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カンボジア農村部における経済状況と手洗い則の選択に関する研究

A Study On the EconolniC Situatiom and SelectiOn ofIIIand NVaShing Agents in CambOdian Rural Area

貫 久望子
* Jヒ 脇 秀 敏

**

KumikO NUKI*,HidCtOShi KIヽ
緊 K`I**

(*東洋大学大学院 **東洋大学)

(*GradllatC SCh001 0fTOyo UniverSi"ち

ホ*TOyo UnivclSi″ )

I 研究背景 と目的

世界の 5歳未満乳幼児死亡原因の第 2位は下痢性疾患

である°。特に途上国では下痢性疾患は深刻な健康問題

の1つ であり,そ の対策である安全な水の確保に関する

研究,ト イレに関する研究,石鹸を用いた手洗いに関す

る研究がなされてきたo

安全な水の確保に関しては,イ ンドで飲用水源の選

択要因を水の味と安全性の観点から明らかにしたもの "

ゃ,バ ングラデシユで代替可能な飲用水について経済的

側面から明らかにしたもの'等が存在する。

トイレに関する研究に関しては,バングラデシユ農村

地域でトイレと衛生改善に関する課題を明らかにしたも

の°やバングラデシユ都市貧困層を対象にトイレとし尿

処理の現状を把握した上で適正技術や技術を適用するた

めの前提条件について議論したものう等が存在する。

石鹸を使用した手洗いに関しては既に感染症予防に効

果的であることが明らかにされており
°,先行研究では,

パキスタンで抗菌剤の合有有無にかかわらず石鹸による

手洗いは下痢性疾患や呼吸器疾患の罹患率を低減する効

果があることを証明したものうや,手洗い教育による行

動変容と下痢性疾患低減の関係について明らかにしたも

の°等が存在する。

本研究の対象国であるカンボジアでも5歳未満乳幼児

死亡原因の第 2位が下痢性疾患であり,そ の対策は喫緊

の課題となつている "。
しかし,未だカンボジアの一般

家庭を対象とした手洗いに関する先行研究や情報は多く

はない。本研究に類するものでは,農村部住民の手洗い

への意識,手洗い行動,手洗いに用いる洗浄剤を調査し

た上で,手洗い促進には経済的かつ文化的に妥当な流水

供給装置が必要であることが報告されている。。しかし,

住民の家計状況や手洗いに用いる洗浄剤への支出状況と

ぃぅような経済的な側面から石鹸を用いた手洗いの普及

を検討した研究はほとんどない。

そこで本研究では,カ ンボジアで手洗いに使用する洗

浄剤の手指汚染除去効果の検査実施に加え,農村部住民

の洗浄剤保有状況と手洗いへの使用状況,手洗い前行動 ,

手洗い頻度,家計支出状況に関する実態を明らかにしたo

その上で,手洗いに用いる洗浄Allの購入可能性について

分析し,石鹸を用いた手洗いの普及に必要な要素を検討

した。

Ⅱ 調査地概要

1 調査対象地

農村の事例として,プノンペン市中心部から南東に約

30 km離 れているカンダール州キリンスヴアイ郡ルー

村を選定したOま た, この村の比較対照地には,都市ス

ラムの事例としてプノンペン市の貧困地区であり老朽化

した集合住宅地であるブーデインスラムを選定したo両

地区の全人由,調査世帯数,調査した世帯内の全人口,

1世帯当たり家族人数,抽出率は表 1に示す。各調査世

帯では,家計状況を把握している世帯主の男性もしくは

配偶者である女性を回答者 とし,聞 き取 り調査を行っ

た。回答者の男女比はルー村で男性が約 20%,女性が

約 80%であり,ブーデインスラムにおいても同様であ

る。

2 調査対象地の水供給設備と手洗いへの利用状況

ルー村の住民は水売りから購入した水 (主に表流水や

地下水,軒先給水管による水
地下水),雨水,河川水,

表1 調査対象地の人口と調査対象世帯数

TablC l Population md ilnter宙
cwed houscholdS l,Sur」

=arcas
項 目

―ディンスラム

調査対象地の全人口

写[「豪β調ぽ
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道水を05m3程度の水瓶に混合貯水 し生活用水 として

