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(57)【要約】
　従来の固定物よりも、いっそうの強度とコケ植物の優れた生育を伴うコケ植物の固定物
を提供する。具体的には、３次元ネット構造を有する網状体において、粉砕紙及び／又は
紙前駆物と、平均粒径が１００μm以下の土質細物を含有する組成物により、コケ植物の
植物体の一部が、当該組成物から露出した状態にて固定されていることを特徴とするコケ
植物の固定物を提供することにより、このような効果が発揮されることを見出した。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
３次元ネット構造を有する網状体において、粉砕紙及び／又は紙前駆物と、平均粒径が１
００μm以下の土質細物を含有する組成物により、コケ植物の植物体の一部が、当該組成
物から露出した状態にて固定されていることを特徴とする、コケ植物の固定物。
【請求項２】
前記のコケ植物の固定物において、「粉砕紙及び／又は紙前駆物と、平均粒径が１００μ
m以下の土質細物を含有する組成物」と、当該組成物中に乾燥ミズゴケ植物体若しくは乾
燥ミズゴケ粉砕物が含有されている組成物が、コケ植物の非露出面側において接触した状
態で固定されてなる、請求項１記載のコケ植物の固定物。
【請求項３】
前記のコケ植物の固定物の全体形状が基板状であることを特徴とする、請求項１又は２記
載のコケ植物の固定物。
【請求項４】
前記の全体形状が基板状のコケ植物の固定物において、３次元ネット構造を有する網状体
の少なくとも一方の面の全面に凹凸構造が設けられていることを特徴とする、請求項３記
載のコケ植物の固定物。
【請求項５】
前記のコケ植物の固定物において、コケ植物の非露出側面に、前記網状体の網状部材が露
出していることを特徴とする、請求項１～４のいずれかに記載のコケ植物の固定物。
【請求項６】
前記のコケ植物の固定物において、前記網状体のコケ植物の露出面側の一部又は全部に土
質細物が付着固定していることを特徴とする、請求項１～５のいずれかに記載のコケ植物
の固定物。
【請求項７】
前記のコケ植物の固定物におけるコケ植物の非露出側面と、当該固定物を定着させる場の
間に接着剤を充填させて、当該接着剤の定着力により当該固定物を当該場に定着させるこ
とを特徴とする、請求項１～６のいずれかに記載のコケ植物の固定物の定着方法。
【請求項８】
前記の定着方法において、接着剤がウレタン系の接着剤であることを特徴とする、請求項
７記載の定着方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、植物を用いた環境改善を行う手段についての発明である。より詳細には、本
発明は、屋上や壁面等に定着させることが可能なコケ植物を固定化した部材に関する発明
である。当該部材のコケ植物により、特に都市環境の改善を図ることが可能となる。
【背景技術】
【０００２】
　現在、コケ植物は、じめじめしている等の従来の消極的なイメージから脱却しつつあり
、近年は、屋上緑化や壁面緑化のための有力な素材植物として着目されつつある。
【０００３】
　本発明者も、コケ植物を、土等の細物と紙の粉砕物等が配合された組成物により固定し
たコケ植物の固定物についての特許出願を行った（再表平２－４１６８８号公報：特許文
献１）。この固定物は、自然素材のみを用いた壁面と屋上における環境改善に適した優れ
た素材であり、現在も積極的に用いられている。
【特許文献１】再表平２－４１６８８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　しかしながら、近年の地球温暖化の影響からか、予想を超えた降雨量や、多頻度の暴風
雨に見舞われる機会が増えており、上記特許文献１に記載されているコケ植物の固定物（
以下、「従来の固定物」ともいう）よりも、いっそうの強度を有する素材を用いることが
好適である場合が多くなっている。
【０００５】
　そこで、本発明が解決すべき課題は、従来の固定物よりも、いっそうの強度を有するコ
ケ植物の固定物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者は、３次元ネット構造を有する網状体を活用することで、上記の課題を解決し
得るのではないかと考え、上記特許文献１の固定物を構成する素材と実質的に同一の素材
を、３次元ネット構造にて固定化することを試みた。その結果、３次元ネット構造との複
合により得られた固定物は、予想以上の風雨等に対する堅牢性を有すると同時に、驚くべ
きことに、コケ植物の生育自体が特許文献１の固定物と比較して飛躍的に向上することを
見出し、本発明を完成した。
【０００７】
　すなわち、本発明は、３次元ネット構造を有する網状体において、粉砕紙及び／又は紙
前駆物と、平均粒径が１００μm以下の土質細物を含有する組成物により、コケ植物の植
物体の一部が、当該組成物から露出した状態にて固定されていることを特徴とする、コケ
植物の固定物（以下、本固定物ともいう）を提供する発明である。
【０００８】
　［立体網状体］
　「３次元ネット構造を有する網状体」（以下、「立体網状体」ともいう）とは、立体的
な空間において線状部材が様々な態様で絡み合って、３次元のネット構造が形成されてい
る物体であり、平面的にのみネットが形成されている物体（例えば、ラス網）は除外され
る。立体網状体の網目の大きさは、コケ植物の植物体を、当該網状体内部に押し込むこと
が可能な大きさである限り特に限定されず、１つの網目を円形とした場合の当該網目の平
均径が、概ね０．５～４０mmが好適であり、さらに好適には５～３０mm程度である。当該
網状体の全体形状は特に限定されないが、基板状であることが、本固定物の施工箇所が、
壁面や屋上であることを考慮すると好適である。さらに当該基板状形状の基板平面上に凹
凸構造が設けられていることが、本固定物におけるコケ植物の、特に、斜面に設置した場
合の雨水に対する定着性を良好に保つことが可能であるという点において、さらに好適で
ある［雨水に対する直接的な定着強度を保ち（例えば、雨水に晒された場合のコケ植物の
はね上がりを抑制することができる）、さらに、斜面上における雨水の流れを、凹凸面と
当該斜面との間で形成される空隙を通じて逃すことが容易になる］。また、当該凹凸形状
の凸部の形状は楕円ドーム状（卵の長円形状部分に準じた形状）とすることが最も好適で
ある。当該凸部の大きさは凸部断面の断面積が４～２５mm2程度であることが好適であり
、当該凸部が基板平面の両面上にムラなく均等に設けられていることが好適である。また
、立体網状体の素材は、特に限定されず、プラスチック、金属、木材（竹等、また、自然
材であると合成材であるとを問わない）、グラスファイバー、石綿（ロックウール）等を
素材とした３次元ネット構造を有する網状体を用いることができる。一般的には、例えば
、植生分野で用いる土の脱落防止用のネットとして入手することが可能である。図１に、
立体網状体の例を模式的に示すが、これらの例に限定されるものではない。図１（Ａ）は
、螺旋状多層マット１１の全体模式図であり、その縦断面（Ｉ－Ｉ’）１１１において示
すように、複数の線状部材が螺旋状に絡み合って、これらが全体として基板形状の網状体
を形成している。そして、基板平面上（上下面共）には、楕円ドーム状の凸部が多数設け
