
蚊媒介感染症拡散の無い、蚊のいない街づくりを
可能にする極細分別集水化について

新型コロナウイルスだけが怖い分けではありません! ジカウイルス感染症も恐怖です。

ジカウイルス感染症は、蚊媒介感染した男性からの性交渉感染が確
認され、妊婦の感染は症状が軽くとも小頭症、ギラン・バレー症候群
等、生まれてきた我が子が感染症の後遺症で障害が残る可能性が

思い出してください。

等、生まれてきた我が子が感染症の後遺症で障害が残る可能性が
高く、未来を担う子育て世代の人生が変わる脅威と成るからです。

思い出してください。
リオ・オリンピック直前の２０１６年２月
『ジカウイルス感染症の国際的拡大』をWHOが宣言しました。
対応が迅速だったことから早い時期に収束いたしましたが、

媒介生物のヒトスジシマカ

対応が迅速だったことから早い時期に収束いたしましたが、
何時でも再拡散する感染症で、東京都では媒介生物のヒトスジシマカ
が、自然環境の多い多摩郡より6.6倍も23区内には潜んでいます。

開発・技術指導 一般社団法人 産学技術協会

が、自然環境の多い多摩郡より6.6倍も23区内には潜んでいます。
都市部の方が繁殖し易い理由を確認して予防しましょう。



東京都の23区内に多摩郡の6.6倍のヒトスジシマカが潜んでいるデータです。（東京都：広域サーベイランスを時系列）

6.6倍2.8倍1.7倍

上記の表の様に平成16年～平成21年の多摩郡は3,276匹に対し23区郡は5,561匹と1.7倍、平成22年～平成26年は3,322匹上記の表の様に平成16年～平成21年の多摩郡は3,276匹に対し23区郡は5,561匹と1.7倍、平成22年～平成26年は3,322匹
対9,441匹と2.8倍に増えた。平成26年代々木公園のデング熱拡散で対策を行ったことからか？平成27年～令和元年は多摩
郡は1,542匹と半減したが23区郡は10,234匹と増え続け確認数が6.6倍にも増えた。都市部の雨水桝が蚊の繁殖に適している
事が伺える。又、16年間を時系列で確認する70％がジカ熱、デング熱を媒介できるヒトスジシマカで占めている。



設計通りの排水能力が出せない雨水の集排水路の管理の実態

雨水桝の相反する課題の発生は雨水とゴミの同時流入：不合理な管理の原点雨水桝の相反する課題の発生は雨水とゴミの同時流入：不合理な管理の原点
【常にゴミが入り易い為、清掃した直後から新たなゴミが入る】

