
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

１つまたは水平方向に連結した複数個で構成されることを特徴とする水棲
生物に優しい植生浮島。
【請求項２】
　 、請求項１記載の水棲生物に優し
い植生浮島。
【請求項３】
　 、可撓性ネットに多数の連続糸条が少なくとも部分的に引っ掛かり
可撓性ネットの３０～８０ｍｍ下位で網状に重ね合わされ、その交差点で接着されて一体
化 、請
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立体網状体が１枚または複数枚重ね合わされた厚みが２０～４００ｍｍの多孔性層と、
前記多孔性層の上面に浮力材と植栽用着根材を配して、大部分の当該上部表面を植栽用着
根材で形成し、少なくとも浮力材と植栽用着根材の表面をネットで覆い平板形状とした浮
島からなり、
　前記立体網状体は、熱可塑性合成樹脂からなる太さが０．１～１．５ｍｍの多数の連続
糸条が不規則なループをなしてその交差点で接着されて一体化している厚み０．１～４ｍ
ｍの網状体が凹凸状に波打って、網状体により多数の糸条で構成された壁面と、糸条のな
い空隙からなる開口部を有する凹凸を形成した立体網状体であり、
　前記立体網状体の見掛けの厚みが５～８０ｍｍであり、
　前記浮島は、

前記立体網状体の開口部が浮島の下面を形成している

前記立体網状体は 、

している網状体で形成されており、前記可撓性ネットが浮島の下面を形成している



求項１または２に記載の水棲生物に優しい植生浮島。
【請求項４】
　前記多孔性層を構成する立体網状体の最上面に不織布または紙が接着してい 、請求項
１～３のいずれかに記載の水棲生物に優しい植生浮島。
【請求項５】
　前記多孔性層を構成する立体網状体の最上面に、

、請求項１～４のいずれか
に記載の水棲生物に優しい植生浮島。
【請求項６】
　

請求項５記載の水棲生物に
優しい植生浮島。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、湖沼、河川やダムなどの水面を利用して植物を繁茂させた浮島を設置すること
で、当該水系の浄化と共に、魚介類や昆虫の幼虫などの水棲生物の産卵と育成ならびに保
護を目的とした、水中下面に、適度な糸条間空隙を持つ立体網状体を配した、植物植生床
または植物育成礁である水棲生物に優しい植生浮島に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、景観の向上や生態系の復元を計るための浮島として、特許第３０２０４４１号や特
開平１０－５６８９３号公報での提案があるが、当該浮島のベースとして浮島のたわみ防
止のための剛性のある多孔性板がもっぱら使用され、稚魚や水棲生物の住み家となるほど
の大きさの空隙を有する立体網状体を浮島のベースまたは当該ベースの下位に配し、積極
的に稚魚や水棲生物の住み家とする考えのものはなく、スパイラル状の糸条を用い、上下
面の糸条密度が内部より高い立体網状体を用いる場合は有っても、少なくとも浮島の水没
する下面を形成する部分に、下面を開口部とした糸条間空隙を持つ立体網状体を用いた浮
島はなかった。
【０００３】
【発明が解決しょうとする課題】
本発明は、従来の浮島が、もっぱら剛性のある多孔性板を用い、浮島中央部の波による上
下の揺動を防止することに注目され、浮島下面の水没部分の積極的な利用が考慮されてい
ないため、稚魚や水棲生物の住み家として十分機能していない問題があった。また、立体
網状体を浮島に用いる場合、単に立体網状体を重ねるだけでは、剛性を確保しにくく、か
つ、浮力材を立体網状体に固定するに問題があった。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、かかる課題を解決するため、熱可塑性合成樹脂からなる、太さが０．１～１．
５ｍｍの多数の連続糸条が不規則なループをなしてその交差点で接着されて一体化してい
る網状体の実質厚みが０．１～４ｍｍであり、当該網状体が凹凸状に厚み方向に波打って
いるため見掛けの厚みが５～８０ｍｍとなり、糸条のない空隙を有する立体網状体を浮島
の下面に用いることによつて、適度な大きさの該糸条のない空隙を浮島の下面に形成し、
かつ、下面に当該空隙の開口部を設けることで、稚魚や水棲生物の住み家として機能させ
、魚介類の産卵などには、当該空隙の壁面を構成している連続糸条が供され、浮島の上部
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る

プリーツ状に折り畳んで上方向に凸の
三角形状となるように形成された補強用立体網状体が配されており、
　前記補強用立体網状体の下側谷線と、多孔性層を構成する立体網状体が接着されており
、
　前記補強用立体網状体に形成された三角形状の空隙の少なくとも一部に浮力材が収納、
固定されており、
　前記補強用立体網状体の上部に植栽用着根材が配されている

