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(57)【要約】
【課題】沈水植物用人工浮島を沈水植物を餌等とする動
物から保護し、設置水域での沈水植物群落の復元を行う
。
【解決手段】沈水植物用人工浮島１０をフロート４０と
フレーム３１等から構成し、水深が上下できるようにす
る。フレーム３１内に植栽基盤２０を設ける。水没部分
には沈水植物を餌とする魚等を防ぐネット５１を、その
上方には水鳥による沈水植物の攪乱を防止するネット５
２を設ける。沈水植物は、透明度が悪い当初は光の透過
率が良い浅い水深で育て、生育するにつれて透明度を改
善させ漸次水深を深くする。その状態で、沈水植物の種
子等を水底に飛散させ周囲に群落を形成し、沈水植物用
人工浮島１０を撤去する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　沈水植物の生育可能な光透過率の生育限界水深が前記沈水植物の成長により深くなるの
に従って、前記沈水植物が５ｃｍ以上の厚みの植栽基盤に植栽された沈水植物用人工浮島
の前記植栽基盤を前記限界水深の範囲内で深くするステップと、
　前記植栽基盤に植栽された沈水植物の種子あるいは胞子を水底に飛散させるステップと
、
　前記飛散した種子あるいは胞子に基づき前記水底に沈水植物を生やすステップとを有し
、
　前記沈水植物用人工浮島には、前記沈水植物間に生息し植物プランクトンを食べる大型
のミジンコが捕食されないようにネットが設けられていることを特徴とする沈水植物用人
工浮島を用いた沈水植物群の形成方法。
【請求項２】
　請求項１記載の沈水植物用人工浮島を用いた沈水植物群の形成方法において、
　前記沈水植物の生育可能な光透過率の限界水深とは、光の透過率が２０％以上の水深で
あることを特徴とする沈水植物用人工浮島を用いた沈水植物群の形成方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の沈水植物用人工浮島を用いた沈水植物群の形成方法において
、
　前記沈水植物は、発芽前あるいは苗株の茎丈が１０ｃｍ以下の場合には、光量子計の測
定で水面の光の５０％以上となる水深を選択して生育されることを特徴とする沈水植物用
人工浮島を用いた沈水植物群の形成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は人工浮島に関する技術で、特に、沈水植物に適した植栽環境を確保し、沈水植
物の形成を促進して水質浄化を効率的に進めるのに適用して有効な技術である。
【背景技術】
【０００２】
　池や湖沼、河川などに人工の浮体を浮かべ、それにヨシやキショウブなどの抽水植物を
植栽する人工浮島は、水質浄化、生物の生息場、消波、景観の向上等の機能を有し、閉鎖
性水域の水質浄化、消波構造物として適用されている。かかる人工浮島には、これまでに
も様々な構造が提案されている。
【０００３】
　一方、車軸藻、クロモ、フサモ、エビモ等々の水辺の沈水植物（沈水植物とは、原則、
水面下に根・茎・葉のすべてが存在する植物であるが、ある時期にはミズニラのように葉
先が水面上にでるものや、キクモのように水面上で花を咲かせる種もいる）群落は、閉鎖
性水域の汚濁に伴う透明度の減少により、これらの沈水植物群落が生息していた水底に光
が到達しなくなった結果、その多くが消失した。現在沈水植物は、全国各地で絶滅および
絶滅が危惧されている。日本では水草の１／３がレッドデータブックに記載されている。
【０００４】
　最近になってこれらの沈水植物群落には、水中の栄養塩の取り込み、底泥の巻上げ防止
、動物プランクトンの隠れ家、底生動物の棲み家など水質浄化を初めとする様々な機能が
あることが明らかになってきた。生物の多様性の保全と合わせて、沈水植物群落を含めた
水辺植性帯の復元の試みが自然再生事業として始まっている。
【０００５】
　沈水植物の植栽基盤としては、例えば特許文献１に、植栽基盤の適切な水位変化が得ら
れるように植栽基盤を上下できる構成が開示されている。また、特許文献２には、沈水植
物としての明言はないものの、水に全体が水没して沈水植物と思われるものが、水上から
水中に向かってゆるやかに傾斜させた重りを入れた植生基盤に生えている構成が開示され
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ている。
【特許文献１】特開平１１－２７５９９０号公報
【特許文献２】特開２００２－１１９１５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　沈水植物の再生、復元を試みるについては、次のような課題があることに本願発明者は
気づいた。
【０００７】
　すなわち、復元を試みるような水域では水の汚濁がかなりの程度進んで、透明度が低い
。そのため、沈水植物群落は従来生息していた水深の深い場所では、光が届かず生育でき
ない。水域の透明度にも依存するが、例えば、苗株や種子を散布しても水深３０ｃｍ程度
の浅い水域でしか発芽、生育することができない。
【０００８】
　植栽や種子散布当初は沈水植物群落が一旦は再生するが、そのような浅い水深ではヨシ
などの抽水植物やヒシなどの浮葉植物が生育できるため、最終的には沈水植物群落はこれ
らの植物が繁茂することにより、光を十分に得ることができず消失してしまう。沈水植物
群落の再生、復元に大きな課題が残っている。
【０００９】
　これまでに沈水植物を含む水生植物群落を復元する浮島が提案されているが、例えば特
許文献１、２に記載の浮島構造の構成では、抽水植物や植生移行帯に焦点を当てているた
め、必ずしも沈水植物の復元に焦点を当てているとはいえない。従って、最適な沈水植物
の植栽基盤はどのようなものかについての詳細は分からない。
【００１０】
　そこで、本発明者は沈水植物の植栽基盤に関して種々研究、調査を行った結果、以下の
問題点があることを見出した。かかる問題点は、これまでの湖沼沿岸域における沈水植物
群落の再生の試みの結果得られたものであり、従来の浮島の構造では、再生、復元は難し
いと言える。
【００１１】
　草食性や雑食性魚類が沈水植物に与える食害
　ソウギョ等の草食性の魚やハクレン等の雑食性の魚は、過去に湖沼等に繁茂する水草を
除去するために人工的に放流され、沈水植物群落を消失させてしまった。このような食性
の魚類が含まれる水域では、沿岸域に植栽することはもとより、沈水植物用の浮島を設置
