支持体の周囲をネットで
囲えばよい。あるいは、植栽基盤の上部に網目状の籠を設けても構わない。かかる食害影
響防止手段を設けることにより、動物による捕食の影響を防止する構造とすることができ
る。さらには、前記実施の形態で説明した如く、基盤支持枠５５０を支持体５１１に係留
するようにして、複数の植栽基盤で一括して沈水植物の初期栽培を行っても構わない。図
２８～３２では、複数の植栽基盤を一括栽培に使用している例を図示している。
【０２０３】
　かかる方法は、水深が浅い状態で、草丈を伸ばすことができるメリットがある。水深が
浅いために光が十分に当り、水面上に展開した葉にも光が当たるため成育環境としては、
深く沈めて成育させる場合に比べて、極めて効率的な成育が行えるのである。さらには、
ザリガニ等は沈水植物を切断または捕食する等植物活着初期の生育に大きなダメージを与
えるが、生育初期を水中に浮かべて栽培することでこのような生育阻害を抑制することも
できる。また、フロートが必要ないため、軽量かつ経済的になり、フロート分離という作
業も発生しないので効率的である。ただし、水位の変動が大きな湖沼等では、栽培水深が
変動とともに変化してしまう。例えば、３０ｃｍに設定しても５０ｃｍとなり光が不足す
ることや、逆に浅い水深に設定したら干上がってしまう恐れもある。このため、浮島型に
するか、吊り下げ型にするかは湖沼の水理条件に応じて選択すれば良い。
【０２０４】
　そこで、本実施の形態で説明した発明は、特許請求の範囲に記載する場合は、次のよう
に記載することができる。例えば、請求項１の記載としては、水域内に設けた植栽基盤係
留用の支持体に、前記植栽基盤を水深の変化可能に係留し、係留した前記植栽基盤で沈水
植物を栽培することを特徴とする沈水植物の栽培方法と記載することができる。例えば、
請求項２としては、請求項１記載の構成において、前記支持体には、ネットが設けられて
いることを特徴とする沈水植物の栽培方法。例えば、請求項３として、請求項１または２
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に記載の構成において、前記支持体は仮設により設けられ、前記沈水植物の栽培が終了し
たら、前記支持体の設置水域から撤去されることを特徴とする沈水植物の栽培方法。かか
る発明の目的としては、例えば、設置水深を可変に植栽基盤を支持する方法を提供するこ
とにあると記載することもできる。かかる目的は、沈水植物の再生の効率化にも資するも
のであることは言うまでもない。
【０２０５】
　（実施の形態７）
　本実施の形態では、前記実施の形態１で使用する再生方法で、再生領域の水域内に設置
する前の段階の沈水植物の栽培方法について説明する。また、前記実施の形態とは異なり
、沈水植物の栽培を再生領域内で行うのではなく、水槽を用いて沈水植物を栽培する方法
である。かかる方法を、例えば、図３３、３４に模式的に示した。
【０２０６】
　沈水植物の栽培に使用する水槽としては、水槽の高さが、沈水植物を所定の草丈以上に
育てることができるサイズであればよい。あるいは、水槽の水深が草丈が必要とする所定
長さが取れない場合は、水槽の平面域を広くとって、水面に沿って草丈が所定長さ伸ばせ
るようなサイズにしても構わない。かかる水槽は、ビニールハウス内に設置したり、ある
いは水槽を設置したビニールハウス内にヒーター等の熱源を入れる等して、冬季でも沈水
植物の栽培ができるようにしておけばよい。場合によっては、直接水槽内に、水温の調節
可能な熱源を設置しても一向に構わない。
【０２０７】
　図３３（ａ）に示す場合は、例えば、清浄水を水槽７００内に入れて栽培する場合を示
している。すなわち、透明度が高く、水槽７００の底まで十分に光が届く場合を想定して