利用 している。手洗いの際は,水瓶貯水を汲み入れた空

の中で手洗いを行う住民や,水瓶から手桶で汲み取った

水を左右の手へ交互に注ぎながら洗浄する住民がみられ

る。また,他者が手押 しポンプ付き管井戸を作動させる

一方で,流出する地下水を手洗いに使用する住民も存在

する。このように,ルー村では水道水のような流水を直

接手洗いに利用することは難しい。

一方,わが国がカンボジアの水道事業に関与 し始めた

1992年以降,」 ICAと 北九州市水道局の技術協力により,

現在では首都プノンペ ン市の水道普及率が約 90%に達

した n‐

。また,プノンベン市以外の 8都市においても水

道整備事業が進行 しており
い,今後のカンボジア全土ヘ

の水道普及が期待されている。ルー村の比較対照地とし

て選定したブーディンスラムはプノンペン市内に位置す

るため,全世帯に家屋内給水管が整備されており,住民

は水洗 トイレ合設のシャワー室や蛇日付の台所で水道水

を使用することが可能である。そのため,ブーディンス

ラムの住民は日常的に流水で手洗いを行うことが可能な

状況下にある。

Ⅲ 調査方法

1 調査概要

表 1に示した調査対象地であるルー村およびブーディ

ンスラムにおいて,2013年か ら1年間で 4回 の現地調

査を実施した。これら調査対象地では,手洗いに使用す

る洗浄剤や家計支出額に関する質問票を用いた聞き取 り

調査を実施した。加えて,流水が使用可能で手洗い方法

が安定しているブーデインスラムにおいて,各種洗浄剤

による手指汚染除去効果を調査 した。これらの調査方法

の内容を以下に示す。

2 洗浄剤の保有害」合と手洗いへの使用割合

調査世帯が保有する各種洗浄剤と,そ の中で手洗いに

使用するものを把握するため,質問票に液体石鹸,固形

石鹸,食器洗剤,洗濯洗剤,ボ トル容器詰めボディシャ

ンプー,小袋ボデイシャンプー,頭髪用シャンプー (小

袋およびボ トル容器),灰の選択肢を設け,複数回答方

式とした。なお,灰は途上国で手洗いに使用する洗浄剤

の代替とされることがあるため選択肢に加えた。また,

これら8品 目の洗浄剤を全洗浄剤 と定義する。

3 手指汚染度調査

手指汚染度調査では ATP泄 い
を酵素反応させた際に生

じる発光量が微生物量に比例するとみなし,湿 して手指

を拭 き取った綿棒上の ATP量 を定量することにより,

手指汚染の程度を測定した。使用 した測定機器はキッコ

ーマン製のルミテスター PD 30で ある。この機器を用

いたわが国の食品工場や給食センター等では 1,500 RLU

(Relative Light Un■ )以下を管理基準値としている B。

なお,本研究では一般家庭の手洗いを対象にしているた

め,手洗い後の ATP数値が上記の管理基準値を超える

場合でも,手洗い前に比べ低減していれば手洗いの効果

があるものとみなす。

4 手洗い前行動と手洗い頻度

ルー村 とブーデインスラムの住民が手洗い前にどのよ

うな行動をとるかを把握するため,質問票の選択肢に手

洗い前行動項目として仕事,掃除,料理,餌付け,動物

接触,排泄時肛門水洗い,J卜泄時紙類使用,乳幼児オム

ツ交換,そ の他の 9項 目を設け複数回答方式とした。ま

た,水供給設備の状況が異なる両地区の 1日 1人当たり

の手洗い頻度を比較するため,各調査世帯で家族の 1日

1人当たりの手洗い回数を聞き取 り調査 した。なお,各

地区の調査世帯の手洗い回数を総計し,調査 した世帯内

の全人口で除した値を手洗い頻度とした。

5 家計支出額調査

家計支出額 と全洗浄剤への支出額状況を把握するた

め,支出項目として全洗浄剤代,食費,教育費,医療費 ,

石炭代,ガス代,電気代,水代,その他の 9項 目を質問

票に設けた。なお,現地では,各調査世帯で 1ケ 月 1世

帯当たりの各項 目に支出する金額を聞き取 り調査 した。

聞き取 りの際,カ ンボジアの主要通貨単位である米 ドル

とカンボジアの公定通貨単位であるリエル (1ド ル当た

り約 4000リ エル)を 混合 した回答を得たが,本研究で

は米 ドルに換算 した数値を分析に使用 している。また,

上記 9項 目への支出額を合計 した値をlヶ 月 1世帯当た

りの全家計支出額および収入額とみなした。

Ⅳ 手洗い と家計支出状況 に関す る結果

1 洗浄剤の保有害]合 と手洗いへの使用割合

ルー村 とブーデインスラムの調査世帯の全洗浄剤保有

状況と手洗いへの使用状況を比較するため,全洗浄剤の

保有世帯割合と手洗いへの使用世帯割合を表 2に 示す。

ルー村の手洗いへの洗濯洗剤の使用割合はブーディン

スラムの約 27倍 と圧倒的に高いことがわかった。また,

液体石鹸ほど高価ではない固形石鹸については両地区で

手洗いへの使用割合が同等であるものの,ル ー村の液体

石鹸の手洗いへの使用割合はブーデインスラムの半分以

カンボジア農村部における経済状況と手洗い剤の選択に関する研究



表 2 世帯の洗浄剤保有割合 と手洗いへの使用割合

Tablc 2 PossCssiOn rates OfヽVashing agcnts ctc and usc ratcs lor

hand、vashing purposcS

全洗浄剤

ルー本寸

(調 査世帯数 70)

