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1．本研究の概要
1.1

研究背景

ヒマラヤ山脈を中心としたアジア各国において、自然由来の地下水ヒ素汚染による健康被
害が出ている。特にバングラデシュ・インド西ベンガル地方では、ヒ素中毒患者が蔓延して
おり、国際機関及び研究機関がヒ素除去装置建設等のヒ素対策に励んでいる。しかし援助等
により導入された除去装置は、現地住民による装置の維持管理やろ過を行う行動変容等の問
題によって、すべての装置が適切に運転しているわけではない。これらは、援助等の外部介
入により除去装置が建設されたために、使用者である住民のオーナーシップ及び経済的イン
センティブの欠如が原因であると考察される。
1.2

研究目的

「バ」国における地下水ヒ素汚染は、地質由来の自然的要因に起因されているとされてい
る１）。また飲用及び生活用水の大部分を汚染された地下水に頼っており、慢性ヒ素中毒疾患
の健康被害が報告されていることから安全な水の供給が急務であると考えられる。地下水の
代替として池や川といった水源があるが、人間や動物等による生物汚染や降水量等の影響が
あるため、持続可能な代替水源が確立していないのが現状である。
「バ」国農村部において
持続可能な除去装置を普及させるために、地場産業であるコンクリートリング（村落部のト
イレ製造に使用しており、既に「バ」国内に普及済み）を利用した装置の製造と普及を目標
としている。現地における地場産業を用いた除去装置を商業化させることにより、建設コス
トの低下やサプライチェーンの供給が可能であり、製造業者の収入向上等が期待できると考
え ら れ る。 本 研 究 は、 持 続 可 能 な ヒ 素・ 鉄 除 去 装 置（ 以 下AIRP：Arsenic and Iron
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Removal Plant）を普及させるため、地場産業であるコンクリートリングを用いて製造する
AIRPのデモンストレーションプラントの施工コストや施工時間等を明らかにし、現地住民
の収入や水に対するインセンティブや処理水に対する意識、水使用形態、AIRPに対する支
払意思額を把握し、AIRPの商業化に伴う製造業者の収入向上や使用者の装置利用に伴う経
済効果を推定することを目的とした。
1.3

研究手法

本 研 究 は、 国 内 及 び2009年 ８ 月
「バ」国において現地調査を以下の体
制の下、実施した。
（i） 文献調査
WHO・UNICEF・JICA・修士、卒
業論文等・環境衛生関連・科学的知見
に関する著書を文献調査を実施。
（ii） 研究体制及び現地調査

図1.1

バ ン グ ラ デ シ ュ 工 科 大 学

研究目的・手法

（Bangladesh University of Engineering and Technology ＝ 以 後 BUET） の Dr. Mafizurl
Rahman氏及び学生をカウンターパートとし対象地を首都ダッカから約80キロ西にある
Manikganj District, Ghior Upazila, Baikunthapur村を研究対象地としている（緯度・経度：
N23°54,87.7・E 89°56,52.1）。本研究対象地はNGO等の援助機関がヒ素対策をしていない地
域であり、ヒ素汚染の問題が深刻な村の一つである。Baikunthapur村の基本情報としては、
人口が約900人。井戸数は約103個、トイレの個数が78個 点在し、96バリ（バリ：親戚同士
が共に暮らしている伝統的な小集落）があるとされている１）。また、Baikunthapur村では、
大きな校庭をもった小学校があり、対象地域住民は、その校庭に集い、サッカー等のスポー
ツを行っている。学内には、清潔感のあるPit Latrineが二つ、側には管井戸（ヒ素に汚染さ
れてる）が建設されている。当管井戸は、全生徒が使用しており、スポーツを行ったあとな
ど、住民が地下水を直接飲料として使用している。研究対象村に接している村落は、Purba
Uthali（北）
、Nindaoara（北北西）
、Char Nabagram（西）
、Chota Bilnalai（東）
、PaTKamar
（西南西）、Nakibbari（南）
、Khagrata（南）
、の７村落がある。その中でもBinalai村では、
BRAC（「バ」国最大のNGO）の女性収入向上施設があり、刺繍や裁縫作業によって、収入
を得ている。
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図1.2

調査対象地域地図

出典：
（http://mvrotary.blogspot.com/2007_12_01_archive.htm 及 び http://www.01bangladesh.com/
indexUpazila.php?id=168）

