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インド農村部における飲料水源の選択要因

一味と安全性の観点、から一

Choice Factors of Drinking Water Source in Rural India 

佐藤壮夫山路永司

Morio SATO Eiji YAMAlI 

(東京大学大学説新領域倉IJ成科学研究科)

(Graduate School ofFrontier Sciences、TheUniversity ofTokyo) 

I 背景と目的

下痢症は五歳以下の子どもの死因として二番悶に多

く，死亡数は年間約 150万人に上る 1)。安全な7}(iJjj(の確

保，適切な排池物の処理，安全な衛生習慣の獲得が下痢

症伝播の防壁として機能すると言われている 2)。

インドは世界最多の約 39万人の子どもが下痢症によ

って死亡しており日その解決が求められている。特に

農村部では 69%の住民が野外排池を行っており~)水源

への影響が懸念される。インド農村部では元々トイレを

使う習慣がないこと 5)主主国騒が多いためトイレを整備

する経済的な余裕がないこと引から，トイレの整備はあ

まり進んでおらず，安全な飲料水源の確保が重要である。

インド農村部では， 16%の住民が安全な飲料水へのア

クセスを持たないとされており 4¥その整備を急ぐ必要

がある。しかし，必ずしも整備された安全な欽料水源が

使用されるとは限らなしい 住民は多様な条件から飲料

水源を選択しており，安全性だけがその選択要因とはな

りえない。住民が安全な飲料水源を使い，子どもの下痢

症被害を減らすためには，住民の飲料水源、の選択要因を

把握し，それに沿った形で整備を進めなければならない。

先行研究には，水源までの距離や水運びに要する時間

に着gし，水道びのストレスと水源の選択との関係につ

いて明らかにしたものや8) 9) 経済的な観点から代替可

能な飲料水について検討したもの 10)等が存在する。しか

し，いずれも「どの水源から調達したいかJとしづ調達

の選好について着尽したものでありどの水を飲みた

いか」という飲用の選好について着gし，それと飲料水

源の選択との関係を検討した研究は少ない 11)。

そこで本研究は，インド農村部を対象地とし，味や安

全性という飲用の選好に関わる要素が，住民の飲料水源

の選択に与える影響を明らかにすることを目的とした。

E 方法

インド・アンドラプラデ¥ンュチトiスリカクラム県ソンベ

タiIすから南へ約 2kmの距離に位置する P村と，北へ約

10kmの距離に位置するす村を対象地とした(国1)。こ

のこ村には，池口 1)寺に設置された井戸(寺井戸)Ii' 2) ， 

州政府が整備した手押しポンプ弁戸(ポンプ)，偶人が

自宅内に建設した井戸(個人水源) ii 3)等，多様な水源

が存在し，住民はこれらの中から選択して使用している。

各井戸の深さは，住民の話によると， が 5m，個

人水源が 7~18m，ポンプが 24m である。

本研究では， 2010年以降これまでに計三度の現地識査

を行っており，本稿は 2012年 4月 16日から 2613までの

期間で行った三度目の現地譲査の結果に基づいている。

その際の現地調室では，住民への開き取り調査および飲

料水源の水質調査を1iっ

開き取り識査は， P村で 20世帯，十仁村で 5世帯に対し

て行い，日常的に使用している飲料水源や，各飲料水源

の水に対する味や安全性の評価等について尋ねた。これ

らの枇帯はし、ずれも一歳未満の乳児がし、る世帯で，回答

者は乳児の母親および水運び安行っている者とした。

水質調査は，開き取り調査を行った世帯が実際に使っ

ていると答えた各飲料水源と，使われてはいないものの
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調査世帯から近く，関き取り時に{主民が言及したポンプむ