前記補強用立体網状体が、当該プリーツ方向に直交する方向にジグザグのプリーツ状の
形状となって一体化されている立体網状体組み立て物である、



に植生された植物の根は自由に立体網状体の連続糸条間を通じて展開するので、より自然
に近い環境の前記空隙が確保される。また、これらの根は、水中より有機物、窒素や燐の
養分などを吸収するため、浮島を設置した水系の浄化も期待できるし、浮島に生育してい
る植物によって、水系の美感向上も期待できる。なお、当該立体網状体で構成された浮島
の下面を形成する多孔性層はその厚みを２０～４００ｍｍとするので、うねりの減衰効果
も生じ、浮島の安定性に寄与する。
【０００５】
また、立体網状体を浮島に用い、より大きい剛性を要求される場合は、該立体網状体の最
上面に、より好ましくは網状体が縦方向のプリーツ形状で縦方向での剛性が強化された網
状体を該網状体のプリーツ方向に垂直な方向にプリーツ状に折り曲げ、前記立体網状体の
最上面に接着して三角柱断面の構造となし、この三角断面の空隙に、浮力材を挿入するこ
とで、浮島の下面を構成する立体網状体の剛性を向上させると共に、浮力材の固定場所も
提供することで目的を達する。
【０００６】
【発明の実施の形態】
発明の実施の形態について実施例の図示に基づいて以下に説明する。本発明の水棲生物に
優しい植生浮島の構成は、図１に略示する様に浮島の水没する下面を、下面に開口部を有
する適度な大きさの糸条間空隙を持つ立体網状体で構成するもので、該立体網状体の上部
に独立気泡の発泡体もしくは木材などの微細空隙を持つ浮力材とそれを覆う植栽用着根材
が配され、これらの固定のためネットを使用している。
【０００７】
具体的に本発明に用いる立体網状体を説明すると、図２に示す様な、凹凸が彫刻された金
型４に、多数の連続糸条１を溶融紡糸の紡糸口金２より吐出させて、連続糸条を金型に添
わせて集積させて交差点を熱接着させて一体化させた網状体３を得る。該網状体は金型に
添って大部分は平板状となり、その厚みは、連続糸条の径の１～３倍となる。該網状体が
冷却して形状を固定すると、図４～６に例示する金型に添った凹凸のある目的の立体網状
体５となり、少なくとも金型が占めていた部分には糸条のない空隙ができ、立体網状体の
一面に該空隙は開口部を持つものとなる。壁面を構成する前記網状体は多数の糸条で構成
されているため、糸条間隙の多い多孔性壁であり、全体として一定の見掛け厚みを持つ多
孔性層となる。また、さらに大きな空隙を確保できる請求項３の可撓性ネット７に連続糸
条１が部分的に引っ掛かり、底面では網状体３を形成するボックス状空隙を有する立体網
状体６を図７に例示する。
【０００８】
本発明に使用する立体網状体は溶融押出できる熱可塑性樹脂であれば良く、経済的には合
成樹脂が好ましく、ポリプロピレンやポリエチレンなどのポリオレフィン樹脂、ポリエス
テル樹脂、ポリアミド樹脂などやこれらの共重合体や混合物が好ましく用いられる。より
好ましくは、柔軟性を配慮した樹脂もしくは配合物で作ると、タフネスが向上し脆さのな
いものとできる。
【０００９】
本発明に使用する立体網状体の連続糸条は、その径を０．１～１．５ｍｍとすることが好
ましく、過小であると立体網状体の圧縮応力が劣り嵩がでにくく、過大であると糸条数が
減り、形状が保ちにくくなるので好ましくない。またこの範囲の繊維径では、網状体の厚
みは０．１～４ｍｍとなる。
【００１０】
本発明に使用する立体網状体の見掛け厚みは、５～８０ｍｍであるが、２０～８０ｍｍが
好ましく、図４～５に例示するものは、１５～４０ｍｍ、図７に例示するものは４０～８
０ｍｍが特に好ましく、これらの立体網状体を組合せて積層して使用することも好ましい
。
【００１１】
立体網状体で構成する、本発明の浮島の下部の多孔性層は、その厚みを２０～４００ｍｍ
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とするのが良く、一般的には８０～２００ｍｍが好ましい。２０ｍｍ未満では水棲生物に
対し効果が低く、４００ｍｍを超えると、波浪などの外力で容易に破損し易く好ましくな
い。また、一枚の立体網状体はその目付けを０．６～２Ｋｇ／ｍ 2  とするのが都合良く、
これらを重ねて上記多孔性層を構成することも好ましい。
【００１２】
本発明の立体網状体の剛性に問題がある場合、請求項５の様に、多孔性層の最上部の立体