いる。水槽７００内には、図３３（ａ）に示すように、温度調節が可能な温調付パイプヒ
ーター７１０が設けられている。さらに、攪拌して水温の均一化が図れるように水中ポン
プ７２０が設けられている。
【０２０８】
　かかる構成の水槽７００の底には、栽培土壌７３０が所定層厚で設けられている。かか
る栽培土壌７３０の上に、植栽基盤１０が設けられ挿し芽等をして沈水植物２００が栽培
されている。また、水槽７００内には、清浄水７４０が入れられている。かかる状態で、
図３３（ａ）に示すように、沈水植物２００が栽培されている。かかる沈水植物２００は
、図３３（ｂ）に示すように、水槽７００内に張った水の水面直下まで、成育させられて
いる。かかる状態で、沈水植物２００を採取して、その後に植物再生基盤を構成して、再
生領域内に設置、移設すればよい。あるいは、図３３（ｂ）に示すように、沈水植物２０
０の草丈を水面に沿って所定長さ展開させて伸ばし、かかる沈水植物から植物再生基盤を
作成しても構わない。
【０２０９】
　図３４では、例えば、透明でない水を使用した場合を示している。例えば、湖沼等の濁
った水を水槽７００内に引き入れて沈水植物２００を栽培する場合を示している。かかる
場合には、図３４（ａ）に示すように、透明度が低いため、当初入れる不透明水７５０は
、水槽７００の底に光が届く範囲内の水深とする。その状態で、水槽７００の底に所定層
厚で栽培土壌７３０を設ける。かかる栽培土壌７３０上に、植栽基盤１０を置いて挿し芽
等を用いて沈水植物２００を成育させる。
【０２１０】
　その後、水槽７００内の水面まで育ったら、再度不透明水７５０を水槽７００内に継ぎ
足す。沈水植物の先端の葉に必要な光があたる程度までの水深が維持できるように水槽７
００内に不透明水７５０を入れる。その状態で、沈水植物２００を成育する。さらに沈水
植物２００が成育して水面下まで成長したら、再度水槽７００内に不透明水７５０を入れ
て、水面直下まで、あるいは水面に沿って草丈が展開するまで成長させる。このように水
槽７００内で栽培した沈水植物２００を使用して、その後に植物再生基盤を作成し、再生
領域内の水域に設置、移設すればよい。
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【０２１１】
　栽培土壌７３０を設ける代わりに、植栽基盤に充填する栄養物である土壌や泥を、植栽
基盤に塗りこんでもよい。使用する植栽基盤は、前記実施の形態でも述べたように、３次
元の網目構造を有するマットに構成されている。そのため、かかるマットの網目に塗り込
んでおけばよい。あるいは、水槽の底に敷設し、植栽基盤をそこに押し込むように設置し
ても構わない。かかる植栽基盤に充填する栄養物である土壌や泥、すなわち栽培土壌には
、再生する水域の水底の底泥を採取し、敷設するのが好ましいが、大量に必要となる場合
は、市販される植物の培養土を用いても構わない。あるいは、川砂を用いても構わない。
但し、川砂のように栄養がほとんど含まれていない場合は、栄養に富む土壌や水域の底泥
と混ぜて使用すればよい。
【０２１２】
　このように人工的に設けた水槽内の植栽基盤は、水域内で栽培するのとは異なり、波や
流れ等の影響を受けず、かつ水槽の底に植栽基盤を設置するため、底泥流出防止用のシー
トやそれを支持する部材も必要としない。
【０２１３】
　かかる水槽の設置場所は、再生対象の水域の護岸等の近くでもよい。あるいは、離れた
場所でもよい。特に、対象水域の護岸近くに設置した場合には、対象水域の水を水槽内に
導くことができる。当初から再生領域と同様の水質環境で栽培することができ、再生領域
に移設した場合の沈水植物の水質環境の変動等の影響のダメージを受けにくくすることが
できる。
【０２１４】
　水槽内で使用する水は水道水等の清浄水でも構わないが、上記のように再生領域の水域