について行った。図 2と図 3に，それぞれP村およびす

村で、の水質調査および開き取り調査を行った場所の位置

を示した。ただし，番号がついていないポンプ。について

は水質を測定していない。

測定項目は，大腸菌群濃度，鉄濃度，全硬度，水温，

電気伝導率 (EC) とした。大腸菌群濃度の測定には検出

ヲを

紙を，鉄濃度と全硬度の測定にはパックテストを，水温 突

とECの測定にはポータブル水質言十を使用したiU)。

直結果

間間開閑 閑鶴間間-居留 掘削II

o 50 100 200 

電車

題 2 P村における飲料水源と開き取り調査世帯の位置

1 各水議の生物学的・化学的性紫 Fig. 2 Location of drinking water sources and households in P-village 

各水源の水質調IJ定結果を p村については表 I(こ， T

村については表 2にそれぞれ示した。これらの水擦は，

拐さ取り議資を行った世帯が実際に使用している水源お

よびポンプ使用世帯から最も近いポンプである。 P村で

は，インタビューを行った 20世幣のうち， 14世帯が寺

井戸を， 4世帯がポンプを， 2世帯が自宅に設けた館入水

源を，それぞれ飲料水源として使用していた。 T村では，

聞き取り調査を行った 5世帯のうち， 3世帯が池を

t詮幣がポンプを設帯が個人水源、を，それぞれ欽料水

源として使用していた。

[凡例1
5韓千l'UJ:務(水滋;池)

~!}鎌倉1廿務(水滋，ポンプ)
曜審議盗t世帯(事詩人水器立)
安ポンプ
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A 

う 100
m 

200 
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WHOの飲料水水質ガイドラインは，安全土の点から

ImLの検水から大腸菌群が検出されてはならないとして

し、る。 P村の水源については，半数以上の調査世帯が使

用している寺井戸からは ImL中に 25{I低個人水練とし

留 3 T村における飲料水掠と欝き敬り欝査世帯の位援

Fig. 3 Location of drinking water sources and households in T-village 

表 1 ?村における各水掠の水費測定結果

Table 1 Result ofwater quality surv巴yin P欄 village

使用数帯数 大腸菌群[~殴 /mL] 鉄[mg!L] 全硬度[mg!L] 水滋[CC] EC[mS/cm] 測定日
寺井二戸 14 25 。 125 27.8 0.73 2012/4/17 
ポンプ1 2 ヲ 0.05 100 28.4 0.91 2012/4/25 
ポンプ2 2 0.05 100 28.ヲ 2.3ヲ 2012/4116 
ポンプ3 。 4 0.3 150 29.1 2.91 2012/4116 
ポンブ4 。 11 0.3 125 29.0 1.82 2012/4119 
ポンブ5 。 。 0.5 150 29.2 1.89 2012/4/25 
臨人本題l 32 。 50 28.6 2.23 2012/4/19 
飽人主題2 。 100 30.1 1.33 2012/4119 

注1)使用世帯数;土問き取り調査世帯(言十20t世帯)の内訳である。

表 2 T村における各水源の水質測定結果

Taむi巴2Result ofwater quality survey in"[二village

使用役得数 大腸菌群[fl悶/mL] 鉄[mg!L] 全硬度[mg!L] 水温[OC] EC[mS/cm] 測定R
池 3 59 。 20 33.4 0.66 2012/4/25 
ポンプA 7 0.2 100 31.4 1.96 2012/4/24 
ポンプ8 。 0.8 200 32.0 3.75 2012/4/24 
個人水源 3 。 200 32.3 2.31 2012/4/24 

注 1) i吏沼没者字数!土問き取り調査世帯(言十 5世徴)の内訳である。
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求めた味の比較と，実際の使用水源、との関係を表 4fこ