する際にも侵入防止策を講じなければ沈水植物を生育することはできない。
【００１２】
　プランクトン食性魚の蝟集による沈水植物群落で増殖した動物性プランクトンの捕食
　沈水植物群落内では、水域汚濁の原因となる植物プランクトンを捕食する（水質浄化作
用のある）動物プランクトンが増殖することが知られている。しかし、植物群落繁茂前や
繁茂したとしても雑食性や動物プランクトン食性の魚類が数多く蝟集すると、動物プラン
クトンが食い尽くされてしまい、動物プランクトンによる水質浄化機能を十分に発揮する
ことができなくなる。かかる魚類の防止策を講じる必要がある。
【００１３】
　カモ等の鳥類による沈水植物の食害、植栽基盤の攪乱
　カモ等の鳥類は、浮島を営巣・休息の場とするだけでなく、水草を摂餌してしまう。ま
た、浮島内を遊泳することで、水掻きで荒らしたり、植栽した沈水植物をくちばしで抜い
てしまう等生育初期の沈水植物が植栽された植栽基盤を撹乱してしまう。かかる攪乱を防
ぐ必要がある。
【００１４】
　植物種や水質により生育可能水深が異なる
　水域の水質により汚濁の程度が異なり、それに伴い光の透過する水深が大きく異なる。
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沈水植物種やその生育段階によって光要求条件が異なるため、植栽基盤の位置を上下させ
る必要がある。
【００１５】
　風波の影響による沈水植物の繁茂限界
　沈水植物群落を復元する上での問題として、風波の影響による植物の繁茂限界がある。
風や波が強い水域では植栽基盤が移動し、沈水植物群落の根の固着能力が非常に乏しいた
め、ある一定以上の風波では生育することができない。このため、例えば、霞ヶ浦等の沿
岸域における沈水植物群落の復元においては、粗朶等の消波施設が必要となっている。従
来の浮島構造ではこれらの消波機能については考慮されておらず、このような風波の強い
地点では、沈水植物群落の生育は非常に難しいと言える。
【００１６】
　他水域からの沈水植物種の持ち込み
　これまでの浮島では、生育した苗を植栽する形や土砂に種子を投入したものである。市
販品では、かかる苗や種子は復元を希望する水域からのものではなく、そのため他水域か
らの沈水植物種の移入に繋がり、その結果として遺伝的撹乱が起き、在来種の復元とはな
らない。本来の意味での自然再生とは異なるものとなる。
【００１７】
　このように沈水植物用人工浮島の構成には解決すべき問題点が多数あり、かかる問題点
の解決を通して初めて沈水植物による水域汚濁の改善等の水質浄化作用が行われるのであ
る。
【００１８】
　本発明の目的は、沈水植物用人工浮島を、沈水植物を餌等とする動物から保護すること
にある。
【００１９】
　他の本発明の目的は、沈水植物用人工浮島を用いて水域での沈水植物群落の復元をも含
めた形成を適切に行うことにある。
【００２０】
　他の本発明の目的は、沈水植物用人工浮島を用いて設置水域の水質浄化を適切に行うこ
とにある。
【００２１】
　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】
【００２２】
　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。
【００２３】
　本発明は、沈水植物の生育可能な光透過率の生育限界水深が前記沈水植物の成長により
深くなるのに従って、前記沈水植物が５ｃｍ以上の厚みの植栽基盤に植栽された沈水植物
用人工浮島の前記植栽基盤を前記限界水深の範囲内で深くするステップと、前記植栽基盤
に植栽された沈水植物の種子あるいは胞子を水底に飛散させるステップと、前記飛散した
種子あるいは胞子に基づき前記水底に沈水植物を生やすステップとを有し、前記沈水植物
用人工浮島には、前記沈水植物間に生息し植物プランクトンを食べる大型のミジンコが捕
食されないようにネットが設けられていることを特徴とする沈水植物用人工浮島を用いた
沈水植物群の形成方法である。かかる構成において、前記沈水植物の生育可能な光透過率
の限界水深とは、光の透過率が２０％以上の水深であることを特徴とする。上記いずれか
の構成において、前記沈水植物は、発芽前あるいは苗株の茎丈が１０ｃｍ以下の場合には
、光量子計の測定で水面の光の５０％以上となる水深を選択して生育されることを特徴と
する。沈水植物を植栽する植栽基盤を有する沈水植物用人工浮島では、前記植栽基盤の水
没部分を、前記沈水植物を餌とする動物が入れないようにネットで囲うことを特徴とする
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。かかる構成において、前記ネットは、網目サイズが１ｍｍ以上、１００ｍｍ以下である
ことを特徴とする。また、沈水植物を植栽する植栽基盤を有する沈水植物用人工浮島では
、前記植栽基盤の上方部は、前記沈水植物を餌とする鳥が入れないようにネットで囲うこ
とを特徴とする。かかる構成において、前記ネットは、網目サイズが５ｍｍ以上、２００
ｍｍ以下であることを特徴とする。
【００２４】
　また、沈水植物を植栽する植栽基盤を有する沈水植物用人工浮島では、前記植栽基盤の
水没部分を、前記沈水植物を餌とする動物が入れないようにネットで囲い、前記植栽基盤
の上方部は、前記沈水植物を攪乱する鳥が入れないようにネットで囲うことを特徴とする
。沈水植物を植栽する植栽基盤を有する沈水植物用人工浮島では、前記植栽基盤の水没部
分を、前記沈水植物を生活の場とする動物プランクトンを餌とする魚が入れないようにネ
ットで囲い、前記植栽基盤の上方部は、前記沈水植物を攪乱する鳥が入れないようにネッ
トで囲うことを特徴とする。
【００２５】
　沈水植物を植栽する沈水植物用植栽基盤を有する沈水植物用人工浮島では、前記沈水植
物用植栽基盤は、消波機能物により囲われていることを特徴とする。かかる構成において
、前記消波機能物は、前記沈水植物用人工浮島への波高が、前記沈水植物の生育限界の波
高より高い場合には、前記沈水植物の生育限界の波高より高い波がくる方向に設けること
を特徴とする。前記消波機能物は、前記沈水植物用人工浮島への波高が、前記沈水植物の
生育限界の波高より低い場合には、前記沈水植物用人工浮島への波高の内の最大波高の波
がくる方向に設けることを特徴とする。以上、いずれかの構成において、前記消波機能物
は、抽水植物を植栽基盤に植栽した抽水植物用人工浮島であること特徴とする。沈水植物