の近くに設ける場合には、再生領域内の水を引いて利用することができる。しかし、かか
る場合には、再生領域の水域内の水質の影響を受ける虞がある。例えば、水域の水の透明
度が低い場合等が該当する。かかる透明度が低い濁った水を利用する場合は、水槽内での
植栽初期には水深を浅くして、沈水植物に必要な光が十分に得られるようにすればよい。
その後、沈水植物の成長とともに、水槽内の植栽基盤の水深を徐々に深くすればよい。沈
水植物が所定の長さ（設置する場所の水深）まで到達したのちは、植栽基盤を取出し、前
記実施の形態で説明した植物再生基盤の構造とし、対象水域に沈設すればよい。そのため
、水槽内の底を上下可変に構成しておいても構わない。
【０２１５】
　あるいは、再生領域の水を導入する際の供給路に、必要に応じてフィルター等のろ過装
置を設けておき、場合によってはそのろ過装置を通すことにより、再生領域の水の透明度
等を水槽内では確保できるようにしても構わない。
【０２１６】
　図３５には、かかる水槽を用いて沈水植物を栽培し、その後に植物再生基盤を作成して
、再生領域に設置、移設を行って、沈水植物の再生を図る場合を、まとめて図示した。す
なわち、図３５（ａ）では、沈水植物を上記説明の如く水槽内で栽培する。沈水植物を、
図３５（ｂ）に示すように、所定の草丈に成長させる。所定草丈にまで成長した沈水植物
は、図３５（ｃ）に示すように、植栽基盤毎取り分ける。かかる植栽基盤を用いて、図３
５（ｄ）に示すように、前記実施の形態で示した植物再生基盤を作成する。その後に、図
３５（ｅ）に示すように、植物再生基盤を再生領域内の水底に沈設して設置すればよい。
設置後、所定期間過ぎて沈水植物が設置した植栽基盤の周囲に拡大したら、移設すればよ
い。
【０２１７】
　そこで、本実施の形態で説明した発明は、特許請求の範囲に記載する場合は、次のよう
に記載することができる。例えば、請求項１の記載としては、所定草丈の沈水植物の水槽
内での栽培方法であって、前記水槽は前記所定草丈の長さに満たない深さを有し、前記水
槽内の水面上の大きさは、前記所定長さから前記水槽の水深の長さを差し引いた長さの大
きさを有する水槽で、前記沈水植物を栽培することを特徴とする沈水植物の栽培方法と記
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載することができる。例えば、請求項２としては、請求項１に記載の構成において、前記
水槽内には、前記沈水植物を再生する領域を有する水域内の水が導入されることを特徴と
する沈水植物の栽培方法と記載することができる。例えば、請求項３としては、請求項２
記載の構成において、前記沈水植物を再生する領域を有する水域内の水とは、再生領域内
から採取した水であることを特徴とする沈水植物の栽培方法と記載することができる。か
かる発明の目的としては、例えば、水槽内で栽培する方法を提供することにあると記載す
ることもできる。かかる目的は、沈水植物の再生の効率化にも資するものであることは言
うまでもない。
【０２１８】
　（実施の形態８）
　本実施の形態では、前記実施の形態で述べた植栽基盤で、かかる植栽基盤に設けた沈水
植物用の栄養物の水中への流失を防止するために生分解性の流出防止部材を用いた構成に
ついて述べる。例えば、前記実施の形態５では、図２４に示すように、植栽基盤をネット
支持体上のマット支持ネットの上に遮水シートを介して設ける構成を示した。
【０２１９】
　このように浮島を用いた栽培方法、吊下げ型基盤を用いた栽培方法では、植栽基盤に泥
や土壌等沈水植物用の栄養物を設ける場合、かかる栄養物の植栽基盤からの漏出を防止す
るためにシート等の流出防止部材が必要となる。かかる流出防止部材としては、例えば前
