2021 年 6 月 25 日
文責：保健衛生セクション一同

インド農村部の下痢性疾患撲滅に向けて
～アクターの協働による新たなアプローチ～

序章

2015 年の国連総会で全加盟国の賛同により採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」のゴール 3 は
「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する」ことが目ざされているが、
先進国と開発途上国では抱えている保健衛生上の問題に差異がある。世界保健機関(WHO)が発表した世
界 の 死 因 ト ッ プ 10 に よ る と 、 高 所 得 国 1 で は 死 因 の 上 位 10 項 目 中 9 項 目 を 非 感 染 性 疾 患
(Noncommunicable diseases)が占めている一方で、低所得国では 10 項目中 6 項目、低中所得国では 4
項目が感染症である2。
2019 年、世界で約 150 万人が下痢性疾患により死亡した3。下痢性疾患は 5 歳未満児の死因の第 2 位
であり、毎年約 52 万 5,000 人の 5 歳未満児が下痢性疾患によって命を落としている4。現在、下痢性疾
患は予防・治療の方法が既に確立されており先進国ではほとんど問題とされていない。一方でアフリ
カ・南アジアに下痢性疾患の死亡者が集中しており、開発途上国では未だに課題として残されている5。
インドは約 13 億の人口を擁し、2020 年における国内総生産が世界で第 6 位6の経済大国である。グロ
ーバルヘルスにおいては、世界に供給されるワクチンの約 6 割を製造し7、最近の COVID-19 の世界的
流行に際してさらに存在感を高めている。医療分野における国際社会への貢献とは対照的に、国内では
下痢性疾患が未だに問題として残されている。2017 年には約 9 万人の 5 歳未満児が下痢性疾患によって
死亡した8。子どもは地域の将来を担う存在であり、予防・治療可能な下痢性疾患により彼らの命が奪わ
れることはインド社会にとって大きな損失であると考える。
インド国内でも都市部と農村部で下痢性疾患の状況に差異がある。政府によって実施された全国家族

世界銀行による所得分類に準ずる。インドは低中所得国に分類されている。THE WORLD BANK, World Bank
Country, and Lending Groups, (https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank1

country-and-lending-groups) (accessed June 18, 2021.)
2 World Health Organization, Leading causes of death and disability 2000-2019: A visual summary,
(https://www.who.int/data/stories/leading-causes-of-death-and-disability-2000-2019-a-visual-summary) (accessed
June 18, 2021.)
3 World Health Organization, The top 10 causes of death, (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top10-causes-of-death) (accessed May 18, 2021.)
4 World Health Organization, Diarrhoeal disease, (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoealdisease) (accessed May 18, 2021.)
5 低所得国では死因の第 5 位、低中所得国では第 6 位が下痢性疾患である。
6 Global Note「世界の名目 GDP 国別ランキング・推移(IMF)」(https://gdpglobalnote.jp/post-1409.html) (2021 年 6 月
20 日。)
7 Invest India, Pharmaceuticals: India is the 3rd largest pharmaceuticals industry in the world by volume ,
(https://www.investindia.gov.in/sector/pharmaceuticals) (accessed June 18, 2021.)
8 World Health Organization, Number of deaths in children aged <5, by cause ,
(https://www.who.int/data/gho/data/indicators/indicator-details/GHO/number-of-deaths) (accessed May 25, 2021.)

1

2021 年 6 月 25 日
文責：保健衛生セクション一同
健康調査によると、調査対象の 22 の州と直轄領のうち 17 の農村で 5 歳未満児の下痢性疾患の有病率が
その地域の都市における有病率より高い数値を示した9。インドでは人口の約 65％が農村部に居住して
いるが、農村部は都市部と比較して上下水道をはじめとする公衆衛生インフラの整備が進んでおらず、
下痢性疾患が一層問題となっている。
以上のことを踏まえて、われわれが提示する問いはインドの農村部において下痢性疾患を撲滅するに
は、何が必要で、いかなるアクターがどのように参加すべきかである。
この問いに対してわれわれは、浄水器を用いた上水として安全な水10の確保、適切な屎尿処理、衛生
に対する意識改革を行うことの 3 つが重要であると考える。また、インドの宗教や文化習慣に配慮しつ
つ、企業を中心とした多様なアクターの参加によって上水の確保と屎尿処理を行い、学校教育と母親に
よる家庭教育を通じて子どもの意識改革を行うことで持続可能な社会を実現することができると考える。
本論文ではまず、公衆衛生整備の現状を踏まえてインド国内やインド以外の地域で行われた取り組み
を分析し、インドの農村部において下痢性疾患を撲滅するためには浄水器を利用した安全な水の確保、
汲み取り式トイレの利用と適切な屎尿処理、衛生に対する意識改革が必要であることを示す。さらに具
体的にどのアクターがどのような役割を担うことができるか事例分析を踏まえて論証する。
第 1 章では下痢性疾患について概観した上で、下痢性疾患を撲滅することが持続可能な社会の実現を
もたらすことを示し、下痢性疾患を通じて検討した SDGs の評価とアクターのあり方を提示する。
第 2 章では、植民地時代の分析からインドの都市部と農村部に格差が残った原因を示す。その上でイ
ンド国内やインド以外の地域における取り組みの事例を分析することでインドの農村部において下痢性
疾患を撲滅するために必要な具体的手段を提示する。
第 3 章では分析の中で示された取り組みでの課題を踏まえつつ、具体的手段を多様なアクターの協働
によって実施するためのモデルを提示する。
終章では、論文全体を通じた課題と今後の展望について言及し、本論文の結びとする。

第 1 章 持続可能な社会と下痢性疾患

第 1 節 下痢性疾患とは
WHO によると下痢性疾患とは 1 日に 3 回以上(一般に普通とされるよりも多い回数)の軟便または水様
便の排泄と定義されている11。下痢性疾患は通常、腸管に関する感染によって引き起こされる。特にイ
ンドにおいて下痢を引き起こす主な感染症は、細菌性胃腸炎、腸チフス、パラチフス、細菌性赤痢、ア
メーバ赤痢、コレラの 6 つであり、これらの病気はどれも、食べ物、飲み物などを介した経口感染によ
Government of India Ministry of Health and Family Welfare, (2020) Fact Sheets: 22 states / UTs from phase-1,
(http://rchiips.org/NFHS/NFHS-5_FCTS/NFHS-5%20State%20Factsheet%20Compendium_Phase-I.pdf) (accessed
June 19, 2021.)
10 「改善された水源」から得ることのできる水を指す。「改善された水源」の定義は以下に準ずる。UNICEF「安全な
水」(https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_act01_03_water.html) (2021 年 6 月 19 日。)
11 World Health Organization, Diarrhoeal disease, (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoealdisease) (accessed May 18, 2021.)
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って引き起こされる12。具体的には、ヒトや動物の屎尿によって汚染された飲み水を口にする、排泄後
に手洗いをせずに食べ物を口にするなどの行為が大きな感染要因であると考えられる。
【図 1 主要感染経路のイメージ図】
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(出典：WHO, Diarrhoeal disease (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoealdisease)，奥沢英一・濱田篤郎(2000)「開発途上国における水系感染症とその実態」『公衆衛生研究』49(3)、
236-244．より筆者作成)

下痢性疾患は、重度の脱水や体液の喪失、または細菌によって敗血症を引き起こすこともある。この
ような症状が多くの命を奪う要因である。特に栄養障害や免疫障害のある子ども、ならびに HIV 患者に
とって下痢性疾患は命を脅かす大きなリスクである。
下痢性疾患は屎尿で汚染された水を飲むことで、水に含まれた細菌、ウイルス、および寄生虫によっ
て引き起こされ、人から人への感染が多い。また、食べ物も衛生状態の悪い環境で調理や貯蔵が行われ
た場合、下痢性疾患の原因となり得る。さらに、安全性を欠いた生活水の貯蔵や取り扱い、汚染された
水から獲られた海産物も原因となる。汚染された水の中でも、浄化槽やトイレなど人の屎尿で汚染され
た水には特に感染する危険性がある。以上のことから、下痢性疾患は上下水道などの適切な衛生環境、
飲み水、調理や掃除のための清潔な生活水が整わない場合に発生しやすくなる。
下痢性疾患の多くは、表 1 で示したような対策によって予防することができる。