を植栽する沈水植物用植栽基盤を有する沈水植物用人工浮島では、前記沈水植物用植栽基
盤は、抽水植物を植栽基盤に植栽した抽水植物用人工浮島に併置されていることを特徴と
する。
【００２６】
　沈水植物を植栽する沈水植物用植栽基盤を有する沈水植物用人工浮島では、前記沈水植
物はスポンジ、ロックウール、スラグウール等の植栽材に植えられ、前記沈水植物を植え
た植栽材を前記沈水植物用植栽基盤内に差すことを特徴とする。また、沈水植物を植栽す
る沈水植物用植栽基盤を有する沈水植物用人工浮島では、前記沈水植物は、前記沈水植物
用植栽基盤を設置する水域の水底から採取した土砂に含まれていた沈水植物種子を発芽さ
せたものであることを特徴とする。
【００２７】
　本発明は、沈水植物の生育可能な光透過率の限界水深が前記沈水植物の成長により深く
なるのに従って、前記沈水植物が植栽された沈水植物用人工浮島の植栽基盤を前記限界水
深の範囲内で深くするステップと、前記植栽基盤に植栽された沈水植物の種子あるいは胞
子を水底に飛散させるステップと、前記飛散した種子あるいは胞子に基づき前記水底に沈
水植物を生やすステップとを有することを特徴とする沈水植物用人工浮島を用いた沈水植
物群の形成方法である。かかる構成において、前記植栽基盤は、前記水底に沈水植物が根
付いた時点で撤去することを特徴とする。かかる構成において、前記沈水植物の生育可能
な光透過率の限界水深とは、光の透過率が２０％以上の水深であることを特徴とする。か
かる構成において、前記沈水植物は、前記沈水植物用植栽基盤を設置する水域の水底から
採取した土砂に含まれていた沈水植物種子を発芽させたものであることを特徴とする。
【００２８】
　沈水植物を植栽基盤に植栽した沈水植物用人工浮島を用いて水質浄化を図る方法では、
前記沈水植物用人工浮島の植栽基盤に植栽した沈水植物内に、動物プランクトンを外部か
ら持ち込んで生息させることを特徴とする沈水植物用人工浮島を用いた水質浄化方法であ
る。かかる構成において、前記動物プランクトンは、前記沈水植物用人工浮島の設置対象
水域の水底から採取した底泥を用いて発生させたものである。かかる構成において、前記
沈水植物は、前記沈水植物用人工浮島を設置する水域の水底から採取した土砂に含まれて
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いた沈水植物種子を発芽させたものであることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００３０】
　本発明の沈水植物用人工浮島の構成では、ネットを設ける簡単な構成の追加で、沈水植
物を餌等とする動物から沈水植物自体を保護することができ、沈水植物用人工浮島の適切
な植栽状態の管理が行える。また、本発明では、ネットを設けることで、植物プランクト
ンを沢山食べて水質浄化効果が高い大型のミジンコの捕食が行われないようにすることが
できる。特に、風波の影響が強い水域では抽水植物を植栽した植栽基盤を併置することで
、沈水植物用人工浮島の正常な生育状態の確保が行える。また、風波の影響をうけない水
域でも、抽水植物を植栽した植栽基盤を併置することで抽水植物用の浮島による遮光効果
を主とする浄化作用を利用して透明度を増加させることにより沈水植物の初期の生育を促
すことができる。
【００３１】
　本発明によれば、沈水植物用人工浮島の設置水域に沈水植物群落の形成が可能となる。
特に、沈水植物用人工浮島の設置水域の水底の土砂から発芽させた沈水植物を使用するこ
とで、設置水域での自然再生、復元が可能である。
【００３２】
　本発明によれば、沈水植物内に、動物プランクトンを外部から投入するので、動物プラ
ンクトンの密度、種類が少ない等の水域環境でも、水質の浄化機能を発揮させることがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　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。
【００３４】
　本発明は、沈水植物用の人工浮島の有する構造上の問題点を解決すると共に、沈水植物
群落の植栽基盤を沈水植物の生育に必要な光条件の確保が行える水深に設置し、沈水植物
だけを植栽して人工浮島とすることで、抽水植物や浮葉植物の侵入を防ぎ、結果として水
域の水底に沈水植物群落を復元することを含めた沈水植物群落の形成が行える。また、沈
水植物用の人工浮島と抽水植物用の人工浮島とをセットとして用いる場合においても、沈
水植物用の人工浮島を区画化することにより抽水植物の侵入を防止し、沈水植物のみの群
落を確保することができる。
【００３５】
　さらには、かかる沈水植物用人工浮島を用いた池や湖沼等の水質の浄化において、沈水
植物群落の水質浄化機能の一つに水質浄化能の高い動物プランクトンの隠れ家としての機
能があるが、動物プランクトンの密度、種類数が非常に少ないか、あるいは小型の動物プ
ランクトン群集しか存在しない水域においてもかかる浄化機能を高めることができる方法
をも提案する。
【００３６】
　すなわち、本発明により、次のような効果が得られる。多孔質部材に砂や土または軽量
骨材を投入する形式により植栽基盤の安定性を確保し、波等により砂や土が消失するのを
防ぐとともに、沈水植物の生育を促進することができる。砂や軽量骨材を充填した沈水植
物植栽ポッドを充填することにより、砂の充填量を格段に少なくすることができ、軽量化
に伴い浮体の大きさを小さくすることができ、コストも安価にすることができる。水質、
植物の生育段階に合わせて植栽基盤の位置を変えることにより、沈水植物の生育を促進す
ることができる。
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【００３７】
　草食、雑食、動物プランクトン食性の魚類の浮島内部への侵入を防ぎ、沈水植物の生育
を促進することができる。鳥類からの捕食、植栽基盤の撹乱を防ぎ、沈水植物の生育を促
進することができる。
【００３８】
　対象水域の水質浄化を効果的に行い、最終的には沈水植物用浮島の周辺の水底に沈水植
物群落を再生、生態系の水質浄化機能を高め、水域全域への沈水植物群落を復元すること
ができる。水域特有の沈水植物群落を沈水植物浮島に復元することができる。水域の水底
土砂に含まれる種子（埋土種子）が少ない場合においても、発芽・育成・苗株植え付けに