ブーディンスラム

(調査世帯数 42)

保有世

帯割合

(%)

手洗い

使用世帯

割合 (%)

保有世

帯割合

(%)

手洗い

使用世帯

割合 (%)

液体石鹸

回形石鹸

食器洗剤

洗濯洗剤

ボトル容器詰め

ボディシャンプー

小袋ボデイシヤンプー

頭髪用シヤンプー

灰

未使用

無回答

３

９０

８９

９９

４‐

９６

３０

１０

０

０

４３

９０

４３

９５

５５

７４

６４

０

０

０

注 :1)保有する洗浄剤と手洗いに使用する洗浄剤に関しては複数回答
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合を上回った可能性がある。

下にすぎなかった。このような地区間の手洗いに使用す

る洗浄剤の違いは各地区の経済状況に起因すると考えら

れた。なぜならば,洗濯洗剤の手洗い費用は手洗いに多

く使用される洗浄剤 4品 目の中で最も安価であるが,液

体石鹸の手洗い費用は洗濯洗剤の約 17倍 と高価なため

である (表 6参照)。

以上のことから,手洗いに使用する洗浄剤への支出状

況は所得状況に影響されると考えられ,家計支出と手洗

いに使用する洗浄剤への支出の関係に関する調査および

分析結果を後述する。

2 手指汚染除去率検査

表 2に示した全洗浄剤の内,住民が手洗いに多く使用

している液体石鹸,固形石鹸,食器洗剤,洗濯洗剤を手

洗い剤 4品 目と定義し,本研究の分析対象とした。こ

れら手洗い剤 4品 目の手指除去効果を比較するため,手

指汚染度調査の結果を表 3に示す。この調査の被験者と

して協力を得ることができたブーデインスラム住民の人

数は36名 であった。

表 3か ら,手洗い剤 4品 目の内,液体石鹸や固形石鹸

は食器洗剤や洗濯洗剤に比べ手洗い剤として手指汚染除

去率が高く,そ のばらつきは小さいため手指汚染除去効

果は安定している。さらに,前者による手洗いの手指汚

染除去率は水のみの手洗いに比べ約 6倍と高く,手洗い

には石鹸が適正であることが示された。しかし,固形石

鹸は手指汚染除去率が高いものの,そ の表面に残留した

病原菌がヒトからヒトヘ移動するという交差感染を生じ

る可能性があるため,本研究では液体石鹸が手洗いに最

百はぃ 口ぃいえ 口無回答
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図 1 ルー村 における手洗い前行動
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手洗い前行動

図2 ブーデインスラムにおける手洗い前行動

Fig 2 Activitics bcforc hand、 vashing in Bodeng slum

表 3 手洗い剤別手指汚染除去率

Tablc 3 Ratio ofremoving hand contamination

by handヽ″ashing agents
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手洗い剤

4品 目

麟
機
ω

手洗い前の

手指汚染度

平均値

(RLU)

手洗い後の

手指汚染度

平均値

(RLU)

手指汚染

除去率 (%)

A B
(A― B)

×100/A

標準

偏差

液体石鹸

固形石鹸

食器洗剤

洗濯洗剤

未使用

(水のみ)

35,300

24,900

41,000

54,000

27600

7,200

3,700

13,500

19,300

23,700

８０

８５

６７

６４

6.3

37

249

188

365
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も適正な手洗い剤と位置づけることとした。なお,未だ