12

外務省「世界の医療事情インド」(https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/asia/india.html) (2021 年 6 月 20 日。)
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【表 1 下痢性疾患の予防法】
1. 清潔な飲み水を利用できる環境の整備
2. 改善された衛生設備の使用と、石鹸での手洗いの実施
3. 誕生から最初の 6 か月間にわたる母乳による育児
4. 確かな個々人の清潔意識と適正な食品衛生の維持管理
5. 感染の広がり方についての健康教育の実施
6. ロタウイルスのワクチン接種
(出典：WHO, Diarrhoeal disease (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoealdisease)より筆者作成)
これらが下痢性疾患の予防法として挙げられるが、特に十分な上下水道の改善とそれによる安全な飲
み水の供給が、下痢性疾患のリスクを下げ予防する上で重要な対策であるとされている13。
第 2 節 グランドテーマと下痢性疾患の関連性
第 1 項 持続可能な社会の定義
本論文において、われわれは持続可能な社会を「将来にわたって人々の健康と生命が確保・維持され
る社会」と定義する。持続可能な社会とは、「将来の世代がそのニーズを充足する能力を損なうことな
く、現代の世代のニーズを充足する開発」が行われる社会であり、われわれは現代のニーズと将来のニ
ーズの共通点を「健康の維持、命の存続」14とした。
われわれは下痢性疾患の問題が残されることで現代のみならず将来にわたって人々の健康と生命の脅
威となり得ると考える。下痢性疾患を撲滅する方法として、まずは下痢性疾患に感染した人々の症状を
治療することが挙げられる。しかし、それだけでは将来のニーズ(将来を担う世代の健康の維持、生命の
存続)は達成されない。将来にわたって人々の命を守るには、予防も含めたアプローチが適切であると考
えられる。
SDGs のゴール 3.3 では、2030 年までに下痢性疾患のような感染症をなくすことが掲げられている。
人々が暮らす生活環境・習慣は健康状態に多大な影響を及ぼすため、将来のニーズを満たすためにはこ
れらの要素も考慮した多角的なアプローチが必要である。具体的には、公共サービスや水・衛生施設の
質向上、文化や環境への配慮が挙げられる。
第 2 項 現代の国際社会における SDGs の役割と存在意義
SDGs は、貧困や環境問題をはじめとする地球規模の大きな目標と具体的な到達点を示したものであ

World Health Organization, Diarrhoeal disease, (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diarrhoealdisease) (accessed May 18, 2021.)
14 ここでいう健康とは、WHO 憲章で、単に病気にかからない状態ではなく、「身体的、精神的、社会的に完全に健康な
状態」と定義されたものである。
13
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る。国境を超えて深くパートナーシップを組む、グローバル化した現代の国際社会において、問題解決
のためにさまざまなアクターが協働することを促す役割を担っている。2015 年の国連サミットで採択さ
れ、2030 年までに到達すべき 17 のゴールと 169 のターゲットとともに「だれ一人取り残されない」社
会を目ざすものである。目標や到達点は明示されているのに対し、達成のための具体策はアクターの裁
量に任されていることが特徴である。この自由度や抽象度の高さはアクターがそれぞれの強みを活かし
ながら自分たちに合った方策を進めることを可能にし、多様性を重視しているという点で優れていると
いえる15。また、アイコンのカラフルさや目標の多様さは、人々が国際問題に関わることに対する敷居
を下げ、当事者意識を持ちやすくすることにもつながっている。
第 3 項 アクターのあり方
現代社会におけるアクターのあり方は多様化しており、SDGs 策定により、背景にある価値観や規範
が変化し、各アクターの特性やあり方も変わってきている。本論文では、SDGs ゴール 17 に表されるよ
うに、様々なアクターの協働によって、「グローバル・パートナーシップ」の活性化を通して問題解決
に向けた手段を提示する。
上下水整備に関するモデルにおいては企業というアクターに焦点を当て、ビジネスに関する情報の収
集、また労働環境や雇用問題などを調整するために、NPO・NGO などの第三者機関を導入する。
NPO・NGO というアクターは、特定の問題解決のために活動する。NPO は利益を求めず動くことがで
き、NGO は国家の国益という枠組みから離れて、特定の問題解決に向けた活動をすることができる。
モデル内では、JICA や日本貿易振興機構(JETRO)といったアクターによる情報の提供といった役割に
ついても明記するが、これらの機関は特定の分野における専門知識や経験・ノウハウを有する機関とし
ての強みを持つ。これらの強みを生かして協働していくことを目ざし、われわれのモデルを考案した。
意識改革に関するモデルにおいては「子ども」という対象に向けて、政府、NPO・NGO や国際機関
が関わり、カリキュラムを編成する州政府が中心となって①学校教育、②母親への教育を通した意識改
革を行う。その際、州政府へ影響を及ぼす機関として NPO・NGO や国際機関が関与する。NPO・
NGO が主体となって動いたプロジェクトを事例として、下痢性疾患に対する意識を高めるために、そ
の適応可能性についても考察する。
アクターの多様な特性や強みを生かし、持続可能な解決策を提示することを目ざし、第 3 章において
は、モデルの動き方を記述した。
第 4 項 SDGs 再考
ここでは、下痢性疾患と関わる SDGs のゴールとしてゴール 3 とゴール 6 について述べる。
ゴール 3 では「あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確実にし、福祉を推進する」とされ、
5 歳未満児の死亡率の低下や水系感染症に立ち向かうことが明記されている。このように下痢性疾患を
含む水系感染症について言及しているのは SDGs の評価できる点である。しかし、エイズ、結核、マラ

15

蟹江憲史(2020)『SDGs(持続可能な開発目標)』中公新書、pp3-12．
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リア、顧みられない熱帯病といった感染症は根絶(“end”)が目ざされている中で水系感染症は「立ち向か
う(“combat”)」という表現にとどまっている。下痢性疾患は 5 歳未満児の生命に関わる重大な疾病であ
ることからも、より積極的な取り組みが求められる。
また、ゴール 6 は「すべての人々が水と衛生施設を利用できるようにし、持続可能な水・衛生管理を
確実にする」とされている。すべての人々が安全で入手可能な価格の飲料水を利用できるようにするこ
とや下水施設・衛生施設を利用できるようにし、野外排泄をなくすことを掲げている。本論文ではイン
ドの下痢性疾患に焦点を当てた。インドでは人々に根付いた宗教や文化、慣習が下痢性疾患予防の障壁
となっている。第 2 章で述べるが、下痢性疾患の原因となり得る野外排泄は特に、ヒンドゥー教の思想
が関連している。しかし、SDGs のゴールとターゲットでは文化や思想への配慮が欠けている。インド
における下痢性疾患予防のためには、文化や思想に配慮した取り組みが必要不可欠である。

第 2 章 インド農村部における下痢性疾患を撲滅するために

第 1 節 英領植民地時代の公衆衛生政策
第 1 項 英領植民地時代を分析する理由
日本やイギリスなどの先進国では近代化にともなう都市化によって感染症の問題が発生した16が、上
下水道を整備することで水衛生環境の改善を行い下痢性疾患の感染者数を減少させていった17。その結
果、現在先進国において下痢性疾患はほとんど問題とされていない。インドは 1947 年に独立を果たす
まで先進国イギリスの主要な植民地であり、近代化が図られたにもかかわらず、現在に至るまで下痢性
疾患が公衆衛生上の問題として残されている。以下では、なぜ現代のインド、特に農村部において未だ
下痢性疾患が問題とされているのかについて植民地統治時代の歴史からその原因を考察する。
第 2 項 現代インドの公衆衛生整備における都市部と農村部の格差の背景
1857 年のインド大反乱を契機として、当時インドを支配していたイギリス人は現地社会と距離を置く
ようになり、イギリス人の居住区と現地住民の居住区とが分離された。19 世紀後半になって西欧医学が
発展し感染症の原因が明らかになっても、植民地政府は現地社会への介入を避け、公衆衛生政策は専ら
イギリス人が居住する地域や一部のインド人エリート層の居住する都市部の一部に限定されて行われた。
特に農村部では公衆衛生の整備はほとんど進まなかった18。
つまり、植民地政府が現地社会に介入することを避け公衆衛生整備が進められなかったために、下痢
性疾患が現在に至るまで残されたといえる。特に農村部で一部の都市よりもさらに公衆衛生上の介入が