より効果的に在来の（水域特有の）沈水植物群落を復元することができる。在来種の沈水
植物の群落を浮島周辺の水底に復元、水域全域へ拡大、在来の沈水植物群落を復元するこ
とができる。かかる水質浄化、復元速度を高めることができる。
【００３９】
　抽水浮島の消波、沈水植物とは異なる水質浄化効果により、より多機能で効果的な水質
浄化が可能になる。
【００４０】
　植物プランクトンを食べるミジンコ等の動物プランクトン、特に大型のミジンコを増加
させることができ沈水植物用浮島の水質浄化効果を高めることができる。在来の動物プラ
ンクトン群集を発生、培養したものを用いることにより、他からの移入種の問題も解消す
る。
【００４１】
　以下、各実施の形態をかかる効果との関係で説明することにより、本願発明についてよ
り具体的に説明する。
【００４２】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の一実施の形態の沈水植物用人工浮島の実施例を模式的に示す側面図で
ある。図２（ａ）は本発明で使用するフロートとそのフレームの構成を示す斜視図であり
、（ｂ）はフレーム内に植栽基盤を設けた状況を示す斜視図である。図３（ａ）、（ｂ）
は、本発明で水位の調節を行う状況を示す説明図である。
【００４３】
　沈水植物用人工浮島１０の基本的な構成は、沈水植物を生育させる植栽基盤２０と、そ
れを支持する支持体３０、かかる構成を水中に維持するための浮体としてのフロート４０
とから構成する。
【００４４】
　フロート４０の素材は塩ビ管等の中空パイプ４０ａや、あるいは発砲スチロール、木材
、古タイヤ等であり、植栽基盤２０等を含めた沈水植物用人工浮島１０の全体構成を浮か
べておけるだけの浮力を持っている材質であれば良い。
【００４５】
　支持体３０は、図２（ａ）、（ｂ）に示すように、フレーム３１を構成するアングル３
１ａ、植栽基盤２０等を囲うシート３２を構成するブルーシート３２ａからなる。アング
ル３１ａは、鋼材やプラスチック製、木製等で形成され、枠状に組み合わせて、図２（ａ
）に示すように、フレーム３１が形成されている。特に、風波等が問題となる場所では十
分な強度を持ち、プラスチックには生分解性でないものを用いる。かかるフレーム３１が
、フロート４０に接続されている。
【００４６】
　また、植栽基盤２０の下部、側面には、シート３２が設けられ、植栽基盤２０内に充填
した砂や土または軽量骨材の流出が防止されている。シート３２の材質としては、ブルー
シートや建築・土木で用いる工事用のシート等の遮水性のシートを用いるとよい。
【００４７】
　植栽基盤２０は、多孔質部材２０ａに砂や土または軽量骨材等が充填されている。かか
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る多孔質部材２０ａとしては、例えば、軽量の化学合繊マットやヤシ繊維性のマットなど
を用いることができる。かかる植栽基盤２０に充填する砂等は、現地の沈水植物用人工浮
島１０の設置水域の水底の土砂を充填したりすることもできる。多孔質部材２０ａを用い
ることにより、風波等による充填した土砂や軽量骨材の基盤内からの流出を防止し、植栽
基盤２０を安定化することができる。
【００４８】
　因みに、軽量骨材とはガラスや膨張頁岩等を原料とし、これを人工的に焼成・発泡して
得られる内部に空隙を保有し、表面が緻密なガラスで覆われ砂よりも軽くて強い骨材であ
る。一般的な商品名としてメサライトやＧライト、アサノスーパーライト等が知られてい
る。
【００４９】
　さらには、多孔質部材２０ａに直接土砂等を充填することなく、土砂等を植栽ポッド２
１に充填したものを多孔質部材２０ａに充填しても構わない。かかる構成を採用すれば、
植栽基盤２０の軽量化を図ることができる。
【００５０】
　植栽基盤２０の厚みは、沈水植物の根が十分に張ることができる厚さ以上とする。沈水
植物の種類にもよるが、平均的には、例えば５ｃｍ以上とすればよい。植栽ポッド２１は
、布織布やヤシ繊維製などの園芸等で用いられるポッドを使用すればよい。かかる植栽ポ
ッド２１に、砂等を充填すればよい。植栽ポッド２１を用いることで、使用する砂や土砂
の量を大きく削減することができる。
【００５１】
　あるいは、植栽ポッド２１等の充填ポッドを用いる代わりに、スポンジ、ロックウール
、スラグウール等の植栽材を用いることで土を使わず植栽することができる。すなわち、
沈水植物の種、胞子、あるいは苗等を、ロックウール等の植栽材を用いて土を使わずに植
栽する。かかる植栽した植栽材を、例えば、植栽基盤２０の化学合繊マットやヤシ繊維製
のマット等の所定位置に差すようにして設ければよい。植栽ポッド２１の代わりにスポン
ジ、ロックウール、スラグウール等の植栽材を用いることで、使用する土砂の量をゼロに
することもできる。
【００５２】
　このように土砂等の量をゼロあるいは大きく低減化することで、植栽基盤２０を軽量化
し、フロート４０等の浮体設備の縮小化、さらには植栽基盤２０の層厚を大きくすること
も可能となる。
【００５３】
　植栽基盤２０あるいは植栽ポッド２１に砂を充填する場合は、山砂や川砂がよい。海砂
は塩分が沈水植物の生育を阻害するため好ましくない。但し、川砂の中には水生植物の種
子が混入していることがあるので、設置水域の沈水植物の復元を意図する場合には、注意
を要する。また、砂、土ともに市販品を使用する場合には、成分表示に注意してカルシウ
ム等の含有量が少ないものを選択し、アルカリ性のものは使用しない方がよい。
【００５４】
　沈水植物を植栽基盤２０等に植えるには、多孔質部材２０ａに砂や軽量骨材を充填した
植栽基盤２０に直接苗株を植えつける。あるいは、植栽ポッド２１に苗株を植えつけた後
、多孔質部材２０ａに充填する方法で植栽するとよい。
【００５５】
　かかる植栽に際して、沈水植物用人工浮島１０の設置対象水域の水底から採取した土砂
に、在来の沈水植物の種子や胞子が埋土種子として多量に存在する場合は、多孔質部材２
０ａに水底採取土砂を充填することで、その水域特有の多様な在来種を沈水植物用人工浮
島１０に復元できて好ましい。
【００５６】
　また、沈水植物用人工浮島１０の設置対象水域の水底から採取した土砂に埋土種子が少
量しか含まれない場合は、あらかじめ水底から採取した土砂を、深さ２０ｃｍ程度に地面
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を掘削し遮水シートを敷いた場所や大きなバッド等に敷き詰め、水を張り、十分な光条件