示した。寺井戸もしくはポンプを使用している 18世帯

のうちの 94%がポンプよりも寺井戸の水の味を高く

評価し，さらにそのうちの 82%が日常的な欽料水源と

して寺井戸を使用していた。聞き取り調査の際，味に

ついて質問する前から f寺井戸は冷たくておいしいj

fポンプは金属の味がするので飲みたくなしリといっ

た発言をした世帯が複数存在した。また，ポンプより

も寺井戸の水の味をより高く評価した 4世帯のうちの

3世帯は，飲料水源としてポンプを使用していた。そ

の理由としてつの役帯は家から水源、までの距離の

近さを挙げていた。

T村について同様に，味の評価加にみた住民の使用

表 3 各水源、に対する味の評価

Table 3 Evaluation about taste of each water source 

T村

P村住民による寺井戸の水とポンプの水の

味の比較と使用水謀
Table 4 Choice ofwater source and comparison betw邑entastes of 

water fromτemple well and合ompu泊予 wellsin P-village 

表 4

然回答

-
A
-
n
v

一1A
W
3
A
-
2
P
E
B
A

て使用されている井戸からは 32儒の大腸菌群が検出

されたのに対し，一部の調査世帯が使用しているポン

プからはそれぞれ 9偲および 1個の大湯菌群が検出さ

れた。 T村の水源については，半数以上の調査世帯が

使用している池からは 59個の大腸菌群が検出された

のに対し，ポンプからは 7個，偲人水源である井戸か

らは 3個検出された。 WHOのガイドラインを満たし

た水源はP村のポンプ 5だけであった。

対象地に設置されているポンプの井戸管には鉄が用

いられている。 p村 T村のいずれにおいても，ポン

プ以外の水棟、の水からは鉄が検出されなかったのに対

し，ポンプの水からはいずれも鉄が検出された。 WHO

飲料水水質ガイドラインには，味や着色の点から，鉄

濃度を 0.3mg/し以下にすべきという基準が設けられて

いる。7.Kに含まれる鉄濃度はポンプ毎で異なり，調査

世帯が使用していたポンプの水の鉄濃度は，いずれも

WHOの基準を満たしたのに対し，調査役帯が使用し

ていないポンプの水の鉄濃度は基準を満たさなかった。

全硬度，温度は味に影響を与える要素であり， WHO 

の飲料水水質ガイドラインにおいても言及はされてい

るが，基準は特に設けられていない。全硬度はP村の

個人水源 1，T村の池が 50mg/し以下で最も低かった。

水温はP村では寺井戸が，す村ではポンプ Aがそれぞ

れ最も低かった。巳C はP村では寺井戸が，

池がそれぞれ最も低い値を示した。
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味の評価
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T村住民による寺井戸の水とポンプの水の

味の比較と使用水諒

Table 5 Choice of water source and comparison between tastes of 
water from Temple well and from pump wells in T-village 