食器洗剤による手荒れの危険性は顕在化しており",皮
脂汚れを落とす程の強い洗浄力をもつ洗濯洗剤も手荒れ

を生じさせる可能性はあるが,被験者らの手指に手荒れ

はみられなかった。これは,住民が食器洗剤や洗濯洗剤

を手洗いに使用する際,極少量を指先に付着させて手洗

いを行うためと推察される。

以上のことから,食器洗剤や洗濯洗剤を使用した手洗

いおよび水のみによる手洗いから適正な石鹸を用いた手

洗いへ移行させる必要があると考えられる。

3 手洗い前行動と手洗い頻度から見た流水の必要性

ルー村とブーデインスラムの手洗い前行動を比較する

と,ルー村では動物餌付け後と動物接触後に手洗いを行

う回答者割合がブーデインスラムに比べ約 3倍 と高い

(図 1,図 2)。 一方で,1日 1人当たりの手洗い頻度を

聞き取 り調査から計算した結果 (表 5中の),ル ー村で

28回 ,ブーデインスラムで 3.0回 とほぼ同様の数値を

示した。このように,ルーオすでは農業や牧畜を営む上で

動物に接触する機会が多いもかかわらず,1日 1人当た

りの手洗い頻度がブーデインスラムと同等であることか

ら,ルー村では手洗いが十分になされていないと判断し

た。また,ルー村における排泄時肛門水洗い後に手洗い

を行う回答者の割合に着目すると,ブーディンスラムに

比べ約 4分の 1と 低い。このことは,ブーディンスラム

の住民が トイレ合設のシャワー室や蛇日付き台所で水道

水のような流水を使用することができる一方,流水がな

いルー村の住民は野外設置の水瓶や手押しポンプ付き井

戸のような水供給設備を手洗いに利用しなければならな

い状況下にあるためと考察される。

以上のことから,住民の手洗い頻度は利便性の高い流

水の存在により向上することが示された。また, この結

果は適切な手洗いを普及するためには流水が必要である

と述べた先行研究 0の結果を裏付けるものである。

4 家計支出額調査

ルー村とブーデインスラムにおける家計支出状況を把

握するため,lヶ 月 1人当たりの項目別支出額を調査し

た結果を表 4に示す。なお,項 目別支出額を合計した値

を lヶ 月 1人当たりの全家計支出額および収入額とみな

した。

全洗浄剤代については両地区間に差は無いがルー村の

全家計支出額に対する全洗浄剤代の支出額割合はブーデ

ィンスラムに比べ高かった。これはルー村の全家計支出

額がブーデインスラムの約 2分の 1と 低 く,地区間で

経済格差が生じているためである。また,両地区とも全

表 4 項目別支出額

Tablc 4 Personal cxpcnditurcs by categories

310-319

300-309

290-299

28Cl-289

270～ 279

260‐ 269

250-259

240-249

230～ 239

220´ 2ヽ29

210^´ 219

200-209

190-199

貧180～ 189

ミ170～ 179

、160～ 169

し150-159

警|::11::

鶯l〔:二 |〔 :

4H1loo～ lo9

90～ 99

80-89

70～ 79

60-69

50-59

40^‐ 49

30-39

20-29

10-19

0-9

0           3           6           9          12          15

回答者数 (人 )

図3 1ヶ 月 1人当たりの全家計支出額分布

Fig 3 Distribution ofexpellditurc pcr capita pcr month

洗浄剤への支出が水への支出よりも多く,水に対しては

支払い額が低いことがわかった。

両地区の全家計支出額分布をみると (図 3),いずれ

の地区も支出額階層が低くなるにつれて回答者数が増

加する傾向にあり,似通った分布の山を示す。また,家

計支出額を収入額とみなし求めたジエ係数はルー村で

0314,ブ ーデインスラムで 0.315であり,各地区内の経

済格差は小さいことがわかった。一方,世界の貧困ライ

ンである 1日 1人当たり1.25ド ル (2015年 現在)。 か

ら換算した1ケ 月1人当たり37.5ド ル以下の人口割合は,

ロブーディンスラム ( 2

ロルー村 (調査世帯数 7

支出項目

フレー

(調査世帯数 70)

ブーディンスラム

(調査世帯数 42)

(ド ル/人 /月 ) (%) (ドル/人 /月 ) (%)

全洗浄剤代

食費

教育費

医療費

石炭代

ガス代

電気代

水代

その他

２

４６

２５

６

０

３

７

１

７

全家計支出額
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表 5 手洗い剤への支出額算出のための変数

Ω

手洗い剤 iに よる手洗い1回 当たりの費用 (実験結果と市場調査結果にもとづく)

世帯 iの 手洗い剤iへの支出可能額

画語Tあ lヶ 月1人当たりの

世帯 iが全手洗い剤 jを使用した場合の1ケ 月 1人当たりの手洗い剤 iへの必要支出額

1日 1人当たりの手洗い頻度 (聞 き取り調査結果にもとづく)