（ⅲ） 質問票によるヒアリング調査
地域対象村において、住民の水使用形態や収入額等と実情を把握するために質問票を作成
しヒアリング調査を行った。本調査は住民の用途別水源の使用率や水汲みに費やす時間を明
らかにし、経済効果の算出を主眼に置いた質問項目を設定した。
（ⅳ） ヒ素・鉄除去装置のデモンストテーションプラント施工
AIRPのデモンストレーションプラントの製造は、文献調査を参考に設計図を描き、現地
のトイレ製造業者と共に施工を行った。AIRPは、管井戸の口にパイプを取り付け、エアレー
ションタンクへ酸化させながら地下水をタンクへ入れ、砕いた煉瓦（今行程ではSpecial sand
（粗めの砂を用いた））及び砂を通して地下水がろ過されるといった仕組みである（図1.4）。
設置場所としては、児童が多く在籍し、住民の集いの場となっている小学校に建設が妥当で
あると考察した。ヒ素・鉄除去装置のデモンストレーションプラントの設置に適していると
判断したのは、学校長や諸先生が、ヒ素除去に対して前向きであり、オーナーシップがある
と考えたからである。既存の管井戸に隣にAIRPを施工・設置させ、モニタリングを行った。

図1.3

研究対象村地図（王博2008）
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図1.4

AIRPの設計図

（ⅴ） 地下水水質調査
本調査対象地域に施工したAIRPのデモンストレーションプラントのヒ素除去精度を確認
するために簡易検査を実測した。またヒ素（As）
、鉄（Fe）を分析項目とし、以下のフィー
ルドキット（ヒ素（As）
；HACH As Test Kit、0-500ppb、鉄（Fe）
；HACH Fe Test Kit、
0-50mg/L）を使用した。
2．ヒ素・鉄除去装置のデモンストレーションプラントに関する調査結果
2.1

製造業者について

コンクリートリング製造業者は、収入向上の為やBRACが行ったトイレ普及プロジェクト
がきっかけで煉瓦製造業者からコンクリートリングの製造方法を教わったとされている。研
究対象村のコンクリートリング製造業者は、習得してから５年で資本がなくなったためやト
イレの普及が飽和状態に近付いたため、製造業を辞め、現在は農業を営んでいる。製造業者
の主な収入源は農業であるが、副業としてAIRPの製造販売を行わせることによって収入向
上が期待できると考えられる。また10年以上前に建設されたトイレが使用可能であることか
ら耐久等には大きな問題がないと考えられる。しかし持続可能な普及を行う為には、コンク
リートリングの強度、耐久性、耐水性等を今後確認する必要がある。
2.2

建設コストと時間

コ ン ク リ ー ト リ ン グ を 用 い て 製 造 さ れ たAIRP（ 図2.1） は、12,545TK（1Tk=約1.3円
（2010年10月現在）
）で施工が可能であり、三週間程度で建設が可能であることが明らかにな
った。その内の約24%に当たる3000TKが、建設に伴う人件費（給料）であることも判った。
また同時に、各部品の価格や入手手段を明らかにすることができた。現地で入手可能な材料
で製造可能であることから、持続可能なサプライチェーンを確保することができ修復に対応
できると考えられる。このことより現地において施工や維持管理が可能であり、持続可能で
あると判断できる。
2.3

AIRPによるヒ素の除去率

小学校に既存している管井戸（地下水）か
ら、0.04mg/Lのヒ素が検出された。これは
「バ」国内の水質基準（0.05mg/L）は満たし
ているが、WHO（世界保健機関）の水質基
準（0.01mg/L）は満たしていない。また鉄
濃度は2mg/L検出され、鉄の味がする（鉄
濃度は「バ」国及びWHOなどでは基準値は
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図2.1

施工したAIRP

バングラデシュ村落部におけるヒ素・鉄除去装置の商業化に伴う経済効果に関する研究

決められていない）。AIRP使用後の処理水はヒ素濃度が、0.005mg/L、また鉄濃度が０mg/
Lであることが水質調査から明らかになった。また同時に、これらの原水と処理水の濃度を
比較することにより、AIRPのヒ素の除去率が87.5%であることが判った。ろ過された地下水
のヒ素濃度は、WHOの基準値を満たしていることから、安全な水を生徒や周辺の住民が供
給できるようになったと考えられる。AIRPは、87.5%のヒ素が除去できることから、地下水
ヒ素濃度が0.4mg/L以下であれば、
「バ」国基準値内にすることができると考察される。し
かし、ヒ素除去率は、鉄濃度が関係していると考えられていることから、ヒ素と鉄の混在率
が除去可能率に関係していると考えられる。
表2.1