られている。この形態の立体網状体が、通常は最も好適な態様の一つであるが、これに限
定されず、例えば、同（Ｂ）は、多線状多層マット１２の全体模式図であり、その縦断面
（II－II’）１２１において示すように、線状部材が複雑に絡まり合って、これらが全体
として基板形状の網状体を形成しているが、このような全体形状の立体網状体も問題なく
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用いることができる（特に、平地に施工する場合には、このような全体形状の立体網状体
でも全く問題ない）。
【０００９】
　また、後述するように、立体網状体の一部又は全部において、土質細物が付着固定され
ていることが好適である。立体網状体における、この土質細物の付着固定箇所には、本固
定物におけるコケ植物の露出面側の一部又は全部が含まれる。特に、当該露出面側の突出
部（網状体の全体から見た表面に凹凸が認められる場合の凸部）近傍に、土質細物を付着
させることが好適である。図２では、この立体網状体に対する土質細物の付着固定の工程
の一例について示している。図２（１）は、当該工程の解説縦断面図である。立体網状体
２１における土質細物の付着固定箇所に、事後的に硬化し、かつ、固化前は粘調な液体素
材を塗布する。かかる事後的な硬化素材としては、接着剤、例えば、シリコーン系接着剤
、ウレタン系接着剤、酢酸ビニル系接着剤、セルロース系接着剤、合成ゴム系接着剤、紫
外線硬化系接着剤、嫌気性接着剤、紫外線嫌気性接着剤等を用いることができる。また、
現在、上薬として提供されている製品を用いることが可能であり、例えば、水性の下地安
定剤（シーラー）として販売されているアクリル樹脂の水性剤（アトミクス株式会社製等
）を用いることが好適である。この塗布の方法は特に限定されず、例えば、上記液体素材
を入れた射出用容器（射出用チューブ等）から、当該液体素材を対象物の表面に射出し、
これを小手、ローラー２２１、刷毛２２２等で均すことも可能であり、また、吹き付けガ
ン２２３を用いて、当該液体素材を吹き付けることも可能である。
【００１０】
　次に、上記のように立体網状体の線状素材に対して塗布した液体素材の上から、土質細
物２２４（砂利、砂、土、陶器粉、ガラス粉、灰類、軽量骨材、粘土、ピートモス、乾燥
ミズゴケ粉砕物、パーライト等）をふりかけた後、当該液体素材を固化（乾燥、紫外線照
射、嫌気等の事後的硬化素材の種類に応じた固化方法による）させることにより、土質細
物を立体網状体の線上部材において付着固定することができる。なお、この付着固定させ
た土質細物の上から、さらに上記の下地安定剤（シーラー）を塗布して乾燥させることも
好適に行うことができる。
【００１１】
　ここで、この土質細物２２４のふりかけ工程においては、土質細物を粒径別に集め、大
きな粒径の土質細物群から小さな粒径の土質細物群へと段階的にふりかけることで、大き
な粒径の土質細物粒子の間に小さな粒径の土質細物同士が入り込み、ふりかけ箇所におけ
る土質細物のふりかけむらが生ずるのを防ぐことができる。これらを同時にふりかけると
、大きな粒径の土質細物が優先的にふりかけ面に付着して、ふりかけむらが発生しやすい
傾向が認められる。このようにして、図２（２）（螺旋状多層マットの縦断面）と、（３
）（多線状多層マットの縦断面）に示すように、立体網状体の線状部材２１１、２１２の
表面に、土質細物２２４が付着固定された立体網状体を得ることができる。
【００１２】
　［固定用組成物］
　「粉砕紙及び／又は紙前駆物と、平均粒径が１００μm以下の土質細物を含有する組成
物」（以下、固定用組成物ともいう）は、固化前は、さらに水を含有する、水性組成物で
ある。
【００１３】
　粉砕紙、または、紙前駆物を含有することは、紙繊維を含有することを意味する。粉砕
紙とは、文字通り、粉砕した紙であり、紙の種類は、特に限定されない。例えば、新聞紙
、衛生用紙、雑誌類、チラシ、コピー用紙等を、紙として使用することが可能であり、ま
た、ケナフ紙（ケナフの植物繊維により普通紙の製造工程に準じて製造され得る紙）を紙
として用いることもできる。これらの中でも新聞紙又はその原紙が好適である。粉砕とは
、基となる紙の一部または全部が紙繊維単位まで細かくなっている状態をいう。粉砕手段
は、特に限定されないが、水中における剪断刃による剪断（ミキサー等による）、同やす
り刃による削り出し、さらには、同手もみ等により、所望の粉砕紙を調製することができ
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る。特に、カップワイヤブラシ、ベベルワイヤブラシ、ワイラー軸付ワイヤブラシ等のワ
イヤブラシ、好適にはカップワイヤブラシを、電気力（典型的には、電気ドリル、振動機
構付きであってもよい）にて回転させて、当該ワイヤ部分を水に濡れた紙に接触させて、
紙を処理して得られる粉砕紙が、紙線維が適度な長さに保たれているために、非常に好ま
しい。これらのワイヤブラシを用いる際の電気力による回転数は、通常は１０００～６５
００回転／分であり、好適には２５００～６５００回転／分であり、さらに好適には３０
００～６５００回転／分である。１０００回転／分程度未満であると、処理が緩慢になり
効率的ではなく、６５００回転／分を超えると、紙線維が短くなりすぎて好ましくない。
ワイヤの素材は、特に限定されず、金属や硬質ナイロン繊維等を挙げることができるが、
硬質ナイロン繊維を選択することが好適である。また、必要に応じて、これらの紙粉砕工
程を大規模化（槽のサイズを大きくし、それに合わせてワイヤブラシの大きさや個数を増
やす等）や機械化（槽中における水入れやワイヤブラシの駆動を自動化する等）すること
も可能である。
【００１４】
　具体的には、大型のバケツや槽内に、水を十分に含ませた紙（水の紙に対する量は、紙
が自然に水を含める飽和状態になる程度、又はそれ以上に水を加えることが好適である）
を載置して、そこに上記の要領にて回転させたワイヤブラシを、当該紙が目視にて原型を
止めなくなる程度まで押し当てるように接触させることにより、所望する粉砕紙を得るこ
とができる。
【００１５】
　紙前駆物とは、パルプから精製した、紙の直接的な原料となる水を含んだ植物繊維であ
る。
【００１６】
　また、土質細物とは、上述したように、砂利、砂、土、陶器粉、ガラス粉、灰類、軽量
骨材、粘土、ピートモス、乾燥ミズゴケ植物体、乾燥ミズゴケ粉砕物、パーライト等であ
るが、平均粒径が１００μm以下の土（以下、細粒土ともいう）を含有させることが好適
であり、さらに好適には５０μm以下の細粒土を含有させる（当該平均粒径の下限は特に
限定されないが、概ね５μm以上であることが好適である）。土質細物の平均粒径が大き
過ぎる（平均粒径が１００μmを超える程度）場合、本固定物の製造工程において、当該
大粒子は脱落しやすく、仮に、脱落しなければ、本固定物における固定用組成物の部分が
、当該大粒子により脆くなって、経時的な堅牢性が損なわれることになる。細粒土として
、粘土（市販品も可能である）をそのまま用いることも可能であり、また、一般の土を混
練装置（プロペラミキサー、ディスパー、ニーダー、ローラー、擂潰機等）で、細粒化処
理したものを用いることも可能である。さらに、土質細物中の細粒土の含有比率は実質的
