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地球は、水の惑星と呼ばれている。
他の惑星と違って、豊かな水があるからこそ

多種多様な生物が誕生し

人類の文明も育まれてきた。

しかし今、
地球温暖化によって地球の水循環に乱れが生じているのだ。

参照：図解でわかる 14 歳から知る気候変動



↓

水害が起こる

その水害が起こる一つの原因が、

台風によって降る大雨が、

アスファルト化され塞がれた大地に浸透できず、

川に流れ込み洪水や氾濫が起こる

従来の雨天時

現在の雨天時

水循環の乱れによる水害

地球温暖化によって海水の温度が上がり水蒸気が増え、
それが大型台風となる

“都市のアスファルト化”だ



2019年に発生した台風19号は各地に記録的豪雨をもたらした。
この時の記録的大雨によって各地で河川の氾濫が相次ぎ、

土砂崩れや浸水が発生し、77名の人命と多くの家屋が失われた。

水害による被害

現在、下水処理場の処理が間に合わない状況になっている。
生活排水などの汚水が３割に対して、雨水が７割となっている。
雨天時には下水管の中は雨水量が汚水量の約70倍となるため、

水再生センターで全量を処理することは不可能。
さらに、強い雨が降ると浸水から市街地を守るため、
汚水混じりの雨水を放流しなければならないのだ。

水質が汚染

よどんだ水に発生するハマダラカが発生し
マラリアなどの感染症を引き起こす可能性がある。

雨水
７０

汚水

( 雨天時の汚水量と雨水量 )
参照：https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/about/pdf/currentproblem.pdf



人類を苦しめる水害を

で抑制！！
ドットコン



透水系コンクリート舗装専用シート

コンクリートに物理的に穴を開けることで、路面に雨水を溜めずに大地に浸透させることができます。
道路を舗装することによって生まれた環境問題を、Dotconで解決していきます！

商標　      2021-085592 / 2021-080689
特許番号　第 7028421 号 / 第 7028422 号
               第 6982356 号

PCT international application JP2022/8191
PCT international application JP2022/8192



の強み

透水性抜群

工事費の圧縮が可能

施工が簡単

デザイン性が豊富

耐久性が高い

流出抑制対策
治水



Dotconは他に類を見ない雨水透水性能を持ち、50mm/hを超える雨で確実に雨水を
貯留・透水させることができる。
50mm/hの場合、降雨量の24%を地下へ涵養し、
なおかつヘクタール辺り172tもの水量をパネル内部に貯留することが可能。
１シートで貯水できる量は約14L。
穴と穴の間が通水路で連結されているので、強い雨が降った際にも
雨水を貯留し確実に地下へ浸透させることができる。

※滝のように降る雨。傘は全く役に立たなくなる程

透水性抜群
Dotconの特徴

Point1

穴と穴の間に通水路で連結されているので、強い雨が降った際にも
雨水を貯留し確実に地下へ浸透させることができる。

Point2

一般的な透水性舗装に比べて目詰まりの心配がなく、
高い透水性を維持する。

Point3

穴によって透水性が確保されるので、水勾配を付ける必要が
ないため水平施工が可能になる。

Point4



工事費の縮小が可能
Dotconを使用することで、穴と通気孔の分のコンクリート量を

約20%削減することができるのでその分安価で施工することができます。

下水道
河川へ

浸透トレンチ

集水ます降雨

下水道
河川へ

浸透トレンチ

集水ます降雨

降雨水を直接地下に浸透させることが可能なので、雨水流出量を抑制し雨水配水施設、
浸透施設、貯留施設への負担コストを低減させることができます。

［ 不透水の舗装の場合 ] [ Dotconを使用した場合 ]

普通のコンクリートやアスファルトの場合
透水性がないため、９割～８割ほどが
集水ますから排水されて徐々に雨が大地へ
と浸透していくので、たくさんの排水設備
が必要になります。

Dotconは穴により透水性があるため、
集水ますへ排水される量を減らすこと
ができ、その分排水設備も減らすこと
ができます。

Dotconの特徴

Dotcon

1㎡当たり

Dotconとの差額

13,741円

0円

植生ブロック舗装

25,317円

＋11,576円 ＋7,665円 －2,454円 －4,571円

ターフパーキング

21,406円

ポーラスコンクリート

11,287円

コンクリート舗装

9,169円

掘削、残度量が少ないため、工事費の縮小が可能!!掘削、残度量が少ないため、工事費の縮小が可能!!



施工が簡単！！

砂利を敷いて転圧する レベル出し Dotcon を敷く

Dotcon蓋を付ける ワイヤーメッシュ or 鉄筋を敷き並べる
Dotconには、ワイヤーメッシュ・鉄筋専用のガイドが用意されてい
るので、ワイヤーメッシュをガイドの印に合わせてスポッと置く。
スペーサー不要。
ガイドに沿って並べるだけで簡単にコンクリート強度を高める。
(150ピッチのワイヤーメッシュ)※使用用途に応じて配筋径を変更すること。