2.4

AIRPのヒ素・鉄の除去率

Parameter

Raw water

Treated water

As

0.04mg/l

0.005mg/l

Removal efficiency rate（%）
87.5

Fe

2 mg/l

0 mg/l

100

住民のAIRPに対する支払い意識

便宜的抽出法を用いてAIRPに対する支
払い意思額を調査した。AIRPに対して
月々０から300TK支払う意思（平均約
160TK）や月々の支払いではなく一括で
の 支 払 い 意 思（5000〜10000TK） が 見
られた。世界銀行が提案している安全な
水供給への支払い可能額は、家計支出額

図2.2

の３%が現地住民に妥当であると考えら

AIRPに対する支払い意思額

れていることから、現地住民の安全な水に対する支払い可能額（160TK）は、現地対象村内
の平均収入額（約5800TK）の３%に納まっているため、妥当であると考えられる。
3．住民の収入と水使用形態
3.1

現地住民の収入

「バ」国村落部において収入に関するヒアリング調査を行った結果、乾期に比べ雨期にお
ける収入額が低いことが明らかになった。主に農業を行っている世帯では、収入が6000TK
以下であり、出稼ぎ者の世帯では、収入額が非常に高いことが判る。農村部において、農業
以外の職種の増加が傾向としてみられ、教育を受けていなくても、収入が高いことも判った。
これは、回答者の教育の有無に関係しているのではなく、世帯内全員の教育の有無が高いと、
収入が増加する傾向があると考察される。
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表3.1
職業

各世帯の収入額
世帯内総収入額（Tk/月）
乾期

雨期

サービス

5,000

0

サービス

4100

2500

医者

20,000

10-15,000

主婦

3,000

2,000

主婦

4,000

4,000

出稼ぎ

20,000

20,000

出稼ぎ

23,000

23,000

農家

2,000

2,000

農家

3,500

3,500

農家

3,500

3,500

農家

5,000

−

農業

6,000

6,000

注：「−」はデータ無し

3.2
3.2.1

水使用形態
飲料の水源

飲料の水源は主に季節を問わず、管井戸を使用している（雨期77%、乾期85%）ことがヒ
アリング調査から明らかになった。管井戸の使用理由としては、容易に水汲みを行うことが
できることや冷たい地下水を飲めるなど、利便性が高いからと考えられる。雨水利用は降水
量の多い雨期のみに使用されている（８%）ことが明らかになっている。また、ピッチャー
フィルター（PF）と称される小さな素焼きの壷と砂によるろ過を使用し、ヒ素及び鉄を除
去した世帯は、処理水を飲料として用いている（15%）
。

図3.2

3.2.2

飲料用水源（雨期）

図3.3

飲料用水源（乾期）

調理と洗濯用水源

調理においては、多くの世帯が管井戸を使用していたが、炊飯に使う水源は川であること
が判った。これら原水の使用理由としては、管井戸は家から近く利便性が高いことが主に上
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げられている。また川の水、地下水に比べて鉄濃度が無に等しいで、米等への着色を防ぐこ
とができることから河川水を炊飯時に使用していることが明らかになった
洗濯は、主に川の水を使用しており、労働力の低減を図るために管井戸で洗濯を行う世帯
もあることが確認できた。しかし管井戸は鉄を多く含んでいるため、衣類が赤く変色してし
まうこともあり、川の水を主に使用している世帯が多いことがヒアリング調査から明らかに
なった。

3.2.3

図3.4

調理用水源（雨期）

図3.5

調理用水源（乾期）

図3.6

洗濯用水源（雨期）

図3.7

洗濯用水源（乾期）

沐浴・その他

沐浴は性別に分けて水源を明らかにした。女性は、管井戸及び川にて沐浴を行っている。
管井戸を使用する場合、敷地内の管井戸の周りに塀があり、その内部で女性が水浴びを行う
とされている。河川の利用は、濁っている川によって沐浴をする際、外から見えにくくなっ
ていることで、女性に好まれていることや、洗濯や水組みを同時に行うことができるため使
用さえていると考察される。住居内の清掃、トイレ、食器洗い、祈り前の手洗い、家畜への
水等には、近く安易に汲み取れる管井戸を使用していることがヒアリング調査から明らかに
なった。
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図3.8
3.2.4