のもとで在来の沈水植物を発芽させる。発芽、生育させた沈水植物の苗株を、多孔質部材
２０ａに砂や軽量骨材を充填した植栽基盤２０に直接植えつける。あるいは植栽ポッド２
１に植えつけた後、多孔質部材２０ａに植栽ポッド２１を充填すればよい。かかる方法を
採用すると、沈水植物用人工浮島１０の設置対象水域に存在する在来の群生していた沈水
植物を復元することができる。
【００５７】
　植栽基盤２０を支持するフレーム３１と、浮体のフロート４０に接続しているフレーム
３１との連結位置は上下可変とすることができるように構成されている。すなわち、フレ
ーム３１は、図３（ａ）、（ｂ）に示すように、上下に伸縮させることにより、植栽基盤
２０の設置水深を調節することができるようになっている。かかる植栽基盤２０の水深可
変手段としては、例えば、一定間隔おきに穴のあいたアングル３３をフレーム３１の四隅
に設けてフロート４０と接続し、植栽基盤２０を支持するフレーム３１と接続されたアン
グル３４をボルト３５等で、適宜高さで固定するとよい。
【００５８】
　水草の生育可能水深は水質によって大きく異なるため、目安として光の透過率をその生
育可能か否かの基準として採用した。すなわち、光の透過率が水面の２％以上、さらに望
ましくは２０％以上となる水深であれば、沈水植物の生育が可能な生育限界水深とするこ
とができる。
【００５９】
　植え付け当初の苗株や発芽初期はなるべく水深を浅くして、光の透過率２０％以上でも
より十分に光が当たる浅い水深で植物の生育を促進するのが好ましい。茎丈が増加すると
ともに、光の透過率２０％を限度としてその水深まで、植栽基盤２０の設置水深を深くし
ていくのが望ましい。
【００６０】
　尚、植栽基盤２０に勾配をもうけることで、植栽基盤２０内で光条件の異なる場を形成
し、かかる構成で、同じ植栽基盤２０内に水深に応じた多様な沈水植物群落を創出するこ
とを可能としても構わない。図４に、沈水植物を含めた水生植物の一覧を示した。
【００６１】
　かかる構成の沈水植物用人工浮島１０は、その周囲は、図１に示すように、植栽基盤２
０の下部から水面にかけて水没部分が、網目サイズ１ｍｍ以上、１００ｍｍ以下のネット
５１で覆われている。より好ましくは、５ｍｍ以上、５０ｍｍ以下のネットである。かか
るネット５１の材質は、ポリエチレンやポリプロピレン、ヤシ繊維製等、硬質、軟質を問
わない。材質は、難分解性のものや耐水性、耐紫外線のある材質のものとするのが好まし
い。
【００６２】
　網目のサイズは小さい方が良いが、あまり細かくすると浮島内の水の流動を妨げるため
孔径１ｍｍ以上とし、侵入を防止対象魚類の体長の１００ｍｍ以下とすることが望ましい
。さらに、５ｍｍ以上、５０ｍｍ以下とすればより好ましい。５ｍｍ以上であれば、水の
出入りの円滑性が確保され、５０ｍｍ以下であれば、草魚等の特に沈水植物の食害が大き
い体長の小さい魚や、動物プランクトンを食する魚に的を絞ることができ好ましい。
【００６３】
　かかるネット５１を設けることにより、沈水植物の生育を阻害する草食性の魚類や、沈
水植物内に生息する動物プランクトンを捕食する魚類が、浮島内の植栽基盤２０に侵入す
ることを防ぐことができる。
【００６４】
　上記ネット５１は、上記草魚等の魚類以外にも、アメリカザリガニ等のザリガニ類の侵
入を防止し、ザリガニ類の沈水植物の根きり、茎切断等の被害をも未然に防止することが
できる。
【００６５】
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　また、植栽基盤２０の上方にも、図１に示すように、網目サイズ５ｍｍ以上、２００ｍ
ｍ以下、より好ましくは１０ｍｍ以上、１００ｍｍ以下のネット５２を設ける。太陽光の
透過状況を考えると５ｍｍ未満の網目サイズは、好ましくない。より好ましくは、１０ｍ
ｍ以上であれば、十分である。また、網目サイズが２００ｍｍより大きいと、水鳥等が入
り、餌等を漁る際に沈水植物の植栽基盤２０を攪乱する虞がある。より好ましくは、網目
サイズが１００ｍｍ以下であれば、カモ等の小さな鳥も侵入防止対象とすることができて
好ましい。
【００６６】
　かかるネット５２の材質はポリエチレンやポリプロピレン、ヤシ繊維製等、硬質、軟質
を問わない。材質も、難分解、耐紫外光のものを用いるのが好ましい。また、ネット５２
の太さは太くなると浮島基盤内の沈水植物群落に対する光の透過を妨げるため、丈夫で細
めのネット５２を使用するのが好ましい。
【００６７】
　ネット５２を設置する場所は、植栽基盤２０の上方で、沈水植物の生育を妨げることが
ない高さであればどこでも構わない。フロート下部、水面下に設置すると景観保護という
観点からは望ましい。このネット５２を設置することにより、水草を捕食したり、または
浮島内に侵入して植栽基盤２０を撹乱するカモ等の水鳥、さらには鳥類による悪影響を最
小限にすることができ、沈水植物群落の発芽、生育を促進することができる。
【００６８】
　因みに、かかる鳥被害が発生しないか、あるいは問題とならない場合には、勿論ネット
５２の設置は必要ない。図３（ａ）、（ｂ）では、かかるネット５２の構成のない例を使
用した。
【００６９】
　（実施の形態２）
　本実施の形態では、沈水植物用人工浮島１０と抽水植物用人工浮島６０とを併置した構
成について説明する。かかる構成を採用することで、例えば、沈水植物用人工浮島１０の
植栽基盤２０の風波による影響をより少なくし、且つ抽水植物用人工浮島６０の作用によ
り水の透明度を向上させて沈水植物がより生育し易いようにすることができる。図５は、
沈水植物用人工浮島の風波等による影響が大きい方向に抽水植物用の人工浮島を設けた構
成を示す説明図である。図６は、岸に向かって打ちつける波浪に対する沈水植物用人工浮
島を保護する構成を示す説明図である。
【００７０】
　本実施の形態では、沈水植物用人工浮島１０へ打ち寄せる波の高い方には、消波機能物
として抽水植物用人工浮島６０が設けられている。抽水植物用人工浮島６０は、沈水植物
用人工浮島１０より離されて設けられている。沈水植物用人工浮島１０の構成は、前記実
施の形態１で説明したと同様に構成されている。
【００７１】
　一方、抽水植物用人工浮島６０の構成は、フロート６１を用いた浮体構造を有し、フレ
ーム６２内に植栽基盤６３が設けられている。抽水植物用人工浮島６０としては、フレー