使用水源、
池 ポンプA

o 0 
o 0 

o 0 

3 0 

o 
o 0 
o 0 

o 0 

o 0 

峠
一
四
一
誠
一
時
並
ヰ
部
一
鴫
一
味

池>ポンプ

法二王と之
池<ポンプ

表 5

味の評価

住箆による各水欝の稼に践する評錨

P村および?村の住民が，各水源の水に対して味を

評価した結果を表 3に示した。 T村は調査世帯が比較

的近距離に位置し，各ポンプの水の味を認識していた

ので， 2種類のポンプを芭別して集計することができ

た。一方 p村は調査世帯が広範囲に及び，住民が全

ポンプの水の味を認、識していなかったため，各ポンプ

を産別せず統合して集計した。 P村では 68%の住民が

寺井戸の水を「とてもおいしし、Jと答えたのに対し，

70%の住民はポンプの水を「まずしリと答えた。 T村

では全ての住民が池の水とポンプ Aの水を「とてもお

いししリもしくは fおいしし、」と答えたのに対し，ポ

ンプ Bの水については fとてもまずしリと答えた。

次に， p村におけるこの各水源の水の味の評価をそ

れぞれ 2，1，ぺ，制2点という点数にし，それぞれ f寺

井戸の水に対する味の点数ーポンプの水に対する味の

点数Jという式で，寺井戸とポンプの水の味の評価の

を算出した。例えば，寺井戸の水を「おいしいj

答え，ポンプの水を fまずしリと答えた場合は，~ 1十 1)=

2 ~で両者の味の評価の差は 2 点となる。このように

2 

と



水源、の集計を表 5に示した。ポンプ Aよりも池に対し

て高い評価をした 3役帯はいずれも池を飲用水源とし

て使用していた。また，池とポンプAについて同じ評

価を出した l世帯はポンプ Aを使用していた。その理

由として fみんなが使っているj 点を挙げていた。た

だし，この飲料水源にポンプAを選択しているt世帯は，
料理用の水には池の水を使用しており，その理由とし

て， r池の71くを使った方が米やチャイをおいしく作るこ

とができるから」と発言した。

3 住畏による各水頚の安全性に関する評価

P村およびT村の住民の，各水源の71<に対する安全

性の評価を，表 6に示した。表 3の味の評価と同様に，

T村は 2種類のポンプを区別して集計したのに対し，

P村は各ポンプを区別せず，統合して集計した。 P村

では，寺井戸とポンプどちらも「安全J と答える住民

の方が多かったが，寺井戸に対する評価の方がより高

かった。 T村では，ポンプ Aについてはすべての回答

者が f安全j と評価したが，池およびポンプ8につい

ては，評価が分かれた。

次に p村では寺井戸とポンプ T村では池とポン

プAについて，水の安全性に対する評価を世帯聞で比

較し，その評価別に実際の使用水椋を集計した(表 7)0

p村のポンプ使用世帯はし吋芯れを)，寺井戸とポンプに

対し同じ安全性の評価を下しており，どちらも安全だ

と答えていた。また，寺井戸の71<を「安全でなし、」と

し，寺井戸よりもポンプの水の安全性を潟く評価した

にも関わらず， 日常の使用水源、に寺井戸を使用してい

る世帯は 2世帯存在し，寺井戸の水が「安全でないj

現出としてつの世帯は「寺井戸の水が原因で病気

になったことがある」点を挙げ，もう 1つの世帯は「風

呂や洗濯行為の飛沫が入るj点を挙げていた。しかし，

「ポンプ。の水は時々鋳が出てくるJr寺井戸の水がおい

しいJという理由から寺井戸を選択していた。 T村で

は，ポンプ Aよりも池の水の安全性を高く評価した問

答者はいなかった。しかし，池について「安全でなしリ

と回答したものの，泌を欽料水源としている世帯が 1

つ得在した。安全でない理由として f池で風呂や洗濯

行為を行っていること」を挙げていたが， r先祖の代か

ら池の水を使っていることJr池の水の方がおいしいこ

とj を理由に池を飲料水源として使用していた。

P村における寺井戸とポンプの水について，また，

T村における池とポンプの水について，回答者による

味と安全性の評価毎に集計したものを表 8，表 9にそ

れぞれ示した。水の味を「おいししリもしくは「とて

もおいししリと答えた回答者の多くは，その水の安全

228 農村計磁学会誌 31巻論文特集号 2012年11月

表 6 各水源に対する安全性の評価

Table 6 Evaluation about safety ofeach water source 

安全 安全で、ない 無回答

P村寺井戸 17 2 

ポンプ 12 6 2 

T村池 2 3 。
ポンプA 4 。
ポンプB 2 2 

表 7 各水源の水の安全性評価の比較と使用水糠

Table 7 Choice of water source and comparison between safeties 
。fwater合omeach water source 

