
蚊絶滅マット 【分別集水マット】
NETIS登録番号 : KT-160137-A 東京都新技術登録番号 : 1701005 

蚊絶滅マット 【分別集水マット】の敷設で

雨水の集排水路の管理の常識を変える水 集排水 管 常識 変

集水口の極細分別集水化 雨排水路内へのゴミの流入を無くす（ゴミの地産地消の徹底）

ゴミ詰まり無し水溜り出来ず ゴミの堆積無し

安定した雨水利用蚊の繁殖無し 排水断面の安定化

豪雨対策
分散型治水

課題一因解決観光ビジョン実現プログラム
感染症予防強化対策へ

ゴミの流入箇所の特定
地域性、地形の課題の確認

雨水利用推進法
雨水利用の課題解決

蚊媒介場所が減る
感染症拡散確率の低下 冠水の一因解決感染症拡散確率 低下

一般社団法人 産学技術協会内（雨水の分別集水マット設計施工管理協会）



雨水の集排水路用集水製品別 極細分別集水化 【蚊絶滅マット】 2

建物

軒樋

施設

Ｕ字溝

公園

雨水桝
軒樋Ｕ字溝 雨水桝

Ｕ字溝用 雨水桝用 軒樋用

蚊絶滅マットを雨水桝 U字溝 軒樋に敷設し ゴミの流入を防ぐ事で 汚泥処理が不要と成り 同時に蚊の繁殖環境に適さない空蚊絶滅マットを雨水桝、U字溝、軒樋に敷設し、ゴミの流入を防ぐ事で、汚泥処理が不要と成り、同時に蚊の繁殖環境に適さない空
間になり、敷設後の雨排水路から蚊は発生しない。初期費用は掛かるが、現状の汚泥処理と薬剤対策を10年間続ける経費に比べ
約26%～最大で75％の経費削減と排水路底面の堆積が粗起こらない為、排水断面が安定し冠水の一因を改善する。敷設後の雨排
水路内では蚊が発生しない為、雨排水路内に薬剤投入が不要の為、薬害不安も無く、付近での感染症拡散確率が減少する。



開発の目的：蚊絶滅マット【分別集水マット】の極細分別集水で有るべき姿の雨水排水路へ 3

総合経費削減＝継続的購入経費 処理費総合経費削減 継続的購入経費、処理費、
人件費の削減【26%から最大75%削減】

敷地内のゴミを雨排水路を通じて流出させない

適切な薬剤投入が難しい樋詰まりで出来る溜まり水

敷地内のゴミを雨排水路を通じて流出させない

敷地内備品の損失経費増加 敷 内

降雨強度50㎜/h⇒75㎜/h

堆積物で排水断面が減る
軒樋用

降雨強度 0 /h 7 /h
＝排水断面の安定確保

乾燥落ち葉で回収
コスト削減雨水利用の課題改善＝

雨水桝用

U字溝用

①軒樋のゴミ詰まり防止
②安定集水
③貯水タンク内のゴミの

堆積防止

雨水桝用

排水断面の
安定確保泥溜まりスペース蚊の発生

容量を超えたゴミが放出する

蚊絶滅マットで蚊繁殖
スペース無くす



設計条件：6,600㎡公園
雨水桝300角用×13箇所:Ｕ字溝300SS型×10M:Ｕ字溝180SS型×10M(U字溝１Mを1か所換算で33ヵ所)

総合経費削減＝継続的購入経費、処理費、人件費の削減【26%～最大75%削減】 4

従来 法 新規 法

雨水桝300角用×13箇所:Ｕ字溝300SS型×10M:Ｕ字溝180SS型×10M(U字溝１Mを1か所換算で33ヵ所)
従来工法：堆積物処理＋薬剤処理『参考：備蓄協定分：平成27年東京都 防疫用殺虫剤の備蓄の概要引用

【2g発泡錠92,000錠:0.5発泡錠120,000錠:粒剤2,130kg】の内、雨水排水路投入に関わる薬剤費と投入手間』
新規工法：蚊絶滅マット敷設、吸引メンテナンス1年1回、HDマット交換5年1回