16

詫摩佳代(2020)『人類と病――国際政治から見る感染症と健康格差』中公新書、pp2-55．
金子光美(2016)「水の安全性と病原微生物――その歴史の現状、そして未来」『モダンメディア』52(3)、20-27．
18 脇村孝平(2002)『飢饉・疫病・植民地統治』名古屋大学出版会、pp208-212．
17
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行われずに放置されていたことは、現代インドの公衆衛生整備における都市部と農村部の格差の背景に
なっていると考えられる。
第 3 項 宗教や文化、習慣を無視した外部による介入
一方で、例外的に現地社会への介入が試みられた事例も存在する。19 世紀末のペスト流行に際して植
民地政府は軍事力を用いて強制的な防疫活動を行ったが、住民の宗教的信仰や生活習慣に干渉したため
に激しい抵抗を受けた19。この事例から、ある社会の宗教や文化、習慣への配慮を欠いた強制的な介入
は住民の反発を生み、有効ではないと考えられる。
第 2 節 上水整備をめぐる現状と課題
第 1 項 インド農村部の現状
2017 年時点で、インド農村部の 91.99%の人々が改善された飲み水にアクセス可能となっている20。
農村部で改善された飲み水の普及が進んだ理由として、インド政府による飲料水の提供の努力が挙げら
れるが、それは「もっぱら共同体レベルであり、地下水を利用した井戸の普及と、井戸水を汲み上げて
濾過した共同水道の提供」21 であった。しかし、「共同体レベルの共同水道や井戸などについては、水
を運び、家庭内で保管する過程で水が再び汚染される」22可能性があるため、下痢性疾患を予防する対
策として十分ではない。最も効果的な対策は上水道を整備することであるが、インド農村部の水道の普
及率は、2017 年時点で 31.53%と低い。また、2000 年度時点での農村部の水道の普及率23が 33.25%で
あり、水道の整備は 17 年間でほとんど進んでいない。したがって、インド農村部において、個々の世帯
への上水道整備は多くの時間と費用がかかることが想定され、下痢性疾患の対策として現実的ではない
と考える。
第 2 項 カンボジアの事例
カンボジアでは、2002 年から 2006 年の間、"Ceramic filter pilot projects" が行われた。このプロジ
ェクトが行われた背景として、改善された飲料水源にアクセスできない住民は、2004 年時点で 66%と
推定されており、特に農村部では衛生設備が不十分、または存在しないこともあり、十分な衛生設備を
利用できるのは全体の 16%に過ぎなかったという状況がある。また、カンボジアには家庭に安全な水を
供給する中央システムがなく、ほとんどの住民が自分で水を処理して保護しなければならなかった。さ

19

同上、p225-226．
World Health Organization, and UNICEF, Household data-India-Service Levels,
(https://washdata.org/data/household#!/dashboard/3790) (accessed June 18, 2021.)
21 押川文子・宇佐美好文(2015)『暮らしの変化と社会変動』日本経済評論社、p198．
22 同上、p.198．
23 World Health Organization, and UNICEF, Household data-India-Service Levels,
(https://washdata.org/data/household#!/dashboard/3790) (accessed June 18, 2021.)
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らに、水系感染症が公衆衛生上の重要な問題となっており、下痢性疾患は子どもの死や子どもの病気の
原因の第 1 位であるとともに有病率は常に 20%前後であった。
以上の問題に対処するため、"Ceramic filter pilot projects" が行われた。このプロジェクトでは、セ
ラミック浄水器(CWP)が、家庭内の水質、下痢性疾患のレベルに与える影響を調べた。CWP は NGO の
International Development Enterprises Cambodia と Resource Development International により、
2001 年からカンボジアで製造・販売された。このプロジェクトの結果、CWP は家庭用水の処理水と未
処理水を比較すると、大腸菌を 100ml あたり平均 98%減少させることが明らかになった24。さらに CWP
使用者では非使用者に比べて下痢性疾患が 46%減少したと推定されている25。
加えてトイレの使用後、大人が子どもの世話をした後や食事の準備をする前など、このような場面に
おいて常に石鹼で手を洗っていることも、CWP の使用と合わせて下痢性疾患減少に一定の効果が表れ
る要因であると指摘されている26。
第 3 項 カンボジアの事例の考察
インド農村部と同様に、開発途上国では経済的な問題から上水道を整備することは難しい。しかし、
カンボジアの事例では、安全な水源や他の処理方法が乏しい場合でも、浄水器の設置により、家庭での
水処理と安全な保管が可能になり、水系感染症から利用者を守ることにつながった。したがって、イン
ド農村部においても、浄水器の設置が下痢性疾患の対策として有効であると考える。
第 4 項 SWE の事例
Small Water Enterprises (SWE) とは、対象の地域の水販売業者が主にコミュニティレベルで水を供
給する事業である。この事業は主に開発途上国の農村部の家庭に水を販売しており、水道管が普及して
いない場所で活動している。SWE が主に活動しているアジア・アフリカ地域では、多くのコミュニテ
ィが公共の水インフラにアクセスできない。さらに、既存の水道システムの多くが荒廃しているため、
各家庭は代替手段を探さなければならない27 28。SWE のメリットとしては、地域の状況に柔軟に対応で
きることと、公共インフラに高いコストをかけずに大規模な人口にサービスを提供できることが挙げら
れる。それに対し、デメリットとしては、インフラベースの公益事業と比べ、水販売業者は多くの水道
事業を支える補助金を受けることができないため、単位量あたりの水の料金が約 4.5 倍29高いことや、
24

The Water and Sanitation Program, and UNICEF, Improving Household Drinking Water Quality: Use of Ceramic

Water Filters in Cambodia, p32.

(https://www.wsp.org/sites/wsp/files/publications/926200724252_eap_cambodia_filter.pdf) (accessed June 18, 2021.)
25

Ibid., p32.

Ibid., pp23-28.
Thompson, John, et al. (2000) "Waiting at the tap: changes in urban water use in East Africa over three decades,"
Environment and Urbanization, 12(2), 37-52. (https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/095624780001200204)
(accessed June 20, 2021.)
28 Lovei, Laszlo, and Dale, Whittington. (1993) "Rent‐extracting behavior by multiple agents in the provision of
municipal water supply: A study of Jakarta, Indonesia," Water Resources Research, 29(7), 1965-1974.
(https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/92WR02998) (accessed June 20, 2021.)
29 Kariuki, M.,Schwartz, J.,(2005) “Small-scale Private Service Providers of Water Supply and Electricity: A Review
of Incidence, Structure, Pricing and Operating Characteristics,” The World Bank, p26.
26
27
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規制の欠如、法的構造を持たないこと、地域の公益事業との対立の可能性が高まることが挙げられる30。
第 5 項 タンザニアの事例
タンザニアでは、JICA によって、地方村落を対象とした簡易浄化装置を用いた水供給事業の普及・
実証事業が行われた。タンザニア本土において、安全な水へアクセス可能な人口の割合は、農村部で
56.6%、都市部で 84%と、特に農村部で低い水準である。
事業内容は、基本材料と基本技術を現地へ提供することにより、水を切り口にした新たなビジネスモ
デルを開発・検証・実証するものであり、現地で得た利益は、現地の雇用を生むと同時に現地に再投資
されるものであった。水灌漑省は簡易浄化装置の運営や、現地の装置運営委員会が自立して給水事業の
維持管理を行うことができるように支援をおこない、在日タンザニア日本大使館・JICA が各県の行
政・水道局関係者に現地 NGO を紹介し、浄化装置設置場所を確定した。この簡易浄化装置の設置事業
により、十分な水処理が行われていなかった地域や川の水をそのまま使用していた地域で、安全な水を
供給できるようになった。また、この事業実施によって水売り人などの浄化装置運営スタッフとして雇
用が生まれ、その 3 割が女性であった。その多くはこれまで家庭の外で働く機会を持たなかった女性で
あり、販売スキルの向上など、彼女たちの新たな能力開発につながっている31。
第 6 項 SWE・タンザニアの事例の考察
SWE の事例から、SWE には高いコストをかけずに公共インフラを設置できるといった多くのメリッ
トがあるものの、業者が供給する水の品質や価格は未知数であることなど、デメリットも多く存在する。
これは、一つのアクターが事業を進めることの限界といえるであろう。一方で、タンザニアの事業は、
タンザニア国水灌漑省や県の水道部、 現地の NGO など様々なアクターが関わることで、水質改善と安
全な水の供給を可能にし、雇用創出を促した。これらの事実から、インド農村部においても、多くのア
クターが協働し、上水整備を行うことが必要であると考える。
第 3 節 下水整備をめぐる現状と課題
第 1 項 トイレ普及の現状
インドにおいて基本的なトイレ 32 を利用できる世帯の割合は、2000 年では都市部 49.26%、農村部
3.79%であったが 2017 年には都市部 72.01%、農村部 53.23%と増加した33。17 年間で農村部において