記実施の形態５で述べた遮水シートでもよいし、あるいは栄養物を含む泥が流出しないブ
ルーシートや不織布等を用いてもよい。
【０２２０】
　しかし、本発明者は、栄養物の上記流出防止部材として、生分解性シートを用いた方が
さらに好ましいことに気がついた。栄養物の流出防止部材として、生分解性のシート（ま
たはマット）を用いることで、沈水植物の生育及び拡大が促進されるのである。これは、
植栽初期の水中部で、植栽基盤の周囲に栄養物である泥が流出するのを防止することで沈
水植物の生育を高め、草丈が伸張し水底に設置する際には、すみやかに流出防止シートが
生物的分解をうけることで、植栽基盤下部の栄養の豊富な底質へ根を伸張することが可能
となるためである。また、流出防止部材としてのシートが生分解されることで、周囲への
根の伸張が妨げられなくなるので、効果的に植栽基盤周囲への拡大を促進することができ
る。
【０２２１】
　かかる構成は、例えば、前記実施の形態５で説明した植栽基盤を分割して栽培するとき
にも有効であるが、植栽基盤を分割せずに栽培する場合にも、シートを取り外す必要がな
いため、そのまま沈水植物再生基盤として利用することができて極めて有効である。
【０２２２】
　かかる流出防止部材としては、上記の如くポリ乳酸や澱粉樹脂、ポリヒドロキシアルカ
ノエート等を主成分とした生分解性のシートに構成しておけばよいが、シートより少し厚
手のものでヤシマット等のような植物繊維を用いてマット状に形成したものでも勿論構わ
ない。例えば、本実施の形態で使用する流出防止部材として用いるヤシマットは、前記実
施の形態１で生分解性の植栽基盤に使用するヤシマットとは、密度等が異なるものである
。そこで、前記実施の形態１で説明した植栽基盤として使用できるヤシマットと区別する
ために、本実施の形態で使用するものは流出防止用ヤシマットと、以下呼ぶことにする。
【０２２３】
　前記実施の形態１で説明したヤシマットは、繊維が絡まるようにして３次元の空隙構造
が形成され、かかる３次元の空隙構造内に沈水植物の根が入りこめるように構成されてい
た。すなわち、３次元の空隙構造は、根が入り込める程度の空隙構造を有していた。しか
し、本実施の形態で使用する流出防止用ヤシマットは、植栽基盤に使用するヤシマットよ
りもその空隙構造が密に詰まっていて、栄養物を含む泥等を通過させない密な空隙構造を
有しているものである。
【０２２４】
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　かかる生分解性の流出防止部材を用いた植栽基盤は、例えば、図３６に示すように構成
されている。図３６は、植栽基盤１０を上面から見た様子を示すものである。植栽基盤１
０は、基盤本体の上面側に栄養物７０が設けられている。かかる栄養物７０を表面側に設
けた植栽基盤１０は、例えば図３７（ａ）、（ｂ）に示すように、その側面が流出防止部
材７１で囲まれている。かかる流出防止部材７１は、流出防止用ヤシマット、生分解性シ
ート等で構成された生分解性流出防止部材７１ａに構成されている。
【０２２５】
　かかる生分解性流出防止部材７１ａの外側が、基盤支持ネット７２で囲まれている。基
盤支持ネット７２で囲まれた全体が、支持枠７３内に入れられている。支持枠７３の四隅
側には、植栽基盤１０を引き揚げる際の回収手段３０として引揚用ロープ、ワイヤー等を
設ける引揚用部材取付部５１９が設けられている。さらに、基盤支持ネット７２は、底面
側を図３７（ｂ）に示すように、ネット支持体５１４で支持されている。しかし、基盤が
５０ｃｍ角より小さい基盤の場合は、基盤支持ネットが硬性のポリエチレンネット等、あ
る程度の剛性があるものであれば、ネット支持体は必要ない。尚、図３７（ａ）は植栽基