ム式、フレームレス式等のどちらでもよく、植栽基盤６３も化学合繊マットやヤシマット
等を用いるとよい。かかる植栽基盤６３に、例えば、キショウブ等の図４に示した抽水植
物が植栽ポッドを介して、あるいは直接植栽されている。根が、植栽基盤２０を通して、
十分に張られている。
【００７２】
　かかる構成では、沈水植物用人工浮島１０に打ち寄せる波の高さを、予め設定しておい
た沈水植物の生育の限界とする波高を基準として、その沈水植物の生育限界の波高より高
いか、あるいは低いかで、その対応を分けている。
【００７３】
　すなわち、沈水植物が生育することができる限界の波高より高い波が打ち寄せる場合は
、その高い波が打ち寄せる方向に、抽水植物用人工浮島６０を設置する。抽水植物用人工
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浮島６０は、沈水植物用人工浮島１０とは、所定の距離以上離れないようにアンカー等で
別々に係留すればよい。
【００７４】
　また、沈水植物用人工浮島１０に打ち寄せる波が、沈水植物の生育限界の波高より低い
場合には、打ち寄せる波の高さの内、最大波高の波の打ち寄せる方向に、抽水植物用人工
浮島６０を設ければよい。
【００７５】
　沈水植物の生育限界の波高は、例えば、一般的に沈水植物の育つ生育限界として、２０
ｃｍとしておけばよい。さらには、より詳細には、沈水植物毎にかかる生育限界の波高を
決めても構わない。現在は、沈水植物の生育限界を示す平均波高を２０ｃｍと設定し、２
０ｃｍ以上の場合を設定波高より高い波と、２０ｃｍ未満の場合を設定波高より低い波と
した。
【００７６】
　また、打ち寄せる波の高さは、現地での実測によればよい。例えば、方向別の波高を計
器により計測すればよい。あるいは、方向別に、例えば、年間の風向、風速、吹送距離と
から計算して、その波高が沈水植物の生育限界の波高より高いか、低いかで、消波機能物
としての抽水植物用人工浮島６０の設置方向を決めても構わない。
【００７７】
　併せて、沈水植物用人工浮島１０のそばに抽水植物用人工浮島６０を設けることで、抽
水植物用の浮島の存在により水面下への光の透過を抑え（遮光効果）、植物プランクトン
の発生を防止する水質浄化能力によって初期の透明度を増加させ、沈水植物の初期の生育
を高めることもできる。
【００７８】
　かかる構成では、波風による影響が大きい水域に沈水植物用人工浮島１０を設置しても
、抽水植物用人工浮島６０がかかる波風を直接受けて、沈水植物用人工浮島１０への波の
影響を少なく抑えることができる。特に、抽水植物の水中に伸張する根によって、水中の
表層側の波が抑えられ、かかる消波効果が沈水植物の植栽基盤２０に与える影響を軽減し
、沈水植物の繁茂を促す。
【００７９】
　例えば、湾岸等の風波の影響が大きい水域においては、特に有効に機能する。陸に向か
って風波が押し寄せる状況下、沈水植物用人工浮島１０を囲むように、抽水植物用人工浮
島６０を配することで、風波の影響を少なくすることができる。
【００８０】
　また、沈水植物用人工浮島１０に所定間隔離して設置される抽水植物用人工浮島６０に
は、遮光、栄養塩類の取り込み、水中に伸張する根に付着する微生物群集による水質浄化
、鳥類の休息・営巣の場等々、沈水植物用人工浮島１０とは異なる多機能な作用を持って
いる。そこで、かかる異なる機能を有する沈水植物用人工浮島１０、抽水植物用人工浮島
６０を配置し、二つの浮島を組みあわせることにより、効果的な水質浄化、生態系の創出
を行うことができる。
【００８１】
　すなわち、沈水植物用人工浮島１０の周囲に従来の抽水植物用人工浮島６０を配置する
ことにより、従来の浮島よりも高い水質浄化能力を持たせることができる。例えば、抽水
植物用人工浮島６０に生えている抽水植物による遮光効果は、設置初期から効果的に植物
プランクトンの増殖を抑え、水の透明度を向上させるため、その分、汚濁の高い水域への
沈水植物用人工浮島１０の設置可能性を広げられる。
【００８２】
　また、沈水植物用人工浮島１０の周囲に抽水植物用の浮島を配置することにより、沈水
植物用人工浮島１０のフロート４０が人目につきにくくなり、景観を向上する等の付加価
値も発生する。特に、風波の方向が一定しない水域の場合には、沈水植物用人工浮島１０
の周囲を完全に抽水植物用人工浮島６０で囲むことが求められるが、かかる際には、その
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効果が大きい。
【００８３】
　すなわち、沈水植物用人工浮島１０では、沈水植物と共に植栽基盤２０は常時水没して
いるため、フロート４０が水面に浮いているだけの状態であるが、抽水植物用人工浮島６
０等のように植物が生えた状態の浮島があると、水面にフロート４０だけが浮いていると
いう味気ない状況が隠され、景観改善が行われて好ましいのである。
【００８４】
　抽水植物、浮葉植物、沈水植物帯を連続的に設ける植生基盤もしくは浮島の構成が、こ
れまで提案されている。しかし、透明度が低い水質浄化対象水域では、水深の浅い所でし
か沈水植物は生育することができず、かかる構成では、沈水植物は抽水植物、浮葉植物の
競争に負けて生育することができず、かかる構造は好ましくない。図５に示す如く、別々
の浮島とするか、しきりを設ける等の構造とするのが望ましい。
【００８５】
　また、風波等が植栽基盤２０に与える影響が大きい場所では、消波構造として他にも、
沈水植物用人工浮島１０の植栽基盤２０の周囲にある程度の高さの消波用の壁を設ける構
造でも構わない。あるいは、プラスチック製の繊維状の紐状担体に付着性の微生物やワム
シ等の原生動物が生息可能な構成を付加したものを、沈水植物用人工浮島１０の周辺隣接
域に配置して消波効果を確保するようにしても構わない。かかる構成では、紐状担体によ
る水質浄化効果をも合わせて享受できる。
【００８６】
　尚、上記説明では、風波の影響の強い場所に沈水植物用人工浮島１０を設置するに際し
て抽水植物用人工浮島６０を離して設ける場合について説明したが、特段風波の影響がな
いような穏やかな池の水面に沈水植物用人工浮島１０を設ける場合には、抽水植物用人工
浮島６０を沈水植物用人工浮島１０と併置させても構わない。例えば、フロート同士を接
続させる等して連結し、隣接配置するようにしても構わない。かかる構成では、抽水植物
用人工浮島６０の機能は、前述の如く、遮光効果等により植物プランクトンの発生をより
