
分別集水マットを貴社にご提案する各種理由

1. SDGsの遅れの捉え方
2. 遅れたにはCOP21関係
3. お遅れたままでは人類が住めなくなる日が早まる
4. 合理的で効率的な対応を貴社の取組にプラスする
5. 生活に欠かせない水循環内の問題が環境悪化に繋がっている
6. 解決方法＝極細分別集水化【分別集水マット】早期普及
7. 水循環と問題の多い中間部、河口部の都市の雨水の集排水路
8. 極細分別集水化【分別集水マット】とは
9. 太陽光発電循環散水用分別集水軒樋
10. 蚊媒介感染症拡散の無い街づくり
11. ジカ熱は子育て世代の人生を狂わす後遺症が認知されていない
12. 東京都23区部のヒトスジシマカは異常に増え続けている。多摩部の6.6倍
13. 理由は雨水桝が多い事、維持管理が悪い事、人口密度が高い事
14. 無防備で過ごす都市公園と霊園の問題を解決する
15. 雨水の集排水路は極細分別集水化は雨水の国際資源化のインフラに成る
16. 雨水の国際資源化で、バラスト水が淡水化
17. 砂漠に太陽光発電所＋淡水で＝水素エネルギー備蓄
18. 天皇陛下が長年水問題で心を痛めている。日本からの発信で水流通-ルートを確立へ
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1.貧困をなくそう
2.飢餓をゼロに
3.すべての人に健康と福祉を
4.質の高い教育をみんなに
5.ジェンダー平等を実現しよう
6.安全な水とトイレを世界中に
7.エネルギーをみんなにそしてクリーンに
8.働きがいも経済成長も
9.産業と技術革新の基盤をつくろう

10.人や国の不平等をなくそう
11.住み続けられるまちづくりを
12.つくる責任 つかう責任
13.気候変動に具体的な対策を
14.海の豊かさを守ろう
15.陸の豊かさも守ろう
16.平和と公正をすべての人に
17.パートナーシップで目標を達成しよう

SDGsはMDGｓ+ゆるいCOP21の様なものだが、新型コロナウイルスの拡散共存とロシア、
ウクライナ戦争で遅れた物と進んだ物がある。COP21系は全て問題が増え遅れた。



SDGsの目標達成が遅れることは
人類が地球上に住めなくなる日が早まる‼

私達は各自がSDGsの要因を作っている。
その値を１００とした場合に、これからの取組の値が幾つに成るか？
100の場合は±0普通とするか？貢献したと考えるのか！
基準値が無ければ自己満足でしかない。
果たして自己満足で未来は救えるのか！

新型コロナウイルス拡散共存、ロシアウクライナ戦争で
SDGｓはどれだけ遅れたのか！

新型コロナウイルス拡散共存 ： SDGｓ3.すべての人に健康と福祉を
・高速大量移動、密集、一種の異常量の拡大の恐怖（新生活スタイル）
・マスク、手洗いの普及は早まった。

ロシアウクライナ戦争 ： SDGSｓ16.平和と公正をすべての人に
・人間の欲望と恐怖、経済損失、大量の破壊，核不安の現実化
・自然エネルギー、食糧、水の自給率100％の必要性を実感した。

貴社の試み＋合理的で効率的な対応で遅れを取り戻す 3



合理的で効率的な対応で取り戻すとは

水循環に負荷を掛ける、雨水の集排水路からのゴミ流出に係る
見て見ぬふりをしてきた問題を解決すること。

・水上で出たゴミを水下で処理をする！ゴミの地産地消を唯一見逃している？
・建築物の建築基準で決められた排水勾配、断面が維持管理の段階で損失している。
・維持管理が出来ているところは蚊の繁殖地として別の問題が起きる不合理な構造だ。

雨水だけが流れる雨水の集排水路であれば何ができる

水循環の一部で仕事をする企業や建築物を使っている企業は
雨水の集排水路の問題を改善する必要がある。

ほぼすべての企業であり、個人も係る
||

生活の上で淡水の取水と排水は必要不可欠

解決方法＝極細分別集水化【分別集水マット】の早期普及
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私達の暮らしを支える水循環

出典：内閣官房水循環政策本部事務局HP

地球温暖化で水バランス
が崩れだしている

都市水害から守るために雨水の集排水路は法で基
準を設けて敷設されている。しかし維持管理段階の
勝手な解釈で、設計基準に満たない！既に排水障
害の一因を作っているところが多い
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農村部

下水道

海 蒸発 (海洋汚染) SDGｓ14.海の豊かさを守ろう

抜いた雑草の混入

水循環

公共雨水排水路

降水 異常気象で変化（温室効果ガス削減）13.気候変動に具体的な対策を

・ 貯水ダム 洪水対策 発電 水道 水利権
・ 植林（貯水林） 洪水対策 住宅資源
植林＝SDGs15.陸の豊かさを守ろう（50年後のために）

農業用水路 生活排水路

中間都市部

浄化施設 局所的豪雨に対応できない

河口都市部

河川
排水

水下

河川
取水
水利権

水上 河川

降水後 の人工物

生活、雨水排水路農業用水路

敷地内の雨水排水路

SDGｓ：3,11,12,13,14,15に貢献

排水マナー⇒排水時の義務化？
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軒樋用 U字溝用雨水桝用

・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）

敷設のタイミング （効果：即効性且つ継続
的）

解決方法＝極細分別集水化【分別集水マット】の早期普及

・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
【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】