盤１０の側面から見た様子を示すため、生分解性流出防止部７１ａを内側にして外側の基
盤支持ネット７２（網目で表示）が見えている。
【０２２６】
　図３８（ａ）には、栄養物の流出を防止する流出防止部材７１を設けた植栽基盤１０が
水中に設けられている様子を示した。かかる構成で、例えば、流出防止部材７１が生分解
性でないブルーシート、遮水シート等の非生分解性流出防止部材７１ｂで形成されている
場合を、図３８（ｂ）に示した。かかる場合には、植栽基盤１０をその後に水底に設置し
ても、沈水植物２００は周囲に根を張りめぐらすことができない、すなわち、周囲への拡
大が行えない。そのため、流出防止部材７１に非生分解性流出防止部材７０ｂを用いた場
合には、水底に沈設する際に非生分解性流出防止部材７１ｂを除かなければならず、その
手間がかかることとなる。
【０２２７】
　一方、流出防止部材７１に生分解性流出防止部材７１ａを用いた場合には、図３８（ｃ
）に示すように、水底に植栽基盤１０を沈設しても、特段生分解性流出防止部材７１ａを
取り除く必要がない。生分解性流出防止部材７１ａをそのまま設けた状態でも、分解され
るため、植栽基盤の沈水植物は周囲へ根を伸張して、周囲への拡大により再生促進を図る
ことができる。すなわち、生分解性流出防止部材７１ａを改めて植栽基盤１０から取り除
く手間がかからない。
【０２２８】
　図３９（ａ）、（ｂ）には、上記構成の植栽基盤１０を用いて、植物再生基盤１００を
構成した場合を示した。すなわち、図３９（ａ）、（ｂ）に示すように、栄養物７０が上
面に設けられた植栽基盤１０は、その底面及び側面側が、例えば流出防止用ヤシマット、
生分解性シート等から構成された生分解性流出防止部材７１ａで囲われている。さらに、
その生分解性流出防止部材７１ａの側面及び底面側が、基盤支持ネット７２で囲われてい
る。このようにして基盤支持ネット７２で囲われた全体が、支持枠７３内に設けられてい
る。かかる構成では、支持枠７３は、沈設に必要な重さを有する材料で形成されていて、
錘部材を兼ねている。
【０２２９】
　かかる構成では、図３９（ａ）に示すように、沈水植物２００は栄養物７０にしっかり
と根づいている。また、支持枠７３には、引き揚げる際の回収手段３０としての引揚用ロ
ープ、ワイヤー等の紐状部材３０ａが、引揚用部材取付部５１９を介して設けられている
。さらには、かかる紐状部材３０ａには、例えば、表示手段４０としての浮子４０ａが設
けられている。
【０２３０】
　そこで、本実施の形態で説明した発明は、特許請求の範囲に記載する場合は、次のよう
に記載することができる。例えば、請求項１の記載としては、例えば、植栽基盤であって
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、前記植栽基盤に設けた栽培用植物の栄養物の水中への流失を防止するために、前記植栽
基盤には生分解性の流出防止部材が設けられていることを特徴とすると記載できる。請求
項２としては、例えば、請求項１記載の構成において、前記流出防止部材は、シート状あ
るいはマット状に形成されていることを特徴とすると記載できる。請求項３としては、例
えば、請求項１または２に記載の構成において、前記栽培植物用とは、沈水植物用である
ことを特徴とする。かかる発明の目的としては、例えば、自然消滅する栄養物確保手段を
用いて水中の植栽基盤で栽培する方法を提供することにあると記載することもできる。か
かる目的は、沈水植物の再生の効率化にも資するものであることは言うまでもない。
【０２３１】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０２３２】
　本発明は沈水植物の再生、その再生を利用した水質浄化等に有効に使用することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０２３３】