IGR剤投入、薬害不安
雨水利用の停滞雨水利用の停滞

Ｕ字構の堆積物に雑草の種が発芽

ゴミの流入堆積⇒雑草の発芽⇒
排水断面損失⇒排水障害

雨水溜まりに蚊が産卵
ボウフラの繁殖

適切な清掃間隔
泥溜まりスペースに雨水

不適切な清掃間隔
ゴミの過度の堆積、流出ボウフラの繁殖

維持管理を適切にすると
IGR剤の投入が必要

不合理を解消
||

維持管理を怠れば
排水障害を起こす

開発・技術指導 一般社団法人 産学技術協会

IGR剤の投入が必要 排水障害を起こす

極細分別集水化



人口密度の高い地域（都市部）で雨水桝が蚊の養殖場と成る仕組み。

交尾 雨水桝の養殖場化とは

吸血
媒介

交尾
蚊が産卵し成虫化する事を
繰り返す。

||
産卵の条件：吸血が必要媒介

産卵

成虫

産卵の条件：吸血が必要
||

都市部の雨水桝の吸血
生物との出会いは

吸血
感染

駆除

・時間：早い
・距離：短い
・吸血後：産卵場所が近い
・水の見える雨水桝が多い

土木建築物
：雨水桝

・落ち葉が腐敗した雨水が外から見える

駆除 ・水の見える雨水桝が多い
・天敵に会う確率が低い
増殖に適していると言える

・落ち葉が腐敗した雨水が外から見える
・蚊の成虫が入り込み卵を産み付け易い
・ボウフラの餌が豊富になる
・安定した水温が維持されている
・外敵が入り難い構造で生存率が高い 感染者、潜伏期間者から吸血した蚊が、第三者か・外敵が入り難い構造で生存率が高い
・成虫化してから産卵の為の血液を得るまでの距離が短い
・血液が豊富で、得てから産卵場所までが近く安全である
・溜まり水の量が少ない為、IGR剤を入れても降雨で希釈される 開発・技術指導 一般社団法人 産学技術協会

感染者、潜伏期間者から吸血した蚊が、第三者か
ら更に吸血感染、又は産卵して感染蚊を増やす。



既存のゴミ移動インフラと成る仕組みとゴミや蚊を入れない極細分別集水化との比較

ＧＬ
既存集排水方式ＧＬ

浄化施設
負担掛ける

既存集排水方式

負担掛ける

公共
排水路

泥たまりスペースから流出たゴミが横引泥たまりスペースから流出たゴミが横引

ＧＬ

泥たまりスペースから流出たゴミが横引泥たまりスペースから流出たゴミが横引
き配管に置き去られ、堆積、排水障害き配管に置き去られ、堆積、排水障害
と確認できないところで悪化が進むと確認できないところで悪化が進む