に１００質量％であることは、本固定物の経時的な劣化を防御する上で好適な態様の一つ
である（「実質的に１００質量％」とは、他の土質細物を、細粒土を１００質量％とした
場合に比べて、本固定物の経時的な堅牢性が同等である限度で含有させることを意味する
ものである。具体的には、当該他の土質細物の含有量が、土質細物全体に対して３質量％
未満、好適には１質量％未満である。）。
【００１７】
　固定用組成物における、粉砕紙等（粉砕紙及び／又は紙前駆物）および土質細物の含有
比率は、特に限定されないが、概ね質量比で、粉砕紙等：土質細物＝１０：１～１：１０
程度（乾燥質量）が好適である。
【００１８】
　また、水を含有する固定用組成物における粉砕紙等、土質細物と、水の比率は、特に限
定されず、また、固定用組成物を用いる態様に応じて自由に選択し得る。すなわち、水を
含有する固定用組成物全量に対して１～９９質量％程度の範囲で、自由に選択することが
可能である。一般的には、水の含有量が少なすぎると、粉砕紙と土質細物との十分な混練
が困難となる。水の含有量が多過ぎると、水を含有する固定用組成物の重量が重くなりす
ぎ、組成物の調製作業に過度の負担を与えるばかりか、水資源の浪費となってしまう可能
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性がある。
【００１９】
　なお、乾燥ミズゴケ植物体又は乾燥ミズゴケ粉砕物を土質細物として固定用組成物中に
含有させた組成物にて、本固定物の一部又は全部を構成させることにより、ミズゴケが有
する保水力により固定用組成物の保水性を向上させ、本固定物のコケ植物周辺の湿度を恒
常的に上昇させることが可能である。これにより、コケ植物の生育を、いっそう促進させ
ることが可能である。この乾燥ミズゴケ植物体又は乾燥ミズゴケ粉砕物を含有する固定用
組成物中における乾燥ミズゴケ植物体又は乾燥ミズゴケ粉砕物の含有量は特に限定されな
いが、概ね土質細物全体に対して５～５０質量％程度が好適であり、同１０～３０質量％
程度であることがさらに好適である。乾燥ミズゴケ植物体又は乾燥ミズゴケ粉砕物を土質
細物として含有させた固定用組成物は、特に、保水層として、本固定物の基底部分に重層
固定させることが可能であり、かつ、好適である。すなわち、本発明は、「粉砕紙及び／
又は紙前駆物と、平均粒径が１００μm以下の土質細物を含有する組成物」と、当該組成
物中に乾燥ミズゴケ植物体若しくは乾燥ミズゴケ粉砕物が含有されている組成物が、コケ
植物の非露出面側において接触した状態で固定されてなることを特徴とする態様の本固定
物を提供する発明である。
【００２０】
　本発明において用い得る「コケ植物」は、自然界に自生しているコケ植物をそのまま用
いることも可能であり、栽培法で得たコケ植物を用いることも可能である。また、いわゆ
る培養法〔例えば、「植物バイオテクノロジーII」，東京化学同人：現代化学・増刊２０
の第３９頁「蘚苔類の培養」（小野著）等参照のこと〕を用いた「培養ゴケ」を用いるこ
とも可能であるが、通常は、栽培法で得たコケ植物を用いることが好ましい。
【００２１】
　この栽培されたコケ植物は、通常の栽培法で得たコケ植物を用いることができるが、特
に、本発明においては、以下の方法で得られる、コケ植物断片群を用いることが好ましい
。
【００２２】
　すなわち、生長したコケ植物の群落の頂部近傍を切断し、切断したコケ植物断片を収穫
物として用い、切断されたコケ植物の群落の養生を継続して行い、かつ、この養生と収穫
のサイクルを繰りかえし行う、コケ植物の栽培方法において得られる、上記コケ植物の断
片群を、本発明において用いることができる。
【００２３】
　ここで、生長したコケ植物の群落は、天然のコケ植物の群落であっても、通常のパレッ
ト栽培で得られるコケ植物の群落であっても、コケ植物を固定した人工基盤を養生して得
られるコケ植物の群落であってもよい。また、本固定表面におけるコケ植物を養生して得
られるコケ植物の群落であってもよい。コケ植物の群落は、平置きの状態で養生したもの
であっても、壁面や法面等において養生したものであってもよい。頂部付近の切断を行う
時期は、上記の生長したコケ植物におけるコケ植物が、概ね２～３cm程度に達した時点が
好適である。コケ植物の群落の頂部近傍の切断は、コケ植物の群落の上部（緑が多い部分
）を、種々の切断器具、たとえば、ハサミ、バリカン、サンダー等を用いて行うことがで
きる。また、ほうきや刷毛等で、コケ植物の群落の上部をなでつけることによっても、コ
ケ植物の頂部近傍は容易に切断され、所望するコケ植物の断片を得ることができる。
【００２４】
　上述した切断工程の後、切断して得たコケ植物の断片は、「収穫物」として、種々の用
途、例えば、本固定表面において固定されるコケ植物として用いることができる。また、
切断された後のコケ植物の群落は、養生を継続して行いコケ植物を再び生長させることが
できる。この再生長させたコケ植物の群落に対して、再び切断工程を行うことで、コケ植
物の断片群を再度得ることができる。この養生と収穫のサイクルを繰りかえし行うことに
より、効率的にコケ植物を「収穫物」として得ることができる。
【００２５】
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　本発明において用い得るコケ植物の種類は特に限定されない。
【００２６】
　例えば、Atrichum undulatum(Hedw.)P.Beauv(Namigata-Tachigoke)等のAtrichum P.Bea
uv.(Tachigoke-zoku); Pogonatum inflexum(Lindb.)Lac.(Ko-sugigoke) 等のPogonatum P
.Beauv(Niwa-sugigoke-zoku); Polytrichastrum formosum(Hedw.)G.L.Smith等のPolytric
hastrum G.L.Smith(Miyama-sugigoke-zoku); Polytrichum commune Hedw.(Uma-sugigoke)
等のPolytrichum Hedw.(Sugigoke-zoku); Ceratodon purpureus (Hedw.) Bird.(Yanoueno
-akagoke)等のCeratodon Bird.(Yanouenoaka-goke-zoku); Dicranum japonicum Mitt.(Sh
ippogoke)、Dicranum nipponense Besch(O-shippogoke)、Dicranum scoparium Hedw.(Kam
ojigoke)、Dicranum polysetum Sw.(Nami-shippogke)等のDicranum Hedw.(Shippogoke-zo
ku); Leucobryum scabrum Lac.(O-shiragagoke)、Leucobryum juniperoideum(Brid.) C.M
ull.(Hosoba-okinagoke) 等のLeucobryum Hampe(Shiragagoke-zoku); Bryum argenteum H
edw.(Gingoke)等のBryum Hedw.(Hariganegoke-zoku); Rhodobryum giganteum(schwaegr.)