男性の沐浴における水源（雨期乾期）

図3.9

女性の沐浴における水源（雨期乾期）

水汲の役割と距離・時間

水汲みは主にバリ内にいる女性が行っていることが多いが、ヒアリング調査から男性も水
汲みを行うことが明らかになった。川へ水汲みを行う習慣がある本研究対象地の農村部では、
安全な水（鉄等による着色を起こさない）を求めて、一日に５分から20分程度かけて洗濯や
調理用水の確保をしている世帯か多いことが明らかになった。川の水は朝と晩（炊飯時）に
必要なため、最低２回は汲み取ると仮定すると、水汲みに消費する労働時間は約40分／日か
かると算出される。川までの距離は各世帯によって異なるが、30mから100m以上は離れて
いる。管井戸の場合は、住居から約３分以内の移動で水汲みも可能である。住民に対して習
慣的に使用している管井戸の故障によってどの水源を使用するかのヒアリング調査からは、
他の水源に水汲みを行う場合、住民の移動可能距離は、隣接する家（10m）から500mであ
ることが明らかになった。
4．商業化
4.1

AIRPの商業化モデルの位置づけ

現地で入手可能な材料を使用したAIRPの施工が可能であることが明らかになっているこ
とから、AIRPを商業化させるためには、ローンやリース等の運転システムを確立する必要
があると考えられる。ローン及びリースのシステムは「バ」国農村部内に広がってきている
中、このシステムを研究対象地で使用することが可能であれば、AIRPを内発的発展を利用
した普及が可能であると考察される。
内発的発展を利用した、AIRPの商業化を行うことにより、製造業者側は、AIRPの製造販
売を行うことにより、収入向上が期待できる。また女性の川まで水を汲む労働時間の軽減に
つながり、労働時間の軽減が可能になり、軽減された余暇で収入向上プログラムに参加し、
収入を得ることができると同時に、水汲みをおこなう女性・子供に対して教育受ける時間の
余裕も生むことができると考えられる。学校は、AIRPに関する衛生教育を行うことができ、
ヒ素中毒に対する危険性の認知度を高めることが可能であると考えられる。また、子供から
両親へAIRPの必要性を伝達する効果もあると考察される。
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図4.1
4.2

AIRPの普及による効果

商業化モデルの提案

AIRPの商業化は内発的発展を利用するため、製造業者及び使用者だけで行われる。外部
介入としては、AIRPの製造方法等の技術移転及び商業化システムの説明のみであるが、資
本が少ない製造業者には、資本の援助も必要である。本商業化を通して、住民自身の内発的
発展による持続可能性及び持続自立性を根付けることができると考えている。
販売・購入形態としては、ローンまたはリースを推薦している。現地住民は一括払いでの
装置購入は難しく、WTPの調査においても月払いが可能であると判ったためである。ロー
ンやリース手法による装置購入を行うことにより、AIRPに対する住民の義務は料金支払い
のみであり、１年もしくは２年以内に償還させ装置を所有することが可能になると考えられ
る。製造業者側は、AIRPの製造を行い、料金回収と同時にメンテナンス、装置の宣伝を行
い維持管理に努める。使用者から集金したものから利益を出し、今後のAIRPの施工資金に
なると考察される。このように内発的発展を促すことのできるAIRPの商業化は研究対象地
の収入向上と健康増進につながるため、意義のあるものであると考察される。以下にAIRP
商用化システムを示す。

図4.2

提案するAIRPの商業化システム
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以上のように、ローンを使用した装置購入を行うことにより、運転維持管理が可能になる
と考察している。ローンを使用した場合の住民の支払い義務額と装置製造業者側の利益を
（A）元金均等返済（B）元利均等返済（C）アドオン方式を用いて比較した。また製造業者
は零細業者な為、資金借り入れは考慮しないとする。
（A）元金均等返済
i）各回の返済額の算出
L
｛１+
（n−α+１）
r｝
x＝ ・
n