【図１】本発明の沈水植物の再生方法の手順を示すフロー図である。
【図２】沈水植物の草丈の規定状況を模式的に示す説明図である。
【図３】本発明で使用する植物再生基盤を模式的に示す説明図である。
【図４】植栽基盤の沈設状況を模式的に示す説明図である。
【図５】植栽基盤の所定期間の設置の状況を模式的に示す説明図である。
【図６】再生領域での沈水植物の再生状況を模式的に示す説明図である。
【図７】（ａ）～（ｃ）は、図４、５、６をまとめて示した説明図である。
【図８】草丈が水面直下までの沈水植物の植栽基盤を設置、移設する状況を模式的に示す
説明図である。
【図９】植栽基盤を隣接域に移設する場合を模式的に示す説明図である。
【図１０】植栽基盤の移設方法を模式的に示す説明図である。
【図１１】植栽基盤の移設方法を模式的に示す説明図である。
【図１２】異なる大きさの植栽基盤を移設する場合を模式的に示す説明図である。
【図１３】異なる種類の沈水植物の植栽基盤を移設する場合を模式的に示す説明図である
。
【図１４】植栽基盤の周囲に張った根を切る構成を有する植物再生基盤を模式的に示した
説明図である。
【図１５】エッジ部材を用いて根を切る様子を模式的に示す説明図である。
【図１６】植栽基盤の形状規定を模式的に示す説明図である。
【図１７】植栽基盤の群落面積と周囲への拡大速度との関係を模式的に示した説明図であ
る。
【図１８】水深の浅い箇所で栽培した沈水植物を、水深の深い再生領域に設置、移設する
構成を模式的に示す説明図である。
【図１９】沿岸の浅い場所で沈水植物を栽培する様子を模式的に示した説明図である。
【図２０】（ａ）、（ｂ）は、図１９に示す場合に使用するネット構成等を模式的に示す
説明図である。
【図２１】（ａ）、（ｂ）は、鋼矢板等で水域を隔離して沈水植物を栽培する場合を模式
的に示す説明図である。
【図２２】水面上に展開した沈水植物の草丈について模式的に示す説明図である。
【図２３】フロートを植栽基盤から分離可能に構成した浮島を模式的に示す説明図である
。
【図２４】図２３で使用する植栽部支持枠の構成を模式的に説明する説明図である。
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【図２５】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、フロートを分離可能に設けた構成の変形例を模式
的に示す説明図である。
【図２６】（ａ）はフロートを分離可能に設けた構成の変形例で、（ｂ）、（ｃ）は植栽
部支持枠とフロート支持枠との連結部の変形例をそれぞれ模式的に示す説明図である。
【図２７】複数の植栽基盤を基盤支持枠に収容した状態を模式的に示す説明図である。
【図２８】浮島を使用しないで再生領域内で沈水植物を栽培する場合を模式的に示す説明
図である。
【図２９】（ａ）、（ｂ）は、浮島を使用しないで再生領域内で沈水植物の水深を変化さ
せて栽培する場合を模式的に示す説明図である。
【図３０】（ａ）、（ｂ）は、浮島を使用しないで再生領域内で沈水植物の水深を変化さ
せて栽培する場合を模式的に示す説明図である。
【図３１】（ａ）、（ｂ）は、浮島を使用しないで再生領域内で沈水植物の水深を変化さ
せて栽培する場合を模式的に示す説明図である。
【図３２】浮島を使用しないで再生領域内で沈水植物の水深を変化させて栽培する場合を
模式的に示す説明図である。
【図３３】（ａ）、（ｂ）は、水槽を利用して沈水植物を栽培する場合を模式的に説明す
る説明図である。
【図３４】（ａ）～（ｃ）は、水槽を利用して沈水植物を栽培する場合を模式的に説明す
る説明図である。
【図３５】（ａ）～（ｅ）は、水槽を利用して沈水植物を栽培し、その後植物再生基盤を