Par.(O-kasagoke)等のRhodobryum(Schimp.)Hampe(Kasagoke-zoku); Plagiomnium acutum(
Lindb.)T.Kop.(Kotsubogoke) 等のPlagiomnium T.Kop.(Tsuru-chochingoke-zoku); Trach
ycystis microphylla(Dozy et Molk.)Lindb.(Kobano-chochingoke)等のTrachycystis Lin
db.(Kobano-chochingoke-zoku); Pyrrhobryum dozyanum(Lac.) Manuel(Hinokigoke)等のP
yrrhobryum Mitt.(Hinokigoke-zoku); Bartramia pomiformis Hedw.(O-tamagoke) 等のBa
rtramia Hedw.(tamagoke-zoku); Climacium dendroides(Hedw.)Web.et Mohr(Furoso)、Cl
imacium japonicium Lindb.(Koyano-mannengusa)等のClimacium Web.et Mohr(Koyano-man
nengusa-zoku); Racomitrium ericoides(Web.et Brid) Brid(Hai-sunagoke)、Racomitriu
m japonicium Dozy et Molk.(Ezo-sunagoke)、Racomitrium canescens(Hedw.) Brid.ssp.
latifolium(Sunagoke)、Racomitrium barbuloides Card.(Kobanosunagoke) 等のRacomitr
ium Brid.(Shimofurigoke-zoku)；Hypnum plumaeforme Wils.(Haigoke) 等のHypnum Hedw
.,nom.cons.(Haigoke-zoku); Thuidium Kanedae Sak.(Toyama-shinobugoke)等のThuidium
 Bruch et Schimp.in B.S.G.(Shinobugoke-zoku)等を挙げることができるが、これらに限
定されるものではない。
【００２７】
　これらのコケ植物は、単独種類のコケ植物を用いることは勿論のこと、２種以上を組み
合わせて用いることも可能である。特に、強い日照を好むコケ植物（例えば、スナゴケ等
）と、日陰を好むコケ植物（例えば、ハイゴケ等）を組み合わせて用いることにより、本
固定物が用いられる日照環境に依存せずに、コケ植物の生育を維持することが可能となる
。
【００２８】
　［本固定物］
　本固定物は、上述したように、好適には全体形状が基板状の立体網状体内部において、
固定用組成物により、コケ植物の植物体の一部が、当該組成物から露出した状態にて固定
されていることを特徴とする、コケ植物の固定物である。本固定物の製造方法は、結果と
して所望する形態のコケ植物の固定物を得ることができれば特に限定されず、その一例に
ついては後述する。
【００２９】
　本固定物は、特許文献１に示したコケ植物の固定物よりも、さらに経時的な堅牢性に優
れ、従来の予想を超えるような風雨に対しても、十分に適用可能である。さらに、特許文
献１に示したコケ植物の固定物よりも、コケの生育状況を格段に向上させることが可能で
ある。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明により、経時的な堅牢性とコケ植物の生育促進性に優れた、ビル壁面、屋根表面
、屋上等の環境改善を目的に用いることができるコケ植物の固定物が提供される。
【図面の簡単な説明】
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【００３１】
【図１】立体網状体の例を示した図面である。
【図２】立体網状体に対する土質細物の付着固定の工程の一例を示した図面である。
【図３】本固定物として最も好適な態様の一つを示した図面（縦断面図）である。
【図４】本固定物の製造工程の一実施態様を示した図面（縦断面図）である。
【図５】本固定物の施工例を示した図面である。
【図６】本固定物を折半屋根に用いた他の実施態様を示した図面（縦断面図）である。
【図７】従来の固定物に対して試験を行った際の写真である。
【図８】試験開始１３ヶ月後の従来の固定物の拡大写真である。
【図９】本固定物の試験開始２ヶ月後の写真である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　図３は、本固定物として最も好適な態様の一つを示した図面（縦断面図）である。本固
定物３０は、立体網状体３１（本図では、基板上下表面に楕円ドーム状の凸部が設けられ
た螺旋状多層マットの縦断面が示してあるが、他の立体網状体、例えば、多線状多層マッ
ト等を用いることも可能である）の内部に、コケ植物３２が、固定用組成物３３により固
定されてなるコケ植物の固定基板である。本固定物３０として示した上側（３０１）が、
コケ植物３２の露出面側であり、下側（３０２）が非露出面側である。露出面側３０１の
固定用組成物の厚みは薄くなっており、コケ植物３２の植物体の一部は当該面において固
定用組成物３３から露出している（このコケ植物体の一部露出についての厳密な図示は行
っていない）。露出面側３０１では、立体網状体３１の線状部材３１１の表面には、土質
細物３１２（砂粒等）が定着固定されている（ただし、この土質細物の定着固定を除いて
も所望する本固定物を製造することができる）。また、非露出面側３０２においては、土
質細物の定着固定がなされていない線状部材３１１’が露出している。露出面側３０１に
おいては、固定用組成物３３によるコケ植物３２の固定部分の上部が、線状部材３１１の
頂部（すなわち、楕円ドーム状の凸部の先端部）と同等の位置にあってもよいが、非露出
面側３０２では、線状部材３１１’が露出していることが好適である。この線状部材３１
１’の露出部分は、本固定物３０をコンクリート面等に定着させる際の、接着剤とのジョ
イント部として用いることができる他、この露出部分と施工面との間に設けられる空隙に
より、施工面における雨水流れを逃すことが可能になり、さらに、雨水が直接的にコケ植
物３２に当たった場合の当該コケ植物自体のはね上がりを抑制することができる。また、
露出面側３０１における線状部材３１１での土質細物３１２が定着固定されていることは