（１）

ここに、x：毎回の返済額、L：借入金、n：返済回数、α：計算対象の回数、r：週率
ii）支払利息の合計金額の算出
V＝

L nr
（n+１）
・
n
2

（２）

ここに、V：支払利息の合計金額、L：借入金、n：返済回数、r：週率
（B）元利均等返済
i）毎週の返済額の算出
x＝

L・r
-n
１−
（１＋r）

（３）

ここに、x：毎回の返済額、L：借入金、r：週率、n：返済回数
（C）アドオン方式
i）各返済額の算出
x＝

L
（１＋rn）
n

（４）

ここに、x：毎回の返済額、L：借入金、n：返済回数、α：計算対象の回数、r：週率
ii）支払利息の合計金額の算出
V＝L・r・n

（５）

ここに、V：支払利息の合計金額、L：借入金、n：返済回数、r：週率
上記の（１）
、
（２）
、
（３）
、
（４）
、
（５）に、以下のa1）
、a2）
、a3）を代入し表4.2に纏めた。
a1）AIRPの金額（借入金）
：10000TK（仮定）
a2）金利：週利0.240%（バングラデシュにおける金利2003年度平均値）
a3）返済回数：46回/週（仮定）
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表4.2
返済方法

AIRP1基当たりの返済額と返済方法

借入金

利率週

返済回数

返済額（週/TK）

（TK）

（%）

（週）

初回

元金均等返済

10000

0.24

46

241.4

元利均等返済

10000

0.24

46

アドオン方式

10000

0.24

46

23回目 46回目
229.9

217.9

返済総額

利息総額

（TK）

（TK）

10564.0

564.0

230.0

10580.0

580.0

241.4

11104.0

1104.0

元金均等返済は、返済する毎に元金部分が減少し、それに伴い利息も逓減する。また元利
均等返済に比べ、総返済額が少なくなるが初期投資額が大きい為、資本が多い世帯でなけれ
ば適していないと考えられる。元利均等返済は、毎回の返済額が一定であり返済計画を立て
やすく初期投資額が元利均等返済より少なくてよいが、返済総額が多くなることが判る。ア
ドオン方式は、返済額が一定であり返済計画が立てやすいが、返済総額が多くなることが判
る。
バングラデシュ農村部では、グラミン銀行による貧困脱却の為の一定額返済ローンが行わ
れていることから、現地において元利均等返済またはアドオン方式を用いた返済方法が適切
であると考えられる。しかし、現地住民の持続的な支払いを行うために、週返済額が少ない
元利均等返済が妥当であると考える。これより、住民の支払額は230TK/週であり、製造業
者の収入は580TK/基であることが明らかになった。また17基製造することにより、１基分
の建設額を得ることが可能であることが判る。
5．ヒ素・鉄除去装置の経済効果
製造業者及び使用者の経済効果を算出するために、装置製造料金C、１基あたりの利益率
をp、販売台数をNとし、総収入額Itを以下の式で表すことができる。経済換算値をF、水汲
みに労費する時間または日数をW、裁縫等の労働に伴う給料をMとする。
5.1

製造業者の経済効果

装置製造業者は、装置の販売を行うことにより、収入を得ることができる。製造業者の装
置販売に伴う利益を把握するために、装置製造費、装置１基あたりの利益率、販売台数など
の数値を用いて計算する必要がある。
（６）の式を用いて、AIRPを製造販売した場合の製造
業者の総収入額を求めた。
It ＝

N・Cp

（６）

ここに、It：総収入額［TK］
、N：製造基数、C：価格［TK/基］
、p：利益率［−］
ヒアリング調査によりAIRPの施工代金は約12500TKであり、そのうち製造業者の利益率
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が約24.0％（3000TK）であった。このことから調査対象村（世帯数が96）において使用者
が一括払いで装置購入を行った場合の製造業者の総収入は（６）の式より販売台数によって
変動するが、3000TK（装置１基）から288,000TK（村内全世帯へ普及した場合）になるこ
とが算出される。現在の製造業者の収入額がヒアリング調査から6000TK/月（72,000TK/
年）であることが明らかになっており、表5.1から１基あたりの利益が3000以上及びAIRPを
２基以上販売することにより、現在の製造業者の月収入額と同等の収益が見込まれる。また
１基当たりの利益が500の場合は、12基以上販売する必要があり、利益の獲得には困難であ
ると考察される。つまりAIRPの製造を行うことにより、収入が向上するが、１装置当たり
の利益を3000TK以上にする必要がある（表5.1に示す）
。本調査におけるデモンストレーシ
ョンプラントの施工に伴う、製造業者の利益は3000TKであったため、妥当的であったと考
察される。また、学校やモスクが点在する農村部においてもAIRPの需要が非常に高いため、
製造業者の収入はより向上すると考えられる。
表5.1