Opryszko, Melissa C., et al. (2009) “Data gaps in evidence-based research on small water enterprises in developing
countries” Journal of Water Health, (7), 609-622.
31 独立行政法人国際協力機構「タンザニア国 地方村落を対象とした簡易浄化装置による水供給事業の普及・実証事業 業
務完了報告書」(https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12339339.pdf) (2021 年 6 月 18 日。)
32 他の世帯と共有していない、改善されたトイレ。World Health Organization, and UNICEF, Sanitation,
(https://washdata.org/monitoring/sanitation) (accessed June 20, 2021.)
33 World Health Organization, and UNICEF, Household data-India-Service Levels,
(https://washdata.org/data/household#!/dashboard/3817) (accessed June 18, 2021.)
30
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の基本的なトイレの普及率は上昇しているが、都市部との格差は依然として大きいままである。トイレ
を利用せず野外排泄を行うことは下痢性疾患が発生する要因となる。農村部における野外排泄の割合は
2000 年では 90.17%であったが 2017 年には 36.35%と減少しており3417 年間で大幅な改善が見られる
が、下痢性疾患を撲滅するためには、その要因となる野外排泄を根絶する必要がある。
第 2 項 SBM の成果
第 1 章で述べたように、野外排泄は下痢性疾患発生の要因になる。インド政府は 2014 年に野外排泄
の根絶を目ざして Swachh Bharat Mission(SBM)を開始した。都市部は都市開発省、農村部は飲料水・
衛生省によって実施された。SBM の主な内容はトイレの設置であり、都市部と農村部で合計 1 億個以上
のトイレが設置され、2019 年、インド政府は野外排泄の根絶を宣言した35。
第 3 項 SBM の問題点
しかし、実際には野外排泄根絶は達成されていなかった。インド北部のラジャスタン州では約 800 万
個のトイレが設置され、2018 年 3 月には野外排泄の根絶が宣言されたが、農村部の約 53％の人が未だ
に野外排泄をしている36。トイレが設置されたことで野外排泄率は 76%から 53%に減少37したが、単に
設置するだけでは野外排泄を根絶することはできないのである。われわれは、SBM が失敗に終わった原
因を 2 つの側面から考察した。
1 つ目は、資金不足である。SBM で設置される汲み取り式トイレは、地面に穴を掘る。小さい穴の汲
み取り式トイレよりも交換頻度が減るため、大抵は穴の大きいトイレが好まれる。しかし、大きなピッ
トのあるトイレの設置には SBM の補助金である 1 万 2,000 ルピーよりもかかる費用が大きくなる。2018
年度の調査によると、1 世帯が自力で設置したトイレの平均コストは約 3 万 4,000 ルピーであった38。こ
のように、補助金の額で設置可能なトイレと住民のニーズに合ったトイレの設置にかかる費用に差異が
あることが、推奨されるトイレ利用が進まない要因であると考えられる。
2 つ目は、インドの不可触賤業差別である。ヒンドゥー教には、衛生上の清潔、不潔とは異なる
「浄・不浄」という観念がある39。人間の屎尿を不浄と考えるのに対し、神聖視する牛の糞は不浄とみ
なされない。したがって、住民の大部分がヒンドゥー教徒であるインドの農村部において、トイレを使
用することは不浄であるとして忌避されている。さらに、カースト制は宗教的、儀礼的な「浄・不浄」
を基準とする身分秩序であるとともに、一種の社会的分業システムでもある40。現代では、個人の職業

Ibid.
Department of Drinking Water and Sanitation Ministry of Jal Shakti Government of India, Swachh Bharat
Mission (Grameen), (https://sbm.gov.in/sbmdashboard/) (accessed June 15, 2021.)
36 Aashish, Gupta, et al., (2019) Changes in Open Defecation in Rural North India: 2014-2018,
(http://ftp.iza.org/dp12065.pdf) (accessed June 15, 2021.), p8.
37 Ibid., p8.
38 Aashish Gupta, et al., op. cit., p20.
39 小磯千尋(2016)「中世バクティ詩人にみる浄・不浄観」『金沢星稜大学人文学研究』1(1)、56-59．
(http://www.seiryo-u.ac.jp/u/education/gakkai/humanities_ronsyu_pdf/No1/05_koiso.pdf) (2021 年 6 月 20 日。)
40 広瀬崇子ほか著『現代インドを知るための 60 章――エリア・スタディーズ』明石書店、p190．
34

35
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はカーストの規制を受けずに選択できることになってはいるが、カーストと特定の職業との結びつきは
なくなっていない。このインドのカースト制による職業分担とそれに伴う差別がトイレの利用を阻む最
大の要因である。人間の屎尿は不浄とされるため、トイレ掃除はもっとも不浄な仕事の 1 つとされてお
り、不可触民以外の者が職業として他人の家のトイレを掃除することは考えられない。そのため、各家
庭にトイレを設置しても、トイレの維持管理が適切になされず利用されないまま放置されてしまうので
ある。
これらの 2 つの問題点から、第 1 節同様、政府のみではなく複数のアクターが協働した取り組みが必
要であり、またその取り組みはヒンドゥー教とカースト制度というインドに根付いた宗教、文化習慣に
配慮されている必要がある。
第 4 項 2 ピット式トイレ
インドの農村部において下水道や屎尿処理施設の建設を行うことは時間的、経済的コストから難しい
ため、糞を地下に溜めるシンプルで安価なピット式トイレが使用されている。WHO のガイドラインで
は、約 60 立方フィートの容積を持つ地下のソークピットの使用を推奨しており、このサイズのトイレ
は、大人 2 人と子ども 4 人が毎日使用した場合、約 5 年で満杯になると予想されている41。
ピット式トイレには多くの種類があり、家の中に作るタイプのものも存在する。このタイプの場合、
壁や床に穴を掘らなければならず、非不可触民は、不可触民に多額のお金を払って設置しなければなら
ない。また、家が屎尿で汚れることや家の中に穴を掘ることへの懸念から、利用が進んでいない現状が
ある。さらに、溜まった屎尿は人の手によって交換されなければならず、その「不浄な」作業のほとん
どを不可触民が行っていることも問題である。
WHO が推奨し、インド政府が設置を進めたトイレは、2 ピット式のトイレである。2 ピット式トイレ
とは、2 つのピットを持つトイレであり、1 つ目のピットが満杯になったら、内容物が土壌に自然に分解
されて無害になるのを待ち、その間もう 1 つのピットに屎尿を溜めるという仕組みである。長期間放置
して分解された屎尿は、汚泥より安全で感染リスクが減ることが分かっている。
野外排泄を撲滅するために、今後インドでは、2 ピット式のトイレを家の中ではなく、外に置くことや、
ピットに溜まった屎尿を処理するアクターについて再考する必要があり、不可触民だけに頼らない仕組
みづくりが求められる。
第 5 項 東ティモールの事例
東ティモールでは、nepia42による「千のトイレプロジェクト」が行われている。このプロジェクトは、
nepia の売り上げの一部を寄付し、UNICEF の活動を支援する形で行われている。2008 年から活動を始
め、61 の村と 48 の集落で野外排泄根絶宣言がなされた43。また、下のグラフから分かるように東ティ
World Health Organization, (1996) Cholera and other epidemic diarrhoeal disease control: fact sheets on
environmental sanitation, No. WHO/EOS/96.4.,
41