、自然をイメージした外観が形成されるだけではなく、当該土質細物３１２自体が線状部
材３１１上で形成する凹凸の凹部に固定用組成物３３が入り込み、本固定物３０の固定安
定度が向上する。
【００３３】
　図４は、本固定物３０の製造工程の一実施態様を示した図面（縦断面図）である。中央
部に、複数の排水用の小孔４１１１が設けられた凹部４１１を有する中皿型の型枠４１と
、当該凹部４１１に対して容易に着脱可能な形状の外枠４２１を有し、かつ、その外枠４
２１の内部に、網板（好適には剛性を有する金網等）４２２が中層として設けられた型枠
４２を用意する。次いで、型枠４１の凹部４１１上に、好適には透水性を有するシート（
網状シート等）４３を載置し、さらに型枠４２を、凹部４１１に対して嵌め込むように載
置する。次いで、中層の網板４２２の上に立体網状体３１を載置する［図４（１）］。
【００３４】
　さらに、コケ植物３２の立体網状体３１の内部への押し込みを行う。この押し込みの方
法は特に限定されるものではなく、例えば、手指やピンセットで、コケ植物３２を立体網
状体３１の内部に押し込むことも可能であり、さらに、金網にコケ植物３２をこすり合わ
せることで、コケ植物３２の植物体個々の大きさを小さめに揃えて、立体網状体３１中に
落とすことで、この押し込みを行うことも可能であるが、図４（１）に示した手段を行う
ことが好適である。すなわち、まずは、立体網状体３１の上にコケ植物３２を載置し（土
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質細物の定着固定がなされた側を上に向ける：この側がコケ植物３２の露出面側となる）
、その上から水流をかけ、その水流の圧力によりコケ植物３２を立体網状体３１の内部に
押し入れることが好適である。当該水流は、強水流であることが好適であり、典型的には
、日本国の上水道（通常は、０．０５～１MPa程度の水圧である）の蛇口にホースを連結
し、これを市販のジェットノズル(例えば、園芸用のノズルを用いることができる)４４で
噴出して実現される程度のジェット水流４４１を用いることが好適である。また、この押
し込み工程では、コケ植物３２は、水を含んだ固定用組成物と混合した状態（３２１）で
用いることが、スムーズな押し込みが可能となり好適である。この場合の水の含有量は、
通常よりも多量（すなわち、低濃度の固体成分量）であることが好適である。具体的には
、固体成分（粉砕紙及び／又は紙前駆物と、細粒土を含有する土質細物）に対して、水を
９～４５倍程度（質量比）混合してなる、水を含んだ固定用組成物を調製し、その中にコ
ケ植物３２を混合して、この混合物３２１を、立体網状体３１に上層して（本図では、ヒ
シャク３２１１からかけ流している）、これをジェット水流４４１の水圧にて立体網状体
３１の内部に押し込む。この押し込み工程において、ジェット水流４４１により脱落した
固形成分等は、型枠４１の透水シート４３上にトラップされ、作業終了後、シート４３の
付着物として、容易に再利用することができる（余分な水は、小孔４１１１より流れ出る
が、この流出水も再利用することが可能である）。なお、上記の水を含んだ固定用組成物
におけるコケ植物３２の混合割合は、コケ植物３２を本固定物において固定する密度に応
じて調節することができる（当然、コケ植物３２の混合割合が多い方が高密度のコケ植物
３２の固定を実現することができるが、コケ植物３２の混合比率が過剰になると固定用組
成物３３による固定力が低下する傾向が認められる）。通常は、コケ植物：「水を含有す
る固定用組成物における上記固形成分」（乾燥質量比）＝１：１０～１５：１、好適には
、同１：２～２：１の範囲で選択される。
【００３５】
　図４（２）では、（１）において示した上述のコケ植物３２の押し込み工程終了後に、
立体網状体３１の上部から、型枠４２の内径部に嵌め込み可能な形状の蓋部材４５を被せ
て、これを転置する［図４（３）］。
【００３６】
　図４（３）において、上記転置後、蓋部材４５を型枠４２から取り外して、その上から
、水を含有する固定用組成物４６を、線状部材３１１’が露出する程度の厚みで重層する
（当該重層面がコケ植物３２の非露出面となる）。当該重層後、当該固定用組成物４６の
上からシャワー水４７１（上記のジェットノズル４４に代えて、シャワーノズル４７を用
いることで容易に得ることができる）を均等にかけて、水を含有する固定用組成物４６の
重層表面の均しを行うことが好適である。ここで用いる水を含有する固定用組成物におけ
る固体成分（ただしコケ植物３２は除く）の含有率は、上記の水を含有する固定用組成物
３２１よりも３倍程度濃厚であることが好適である［すなわち、固体成分（粉砕紙及び／
又は紙前駆物と、細粒土を含有する土質細物）に対して、水を３～１５倍程度（質量比）
混合してなる、水を含んだ固定用組成物である］。また、この重層工程において、重層さ
れた固定用組成物４６の上から、さらに、乾燥ミズゴケ植物体又はその粉砕物を含有する
、水を含んだ固定用組成物を重層することも可能である（図示せず）。この場合も上記と
同様に、かかるミズゴケを含有する固定用組成物の重層表面の均しをシャワー水流等にて
行うことが好適である。このミズゴケを含有する固定用組成物の基底層を設けることによ
り、上述した、『「粉砕紙及び／又は紙前駆物と、平均粒径が１００μm以下の土質細物
を含有する組成物」と、当該組成物中に乾燥ミズゴケ植物体若しくは乾燥ミズゴケ粉砕物
が含有されている組成物が、コケ植物の非露出面側において接触した状態で固定されてな
ることを特徴とする態様の本固定物』が提供される。
【００３７】
　最後に、再び上記対象物３０''を倒置して、水を含有する固定用組成物３２１（ただし
、コケ植物３２は含有しない）をさらに、１～７倍程度水で薄めた、水を含有する低濃度
固定用組成物４８を重層する。水を含有する低濃度固定用組成物４８程度の固体成分の含
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有率では、そのままでもコケ植物３２の植物体の一部は表面上に露出するが、上記と同様
のシャワー水４７１を、上層面上からかけ流すことにより、コケ植物３２の植物体の一部
露出を確実に行うことが可能であり、かつ、表面均しを行うことができる［図４（４）］
。このようにして製造した対象物３０’を乾燥することにより、本固定物３０を得ること
ができる。
【００３８】
　図５に、本固定物３０の施工例を記載する。典型的には、本固定物３０の非露出面側３
０２に接着剤、例えば、ウレタン系接着剤、シリコーン系接着剤等を重層し［図５（１）