１ 2 3

54

通常のコンクリート打設時と同じように
基盤部分の下地として砂利を敷き詰め、
押し固める。

Dotconを所定の高さに仕上げるために、
砂などを敷きレベル出しを行う。

施工箇所の形状に合わせて、パズルのよ
うに連結させたDotcon を敷き並べる。

蓋には取り外し用の穴が空いているのでガムテープなどで塞ぐ。
※打設中に剥がれて仕上げ表面に出てくるため、裏側からガムテープを貼る。

Dotconの特徴



ドットが均等に立ち上がっているので、最初から機械仕上げが可能です！
※使用用途に応じてコンクリートの強度の変更をお願い致します。

コンクリート打設 専用キャップを取り外す

Point

6 7

穴の仕上げはおしゃれな砂利、植物、天然石樹脂舗装 (透水性 )
やライトを仕込むとお洒落に仕上がります！
特別な施工器具を使用しないので、コンクリート打設経験があ
ればどなたでも施工することができます！

8

生コンの高さを蓋の面にピッタリ合わせて、
トロウェル (プロペラ )で仕上げる。

コンクリート土間の表面強度が出たら、
キャップを高圧洗浄しながら外していく。



デザイン性が豊富

Dotconのドット(穴)部分には
多様なデザインで装飾ができます

コンクリートの仕
上げ方法は全て

Dotconに応用す
ることができます

！

リュウノヒゲの区画線 ライトゴールドクレスト竜の髭＋白砂利

金鏝仕上げ 洗い出し仕上げ 刷毛引き仕上げ

砂利や植物、お花やライト (透水性のあるもの )を仕込むなど…
穴に仕込む場合は位置によって模様や区画線を作ることも出来ます！

Dotconの特徴



耐久性が高い
Dotconの特徴

アスファルト舗装に比べてコンクリート舗装は耐久性が高く、維持管理コストを大幅に軽減できます。
打設する生コンクリート強度や鉄筋量の調整によって、さまざまな用途の道路、通路に使用できます。

住宅の駐車場等では、安心できる強度が確立されましたが、
更に交通量の多い道路でも使用できるよう、更なる改良を
進めていきます。

［ 横浜国立大学にて行ったDotcon曲げ強度試験結果 ］

Dotcon穴なし 5.55N/m㎡

Dotcon穴あり No1 2.76N/m㎡

Dotcon穴あり No2 2.29N/m㎡

先日、国土交通省関東地方整備局にて
Dotconを施工しました。



ドットコンシートに専用の印があるので、合わせてワイヤーメッシュ・
鉄筋を置くだけ。
打設時も直接踏むことがないため、鉄筋の乱れなども起きない。

環境に配慮した再生原料100%でありながら、
しっかりとした質感を実現した。

解体時も簡単にコンクリートから剥がれるので、
分別解体によるリサイクルもできる。

急勾配の坂道などで用いられる、滑り止めコンクリート
と同間隔に穴が空いている。
シート内の穴が走行音を吸収し、ロードノイズの軽減と
滑り止め効果が期待できる。

ドットコンリサイクルドットコンリサイクル

18個の穴18個の穴

環境にやさしい再生PP使用環境にやさしい再生PP使用

ワイヤーメッシュ・鉄筋のスペーサー不要ワイヤーメッシュ・鉄筋のスペーサー不要

その他の
特徴

生コンクリート施工時に、シートの下に流入を
防ぐためのリブと専用の蓋が付いている。

矢印に従ってドットコンシートを並べるだけ。
加工しやすい素材なので端部処理も簡単。

施工時に人や機械が乗るため、ドットコン
シートの対荷重を計算しているので、破損
による怪我の心配がない。
100kgの重量物の負荷に十分耐える。

穴によって透水性が確保されるので、水勾配を付ける
必要がないため水平施工が可能になる。

ワンタッチジョイントで繋げやすいワンタッチジョイントで繋げやすい

安心の強度設計安心の強度設計

水平施工水平施工

生コンが流入しにくい独自構造生コンが流入しにくい独自構造

必要緑地面積として算出が可能な地域もあります



製品材料：再生PP
本体寸法：920mm×920mm
　　　　　0.81㎡
厚　　さ：97mm
板　　厚：2.5mm
重　　量：2.6kg
穴　　数：18個

97mm

920mm

920mm

製品概要

100mm 65mm

φ110

φ65

110mm
97mm(キャップを

つけた時 )

ワイヤーメッシュ・鉄筋のガイド 高さ・穴の大きさ

輸送時

20個段
高さ：0.5m
重量：51kg

50個段
高さ：1.1m
重量：129kg

高さ

穴の大きさ



開発意図

近年、地球温暖化による水害が急激に増加しています。
2019年10月に発生した台風19号の影響で、広範囲に及ぶ床上浸水が起こり弊社グループ会社
小澤総業株式会社」が所有するコンクリートポンプ車にて床上、床下の水抜き、水害復興を行いま
した。
長年コンクリート業界に携わってきましたが、コンクリートやアスファルトで地表面を覆う行為こ
そが、このような水害の原因ではないかと考えるようになりました。
これからも同様にコンクリートを使い続けた場合、子どもたちに明るい未来は訪れるでしょうか？
そこで、水害を防止するための現場打ちコンクリートと透水性という、相反する機能の融合に挑
戦しました。
もし、地球上の路盤材を全てDotcon に変えることができたとすれば、地球環境は劇的に回復す
るはずだと考えております。
子どもたちに明るい未来を託すために、Dotconで水害のない未来の実現を目指しております。