製造業者の利益
販売台数

1台あたりの利益
（TK/台）
500

1
5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10

15

20

25

30

35

40

45

70

80

90 100 110 120

50

55

12
60

1000

10

20

30

40

50

60

1500

15

30

45

60

75

90 105 120 135 150 165 180

2000

20

40

60

80 100 120 140 160 180 200 220 240

2500

25

50

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

3000

30

60

3500

35

70 105 140 175 210 245 280 315 350 385 420

4000

40

80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480
90 135 180 225 270 315 360 405 450 495 540

4500

45

5000

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

5500

55 110 165 220 275 330 385 440 495 550 605 660

6000

60 120 180 240 300 360 420 480 540 600 660 720
単位：100TK

5.2
5.2.1

使用者の経済効果
女性の収入向上

1.3（２）で記したように、女性の裁縫業務による収入向上施設が研究対象地付近にある。
彼女らは、川まで炊飯や洗濯のために水汲みなどを行っている他に、当施設において裁縫、
刺繍等の労働も行っている。しかし、AIRPを使用し、川までの水汲みの時間が軽減できれ
ば、向上プログラムへの参加がより可能となり収入向上に繋がると考えられる。これより、
女性の水汲みにかかる労働を収入向上施設における収入額に経済換算し、女性の収入可能額
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を把握する必要ある。本研究において式（７）を用いて、水汲みの労働時間を裁縫業に経済
換算した利益を求める。
F

＝

W・M

（７）

ここに、F：経済換算値
［TK/hr］
、W：水汲みに労費する時間
［hr］
、M：裁縫の労働に伴う
給料［TK］
収入向上プログラム参加者の月収入が約3000TK/人とヒアリング調査から明らかになって
おり、１日の労働時間を８時間とした場合、一人当たりの給料が13TK/hrであった。（７）
の式より、女性の水汲みに労費する時間を１時間/日と仮定し、経済換算すると約13TK/日/
人の収入が見込まれることが判る。
5.2.2

女性の収入向上とAIRPに対する支払い意思額

女性が水汲みの代わりに収入向上プリグラムに参加した場合の総収入（It）が、AIRPの
支 払 い 意 思 額（WTP：Willingness to pay） 以 上 に な れ ば、 支 払 い 可 能 額（ATP：
Affordability to pay）が上がると考察される。それゆえ、AIRPを使用した女性の総収入額
［TK］を求める必要がある。
It ＝

F・W

（８）

ここに、It［TK］
：総収入額、F［TK/hr］
：W：水汲みに労費する時間［hr］
水汲みは毎日（30日）行われていると仮定し、水汲みの時間を裁縫や刺繍の時間に当てた
場合の女性の総収入額（It）を求めた。
It ＝

13TK/日・30日 ＝

390TK.