］、これをコンクリート面等の施工面に押しつけて、接着剤を乾燥等により固化させるこ
とにより、当該接着剤の定着力により本固定物３０を施工面に定着させることができる［
図５（２）］。この場合の接着剤の重層方式は、一面全体に重層するよりも、点状に重層
させた方が、雨水の逃げ道が施工面において形成されるために好適である。この場合、上
記接着剤としてはウレタン系接着剤、特に、フォーム状のウレタン系接着剤５１を用いる
ことが好適である。この場合、例えば、吹き付け機５１１にて、ウレタン系接着剤５１の
吹き付けを、非露出面３０２側に行うことにより非常に効率的に作業を行うことが可能で
ある。また、上記接着剤の使用と共に、又は、当該接着剤を用いることなしに、コンクリ
ートピン５２等の係止具にて、本固定物３０をコンクリート面５３において係止すること
ができる。コンクリートピン５２は、コンクリートピン打ち機で容易に施工面に打ち込む
ことが可能である。また、本固定物３０が係止可能な構造を有する平板状の固定用パネル
の当該係止構造に本固定物３０を係合固定して、当該固定用パネルを所望する施工箇所、
例えば、壁面、法面等に設置することも可能である。
【００３９】
　また、本固定物３０は折り曲げ強度にも優れているために、例えば、折半屋根等の凹凸
面５４に対して折り曲げを行うことにより、図５（２）と同様に容易に施工を行うことが
できる［図５（３）］。
【００４０】
　図６は、本発明の他の実施態様を示した図面（縦断面図）であり、本固定物の折半屋根
への適用例を示している。
【００４１】
　まず、折半屋根６１の上に、好適には金網やエキスパンドメタル等の水通しを行うこと
ができる平板部材６２（ただし、それ自体が水通し性を行うことができない金属板やプラ
スチック板等であっても、折半屋根自体の傾斜により水切りを行うことができる）を載置
・固定（溶接やボルト止めが一般的である）し、その上から、接着剤の塗布を行う。この
接着剤は、特に、フォーム状のウレタン系接着剤５１を、吹き付け機５１１を用いて塗布
することが好適である。なお、この塗布は、平板部材６２での水通しを確保するため、一
面に多点状塗布を行うことが好適である［図６（１）］。次いで、この接着面を設けた平
板部材６２の上から、立体網状体６３を押しつけ固定を行う［図６（２）］。次いで、図
６（３）にて示すように、その上から、コケ植物６４１を混合した、水を含有する固定用
組成物６４［この場合の水を含有する固定用組成物６４における固形成分の含有量は、比
較的濃厚であること、具体的には、固体成分（粉砕紙及び／又は紙前駆物と、細粒土を含
有する土質細物）に対して、水を３～１５倍程度（質量比）混合されていることが好適で
ある。コケ植物６４１の混合比は、上述した例（コケ植物：「水を含有する固定用組成物
における上記固形成分」（乾燥質量比）＝１：１０～１５：１、好適には、同１：２～２
：１の範囲）に従う］を重層して、上述したと同様のジェット水流４４１を用いて、当該
水を含有し、かつ、コケ植物６４１を混合した固定用組成物６４の立体網状体６３内部へ
の押し込みを行う。この押し込み工程において、すでにコケ植物６４１の植物体の一部は
上面に向けての露出がなされている。このようにして折半屋根における本固定物の別態様
の施工を行うことができる。
【００４２】
　なお、本固定物近傍の湿度の上昇を、当該近傍領域を水と共存した、外からの光の透過
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が可能である実質的な閉空間とすることにより、コケ植物の生育促進を行うことができる
。
【００４３】
　このような閉空間は、本固定物を透明な防水素材で覆い（好適には、若干の通気孔等の
通気手段を設ける）、当該防水素材内に水を共存させることにより形成することができる
。透明な防水素材とは、透明又は半透明ガラス（色つきを含む）、透明又は半透明プラス
チック（色つきを含む）、石英等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。こ
れらの中で、最も手軽に用いることができる素材の一つとして、透明プラスチックが挙げ
られる。さらに、当該閉空間内で水を共存させる態様として、第一に、当該閉鎖空間の中
に直接水を溜める態様を挙げることができる。また、水を含有させた含水材を当該閉鎖空
間の中に載置する態様も挙げることができる。当該含水材は、特に限定されないが、ミズ
ゴケ、スポンジ、海綿、綿、脱脂綿、吸水性樹脂、紙等から選ぶことができる。ミズゴケ
は、生長ミズゴケであっても、熱処理等を加えてなる乾燥ミズゴケであってもよい。
【００４４】
　また、上記の閉空間においては、湿度を高めるための水蒸気の他に、少なくとも二酸化
炭素を含む気体、通常は空気が必要である。よって、上記のようにして形成する閉空間は
、本固定物にぴったり付けるのではなく、ある程度の余裕をもった容積とすることが必要
である。具体的には、本固定物の容積の２～１００倍程度が好適であり、さらに好適には
、３～２０倍程度である。当該閉空間において、実質的に内部と外部が完全に遮断されて
そのままではガス交換が不能である場合には、一定期間毎、例えば、１週間～１ヶ月毎に
、当該閉鎖空間内の積極的なガス交換を行うことによってミズゴケの炭酸同化に必要な二
酸化炭素を閉鎖空間内に導入することができる。また、当該閉空間の水蒸気を含めた通気
性が高くなると、水蒸気を維持するために水を閉空間内に共存させるメンテナンスの頻度
を高くする必要がある。また、当該閉空間を形成する素材の全部又は一部を、防水・通気
性素材、好ましくは水蒸気以外のガス交換は許容するが、水蒸気の交換に対しては制限的
な素材の膜とすることによって、恒常的にミズゴケの炭酸同化に必要な二酸化炭素を閉鎖
空間内に外部から供給することができる。また、上述したように、閉空間を形成する防水
素材において、通気手段、具体的には小孔や切れ目、隙間等を設けることも好適な態様で
ある。
【００４５】
　このようにして行う本養生方法は、十分な日照を確保するために、屋外にて行うことが
好適である。また、本養生方法は、本固定物におけるコケ植物の生育の初期にのみ行うこ
とが好適である。生育の初期とは、本固定物を製造ないし施工（法面等への取り付け）直
後から、３ヶ月以内、好適には２ヶ月以内である。この時期が、コケ植物がうまく生育す
るか否かの分かれ目であるからである。本養生方法により、コケ植物の生長が明らかに認
められた時点で、徐々に、又は、一気に、本養生方法を行うことを止めて、通常の環境に
おける本固定物でのコケ植物の養生を行うことが好適である。徐々に本養生方法を行うこ