比較項目 単 位
従来工法 新規工法

効 果
堆積物処理 蚊絶滅マット

工 程 日/10年 120日 20日 83%
省人化 人工/10年 120人工 40人工 66%
堆積物処理費 円/10年 1,708,000円 0 0%

経済性

堆積物処理費 円/10年 1,708,000円 0 0%
薬剤＋投入手間43回/1年 円/10年 5,167,740円 0 0%
導入敷設【材工共】 円/1回 0 852,458円 0%
HDマット交換5年1回 円/1回 0 163,874円 0%

吸引メンテナンス1年1回 円/8回 0 679,360円 0%
比較 10年間経費総額 6 875 740円 1 695 692円 75%

基準計算値
有るべき姿の対策比較

75%削減
比較 10年間経費総額 6,875,740円 1,695,692円 75%

比較項目 単 位
従来工法 新規工法

効 果
堆積物処理 蚊絶滅マット

工 程 日/10年 120日 20日 83%
省人化 人工/10年 120人工 40人工 66%

経済性

堆積物処理費 円/10年 1,708,000円 0 0%
薬剤＋投入手間43回/1年 円/10年 5,167,740円 0 0%

導入敷設【材工共】【体積2倍】 円/1回 0 1,704,916円 0%
HDマット交換5年1回 円/1回 0 163 874円 0%

基準計算値
＋蚊絶滅マット製品価格2倍

HDマット交換5年1回 円/1回 0 163,874円 0%
吸引メンテナンス1年1回 円/8回 0 679,360円 0%

比較 10年間経費総額 6,875,740円 2,548,150円 63%

比較項目 単 位
従来工法 新規工法

効 果
堆積物処理 蚊絶滅マット

63%削減

堆積物処理 蚊絶滅マット
工 程 日/10年 60日 20日 66%
省人化 人工/10年 60人工 40人工 33%

堆積物処理費【堆積量50％減】 円/10年 854,000円 0 0%
薬剤＋投入手間21回/1年 円/10年 2,583,870円 0 0%

基準計算値
＋蚊絶滅マット製品価格2倍

経済性
導入敷設【材工共】【体積2倍】 円/1回 0 1,704,916円 0%

HDマット交換5年1回 円/1回 0 163,874円 0%
吸引メンテナンス1年1回 円/8回 0 679,360円 0%

比較 10年間経費総額 3,437,870円 2,548,150円 26%

及び従来工法経費50％で比較

26%削減



役割の違うマットが物理的移動障害を与え蚊の変態過程で死滅させる 5

HDマット写真-A： HDマットで出入り不可能を確認

カールマット

HDマット
カールマット

雨水桝用充填状況

水面

写真-B：カールマット成虫移動障害溺死

水面：呼吸写真-C:カールマットボウフラ移動障害
水面に中々出られない
ボウフラ段階で窒息死段階

正常孵化



猿江恩賜公園 U字溝400SS 敷設（2017/11/8） 6

←確認日（2018/1/16）

↓降雪日（2018/1/22）

確認日（2018/1/16）

どちらの確認日も落ち
葉の堆積は見られない

←確認日（2018/4/17）



猿江恩賜公園 雨水桝400㎜ H=900敷設（2017/11/8） 7

水下から水上まで同時に敷設しな
いとネズミの通り道を作られる

落ち葉の堆積見られない



優先すべき敷地内の集水口【グレーチング】建物に付帯する集水口【軒樋】 8

学校、スポーツ施設の軒樋は、スポーツ備品を
ゴミに変え、蚊の繁殖できる水溜りを作ります。
学校、スポーツ施設の軒樋は、スポーツ備品を
ゴミに変え、蚊の繁殖できる水溜りを作ります。



蚊媒介感染症予防強化対策の必要性：急速に変わる日本の社会環境

①観光立国化＝感染症輸入 ： 水際対策不可能

9訪日外国人都道府県別訪問率

平成18年 観光立国推進基本法成立：訪日外国人733万人
平成24年 観光立国推進基本計画を閣議決定：訪日外国人836万人
平成27年観光立国実現に向けたアクション・プログラム2015 ：訪日外国人1,974万人
平成28年明日の日本を支える観光ビジョン：訪日外国人2 404万人 （平成18年の約3倍）

①観光立国化 感染症輸入 ： 水際対策不可能

平成28年明日の日本を支える観光ビジョン：訪日外国人2,404万人 （平成18年の約3倍）
明日の日本を支える観光ビジョン：目標2020年： 4,000万人 （平成18年の約6倍）