上記から、AIRPを使用する場合、女性は川まで水汲みを行なわず、収入向上プログラム
に参加することにより390TK/月/人の収入が獲得できることが明らかになった。また、世帯
内に女性が２人いるとすると、倍の780TKの収入が見込まれる。これは、2.4のAIRPの支払
い意思額（約160TK/月/人）より高いことが判る。つまり女性のみによる、AIRPの購入や
支払い可能額の向上の可能があると考察される。しかし女性がAIRPの購入や支払いに対し
て、男性の許可等のジェンダー問題があると考えられるため、男性と女性のジェンダーに関
する調査も以後必要であると考えられる。AIRPは女性の収入向上及び製造業者の経済的妥
当性が非常に高いと考えられる。本研究の商業化システムを普及することができれば、収入
向上と健康増進のwin-winの関係が成り立つと考察される。
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6．結論
地場産業を利用したAIRPの商業化は、製造業者及び使用者の収入向上及び健康増進を招
くことができ、経済的妥当性が高いと考察される。主にAIRP使用者である女性は、水汲み
にかかる労働時間が軽減され、余暇で裁縫業による収入向上や余暇による教育の受講により
識字率の向上が期待できる。これは、
「バ」国においても大きな国力になると考えられる。
「バ」国内でAIRPを現地の材料を用いて商業化を行うことにより、製造業者は、AIRPの販
売台数にもよるが、現在の収入額を約２倍にすることが可能であると考えられる。また主な
利用者である女性は、収入がない状態から、毎月390TKの収入が見込まれる。これらは、
AIRPを通して、製造業者、使用者にとって大きな経済効果があると考察される。
7．謝辞
「バ」国の現地調査は、文部科学省科研費の試験提供により実施できたもので、各担当者
に対してこの場をお借りしてお礼申し上げます。またカウンターパートであるBUET
（Bangladesh university of Engineering of Technology）の教授であるMd. Mafizur Rahman
氏より、村落部における通訳等の手配や本研究のご指導、ご教示を頂きました。ここに記し
て感謝の意を表します。
参考文献
1） 王博2008：
「バングラデシュにおける地下水砒素汚染の現状と対策に関する研究─砒素
除去モニタリング手法の開発と住民の認識に関する考察─」p63、東洋大学、博士論文及び
http://mvrotary.blogspot.com/2007_12_01_archive.htm、http://www.01bangladesh.com/
indexUpazila.php?id=168
2） 国際協力銀行、2001：国際協力銀行、
「貧困プロファイル要約：バングラデシュ人民共
和国」、国際協力銀行、2001年２月
3） 国際協力銀行、2007：国際協力銀行「貧困プロファイル」
4） 国際協力事業団、2002年12月「バングラデシュ国ヒ素汚染地域地下水開発計画調査最終
報告書」
5） 杉村ら、2002：杉村昌紘、福士謙介、山本和夫、
「バングラデシュにおける砒素汚染地
下水の浄化装置に関する研究」
、土木学会第57回年次学会講演会、pp. 27-37、2002
6） BRAC 、1999：「Early Experiences with A Community-Based Arsenic Mitigation
Project in Bangladesh」、BRAC COMBATING A DEADLY MENAGE August 2000
Research Monograph Series No. 16, 1999
7） BRAC 2000：OMBATING A DEADLY MENANCE August 2000 Research
Monograph Series No. 16 Early Experiences With A Community Based Arsenic Mitigation

― 34 ―

バングラデシュ村落部におけるヒ素・鉄除去装置の商業化に伴う経済効果に関する研究

Project in Bangladesh
8） STATISTICAL POCKET BOOK OF BANGLADESH, 2008：BANGLADESH
BUREAU OF STATISTICS PLANNING DIVISION, MINISTRY OF PLANNING
GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
9） 眞子岳「バングラデシュ村落部におけるヒ素除去装置普及に向けての住民の水使用形態
に関する研究」2009年、国際開発学会
10）眞子岳「バングラデシュ村落部における住民の水使用形態とヒ素除去装置の商業化に関
する研究」修士論文2009年、東洋大学
11）筬島美久「マイクロクレジット発展途上国バングラデシュと経済大国アメリカ、日本」
http://www.obirin.ac.jp/la/ico/images/_04report/2008osashima.pdf

― 35 ―

A Study on the Economic effects on the
Commercialization of an Arsenic and Iron Removal
Plant in Rural Bangladesh
MANAGO, Gaku
KITAWAKI, Hidetoshi
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Abstract
Groundwater has been polluted by arsenic in Bangladesh. However, rural people are
using it for drinking and cooking. Thus, The number of arsenicosis patients reached
24,000 to 38,000 in 2008. Alternative drinking water sources have not spread in Bangladesh
and so an Arsenic and Iron Removal Plant（AIRP）is needed for them. The plant uses a
sand filter that can remove the arsenic. This survey’s target is the expansion of the AIRP
that is able to be made by rural people. In Aug 2009, Using concrete rings（affordable
material in rural area）AIRP was constructed by a ring maker in a primary school in
rural Bangladesh. And the possibility of commercialization is started to study. The
constructed AIRP was liked by the villagers who gave it a positive assessment. And some
petitions of construction the AIRP was proposed from other villagers that some families
and schools. The results of a survey was analyzed by asking villagers about water use
practices and the WTP（willingness to pay）of AIRP. An appropriate commercialization
of AIRP was proposed for sustainable maintenance and endogenous development and was
calculated the economic effects of the AIRP for villagers.
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