とは、本固定物におけるコケ植物の順化を行うという意味合いで重要である場合がある。
具体的には、閉空間を少しずつ開放して、本固定物近傍の湿度を徐々に低下させることを
挙げることができる。
【００４６】
　本養生方法の最も典型的な態様として、例えば、コケ植物の確実な養生を企図する本固
定物（施工後であっても施工前であってもよい）を、個々に、又は、包括的に、透明なプ
ラスチック製シートで、上記の気体容積を維持しつつ、水を封入した状態（水は直接入れ
ても、含水材に含ませても良い）で密封して、ある程度太陽光が維持される環境に、上記
期間載置することにより行うことが挙げられる。この載置期間中、必要に応じて空気交換
を行うことや、上記プラスチック製シートに通気手段を施すこともできる。
【実施例】
【００４７】
　［実施例１］
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　（１）市販の螺旋状多層型網状体の基板［縦５０cm×横３０cm×高さ２cm（楕円ドーム
状の凸部の高さは上下約１cm、当該凸部の底部の断面積は１cm2程度であり、ネットの平
均径は１cm程度、ネットを構成する線状部材の素材はプラスチック）］を用意した［Enka
mat（登録商標）7010又は7020］。当該ネット基板平面の片面に、アクリル樹脂の水性シ
ーラー（アトミクス株式会社製等）を塗布して、その上から砂粒を振り落として、当該砂
粒が片面に付着固定された立体網状体を作出した。
【００４８】
　他方、（２）水６Ｌ中に、新聞紙３８枚（乾燥質量７４０ｇ）を入れて、水を含ませた
状態として、これに対して、ナイロン線タイプのカップワイヤブラシ（タイネックス（登
録商標）デュポン社製）を先端部に固定した電動ドリルの当該ワイヤ部分を、４５００回
転／分にて回転させた状態で接触させて、当該新聞紙の粉砕を行った。この粉砕物６７４
０ｇのうち、１７７６ｇ（新聞紙乾燥質量１９５ｇ相当）を、別の容器に取り出し、これ
と、細粒土（水稲育苗専用粒状培養土を、ミキサーで、平均粒径２５μm程度に細粒化し
たもの：粒径は顕微鏡にて確認した）２４０ｇを混合して、混練器を用いて十分に混練し
て、水を含有する固定用組成物の濃厚組成物を得た。また、（３）コケ植物１６２．５ｇ
（乾燥質量）［スナゴケ：ハイゴケ＝７：３（質量比）］を用意した。
【００４９】
　上記の濃厚組成物８０ｇとコケ植物１６２．５ｇを１５Lの水に混合して、この第１の
混合物を上記立体網状体の砂粒が付着固定された側の上からかけ流した。次いで、この立
体網状体上の混合物を、上水道用水栓に連結した園芸用ノズル（G５３３　パチットミス
トスリー：タカギ製）をジェット水流にセットして、ジェット水流を発生させ、当該ジェ
ット水流により上記第１の混合物を混合したコケ植物と共に立体網状体の内部に押し込ん
だ。次いで、当該立体網状体を倒置して、その上から、上記の濃厚組成物１６０ｇを１０
Lの水に混合した第２の混合物を、立体網状体のネットの一部が露出する程度の量を上層
して、上記の園芸用ノズル水をシャワー水に切り替えて表面ならしを行った。その後、再
び、当該立体網状体を倒置して、その上側から、上述した第１の混合物（ただし、コケ植
物は混合されていない）を、さらに水で３倍希釈したものを薄く上層した後、その上から
上記シャワー水をかけ流して、コケ植物の植物体の一部露出を行った。次いで、一連の工
程が行われた対象物を乾燥させて、本固定物を得ることができた。
【００５０】
　このようにして得られた本固定物のコケ植物の非露出面側に、フォーム状のウレタン接
着剤を多点状に塗りつけて、当該接着剤側をコンクリート面に押しつけたところ、この本
固定物は当該コンクリート面に確実に固定された。そして、当該本固定物の４隅上部から
コンクリートピンによる係止を行った［コンクリートピン打ち機（ＨＮ－１２０Ａ（マッ
クス株式会社製））を用いた］。
【００５１】
　［実施例２］
　（１）市販の螺旋状多層型網状体の基板［縦５０cm×横３０cm×高さ２cm（楕円ドーム
状の凸部の高さは上下約１cm、当該凸部の底部の断面積は１cm2程度であり、ネットの平
均径は１cm程度、ネットを構成する線状部材の素材はプラスチック）］を用意した［Enka
mat（登録商標）7010又は7020］。当該ネット基板平面の片面に、アクリル樹脂の水性シ
ーラー（アトミクス株式会社製等）を塗布して、その上から砂粒を振り落として、当該砂
粒が片面に付着固定された立体網状体を作出した。
【００５２】
　他方、（２）水６Ｌ中に、新聞紙３８枚（乾燥質量７４０ｇ）を入れて、これを混練器
を用いて十分に混練した。この混練物６７４０ｇのうち、１７７６ｇ（新聞紙乾燥質量１
９５ｇ相当）を、別の容器に取り出し、これと、細粒土（水稲育苗専用粒状培養土を、ミ
キサーで、平均粒径２５μm程度に細粒化したもの：粒径は顕微鏡にて確認した）２４０
ｇを混合して、混練器を用いて十分に混練して、水を含有する固定用組成物の濃厚組成物
を得た。また、（３）コケ植物１６２．５ｇ（乾燥質量）［スナゴケ：ハイゴケ＝７：３
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（質量比）］を用意した。
【００５３】
　上記の濃厚組成物８０ｇとコケ植物１６２．５ｇを１５Lの水に混合して、この第１の
混合物を上記立体網状体の砂粒が付着固定された側の上からかけ流した。次いで、この立
体網状体上の混合物を、上水道用水栓に連結した園芸用ノズル（G５３３　パチットミス
トスリー：タカギ製）をジェット水流にセットして、ジェット水流を発生させ、当該ジェ
ット水流により上記第１の混合物を混合したコケ植物と共に立体網状体の内部に押し込ん
だ。次いで、当該立体網状体を倒置して、その上から、上記の濃厚組成物１６０ｇを１０
Lの水に混合した第２の混合物を、立体網状体のネットの一部が露出する程度の量を上層
して、上記の園芸用ノズル水をシャワー水に切り替えて表面ならしを行った。その後、再
び、当該立体網状体を倒置して、その上側から、上述した第１の混合物（ただし、コケ植
物は混合されていない）を、さらに水で３倍希釈したものを薄く上層した後、その上から
上記シャワー水をかけ流して、コケ植物の植物体の一部露出を行った。次いで、一連の工
程が行われた対象物を乾燥させて、本固定物を得ることができた。
【００５４】
　このようにして得られた本固定物のコケ植物の非露出面側に、フォーム状のウレタン接
着剤を多点状に塗りつけて、当該接着剤側をコンクリート面に押しつけたところ、この本
固定物は当該コンクリート面に確実に固定された。そして、当該本固定物の４隅上部から