作成して、再生領域内に設置、移設を行う場合の概要を模式的に説明する説明図である。
【図３６】栄養物の流出を防止する生分解性流出防止部材を用いた構成の植栽基盤を上方
からみた様子を模式的に示す説明図である。
【図３７】（ａ）は図３６に示す植栽基盤を側面から見た様子を、（ｂ）は図３６に示す
植栽基盤のＡ－Ａで示す断面の様子を、それぞれ模式的に示した説明図である。
【図３８】（ａ）～（ｃ）は、流出防止部材に生分解性流出防止部材と非生分解性流出防
止部材とをそれぞれ用いた場合における効果の比較を説明する説明図である。
【図３９】（ａ）は生分解性流出防止部材を使用した植栽基盤を用いて構成した植物再生
基盤を模式的に示す説明図であり、（ｂ）は（ａ）の植栽基盤部分の断面の様子を模式的
に示す説明図である。
【符号の説明】
【０２３４】
　１０　　植栽基盤
　１０ａ　マット
　１０ｂ　四隅部分
　１０ｃ　辺部分
　１１　　植栽基盤
　１２　　植栽基盤
　１３　　植栽基盤
　１４　　植栽基盤
　１５　　植栽基盤
　１６　　植栽基盤
　１７　　植栽基盤
　１８ａ　植栽基盤
　１８ｂ　植栽基盤
　１９　　植栽基盤
　２０　　沈設手段
　２０ａ　錘部材
　３０　　回収手段
　３０ａ　紐状部材



(39) JP 2010-124816 A 2010.6.10

10

20

30

40

50

　４０　　表示手段
　４０ａ　浮子
　５０　　板状部材
　５０ａ　金属板
　５１　　エッジ部
　５２　　エッジ部材
　６０　　浮島
　６１　　フロート
　６２　　連結部材
　７０　　栄養物
　７１　　流出防止部材
　７１ａ　生分解性流出防止部材
　７１ｂ　非生分解性流出防止部材
　７２　　基盤支持ネット
　７３　　支持枠
　１００　植物再生基盤
　１０１　植物再生基盤
　１０２　植物再生基盤
　１０３　植物再生基盤
　１０４　植物再生基盤
　１０５　植物再生基盤
　１０６　植物再生基盤
　１０７　植物再生基盤
　２００　沈水植物
　２０１　沈水植物
　２０２　沈水植物
　３００　再生領域
　３００ａ　再生領域
　３００ｂ　再生領域
　３００ｃ　再生領域
　３００ｄ　再生領域
　３０１　水域
　３０２　中間再生領域
　３１０　水底
　４００　　沿岸
　４１０　　遮水シート
　４２０ａ　鳥除けネット
　４２０ｂ　魚類進入防止ネット
　４２１　　フロート
　４２２　　シート本体
　４２３　　シートアンカー
　４２４　　チェーンアンカー
　４３０　　支柱
　４４０　　遮水壁
　４４１　　ポンプ
　５００　　浮島
　５１０　　植栽部支持枠
　５１０ａ　支柱部分
　５１１　　支持体
　５１２　　係留部材
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　５１２ａ　一端側
　５１２ｂ　他端側
　５１３　　食害防止ネット
　５１４　　ネット支持体
　５１５　　マット支持ネット
　５１６　　遮水シート
　５１７　　植栽マット
　５１８　　土壌
　５１９　　引揚用部材取付部
　５２０　　フロート支持枠
　５２０ａ　支柱部分
　５２１　　連結部
　５２２　　フロート
　５２２ａ　中空フロート
　５２３　　キャップ
　５３０　　固定具
　５３０ａ　Ｕ字ボルト
　５４１　　リング
　５４２　　リング
　５４３　　フック
　５４３ａ　Ｓ字フック
　５５０　　基盤支持枠
　６１０　　結束調整具
　６２０　　滑車
　６２１　　滑車固定部材
　６３０　　水位調節部材
　７００　　水槽
　７１０　　温調付パイプヒーター
　７２０　　水中ポンプ
　７３０　　栽培土壌
　７４０　　清浄水
　７５０　　不透明水
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