使用水源

P村 寺井戸 ボンブ
安全性評価寺井戸>ポンプ 6 。

寺芥戸 1 ポンプ 5 4 

寺井戸<ポンプ 2 。
無回答 l 。

T村 池 ポンプA
安全性評価池>ポンプ 。 。

池=ポンプ 2 。
池<ポンプ
無回答 。 。

表 8 P村住民の水源に対する味と安全性の評俗

Table 8 Evaluation about taste and safety by people in P-village 

安全 安全で‘ない
寺井戸 とてもおいしい 12 

;おし、しし、 4 l 

まずい 。
とてもまずい 。 。

ポンプ とてもおいしい 。 。
おいしい 5 。
まずい 7 6 

とてもまずい 。 。
注 1)寺井戸然回答1，ポンプ無回答 2

表 9 T村住民の水源に対する味と安全性の評価

Table 9 Evaluation about taste and safety by people in T-village 

安全 安全でない
j也 とてもおいしい 2 

おいしい 。
まずい 。 。
とてもまずい 。 。

ポンプ八 とてもおいしい 。 。
おいしい 4 。
まずい 。 。
とてもまずい 。 。

ポンプ8 とてもおいしい 。 。
おいしい 。 。
まずい 。 。
とてもまずい 2 2 

注 1)池，ポンプA，ポンプBいずれも然屈答 1



性について「安全Jと答えたのに対し，水の味を fま

ずい」もしくは「とてもまずしリと答えた回答者の半

数は，その7.1<掠の水の安全性について「安全でなしリ

と答えた。また，安全性に関する質問に対して当初わ

からないと述べた回答者に対して，どちらかに決める

よう促したところ， Iポンプは味が悪いので安全でない

と思う j と答えた。

4 水運びに対する住民の認譲

日常の水運びに対する負拐感について尋ねた結果を，

使用水源、男IJに集計した(表 10)0 p村では{吏用水源か

らの水遂びを「大変Jだと感じている担:帯数は簡単」

だと感じている世帯数よりも少なかったものの， 39% 

が「大変Jもしくは fとても大変j だと感じていた。

また，す村で池の水を飲料水として使用している 3世

帯は，いずれも池からの水運びを「大変j と答えてお

り，その理由として， I雨季になると池近くの道がぬか

るんで歩きづらくなるからj と答えた。

表 10 使用水源問の水遊び負担感

Table 10 Burden of carrying water from each source 

とても ム〆¥ホ多ζ

大変
衛単 とても

街単

P村 寺井戸 υ F司 8 。
ポンブ 。 2 l 

T村池 。 3 。 。
ボンブ 。 。 。

w 考察

1 各水頚の安全性と住民の認識

1つのポンプを徐き，すべての水源、から大腸菌群が

検出され，下痢症の感染リスクが存在することが確認

された(表J，表 2)。特iこ，大半の住民が飲料水源と

して使用している寺井戸や池の水には多くの大腸菌

群が含まれ，そのリスクは高かった。それに対し，ポ

ンプの水に含まれる大腸菌群の濃度は低く，リスクの

低い水源、だ、と言える。これは，井戸は浅井戸で表題水

の影響を受けやすい不庄常水層に由来するのに対し，

ポンプは深井戸で表層水からの影響を受けにくい被

庄帯7.1<1習から汲み出しているためだと考えられる。

ところが，結果III-3で示したように，住民による各

水源の安全性に関する評価は，水質測定結果から考え

られる下痢症感染リスクとは異なっており，住民は水

源の安全性について正しい知識を有していないこと

がわかった。そのため，住民は自身の経験や味，7.1<源

周辺の様子等に基づいて安全性を評価していた。

下痢症感染リスクの低い水源を使用するよう住民に

促すためには，水源の安全性に関する正しい知識を普

及することが必要である。知識の普及に寄与しうるも

のとして "An時1洛ga加nw註dωW勺or汰kぽ巳er'γ"州'