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/66334/WHO_EOS_96.4_1.p1-52.pdf) (accessed June 20, 2021.)
42 ティッシュおよび紙パルプ加工品、紙おむつを扱う日本の企業。
43 nepia「千のトイレプロジェクト」(https://1000toilets.com/) (2021 年 6 月 20 日。)
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モールの 5 歳未満児死亡率および乳児死亡率の低下に貢献している。
【図 2 プロジェクトによるトイレ建設数の推移】

(出典：nepia 千のトイレプロジェクト(https://1000toilets.com/)より引用）
このプロジェクトは排泄場所の現状把握を行い、住民に衛生意識を芽生えさせることから始まる。ト
イレの重要性や野外排泄が感染症の蔓延につながることを住民に教え、理解してもらうのである。この
過程を経て、UNICEF は NGO と協力し住民とともにトイレの設置を行う。トイレの設置や維持管理に
住民が主体的に関わることで、「自分たちのトイレを、自分たちのために、きれいに使う」44という意
識を生み出すことができる。さらに、衛生意識の向上とトイレの設置、維持管理のサポートを行うこと
で持続的なトイレの利用を可能にしている。
第 6 項 まとめ
「浄・不浄」の考えが根付いているインドで理想的と考えられるトイレは、水洗トイレである。しか
し、インドでは近年水不足が危機的状況となっており、6 億人が水不足に直面していることに加え水供
給の 40%を占める重要な地下水資源が枯渇し始めている45。この点から、インドにおいて水洗トイレを
設置することは困難であると考えた。そのため、屋外に設置され、交換頻度の少ない汲み取り式トイレ
の設置が適切であると考えられる。また、トイレの設置に際しては、政府だけではなく多様なアクター
の協働が求められる。

UNICEF「住民が中心となるトイレづくり」(https://www.unicef.or.jp/partner/event/nepia/slide/) (2021 年 6 月 20
日。)
45 NITI Aayog, (2018) Composite Water Management Index
(https://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/2018-05-18-Water-index-Report_vS6B.pdf) (accessed
June 20, 2021.), p27.
44
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第 4 節 意識改革の必要性
第 1 項 インドの野外排泄に対する認識
インドでは、野外排泄は健康的で楽しいものだと捉えられており46、古くから野外排泄を行う習慣が
ある。多くの住民が野外排泄に対して肯定的であり、衛生的に問題があると感じていないのである。イ
ンドの農村部において野外排泄を根絶するためにはこのような認識を変える必要があるが、2014 年に政
府によって開始された SBM では野外排泄に対する意識改革を目ざした積極的なアプローチは行われな
かった。結果として、多くの住民は第 2 節で述べたようなニーズに合わない不衛生なトイレを使用する
よりも、野外排泄を選択してしまう。実際に、2018 年に北インドの農村部で行われた調査から、2 歳以
上の人々の約 44%が野外排泄をしていることが明らかになった47。さらに、トイレを所有する世帯のう
ち 40%は、少なくとも 1 人が野外排泄を行なっており、全世帯のうち 56%は少なくとも 1 人が野外排泄
を行なっている48。このことから、トイレ所有世帯でも野外排泄が一般的であることが分かる。
トイレが設置されたとしても、人々の野外排泄に対する認識を変革しなければトイレは使用されず、
野外排泄は根絶されない。われわれは意識改革の一環として野外排泄の危険性を説くことで、野外排泄
をやめトイレ使用の習慣が定着するように教育を実施する必要がある。
第 2 項 インドの農村部における下痢性疾患に対する不十分な認識とその改善
2016 年にインドのアナンタプール地区で 5 歳未満児を持つ母親を対象に行われた研究49によると、下
痢性疾患の定義について知っていた人は 12.2%であり、下痢性疾患の原因について知っていた人は
17.9%であった。その後、健康教育を提供した経験のある看護師や薬剤師のボランティアによって教育
プログラムが実施された結果、それぞれ 98.4%、89.0%に上昇した。母親の下痢性疾患に関する知識が
向上すると、その母親は下痢性疾患の予防のために適切な行動をとるようになり、子どもの下痢性疾患
への罹患率が改善されると結論付けられている。
以上のことから、下痢性疾患を撲滅するためには、下痢性疾患と衛生に関する正しい知識の教育が必
要であると考えられる。
第 3 項 意識改革の具体的な内容とその対象
以上の事例より、人々が下痢性疾患の定義・危険性などについて正しい知識を得て、下痢性疾患の予防

Aashish Gupta, et al., (2014) Revealed Preference for Open Defecation: Evidence from a New Survey in Rural
North India, (https://cdn.downtoearth.org.in/dte/userfiles/images/SQUAT-paper-for-mailing-and-website_062414.pdf)
46

(accessed June 20, 2021.)
47 Aashish Gupta et al., (2019) Changes in Open Defecation in Rural North India : 2014-2018,
(http://ftp.iza.org/dp12065.pdf) (accessed June 15, 2021.), p9.
48 Ibid., p8.
49 Sunanda, Guddeti, et al. (2017) “Impact of structured educational program on maternal knowledge, attitude, and
practice toward diarrhea management in children <5 years age in Anantapur District”, CHRISMED Journal of
Health and Research, 4(3), 186-193.
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方法、具体的には「野外排泄の中止」、「トイレの使用」、「手洗い」などを日常生活の中で実践する
ための教育を実施することで意識改革を行う必要があると考えられる。
われわれの理想とする「持続可能な社会」の実現のためにはすべての人に対して意識改革が行われる
必要がある。しかし、インド農村部の人口は約 13 億人の人口を抱えるインド全体の約 65.5%を占めて
いる50ため、全員同時に教育を行っていくことは現実的でない。そこで、子どもを中心とした意識改革
を提案する。
ターゲットを子どもに絞る理由は、意識改革の結果を「常識」として社会に残すためである。「将来
にわたって人々の健康と生命が確保・維持される社会」を実現するためには、行われた意識改革が将来
に至るまで受け継がれていく必要がある。そのため、次の世代として社会の未来を担っていく子どもに
対する意識改革が最も効果的であると考える。
第 5 節 まとめ
インドの下痢性疾患撲滅における最大の問題点は宗教・文化・習慣であることが分かった。したがっ
て、これらに配慮したアプローチが求められる。また、アプローチ策としては上水整備、下水整備、意
識改革の 3 つが挙げられる。また、インド政府のみの取り組みでは不十分であったことや他国の事例か
らも下痢性疾患撲滅には多様なアクターの協働によって行われるべきである。

第 3 章 インド農村部における下痢性疾患をなくすための持続可能なモデル

第 1 節 上下水整備
第 1 項 上下水整備に関するモデルの提案
第 2 章で述べたように、上水整備には浄水器の設置、下水整備には汲み取り式トイレの設置が必要で
ある。今回われわれはインド農村部に上下水を整備するにあたり、主に「企業」というアクターの主導
による「ビジネス」という手法に焦点を当て、モデルを提示する。
第 1 目 企業というアクターの可能性
SDGs という世界的な目標のもと、企業を評価する規定や尺度が多様化し、企業というアクターの動
き方に多様な変化が生じている。Corporate Social Responsibility(CSR)51という考え方や、BOP ビジネ

THE WORLD BANK, Rural population (% of total population) -India,
(https://data.worldbank.org/indicator/SP.RUR.TOTL.ZS?end=2019&locations=IN&start=2006&view=chart)
(accessed June 19, 2021.), p201.
51 「企業の社会的責任」という考え方。
50
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スといった新たな顧客層の可能性を広く世界中に見出すビジネスモデルは、利益を求めるためだけでな
く、社会課題の解決を目ざすといった企業の社会的役割を後押しする。
Base of the Economic Pyramid(BOP)層が新たな有望市場「ネクスト・ボリュームゾーン」であると
して、BOP ビジネスに世界的な関心が高まっている。Gapminder の調査52によると、BOP 層に属する
人口は、全世界で 36 億人以上いると言われている。かつては消費者層として注目の集まらなかった途
上国が、近年急速な経済成長に伴って、その市場を拡大させ、注目を集めている。世界人口の約 47.6％
をも占める BOP 層は、むしろ大きな潜在購買力を持つ巨大な市場となることが予想されている。実際
に 2014 年から 2019 年の 5 年間で、BOP 層のうち約 2,500 万人が中間所得層へ成長していることから、
この予想の現実性が伺える。
【図 3 2014 年と 2019 年の BOP 層の数】