網状体に、上方に凸の三角形状に別の立体網状体をプリーツ状に折畳んで、谷部分を接着
し、三角柱が横に並んだ状態として容易に補強できる。またこのプリーツ状に接着する立
体網状体は、図６例示する波板状もしくはプリーツ状に成形されたものを用いると補強効
果を増進でき、上記プリーツの高さをＨとすると、約２／ルート３Ｈの間隔ごとに図６に
例示する波板の稜線に直交する方向に幅約５～１０ｍｍの熱プレスして折れ易くすると組
み立てに都合が良い。また、三角断面の空隙に、浮力材を挿入すると、浮力材の固定もで
き好都合である。
【００１３】
また、請求項３の可撓性ネットは、漁網やスクリムネツトで良く、ホリエステルマルチフ
ィラメントからなる目合い３０～８０ｍｍの漁網が特に好ましい。また、本発明の立体網
状体は目合い２０～１００ｍｍの該可撓性ネットで補強されていることも好ましい。
【００１４】
本発明の多孔性層の最上部に位置する立体網状体は、その上面に不織布や紙などを接着し
て、植栽用着根材の流出を防止することも好ましい。
【００１５】
本発明に用いる浮力材は、ポリスチレンなどの独立気泡の発泡体およびこれらをシートや
樹脂で被覆して耐久性を高めたもの、樹脂製の中空パイプなどの中空体の両端を密閉した
ものやこれらに発泡樹脂を封入したもの、乾燥した木材の表面をワツクスなどで防水した
ものなどが都合良く、発泡ビーズなどを耐久性のある袋などに入れたものなど、浮力を生
じるものであれば良く、特には限定されない。最も好ましくは少なくともこれらの浮力材
の一部に剛性のある素材を使用し、これらを連結して浮島の剛性を高めるのが望ましく、
中空パイプを一定間隔で配置し、これらを少なくとも両端で金属材などで固定して井桁状
にして強度を高めるのも好ましい。
【００１６】
本発明に用いる植栽用着根材は、ヤシ殻繊維などの植物繊維、ホリエステル繊維などの合
成繊維などの繊維類や前記立体網状体にこれら繊維類を挿入したものが都合良く用いられ
、これら植栽用着根材の一部にピートモスなどの腐葉土を混合することも好ましく、この
混合場所に所望の育成したい植物を直植もしくはポットを挿入することで、所望の植物を
植生できる。望ましい植物は、淡水ではヨシ、マコモ、稲などの稲科の植物、アヤメなど
のアヤメ科の植物、猫柳などの柳、汽水ではマングローブなどが推薦できる。また、手入
れのし易い場所では、季節の花を随時植生することも好ましい。
【００１７】
これら、浮力材や植栽用着根材は、立体網状体よりなる多孔性層に固定するため、少なく
ともこれらの表面をネットで覆うのが好ましく、当該ネットで立体網状体も収納すること
が、制作上、運搬上都合が良い。この場合は、植栽用着根材を覆う部分より、多孔性層を
覆うネツトの目合いを大きくすることが、好ましい。また、植栽用着根材に植物を植える
時、必要に応じ、ネットを切り裂いても良い。本発明の浮島は、予め植生孔を植栽用着根
材に開けておくことも好ましい。
【００１８】
（作用）本発明の水棲生物に優しい浮島は、水没した下面が、多数の連続糸条が不規則な
ループをなしてその交差点で接着されて一体化している、実質厚みが数ｍｍの網状体が凹
凸状に厚み方向に波打っているため、見掛けの厚みが大きく糸条のない空隙を有する立体
網状体で構成されており、下面に当該空隙の開口部があるため、稚魚や水棲生物の住み家
として機能させ、魚介類の産卵などには、けることで、面を構成している連続糸条が供さ
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れ、浮島の上部に植生された植物の根は自由に立体網状体の連続糸条間を通じて展開する
ので、より自然に近い環境の前記空隙が確保される。また、これらの根は、水中より有機
物、窒素や燐の養分などを吸収するため、浮島を設置した水系の浄化も期待できるし、浮
島に生育している植物によって、水系の美感向上も期待できる。なお、当該立体網状体で
構成された浮島の下面を形成する多孔性層はその厚みを２０～４００ｍｍとするので、う
ねりの減衰効果も生じ、浮島の安定性に寄与する。
【００１９】
【実施例】
次に本発明の効果を実施例と、比較例で具体的に説明する。　　　　　　　（実施例１）
　立体網状体として、約０．７ｍｍの繊径のポリプロピレンからなる目付け０．８Ｋｇ／
ｍ 2  で、畦と畦の間隔が約２５ｍｍの厚み２５ｍｍのダイワボウ製タングレツトを３枚重