・防衛施設学会『年次フォーラム2021』論文掲載
【雨水桝への蚊絶滅マット（分別集水マット）設置による感染症媒介蚊に関する実証実験】
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太陽光発電パネル面を集水面として、降雨の時には貯水を行い、貯水
水で散水し、太陽光発電パネル面の温度を管理し発電効率を上げる。

太陽光発電用
分別集水樋
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蚊媒介感染症拡散の無い、蚊のいない街づくり

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

特に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
婦へ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。

媒介生物のヒトスジシマカ

都市部のヒトスジシマカを撲滅させる
吸血した蚊を逃がすな：Mosquito Hunter参加へのお願い

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。

9



表1の調査地から薬剤を投入し続けても人口密度の高い都市部では蚊の個体数が増え続け
ていることが確認できる。しかも23区部にはデング熱、ジカウイルス感染症を感染させるヒトス
ジシマカが多摩部の6.6倍も潜んでいることが確認されている。
その仕組み（図１）は人工的作られた公園、霊園等は、安心安全な場所、又は避難場所と思
い込んでいた為、無防備な状態で立ち寄る慣習がある。
そのため産卵に必要な血液を与え、しかもボウフラの成長に必要な落ち葉交じりの雨水のあ
る雨水桝が沢山あり、吸血から産卵まで天敵が少ない守られた環境が整っているからです。 10

表１

東京都の広域サーベイランスデータ16年間分を時系列で表示

都市部でヒトスジシマカが異常に増え続けている



既存の雨水の集排水路の不合理な問題点は雨水とゴミの同時流入
適切な清掃をすれば蚊の繁殖場所に、不適切であれば排水障害へ

蚊の繁殖に
不適切な場所

合理的に
課題を改善
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次世代型雨水の集排水＝分別集水マット【蚊絶滅マット】敷設方法

軒樋用 U字溝用雨水桝用

既存の雨水桝を分別集水マットで次世代型雨水の集排水路に移行手順

1
2

次世代型雨水の集排水路化で予想できる効果
① SDGs.03番：蚊媒介感染症拡散の予防。
② SDGｓ.11番：雨水の打ち水利用でヒートアイランド現象を軽減させる。
③ SDGｓ.13番：雨水の集排水路内の汚泥処理に係る温室効果ガスの削減。
④ SDGｓ.14番：浄化施設に流れ込みゴミの減少で海洋汚染軽減。
⑤ SDGｓ.15番：公園等の土砂の流出が止まり、新たな土砂移動を無くなる。

次世代型雨水の集排水路化で将来期待できる効果
① SDGs.08番：雨水の国際資源化に必要な雨水の集排水貯水インフラの構築。
② SDGs.06番：バラスト水の雨水化＝雨水の流通ルートの確立。
③ SDGｓ.09番：各国のバラスト水質を環境指数で評価しSDGｓ進捗を市場で監視。
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個人で気軽にSDGｓに参加できます

お寺さんの呼びかけと
檀家さん協力が効果的な対策となる

餌の落ち葉も水も見える
ここに産卵できる！

餌の落ち葉も水も見えないよ
ここで卵は産めないね！

仏花の微笑みを設置して頂き、御陰様
で蚊の繁殖地が一つ減りました
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①

≒64㎜

≒56㎜

小

花の量が多い場合は、呼び切り込み①
をカッターやハサミで切り増し広げる。

大

≒55㎜

≒49㎜

水位

茎が生花安定マットの中
心に来るようにセットする。

生花安定マットを丸めて茎
を包み込み花立に入れる。

花立内の水はゴム栓の
下端まで入れる。

ゴム栓が止まるまで花立
に押し込む。

切り込み①に等した茎を
適寸に揃える。

適寸

茎を束ねてゴム栓の切り
込み①に通す

①

【 仏花の微笑み】 取り付け手順
【 仏花の微笑み】花立用蚊繁殖防止栓と生花安定マットのセット
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バラスト水の雨水化
↓

海洋性生物移動の解決
雨水流通ルートの確立

雨水集排水路からの
プラスチック流出ゼロに

↓
マイクロプラスチック浮遊量の改善

排水勾配の安定
雨水利用低コスト化

雨水集排水路へのゴミ流入が無く成る⇒雨水の集水インフラの確立

蚊繁殖場所から脱却
薬剤流入無し

分散型治水と
計画的利用

15雨水だけが流れる雨水の集排水路であれば何ができる

雨
水
の
国
際
資
源
化 15
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雨水の国際資源化イメージ

買 バラスト水交換所 売

バラスト水に雨水使用で生態系問題解決

バラスト水交換所と雨水市場の確立

環境汚染と気候変動が商品価格に連動

淡水ルートの確立＝スーパー水ビジネス

雨水市場



環境変化連動型淡水市場と備蓄プラント⇒雨水流通ルート確立

船

バラスト水
買入れ

荷降ろし

積荷

船

バラスト水
の販売

積込

積荷

B港
A港

D港Ｃ港

雨水水質で
価格変動

総合環境指数
で価格変動

自然災害で
価格変動

雨水市場
国際本部

各備蓄プラント内の淡水価格＝環境変化連動型
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環境問題を起こす海水から価値ある雨水へ

温室効果ガス
量で価格変動
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雨水市場、雨水流通ルート確立＝新たな産業の発展

太陽光発電と雨水で
水素エネルギー備蓄

植物水耕栽培工場
食料の安定供給

水源の確保地域再生砂漠の緑地化地域再生
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雨水市場

雨水流通
ルートの確立
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