(出典：Gapminder, Income Mountains (https://www.gapminder.org/fw/income-mountains/))
また、BOP ビジネスはこうした企業の利益追求活動に加え、社会貢献活動も同時に行うことができる。
企業の CSR がより求められている背景からも、こうした一挙両得の BOP ビジネスが注目されている。
こうして、中長期的な利益の獲得を目ざす BOP ビジネスは、企業が中長期的にその社会問題や現地に
関わり続けるという点で持続可能性があり、SDGs に即したビジネスモデルとして注目を集めている。
上下水整備の提案において、複数の企業による分業を目ざす。その結果、多数企業の参入とそれに伴
った新たな産業集積が期待できる。
第 2 目 開発協力という視点で見た企業というアクターの在り方について
開発協力とは，「開発途上地域の開発を主たる目的とする政府及び政府関係機関による国際協力活動」
のこと53で，そのための公的資金を ODA という。我が国の ODA 予算は、1997 年のピーク時(1 兆 1,687
億円)に比べると約半分の規模となっている54。
Gapminder, Number of people by income, (https://www.gapminder.org/tools/#$chart-type=mountain&url=v1)
(accessed June 19, 2021.)
53 外務省(2016)「ODA(政府開発援助) 開発協力、ODA ってなんだろう」
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/about/oda/oda.html) (2021 年 6 月 20 日。)
54 令和 3 年度予算額は、5,680 億円。外務省(2021)「ODA(政府開発援助) ODA 予算」
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/yosan.html) (2021 年 6 月 20 日。)
52
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今回われわれが、企業というアクター、そしてビジネスという社会課題の解決方法を中心に据えた理
由として、日本の ODA 予算額の減少とそれに伴って開発援助に求められる質が向上していることなど
が挙げられる。
ODA 予算額の減少により、 ODA という手段を通して国際政治上の国力の提示をすることが難しくな
っている。そのため近年、政府主導の開発援助には、現地のニーズに合わせた質の高い手段が必要とさ
れている。途上国の開発支援において、ビジネスという手段はこれまであまり注目されてこなかったが、
SDGs などの世界的枠組みの作成により、企業というアクターの社会での役割に変化が起きており、地
域課題に対する持続可能な解決手段としてビジネスという手法に注目が集まっている。以上の理由から、
BOP ビジネスという手法に着目し、日本企業の新たな SDGs 型ビジネスへの参入を誘致することを狙い
とした開発援助の新しいモデルを提案する。また、諸外国の参入可能性も考慮するため、CSR 活動にも
着目する。
第 2 項 上水整備
第 1 目 われわれの提案する企業参入型モデル
このモデルでは日本企業が主体となり、直接、開発途上国に対して BOP ビジネスを実施する。日本
政府はこのモデルに参画した企業に対し、インド国内で収益が発生するまで、法人税額の一部を控除す
る。控除額分の法人税の減収は ODA 予算で補填する。
通常の BOP ビジネスであれば、初期段階において、企業への利益があまり見込めない。しかし、こ
のモデルは BOP ビジネスのメリットに加えて、企業側に法人税の一部控除という金銭的利益が発生す
るのが強みである。以下が企業参入型モデルの流れである。
まず、①国際貿易・投資促進と開発途上国における経済状況の調査を行っている JETRO と開発途上
国への支援を主に担う JICA が、それぞれの経験やノウハウといった強みを生かしインドの農村部にお
ける上水の課題について調査し、企業に対して情報提供を行う。対象地域や参加企業は JETRO と JICA
が管理する。次に、②企業は開示された情報をもとに出資を始める。そして、③企業がプロジェクトの
概要を JICA に提出したのち、④JICA はそのプロジェクトが倫理的、道徳的に問題がないか、地域の文
化や慣習、地域住民の生活に考慮がなされているかなどを含む持続可能性等を監査する。⑤政府は企業
が行う予定のプロジェクトの予算額をチェックする。JICA と政府による審査を通過した企業はプロジ
ェクトを開始することができる。最後に、⑥企業は BOP ビジネスの一環としてインド農村部の各家庭
に浄水器を設置する。このモデルがあることで各家庭に浄水器が設置され、その維持管理も企業が行う
こととなる。利益の見込める維持管理という段階において、企業は中長期的な関与を行っていくことが
予想される。こうすることで、ビジネスという解決策の持続可能性が担保されると考える。BOP ビジネ
スの問題としては、現地調査不足や計画不備による計画の断念があげられるが、このモデルでは、JICA
と JETRO が仲介し、現地のニーズなどを調査し、計画を遂行するための支援をするため、計画のとん
挫を防ぐことができる。
また、このモデルでは BOP ビジネスと同様に、主体が一般企業であるため、各々の企業の特性や強
みを生かした支援が可能であり、市場プロセスを経るため各企業の創意工夫がなされ、住民のニーズに
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より適した、効果発現性の高い開発援助が期待できる。
つまり、社会貢献、金銭的利益を同時に見込める BOP ビジネスのメリットを生かしつつ、法人税の
一部控除によって企業の途上国参入へのインセンティブを作り、JICA と JETRO による監査で BOP ビ
ジネスのデメリットをカバーしたものが、当モデルとなる。
第 2 目 他国企業参入の可能性
上述のモデルはインド国外である日本からの企業による上水整備参入の方法であった。しかし、他国
やインド国自体からの参入も期待できる。BOP ビジネスは CSR といった考え方と大きく関連性を持つ。
インドでは 2014 年施行の新会社法により、一定の規模を持つ企業に対して CSR 活動を行うことを義
務付けている。これにより、インドでは企業がモデルに参画しやすい仕組みがなされている。
インド国内でこのモデルを行う際に、BOP ビジネスの対象となる可能性を持つ地域や事例の情報を企
業向けに公開する機関としては、インド飲料水衛生省が候補に挙げられる55。インド飲料水衛生省は水
道普及率などを国勢調査によって調べている。この組織の調査結果により、BOP ビジネスの見込みのあ
る地域を検出し、その情報をもとに企業は効率的に活動ができる。しかし、未だ急激な経済発展を遂げ
るインドにおいて、他の途上国に対する開発援助支援を一元的に行う機関は存在しない。そのようなイ
ンドにおいて、CSR 活動による効果などが測られていないことがインドにおける CSR 活動の問題点の
1 つである。インドでは Ministry of Corporate Affairs という国の機関で CSR のデータを統括している。
しかし、実際の活動が地域住民のニーズに適しているどうかを、この統計データだけで判別することは
難しい。その解決策の 1 つとして、日本における JICA、JETRO のような調査機関が設立されるか、
NPO、NGO という外部組織による客観的な評価を下すという方法が挙げられる。顧客のニーズに適し
た取り組みを行うという点や、ビジネスにおけるリスクを減らすという点においても、こうした第三者
機関による監視が必要であると考える。
以上のように、われわれの提示するモデルを各国に導入することで浄水器をインドに普及させ、より
多くの人が安全な水を利用することができる社会の構築が期待される。

EnviX「インド飲料水衛生省、水道普及率に関する国勢調査結果を発表―農村部 30.8％、都市部では 70.6％」水ビジネ
ス・ジャーナル(https://water-business.jp/article/201402058/)(2021 年 6 月 20 日。)
55
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【図 4 収益が出る前の企業参入型モデル】