ね、所々を紐で縛って、１ｍ幅で１ｍ 2  の多孔性層とし、その上に外径約９ｃｍで長さが
１．１ｍのパイプに発泡ポリスチレンの円筒を挿入したパイプを４角を４５゜に切断し４
角を溶接して、□形としたパイプ構造物を浮力材として紐で固定し、この浮力材の内側に
厚さ１０ｃｍのヤシ殻繊維マットを植栽用着根材として乗せ、目合い４ｃｍの約１ｍｍの
２子撚りポリエステルマルチフィラメントの漁網で上面を覆い、浮力材に紐で縛って、固
定して、下面が立体網状体でなる浮島とした。当該浮島は下面に十分空隙を有するもので
あり、小型の水棲生物が自由に空隙に入れ、かつ、糸条によって構成されている壁にも１
ｃｍ 2  ～０．３ｃｍ 2  程の穴があり、ここからさらに内部の立体網状体にも侵入可能なも
のとなった。さらに腐葉土を入れたポットで育苗したアヤメをポットのまま上面の９箇所
に、漁網の一部を切り、その下のヤシ殻繊維マットに十字の切れ目を入れて押し込んで、
植生したものを、池に入れたところ、浮島とできた。これを近隣の溜め池に約１月浮かべ
ておいたところ、めだかがこの周辺で群れており、隠れ家としての機能を発揮している様
子であった。
【００２０】
（実施例２）立体網状体として、約０．７ｍｍの繊径のポリプロピレンからなる連続糸条
を、山谷間が２０ｍｍの機械方向に三角柱が寝ている形状で、２０ｃｍ毎に幅１ｃｍの帯
鉄が三角柱の上端の稜線と直交している様になした金型を有している図２の設備を用いて
、２０ｃｍ毎に折り目が入っている厚み２０ｍｍのプリーツ形状の立体網状体を作成した
。一枚を底辺とし、もう一枚を２０ｃｍ毎に折り目よりプリーツ状におり、一辺が２０ｃ
ｍの木製の三角柱の稜線に前記の折った立体網状体の折り目に合わせ、底辺となる立体網
状体の折り目をこれに合わせて押しつけながら、ガストーチでこれらを部分的に溶接した
、折った立体網状体を底辺の立体網状体の反対側で折り曲げ、この折り曲げた次の折り目
を底辺となる立体網状体の次の折り目と合わせ、同様に溶接することで、高さが約１７ｃ
ｍの片面が一枚の立体網状体に溶接されたプリーツ形状の、立体網状体の組み立て物とし
た。この組み立て物の底面を構成している立体網状体に実施例１に用いた２５ｍｍのタン
グレットを２枚紐で所々縛り、これらを固定した。次に、立体網状体の組み立て物の三角
柱空間に、これに合う様、発泡スチロールの三角柱を作り、挿入して浮力材とした。立体
網状体組み立て物の谷間に、ヤシ殻繊維を充填して、植栽用着根材とし、これを実施例１
に用いた漁網で覆い、立体網状体組み立て物の端面に紐で縫い付けて、浮島とし、池に浮
かべたところ、浮島とすることができた。
【００２１】
【発明の効果】
本発明の浮島の下面は、小型の水棲生物が自由に出入りできる程の空隙を有しており、従
来の浮島に比べ小型の水棲生物の隠れ家として有利となっており、前記した立体網状体の
組み立て物を使用すると、低重量で浮島の強度補強と浮力材の固定ができ都合が良い。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の浮島の概略斜視図である。
【図２】　本発明に用いる立体網状体の製造装置の概略図である。
【図３】　図２のＡ部側面図である。
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【図４】　図３の金型上の網状体の部分拡大図である。
【図５】　本発明に用いる立体網状体の一形態を示す斜視図である。
【図６】　本発明に用いる波板状立体網状体の一形態を示す斜視図である。
【図７】　本発明に用いるボックス状空隙を有する立体網状体の一形態を示す斜視図であ
る。
【符号の説明】
１　　　連続糸条
２　　　紡糸口金
３　　　交差点が接着して一体化した網状体
４　　　凹凸のある金型の例
５　　　立体網状体
６　　　ボックス状空隙を有する立体網状体
７　　　可撓性ネット（漁網）
１１　　多孔性層
１２　　浮力材
１３　　植栽用着根材
１４　　ネット
１５　　固定用紐（ビニロン紐など）
１６　　圧着ロール
１７、１８　  ガイドロール
２０　　植生浮島
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ７ 】
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