コンクリートピンによる係止を行った［コンクリートピン打ち機（ＨＮ－１２０Ａ（マッ
クス株式会社製））を用いた］。
【００５５】
　［実施例３］
　３０°程度の傾斜の折半屋根の上に、約５mm大きさの網目を有する５０cm×５０cmの大
きさの金網をネジ固定して、その上に、フォーム状のウレタン接着剤を当該網目の交差部
に塗りつけて、その上から、上記実施例２にて用いた立体網状体を押しつけて定着固定さ
せた。その上から、上記の濃厚組成物２４０ｇとコケ植物１６２．５ｇを１５Lの水に混
合して、当該混合物を上記立体網状体（砂粒固定なし）の上からかけ流した。次いで、こ
の立体網状体上の混合物を、上水道用水栓に連結した園芸用ノズル（G５３３　パチット
ミストスリー：タカギ製）をジェット水流にセットして、ジェット水流を発生させ、当該
ジェット水流により上記の混合物を混合したコケ植物と共に立体網状体の内部に押し込ん
だ。このようにして、折半屋根上における本固定物の施工を行った。
【００５６】
　［実施例４］
　上記実施例１と同様に、（１）市販の螺旋状多層型網状体の基板［縦５０cm×横３０cm
×高さ２cm（楕円ドーム状の凸部の高さは上下約１cm、当該凸部の底部の断面積は１cm2

程度であり、ネットの平均径は１cm程度、ネットを構成する線状部材の素材はプラスチッ
ク）］を用意した［Enkamat（登録商標）7010又は7020］。
【００５７】
　他方、（２）水６Ｌ中に、新聞紙３８枚（乾燥質量７４０ｇ）を入れて、水を含ませた
状態として、これを小分けして、市販の食品用ミキサー（回転数１００００回転／分程度
）の中に３０秒程度入れ、当該新聞紙の粉砕を行った。この粉砕物６７４０ｇのうち、１
７７６ｇ（新聞紙乾燥質量１９５ｇ相当）を、別の容器に取り出し、これと、細粒土（市
販の土粘土）２４０ｇを混合して、混練器を用いて十分に混練して、水を含有する固定用
組成物の濃厚組成物を得た。また、（３）コケ植物１６２．５ｇ（乾燥質量）［スナゴケ
：ハイゴケ＝７：３（質量比）］を用意した。
【００５８】
　上記の濃厚組成物８０ｇとコケ植物１６２．５ｇを１５Lの水に混合して、この第１の
混合物を上記立体網状体の砂粒が付着固定された側の上からかけ流した。次いで、この立
体網状体上の混合物を、上水道用水栓に連結した園芸用ノズル（G５３３　パチットミス
トスリー：タカギ製）をジェット水流にセットして、ジェット水流を発生させ、当該ジェ
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ット水流により上記第１の混合物を混合したコケ植物と共に立体網状体の内部に押し込ん
だ。次いで、当該立体網状体を倒置して、その上から、上記の濃厚組成物１６０ｇを１０
Lの水に混合した第２の混合物を、立体網状体のネットの一部が十分に露出する程度の量
を上層した。次いで、当該第２の混合物中に乾燥ミズゴケの粉砕物を、当該混合物の２０
質量％程度含有する含水組成物を、同じくネットの一部が露出する程度の量を上層して、
上記の園芸用ノズル水をシャワー水に切り替えて表面ならしを行った。
【００５９】
　その後、再び、当該立体網状体を倒置して、その上側から、上述した第１の混合物（た
だし、コケ植物は混合されていない）を、さらに水で３倍希釈したものを薄く上層した後
、その上から上記シャワー水をかけ流して、コケ植物の植物体の一部露出を行った。次い
で、一連の工程が行われた対象物を乾燥させて、本固定物を得ることができた。
【００６０】
　このようにして得られた本固定物のコケ植物の非露出面側に、フォーム状のウレタン接
着剤を多点状に塗りつけて、当該接着剤側をコンクリート面に押しつけたところ、この本
固定物は当該コンクリート面に確実に固定された。そして、当該本固定物の４隅上部から
コンクリートピンによる係止を行った［コンクリートピン打ち機（ＨＮ－１２０Ａ（マッ
クス株式会社製））を用いた］。
【００６１】
　［試験例］
　上記の実施例１にて製造した本固定物と、上記特許文献１に記載された実施例１の手順
に準じて製造した特許文献１の固定物とを、壁面に固定して経時のコケの生育度合いを比
較した。
【００６２】
　特許文献１の固定物は、下記の要領にて製造した。
【００６３】
　すなわち、上記実施例１の（２）～（３）に従って準備した濃厚組成物８０ｇとコケ植
物１６２．５ｇを１５Lの水に混合して基本組成物を得た。
【００６４】
　当該基本組成物を、底面に第１の網状体を配置した、底面が３００×６００ｍｍの中皿
状のパレット（底面に小孔が設けられている）の上に、３Ｌ入れ、薄くのすようにして馴
らして、その上に第２の網状体を配置して、その上から押し板で、軽く押し込んで、脱水
しつつ、基板状に成型した。次いで、押し板と第２の網状体を除いて、その上から、シャ
ワーノズルを経て発生させた家庭用上水道の水流と接触させ、基板の表面の組成物を除去
して、コケ植物を露出させた。この基板の水を切って乾燥させ、乾燥後、パレットから基
板を取り外して、軽くプレスして、乾燥させて、特許文献１の固定物を得た。
【００６５】
　特許文献１の固定物を、２００３年の夏に大韓民国（ソウル市内）の一般家庭の庭先に
パネルを設けて、その全面に両面テープにて固定した（図７：写真）。垂直面なので、降
雨時を除き、朝・夕１日２回の灌水を行って、当該固定物におけるコケ植物の生育を１３
ヶ月にわたって検討した。図８（写真）は、１３ヶ月目の結果を示したものである。コケ
植物の再生芽が基板状に生長していることが認められるが、緩徐な生育状況であることが
わかる。
【００６６】
　上記の特許文献１の固定物についての試験完了（１３ヶ月目）の約１年後に、上記と同
様に本固定物を上記庭先にパネル固定（ウレタン系接着剤による）して、同様の条件にて
養生したところ、わずか２ヶ月で上記の特許文献１の固定物を遙かに上回るコケ植物の生
長が認められた（図９：写真）。
【００６７】
　このような傾向は、他の現場においても同様で、特許文献１の固定物よりも、本固定物
の方がコケ植物の生育が優れていることは明らかであった。
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【００６８】
　また、特許文献１の固定物は、強い風雨により破けたり剥がれたりすることもあったが
（他の現場）、本固定物は強固であり、そのような破けや脱落は全く認められなかった。
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【図２】
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