防止して、沈水植物の生育を促すことにある。勿論、かかる場合に、遮光効果、栄養塩類
等の除去効果が得られる範囲内で、沈水植物用人工浮島１０と抽水植物用人工浮島６０と
を離して置いても構わない。
【００８７】
　（実施の形態３）
　本実施の形態では、前記実施の形態１で述べた沈水植物用人工浮島１０の構成を用いて
、沈水植物用人工浮島１０の設置対象水域に合わせた沈水植物群落の復元を行う方法につ
いて述べる。
【００８８】
　かかる方法では、基本的に、沈水植物の生育可能な光透過率の生育限界水深が、沈水植
物の成長により深くなるのに従って、沈水植物が植栽された沈水植物用人工浮島１０の沈
水植物用の植栽基盤２０を生育限界水深の範囲内で漸次深くしていく手法を採用する。
【００８９】
　図７（ａ）はかかる手法について述べたものであるが、設置対象水域として、溜め池Ａ
を想定し、かかる溜め池Ａに沈水植物用人工浮島１０を設置し、水域に沈水植物の群落を
形成する場合を例に挙げて説明する。かかる溜め池Ａでは、沈水植物の生育が不可能な程
に、水の汚濁が進んでいるものとする。
【００９０】
　図７（ａ）に示すように、先ず、設置初期は植栽基盤２０の高さを水表面に対する光の
透過率が光量子計で２０％以上となる範囲の水深に設置する。例えば、透明度が１ｍ程度
であれば、２０～３０ｃｍ程度の水深となる。かかる水深に設置し、沈水植物の生育を促
進する。設置当初は、水質汚濁が進行して沈水植物が実質的に絶滅したような水域では、
水の透明度が悪く、植栽基盤２０を浅く設定しないと、光の透過率が２０％以上とならな
い。
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【００９１】
　より確実に行うには、発芽前や、苗株の茎丈が例えば１０ｃｍ以下の場合には、光量子
計の測定で水面の光の５０％以上となる水深を選択して行うのがよい。
【００９２】
　かかる状態で沈水植物が植栽基盤２０に生育すると、生育した沈水植物により水の透明
度が少しずつ改善されてくる。沈水植物が繁茂するにつれ、その水質浄化作用で透明度が
増加し、光の透過率も向上する。その結果、沈水植物の生育可能な生育限界水深が深くな
り、植栽基盤２０の設置可能水深もそれに合わせて深くすることができる。
【００９３】
　このように沈水植物の生育に合わせて、アングル３３、３４を調節することで、植栽基
盤２０の設置水深を深くする。植栽基盤２０の設置水深を調節していくことにより、沈水
植物群落の茎高を増大し、繁茂させていくのである。例えば、生育により茎丈が１０ｃｍ
より大きくなった場合には、水面の光に対する透過率が２０％以上となる範囲で水深を深
くして行く。例えば、光の透過率が２０％の水深に設置する。
【００９４】
　このようにして沈水植物がさらに繁茂し、対象水域の水質浄化が行われて、漸次水の透
明度が改善されて行く。それに合わせて植栽基盤２０の設置水深を深くして行くと、対象
水域の湖底に沈水植物の繁茂が可能となる光を透過することができるようになる。かかる
水深の変更は、例えば、年に１回、水が一番濁り易い時期、夏等に、光量子が２０％とな
る水深に植栽基盤２０の水深を下げてやればよい。
【００９５】
　かかる状態で、沈水植物用の植栽基盤２０に植栽された沈水植物の種子あるいは胞子が
水底に飛散する。沈水植物用人工浮島１０内の繁茂した沈水植物群落から種子や胞子が、
周辺水域に供給されると、沈水植物用人工浮島１０の周辺の水底から沈水植物群落が徐々
に形成されてゆくこととなる。沈水域の生態系機能の回復により水質浄化が加速し、最終
的には水域全体が浄化され、沈水植物群落についても水底に確実に形成されることとなる
。かかる様子を、図７（ｂ）に模式的に示した。
【００９６】
　飛散した種子あるいは胞子に基づき水底に沈水植物を生やすことが確実に行われるよう
になった時点で、図７（ｃ）に示すように、例えば、沈水植物用人工浮島１０を、撤去す
ればよい。周囲景観の観点からも撤去が好ましい。
【００９７】
　沈水植物用人工浮島１０の植栽基盤２０に設置対象水域の水底から採取した土砂を充填
する場合には、かかる土砂に埋まっていた種子等が発芽して、その設置対象水域に以前存
在していた沈水植物が生育することとなり、沈水植物群落の復元ができる。また、埋まっ
ていた種子等が少ない場合には、かかる水底から採取した土砂からあらかじめ発芽、育成
して、苗株を増やした上で、その苗株を用いることによりその水域に生息していた在来の
沈水植物群落を水域に復元することもできる。
【００９８】
　水質汚濁の進行した水域に浄化目的で沈水植物用の浮島を設置する際は、浮島の設置面
積を、水面積に対して２割以上とする。一般的に、湖沼の沿岸域の沈水植物群落が２割復
元すると、透明度が１ｍ弱の水域では透明度は２ｍ程度になると言われ、かなりの程度の
透明度の改善効果がある。例えば、２０％以上の透過率が確保される水深は０．７ｍから
１．４ｍとなり、水深１．４ｍの水底まで沈水植物群落の復元が可能となる。
【００９９】
　（実施の形態４）
　本実施の形態では、前記実施の形態１で説明した沈水植物用人工浮島１０を用いて、動
物プランクトンの密度、種類数が非常に少ないか、または小型の動物プランクトン群集し
か存在しない水域において、沈水植物用人工浮島１０による水質浄化機能を高める方法に
ついて説明する。
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【０１００】
　前記実施の形態で説明したように沈水植物用人工浮島１０の植栽基盤２０を使用して、
適切に沈水植物を繁茂させる。このように沈水植物群落を繁茂させた後、図８に示すよう
に、カブトミジンコ、オカメミジンコ、ケンミジンコ、ゾウミジンコ等のミジンコ類、カ
イアシ類、ワムシ類等の動物プランクトンを投入する。
【０１０１】
　投入する動物プランクトンは、単一種類でもよいが、これらの動物プランクトンの群集
を混合して投入する方が、様々な植物プランクトンに対して効果があるので望ましい。投
入する動物プランクトンの収集方法は、培養しても良いし、対象水域の流域の動物プラン
クトン群集が豊富な池や沼においては、動物プランクトン用のネットで捕集することで高
密度に収集することができる。
【０１０２】
　特に、本発明では、前記実施の形態１で述べたように、沈水植物用人工浮島１０の植栽
基盤２０の水没部分には、ネット５１が張られているので、かかる動物プランクトンを餌