極細分別集排水方式ＧＬ

浄化施設

ＧＬ

浄化施設
負担軽減

公共
排水路排水路

ゴミの堆積する仕組みが起こらないため
横引き配管でも排障害は起こらない、又
蚊の出入りが出来ず繁殖地にならない

ゴミの堆積する仕組みが起こらないため
横引き配管でも排障害は起こらない、又
蚊の出入りが出来ず繁殖地にならない



国土交通省 NETIS 登録番号 ： KT-160137-VR

極細分別集水化＝分別集水マット【蚊絶滅マット】

国土交通省 NETIS 登録番号 ： KT-160137-VR

東京都新技術情報サービス 登録番号 ： 1701005

『衛生動物』第70巻3号 論文掲載『衛生動物』第70巻3号 論文掲載
【雨水桝への蚊絶滅マット（分別集水マット）の設置が蚊の個体群に与える影響】

軒樋用 U字溝用雨水桝用

・葉が落ちる前、最中 （予防対策） ・蚊、ボウフラが異常発生したとき （緊急対策）

敷設のタイミング （効果：即効性且つ継続的）

開発・技術指導 一般社団法人 産学技術協会

・葉が落ちる前、最中 （予防対策）
・花弁が散る前、最中 （予防対策）

・蚊、ボウフラが異常発生したとき （緊急対策）
・ゴミの流出を抑えたいとき （緊急対策）



雨水桝用：
ゴミの流入、流出無し

排水設計能力を維持する＝極細分別集水の連動性でゴミの見える化を目指す

軒樋は雨水の集 敷地内には役割の違う集水口がある
ゴミの流入、流出無し
蚊の繁殖無、薬剤不要

下水道施設：負担軽減

軒樋は雨水の集
排水路の入り口

雨水と落ち葉の同
時流入による課題

下水道施設：負担軽減

ゴミの見える化

公共
排水路

軒樋用：軒樋用：
樋詰まり無
集排水安定 落ち葉、ゴミの

敷地内処理

雨水利用
地下貯水槽

U字溝用：
ゴミの流入、流出無し

排水勾配を安定
排水断面を維持

ゴミ、虫の流入の無

敷地境界
内 外

ゴミの流入、流出無し
蚊の繁殖無、薬剤不要

ゴミ、虫の流入の無
貯水槽：清掃経費削減

開発・技術指導 一般社団法人 産学技術協会



薬剤流出
分別集水マット

雨水桝用
三つの課題を同時解決

① 雨水桝へのゴミ流入

雨水桝用

② ボウフラの繁殖

③ 薬害不安

堆積物を取り除き
カールマットを雨水桝の深さ分＋HDマット2枚を
敷き詰めグレーチングを戻すだけで完成敷き詰めグレーチングを戻すだけで完成

開発・技術指導 一般社団法人産学技術協会
Eail : info@sangaku.org



分別集水マット

U字溝用
ゴミの流入を防ぎ、堆積物による排
水勾配の変化を無くし、排水断面
を維持し計画された排水量を確保。

堆積物を取り除き ⇒ パンチングメタルを敷きカールマット1枚＋HDマット2枚
を敷き詰めグレーチングを戻すだけで完成

開発・技術指導 一般社団法人産学技術協会
Eail : info@sangaku.org



学校、武道館等の軒樋で物品損失を防ぐ

分別集水マット

軒樋用軒樋用

足場を掛ける営繕
工事の際に行うと工事の際に行うと
安上がりです

軒樋の中はバトミントンのシャトル、テニス軒樋の中はバトミントンのシャトル、テニス
ボール等が入り込み、取り忘れ紛失た事
に成りやすい（経費削減）

開発・技術指導 一般社団法人産学技術協会
Eail : info@sangaku.org



雨水利用の課題解決 ＝ 軒樋の集水安定化 ： 貯水槽へゴミ流入を防ぐ

後付け施工も可能後付け施工も可能

地下貯水槽の清掃費の削減

開発・技術指導 一般社団法人産学技術協会
Eail : info@sangaku.org



分別集水マット施工後の総合メリット

ゴミの見える化
・堆積物・汚泥発生無

雨
水
の

落ち葉、ゴミ
の流入無

排水路内の見えない堆積物処理考慮不要
グレーチング上に見える乾燥ゴミ処理必要

ゴミの見える化
・汚泥除去作業人員の削減
・汚泥除去処理費用の削減
・汚泥処理過程の排出Co2削減

ゴミ移動インフラからの脱却

集
排
水

の流入無 グレーチング上に見える乾燥ゴミ処理必要
・ゴミの地産地消：高まる
・下流域への災害確立減る
・下水道施設：負担軽減水

路
の
極

・下水道施設：負担軽減
・排水勾配の確保
・排水断面の安定
・雨水桝内の臭気が減る。

総合経費の削減
極
細
分
別

・雨水桝内の臭気が減る。
・雨水利用の安心安定化
・雨水利用時の維持管理費削減

・ボウフラが湧けない

蚊の養殖場から脱却

蚊の出入り
不可

別
集
水
化

・蚊媒介感染症拡散拠点に成らない
・薬剤投入の人件費、薬剤費が削減できる
・薬害不安が無くなる
・医療従事者に蚊媒介感染症による負担を減らす

化
・医療従事者に蚊媒介感染症による負担を減らす

一般社団法人産学技術協会 Eail : info@sangaku.org



国土交通省 NETIS 登録番号 ： KT-160137-VR

極細分別集水化＝分別集水マット【蚊絶滅マット】

国土交通省 NETIS 登録番号 ： KT-160137-VR

東京都新技術情報サービス 登録番号 ： 1701005

『衛生動物』第70巻3号 論文掲載『衛生動物』第70巻3号 論文掲載
【雨水桝への蚊絶滅マット（分別集水マット）の設置が蚊の個体群に与える影響】

軒樋用 U字溝用雨水桝用

・葉が落ちる前、最中 （予防対策） ・蚊、ボウフラが異常発生したとき （緊急対策）

敷設のタイミング （効果：即効性且つ継続的）

開発・技術指導 一般社団法人 産学技術協会

・葉が落ちる前、最中 （予防対策）
・花弁が散る前、最中 （予防対策）

・蚊、ボウフラが異常発生したとき （緊急対策）
・ゴミの流出を抑えたいとき （緊急対策）