②高速移動手段＝東京都ハブ化 ： 全国に3時間以内移動可能

③地球温暖化＝蚊の生息域広がる ： 北限青森③地球温暖化＝蚊の生息域広がる ： 北限青森

④ゲリラ豪雨＝雨排水路の養殖場化

豪雨でゴミが一時的に移動
Ｕ字溝断面

水溜まり

豪雨で ミが 時的に移動



東京都の2020年までの感染症拡散防止予防強化対策：蚊媒介分野 10

東京都は2020年のオリンピ ク主催都市と観光ハブ都市として国策＝①観光立国化

観光庁

東京都は2020年のオリンピック主催都市と観光ハブ都市として
入国都市として記録的な移動率と滞在率のUPが想像できる

人の集まる場所の予防強化対策の実施

観光ビジョン実現プログラム2017
感染症拡散防止改善、強化対策

観光庁

入国都市の空港や港

人の集まる場所の予防強化対策の実施

現状の対策を遥かに上回るもの 感染者の入国時抑制対策のスピード、精度UPへ改善

観光都市、ハブ都市の各交通機関、
園 共施設 避難場

感染症拡散防止強化対策：蚊媒介分野
||

分別集水マット【蚊絶滅マット】 雨水排水路内の蚊の繁殖を無くす

公園、公共施設、避難場所
観光名所、イベント会場、商業施設等

予防対策の連動強化で効果を高め
安心安全の広域化

分別集水 ット【蚊絶滅 ット】

防災公園を最優先し、他の公園は付近の公共
施設や観光名所等、外国人が訪れる事が多い

雨水排水路内 蚊 繁殖を無くす

訪日外国人帰国後に母国で紹介拡散

安心安全の広域化 と思われる場所から行う。又、官民問わず、隣
接する土地の未対策の雨水桝に、予防強化対
策の敷設を連動させて合理的に効果を上げる。

訪 外国 帰国後 母国 紹介拡散
日本の感染症強化対策蚊媒介分野体験

技術の輸出

東京都優先順位
防災公園 ＋ 市区町村優先順位 最優先決定

社会環境優先順位

日本の感染症強化対策を訪日外国人母国に紹介 訪日国の感染症輸出防止対策



蚊媒介分野効果を高める連動性持たせた対策とサーベイランスとの連携の必要性

防災公園を最優先し、他の公園は付近の公共施設や観光名所等、外国人が訪れる事が多いと思われる場所から
行う 又 官民問わず 隣接する建物の雨水排水路に 予防強化対策の敷設を連動させて合理的に効果を上げる

11

行う。又、官民問わず、隣接する建物の雨水排水路に、予防強化対策の敷設を連動させて合理的に効果を上げる。

感染症拡散防止予防強化対策地隣接地は連動性建物用途により連動性

予防強化対策敷設公園予防強化対策隣接地 予防強化対策敷設公園予防強化対策隣接地

自然界の蚊

蚊絶滅マットを敷設した雨水桝に自然界の蚊は産卵できない蚊絶滅マットを敷設した雨水桝に自然界の蚊は産卵できない
為、隣接する施設の未対策の雨水桝に産卵する可能性高い。

サーベイランスデータから連動した対策が必要⇒例：平成２５年度 広域サーベイランスを行った有る公園で死亡リスクの高いマラリア
を媒介するハマダラカが確認されたが周辺への分布状況を再調査をした形跡は無い 集中したサ ベイランスで現状把握が必要を媒介するハマダラカが確認されたが周辺への分布状況を再調査をした形跡は無い。集中したサーベイランスで現状把握が必要。



2011インターアクア雨水の国際資源化：バラスト水の雨水化で海洋生物移動改善！
2016インターアクア雨水利用とインフラの課題の解決：ゴミ詰まり防止、蚊繁殖防止！

目標 12

軒樋用
砂漠の緑地化

水素生成プラント

バ
ラ

軒樋用 現状

ラ
ス
ト
水水
の
雨
水

ゴミの流入阻止詰まりを無くし安定集水の確保
雨水排水路及び貯水槽の衛生管理の徹底
蚊の養殖場所の汚名を返上する

水
化

蚊 養殖場所 汚名

分別集排水徹底【蚊絶滅マットの活用】
海洋生物移動問題改善