とする魚等が入り込むことがない。そのため、投入した動物プランクトンは、沈水植物用
人工浮島１０の沈水植物内で生息し、増えることができる。
【０１０３】
　ミジンコの中でも、ゾウミジンコ（０．５ｍｍ）、ニセミジンコ（０．２～０．５ｍｍ
）、マルミジンコ（０．５ｍｍ）等の小型のミジンコに対して、大型のミジンコであるカ
ブトミジンコ（０．６～２ｍｍ）、ミジンコ（ダフニア：０．７～３ｍｍ）、オカメミジ
ンコ（成体の体長が２ｍｍ）等の場合には、小型のミジンコよりも様々な植物プランクト
ンを沢山食べて、水質浄化効率が高いことが知られている。
【０１０４】
　かかる大型のミジンコは、沈水植物が繁茂した隠れ家がないと、成体の体長が１～２ｍ
ｍと大きくなるので、目立って魚に捕食され易い。しかし、本発明の沈水植物用人工浮島
１０では、ネット５１でかかる魚の侵入を防止して、大型のミジンコの捕食が行われない
。実際に、沈水植物等の水草の少ない水域では、大型のミジンコは少なく、ミジンコを外
部から投入することの効果は大きいと言える。
【０１０５】
　また、ミジンコは水温の低下、餌環境の悪化等の環境条件の変化により耐久卵（休眠卵
）を湖底に沈め、環境条件が好転したときにそれらの卵から発生してくることが知られて
いる。かかる現象を利用して、まず対象水域の水底を採取し、魚のいない条件で湖底に眠
っている動物プランクトンの耐久卵からミジンコを発生させ、増殖させる。それを沈水植
物用人工浮島１０内に繁茂した沈水植物群落に投入することで、他水域からの種の移入を
防止し、在来の動物プランクトン群集を利用して浄化することができる。
【０１０６】
　アオコの形成の主な種となって発生する藍藻類のミクロキスティスを培養したものに、
水底から採取した泥を投入した実験の結果を図９（ａ）に示す。実験は２８℃、光量は２
０００ルクスで、１２時間ごとに明暗条件を変化させ、ゆっくりと攪拌しながら行った。
水底から動物プランクトン群集が発生し、１４日後には植物プランクトンが動物プランク
トンに捕食された。その結果、植物プランクトンの現存量の指標であるクロロフィルa濃
度が大きく減少し、水が透明となることが確認された。
【０１０７】
　動物プランクトンの有無の違いで、水の透明度に関わる植物プランクトンの増加が影響
を受けることが分かる。因みに、白抜きの場合は動物プランクトンが無い場合を示し、黒
塗りの場合は動物プランクトンがある場合を示した。また、それぞれ３種の試験体を用い
て行い、その結果を△、□、〇で示した。
【０１０８】
　また、動物プランクトンの個体数、種類数が少なく、アオコ（主に藍藻のミクロキステ
ィス）が大量に発生している実際の池の水を採取し、池の泥を投入、魚が存在しない条件
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で実験を行った。２５℃、２０００ルクスの１２時間の明暗条件の変換で１８日間培養を
行った。動物プランクトンはほとんど発生せず、植物プランクトンは減少しなかった。し
かし、図９（ｂ）に示すように、１８日後に、動物プランクトンが豊富な池からプランク
トンネットによりワムシやミジンコ等を含む動物プランクトン群集を捕集し、投入したと
ころたちどころにアオコが消失し、透明度も改善され、クロロフィルa濃度が著しく減少
した。
【０１０９】
　かかる実験結果により、動物プランクトン群集の少ない水域においても、耐久卵が水底
に存在する場合はそこから発生、培養した動物プランクトン群集を、再生した沈水植物の
群落の中に投入し生息させることで、水質の浄化作用が促進、改善されることが分かる。
【０１１０】
　また、耐久卵がない場合でも、図９（ｂ）に示す如く、培養もしくは近くの動物プラン
クトンが豊富に存在する水域から捕集したものを、魚類の防止策を講じてある沈水植物用
人工浮島１０に投入する手法により、沈水植物群落内で増加させることができ、植物プラ
ンクトンを効果的に除去することができる。
【０１１１】
　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】
【０１１２】
　本発明の沈水植物を人工的に植栽した沈水植物用人工浮島に関連した分野で有効に利用
することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】本発明の一実施の形態の沈水植物用人工浮島の実施例を模式的の示す側面図であ
る。
【図２】（ａ）は本発明で使用するフロートとそのフレームの構成を示す斜視図であり、
（ｂ）はフレーム内に植栽基盤を設けた状況を示す斜視図である。
【図３】（ａ）、（ｂ）は、水位調整を行う状況を示す説明図である。
【図４】沈水植物等の水生植物の具体例を一覧にして示した説明図である。
【図５】沈水植物用人工浮島の風上側に抽水植物用人工浮島を設けた構成を示す説明図で
ある。
【図６】岸に沿って沈水植物用人工浮島と抽水植物用人工浮島とを配置した様子を示す説
明図である。
【図７】（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、沈水植物用人工浮島を用いた沈水植物群落の復元方
法の手順を示す説明図である。
【図８】沈水植物用人工浮島に動物プランクトンを投入して水質改善の促進を行う説明図
である。
【図９】（ａ）は動物プランクトンの有無による水質改善の様子を示す説明図であり、（
ｂ）は動物プランクトンを投入することで水質改善が図れることを示す説明図である。
【符号の説明】
【０１１４】
　１０　　　沈水植物用人工浮島
　２０　　　植栽基盤
　２０ａ　　多孔質部材
　２１　　　植栽ポッド
　３０　　　支持体
　３１　　　フレーム
　３１ａ　　アングル
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　３２　　　シート
　３２ａ　　ブルーシート
　３３　　　アングル
　３４　　　アングル
　３５　　　ボルト
　４０　　　フロート
　５１　　　ネット
　５２　　　ネット
　６０　　　抽水植物用人工浮島
　６１　　　フロート
　６２　　　フレーム
　６３　　　植栽基盤
　Ａ　　　　溜め池

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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