(出典：筆者作成)
【図 5 収益が出た後の企業参入型モデル】

(出典：筆者作成)
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第 3 項 下水整備
われわれは、各家庭への汲み取り式トイレの設置とその後の屎尿の汲み取りの 2 点に関するモデルを
取り上げる。汲み取り式トイレの設置に関しては、前述した企業参入型モデルを応用する。屎尿の汲み
取りに関しては、州政府主導のもと、企業や複数のアクターが協働で行うモデルを提案する。州政府と
いうアクターが主な財源を支出し、企業との協働を目ざすが、これは、公衆衛生は国民の安全な生活の
保護という公的な利益を生むため、自国の政府が率先して行うべきだからである。
1 つ目に、各家庭への汲み取り式トイレの設置モデルに関しては、前述した企業参入型モデルを採用
する。公衆衛生政策の一環であるという認識のもと、州政府が汲み取り式トイレ設置を進める地域を選
定した上で、汲み取り式トイレの設置を担う企業を募集する。下水整備においては、日本の ODA を管
理する財務省や外務省との協力の上で、日本国企業参入を支援する。また、前述の上水モデルでも述べ
たように、インドの一部企業は会社法により CSR 活動を行うことが義務付けられているため56、インド
国内企業も BOP ビジネスに参入することが可能となる。
2 つ目に、汲み取り式トイレの維持管理、汲み取りモデルについてであるが、まず汲み取りモデルに
おいては州政府の公衆衛生政策予算を財源とし、企業と持続性のある契約を結ぶ。企業はこの契約金と、
CSR 活動に充てる自社財源を組み合わせこのモデルを展開する。汲み取りを行う企業の従業員に対して
は、企業が支払う賃金に加えて州政府が特別手当を支給する。ここでは、汲み取りを賃金の発生する職
業として定着させることと、対象地域の住人を労働者として雇うことを目ざす。インドではヒンドゥー
教の浄・不浄の観念から、屎尿は不浄なものであると考えられているため、地域住民は汲み取り作業を
忌避する恐れがある。しかし、特別手当を給付することで、汲み取り作業に従事するインセンティブと
なり、汲み取りを現地社会におけるひとつの職業として定着させることで、当モデルの持続可能性にも
寄与することが期待される。

56

梅野巨利(2019)「インドにおける CSR 活動の新展開」『大阪商業大学論集』15(1)、199-211．
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【図 6 アクターの協働による下水整備】

(出典：筆者作成)
しかし、汲み取り作業において、健康面が危険に晒される可能性が高い。汲み取りの際、屎尿が身体
に接触し下痢性疾患に感染する恐れがある。この作業が安全でなければ、問題の解決とはならない。そ
のため、ゴム手袋を用いる、機械を用いて直接手で触らない、手洗いの徹底など、企業が従業員を保護
することを義務とする必要がある。このことを遵守させる為には、NPO による従業員のサポートが望ま
れる。例えば、日本では労働サポートセンターという NPO 法人57が労働者から相談を受け、問題発生時、
解決に向けた手助けを行っている。
こうした第三者機関が従業員の雇用形態を監査することで、参入企業が従業員の保護を蔑ろにする事態
を抑制することが可能である。
第 2 節 意識改革
子どもの意識改革をするため、母親による家庭教育と学校教育の 2 段階のモデルを提案する。
具体的には、エリクソンの研究58に基づき、子どもを 3 歳から 6 歳、6 歳から 12 歳の 2 世代に分け、そ
れぞれを対象に異なる形式で教育を実施することが効果的だと考える。
幼児後期である 3 歳から 6 歳ごろには心理学的に「自発性」という意識が芽生えるようになり、社会
的な考え方や常識などがこの時期に意識の中に取り込まれる。この時期に何か一つのことを禁止される
という体験が積み重なると、罪悪感が身につきその行為を避けるようになる。よって、未就学児に対し

労働サポートセンター「労働問題相談所 NPO 法人 労働サポートセンター」(http://www.roudou.org/index.html)
(2021 年 6 月 20 日。)
58 Erik, Erikson H. (1959) Identity and the Life Cycle, New York: International Universities Press (＝西平直・中島由
恵訳 (2011) 『アイデンティティとライフサイクル』誠信書房．)
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ては知識としての意識を教育するのではなく、発達段階を利用して具体的な行動を教育することが有効
だと考える。そのため、3 歳から 6 歳ごろの子どもを対象に実践的な家庭教育を行い、手洗い習慣、ト
イレ使用の習慣などを身に着けさせる。
6 歳から 12 歳ごろの子どもは文化的価値や技能に対する理解力が増すとされており、知識を身につけ
させるのに効率的だと考えられる。そのため、6 歳から 12 歳の子どもに対しては学校教育を通じて下痢
性疾患の危険性やその感染経路、具体的な予防法などを習得させる必要があると考える。
【図 7 子どもへの教育モデルのイメージ図】
研究所

州政府

国際機関
NPO

NPO

NGO

NGO

州政府

VHV

地域コミュニティ
社会
(出典：筆者作成)
第 1 項 学校教育
学校教育の役割は、下痢性疾患に関する知識を子どもに普及することであるとわれわれは考える。な
ぜなら、第 2 章で提示したインド・アナンタプール地区の事例のように正しい知識を普及することが下
痢性疾患の予防のための自発的な行動につながるからである。具体的には、感染経路や危険性を周知す
る必要がある。
2019 年における初等学校の総就学率は約 97%59となっており、インドにおける子どもに対する教育イ