生等の有識者や，テレビや新開等のメディアが考えら

れるが，現時点で住民に正しい知識は普及していない。

この理由として，有識者やメディアも正しい知識を有

していない，知識はあるものの住民へ伝えようとして

いない，怯えてはいるが住民が受け入れないといった

ことが考えられる。知識普及の臨害要因を明らかにす

ることが今後望まれる。

2 氷震の水質k味の罷議

水の鉄濃度を浪IJった結果(表 1，表 2)，ポンプの7}く

からは鉄が検出されたのに対し，寺井戸や池の水から

は鉄が検出されなかった。また，ポンプ間でも鉄濃度

には差があり，住民が使用していたポンプ。の水の鉄濃

度はいずれも WHOの基準である 0.3mg/L以下だった

のに対し，飲料水として使用されていなかったポンプ

の水の鉄濃度は 0.3mg/しを上田った。このことは，住

民の fポンプは金属の味がするため飲みたくなしリと

いう発言や，表 3のT村におけるポンプ A とポンプ 8

の味の評価の違いにも現れている。住民の話によると，

ポンプ 8は 15年前，ポンプ Aは9年前lこ州政府によ

って整備された。ポンプの井戸管は鉄で作られており，

いポンプつの水の方が水に含まれる鉄濃度が高いこ

とから，老朽化によって鉄濃度が上昇したと考えられ

る。老朽化による味の劣化を防ぐため，井戸管の材質

を鉄ではなく塩ピ管にする等の対策が必要である。

また，表 4および表 5の結果から，大半の住民は，

味の評価の高い水源、を飲料水源として選択している

ことがわかった。住民にとって味は水源選択の大きな

要剖となっていると言える。ただし，味の評価に反し

て水源、を選択している世宇佐もわずかに (3世帯， 14%) 

存在し，開き取り諦査時の発言から，水運びの労力削

減がその理由である考えられる。水運びの労力を大変

だと考えている住民は少なくない(表 10)が，本研究

の対象農村では味の良い水源までの距離が共に 500m

以内に位置しており，水運びの労力よりも水の味を優

先させていると考えられる。

V 結論

倍統的な水源、の寺井戸および池は下痢症感染リスク

が高く，州政府が整備したポンプ井戸はりスクが低か

ったが，住民は安全性について正しい認識を持ってお
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らず， リスクの高い水源、を選択していた。その捺の選

択要因として，7l<の味が強い影響を与えていることが

明らかになった。対象地のポンプ井戸は井戸管が鉄で

できており，老朽化によって水に含まれる鉄濃度が上

昇し，その結果，水の味は悪化してしまう。今後，下

痢主主感染リスクの低い水源、であるポンプを整備する

際は，安全な水源、の使用を住民に促すためにも，老朽

化による味の悪化が起きない材質を使浴する必要が

あると られる。

j主

注1)対象地で古くから使用されてきた水源。?村で

は使われなくなったが T村では現在も欽料水

源や生活用水源として使用されている。

注 2)約 30年前に作られた。一部の住民は，井戸の横

で風呂や洗濯行為を行っている。

注 3) 揚水方法は守三塁手jおよび電動である。

注4) 大月号菌群検出紙には，サン化学株式会社製のサ

ンコリ大腸ー菌群検出紙を使用し，37
0
C (精度

¥OC) に保った恒温器(柴m科学株式会社製カ

ルボックス CBぺ0¥型)で ¥5-24時間培養した

後測定した。パックテストは，共立理化学研究

所製の WAfふFe(D)，WAK幽 THを，ポータブノレ水

質計には， HANNA社製の Hl98130を使用した。

注 5)対象地域の村には"AnganwadiWorker"という政

府保健省が援用している者が二名ずつおり，五

歳以下の子どもがいる世帯に対して，健康・栄

・教育の三点について指導を行なっている。
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Summary: The objective ofthis study was to reveal people's choice factors of drinking water sources合omthe viewpoint of its taste 

and safety. Temple wel1 and pond that were traditional sources had high risk of diarrhea and pump wel1s that the state government 

built had low risk of it， but many people used temple wel1 and pond for drinking. This is mainly because people didn't have proper 

knowledge about the risk of diarrhea by using Temple wel1 and pond water and chose it by its taste. Without using iron pipe for wel1 

casing is verγimportant to encourage people to use pumps whose risks of diarrhea are low. 
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