THE WORLD BANK, School enrollment, primary (% gross) – India, (https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.
ENRR?locations=IN) (accessed June 18, 2021.)
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ンフラは比較的整っているといえる。以下では、主に学校に通っている子どもを対象とした教育モデル
を提案する。
学校における子どもへの教育は、主に州政府によって定められたカリキュラムに基づいて行われてい
る。実際に州政府が衛生教育を試みたこともある。SBM の一環として行われた Swachh Vidhalaya
Mission(SVM)によって、衛生教育に関する記述がテキストに含まれるようになるなどの変化はみられ
たが、SVM は知識より実践を重視しているため、その内容は抽象的なものにとどまっている。しかし、
われわれは上述したように学校では知識が教えられるべきだと考える。そのため、生徒に対する衛生知
識の教育やその実践方法をカリキュラム内に明記することが必要である。具体的には、下痢性疾患の原
因や危険性を説明する単元を作るなどの方法が考えられる。
それらの方策は、教育分野に長けた NGO・国際機関などからの提言を通じて、州政府が中心となっ
て行われるべきだと考える。日本においては、教育に関する NGO 連携の枠組みなどから政府への政策
提言等が行われている。同様に、インドにおいても NGO が協働し、科学的知見に基づいた提言を州政
府に対して行い、カリキュラムに知識教育が盛り込まれることが望ましい。国際機関としては主にユネ
スコが想定できる。ユネスコは現地の行政と協働して特定分野に関する研究所を設立し、その研究所の
調査結果をもとに実現可能性の高い提言を積極的に行っている60。
そして、カリキュラムに盛り込まれた衛生教育が継続的に教育の場で実施されているかについて、現
地の NPO などと連携して定期的にモニタリングを実施し、適宜フィードバックを実施することも重要
である。
第 2 項 母親
次に未就学児に対する教育について述べる。われわれは、未就学児に最も適した教育者として母親を
挙げる。理由は 2 つある。1 つ目は、母親は現地の家庭内での教育に対する影響力が特に強いと考えら
れるからである。家父長制の下で性別役割分業が実施されているインドでは、母親たちを教育の対象と
すれば効率的に未就学児に対する意識改革が行われると考えた。2 つ目は、未就学児の母親たちは下痢
性疾患の被害の当事者になりやすいと考えられるからである。前述したとおり、インドにおいては下痢
性疾患によって亡くなる人の数を年齢別にみると、5 歳未満児が最も多い。このことからも、自らの子
どもの命が危機にさらされていることを考慮すると、特に 5 歳未満児の母親たちに衛生教育を受けるイ
ンセンティブがあると考えられる。
ここで、父親ではなく母親をアクターとして重視する必要性を論じるために、5 歳未満児の下痢性疾
患による致死率の高さが問題となっていたスーダンで行われた研究を参考にする。この研究61では、下
痢性疾患に感染した 5 歳未満児を 1 人以上持つ母親 118 人が無作為に抽出され、地域のボランティアや
研究者を通じてさまざまな健康教育アプローチが行われた。母親を対象とした理由は、家庭内における
衛生面でのケアの重要性が考えられたからである。結果、下痢性疾患についての基本的な知識を得た母
文部科学省「ユネスコの科学分野における我が国の協力」(https://www.mext.go.jp/unesco/005/003.html) (2021 年 6
月 20 日。)
61 Haroun, Huda M., et al. (2010) "Assessment of the effect of health education on mothers in Al Maki area, Gezira
state, to improve homecare for children under five with diarrhea," Journal of family and community medicine, 17(3),
141-146.
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親は、全体の 3 割から 9 割にも増加し、子どもの下痢性疾患罹患率は 53%から 47%に減少した。このこ
とからも、母親に対する教育を行うことが家庭内に効果的な影響をもたらすと言える。
今回、われわれは 0～5 歳の未就学児に対する家庭内での教育を目的とするため、対象とする母親は未
就学児を子どもに持つ母親を主とする。ただし後にも述べるが、われわれの考えるモデル案はボランテ
ィアを募って普及させる手法であるため、自発的に参加を希望する者を拒絶するものではない。
具体的な案としては、インド国内で独立行政法人が母親にアプローチした事例を参考とする。これは
2011 年にインドのアラハバード県で行われた事業で、現地の乳幼児死亡率を下げるために適切な育児の
教育を行ったものである。その事業では NPO が育成した母子保険活動などを推進するボランティア団
体、Village Health Volunteer (VHV)と政府機関保険スタッフが共同で保健問題の解決に当たった。こ
の形式となった理由は 3 つある。1 つ目は、もともとインド政府がスタッフを配置し現地住民に指導を
行ったが、スタッフの数の不足や点在する育児家庭の戸別訪問が困難であったことから活動が不十分で
あった。2 つ目は、NPO という外部の組織が直接住民に働きかけるにしても、農村部では部外者を拒絶
することが多い。3 つ目は、同じ村出身の VHV が支援することで支援対象の女性の心理的拒絶感を和ら
げるために NPO が VHV を育成し普及を試みたが、ここでも人数の不足で不十分であった。これらのこ
とから、VHV と政府との協働による活動規模拡大を狙ったのである。具体的にはこの 2 つのアクターの
協働により、セミナーやカウンセリングによって知識の普及を行い、結果的にはこの事業が持続的に行
われることについて問題ないと JICA は判断した。
この事例の特徴は 2 つある。1 つ目は、NPO が現地のボランティアとしてコミュニティ内の数人の母
親を教育し、その母親たちが中心となってコミュニティの意識改革を行ったという手法である。ここで
は、「より持続可能で、自発的住民参加の活動が行なうことができる」62という考えのもと、ボランテ
ィアが設置された。2 つ目は、VHV 同士のチームワークが強固なものになり、先輩の VHV が自発的に
後輩の VHV を教育することもあったことである。VHV 内で先輩チームと後輩チームに分かれて活動す
ることでそれぞれに責任感が生まれ、先輩チームが後輩チームに知識や技術を教え後輩チームが先輩チ
ームを尊敬するという関係性が構築されたという。つまり、コミュニティ内で持続的な意識改革のため
の活動が見込まれ、ボランティアという制度を利用することで現地の人々が自発的に意識改革の方法を
生み出せるのである。
以上の事例を参考に、モデルを提案する。コミュニティ内の母親の一部を対象として、NPO が現地の
行政と協働しながら教育を行い、彼女たちを衛生教育ボランティアとして育成する。教育の内容として
は、あくまで最終的な対象は未就学児であるため、手洗いの習慣の重要性や正しいトイレの使い方、ま
たそれらを実際に体験して学ぶなど、実践的なものを中心とする。教育された母親たちが自らの子ども
へ、そして行政のサポートを受けつつボランティアとして他の母親たちへと普及させていくことで、確
実にそして効率的に子どもたちにも浸透していくことが見込まれ、最終的にはコミュニティ全体の下痢
性疾患に対する意識の改革がなされることが期待される。

独立行政法人国際協力機構(2011)「第 7 回：インドで母子保健の改善に取り組んでいます！アーシャ＝アジアの農民と
歩む会 三浦照男さん」(https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/totsugeki/detail/07.html) (2021 年 6 月 18 日。)
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【図 8 母親を通じた教育による意識改革のフロー】

(出典：筆者作成)
第 3 節 モデルの限界
第 1 項 上下水整備
インド農村部における下痢性疾患撲滅のために意識改革、上水整備、下水整備の 3 つのモデルを提案
した。しかし、われわれが提案するモデルにおける限界を 5 点述べる。1 つ目に提案するモデルを実際
に企業が採用するかどうかは企業の判断による。2 つ目に提案する下水モデルによって汲み取り式トイ
レが設置されたとしても実際にトイレが地域住民に使われるかどうかはわからない。3 つ目に、上水・
下水整備モデルともに複数の企業の参入を目ざしている。しかし、異なる企業がプロジェクトを行うこ
とにより、主体となる企業の規模や資金力によって地域差が生まれる可能性がある。4 つ目は、インド
農村部における下痢性疾患撲滅のためには各家庭に水洗トイレを設置することが理想であるが、インド
農村部における上下水道設置状況を鑑みても現実的であるとは言えないため、汲み取り式トイレの設置
を目ざすこととする。最後に、汲み取り式トイレの設置において汲み取り事業に低カースト層の人々が
従事する可能性は完全には排除できない。
第 2 項 意識改革
以下に意識改革のモデルにおける限界を 3 点述べる。
1 つ目に、われわれのモデルではアクターとしてたびたび NPO が登場するが、NPO の協力の持続性
や活動の規模の限界については十分な検討がなされていない。
2 つ目に、モデル内では学校教育による意識改革を提案したが、識字率などを鑑みると、教育の不十
分さが存在すると考えられる。しかし、知識が行き届かない部分があるという点を本論文では取り扱っ
ていない。
3 つ目に、母親の家庭教育である。われわれはコミュニティ内の母親を衛生教育ボランティアとして
育成することで意識改革を目ざしている。家庭内での影響力が強い母親を対象とすることは性別役割分
業を助長し、それを固定化してしまう恐れがある。
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終章

下痢性疾患は予防・治療可能な感染症とされている。しかし、インド国内に目を向けると 2017 年に
約 9 万人の 5 歳未満児が下痢性疾患によって死亡している。多くの命が奪われているこの現状から目を
背けてはならないと考えた。
本論文では、インド国内でも特に下痢性疾患が問題視されている農村部に着目し、上下水整備や衛生
に対する人々の意識という観点から現状分析を行った。その分析をもとにインド農村部における下痢性
疾患を撲滅するために浄水器による安全な水の確保、汲み取り式トイレの利用と適切な屎尿処理、人々
の衛生に対する意識改革の必要性を述べた。最後に上記 3 つの要素に対して持続可能性を持たせるため
のモデルを提案した。
本論文における課題を 3 つ述べる。1 つ目は、インド農村部における下痢性疾患を撲滅するために必
要な上下水整備モデルの実現可能性が不明瞭な点である。しかし、インド農村部における過去の取り組
みを踏まえて 1 つのアクターのみが関与するのではなく、複数のアクターが個々の強みを発揮でき、か
つ持続可能性の高い上下水整備モデルを構築することが必要であると考えた。われわれはインド農村部
の現状を客観的に分析することで、農村部に必要な要素を導き出しモデルを完成させた。その実現可能
性が不明確であるとしても、現地では考慮されていない、或いは見落とされている視点・背景を踏まえ
たモデルを作り上げることに意義があると考える。2 つ目は、ヒンドゥー教におけるカーストという身
分制度の根本的な変革を目ざしていない点である。3 つ目は、インド行政機関における汚職や権力構造
などを考慮に入れていない点である。
上記に述べた課題が残されているものの、われわれは文化や宗教的側面に配慮した上で企業を中心と
した多様なアクターの参入可能なモデルを用いて浄水器と汲み取り式トイレの設置・維持管理を行い、
学校や母親というアクターを通じた子どもへの意識改革を行うことがインド農村部における下痢性疾患
の撲滅につながると結論付けた。
インド農村部における下痢性疾患を撲滅することで、インド全体が抱える下痢性疾患の問題解決を促
すと考える。その結果、インド国内では将来にわたって人々の命と健康が確保・維持される社会を実現
することが可能となるだろう。
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