ゴ≦⊇

手洗い剤jへの支出可能割合

調査世帯番号 (1～ 地
手膏死πτ吾『 Z¬語目(1:岬 ,6:ガ ス代 ,

支出項目 (1:全洗浄剤代,2:食 費,

7:電気代, 8:水代,9禦

hriablcs uscd in the calCulatiOn of costsお
r hand Washing agents

単位

g/回

ドル /回

Cwi

Ehl

Ｆａ

一島
一Ｈｎｉ

EAI

Ec餞

注 :1)
2)

∞は筆者蒔洗爛jで Ю回の動い猜` 動い1回
:掌現盆景急理モリ秀嘗指を季踏:蒐『

れ

ドル/人 /月

ドル/人 /月

ドル /人 /月

回 /人 /日

回 /世帯 /日

人 /世帯

ドル /人 /月

次式のように算出することができる。

EL=器 ×Cヽη×30

なお,手洗い剤 jに よる手洗い 1回 当たりの費用 Cw,

は手洗い剤 iの 販売価格 P,を 販売単位 Uoで除し,筆

者による実験により求めた手洗い剤 iの手洗い1回 当た

りの使用量 CQを乗じたものとして,次のとおり表す。

鈍=岳 ×CQ

世帯 iの 1ケ 月 1人当たりの全家計支出額 Iiは聞き取

り調査から求めた項目別支出額 Ec・ により次式のよう

に算出することができる。

Ii=Σ Ec■

この全家計支出額 Iiに 対して,手洗い剤 iへの支出が

可能な金額の書J合 を rと 仮定する場合,世帯 iの手洗い

剤への支出可能額 EAjは次式で示すことができる。

EA"=l× 島

この手洗い剤 iへの支出可能額 EAIが必要支出額 Ehl

を上回る場合は手洗い剤 iを 購入可能であるといえる。

手洗い剤 iへ の支出可能割合 ■に関して,水に対す

る支出可能割合でさえルー村で約 15%,ブ ーデインス

ラムで約 19%に しか達しておらず (表 4参照),■ は生

活に必要不可欠な水への支出可能害J合 よりも低いと考

えられる。そこで,計算に用いた nは最大でも水に対

ルー村で全体の約 50%,ブ ーデインスラムで全体の約

20%で あり,ル ー村はブーデインスラムに比べ貧 しい

状況下にあるといえる。

ルー村では農業や牧畜業を営む上で衣服が汚れる機会

が多いと考えられ,ブーデインスラムに比べ洗濯を行う

必要性が高く洗濯洗剤に対しての支出は多いと予想され

る。そのため,ブーデインスラムより貧しいルー村では

比較的高価な石鹸を手洗いに使用する余裕がなく,現状

では洗濯洗剤を使用することになっていると考察される。

v 手洗い剤の購入可能人口害1合の検討

図 3は 1ケ 月 1人当たりの全家計支出額ごとの人口分

布を示す分布図である。全家計支出額中で手洗い剤 4品

目に対する支出可能割合が全所得層で同じと仮定する場

合,低所得層は安い手洗い剤しか購入することができな

ぃ。そこで,価格は高いが適正な手洗い剤を普及させる

場合,手洗い剤 4品 目への支出可能割合をどの程度まで

上昇させる必要があるかをシミュレーシヨンにより分析

する。そのための計算に用いた記号等は表5に まとめた。

まず,世帯 iが全ての手洗いに対し手洗い剤 iを 使用

すると仮定した場合の 1ケ 月 1人当たりの手洗い剤 iヘ

の必要支出額 Ehを 求める。聞き取 り調査結果にもと

づく世帯 iの 手洗い頻度 Ft,世帯 iの家族人数 H島 ,実

験から求めた手洗い剤 iを 使用する手洗い 1回 あたりの

費用 C‐,お よび 1ケ 月当たり約 30日 間から,Eh"は
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表 6 手洗い剤 4品 目の手洗い費用

Tablc 6 Unit costs ofhand、 vashing agcnts

項 目 洗濯洗剤 食器洗剤  1  回形石鹸 液体石鹸

販売単位 (Uq)(g/個 )

平均使用量 (Co)(g/回 )

販売価格 (Pi)(ド ル /g)

1回 の手洗い費用 (Cwl)(ド ル /回 )

1日 の手洗い費用 (Cw× Fa)   ルー村

(ド ル /人 /日 ) ブーデインスラム

130

03

0002

00007

00012

00021

400

050

0002

00008

00014

00023

80

025

0006

00015

00027

00045

250

08
0015

0012

00216

00360

注 :1)聞 き取 り調査結果より 各種洗浄剤による手洗い費用はルー村とブーデインスラムの手洗い頻度をそれぞれ 28回 と30回 として計算している。

象
）
ぐ
こ
巨
く
器
Ｔ
く
盤

0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1
支出可能割合 r(%)

―●― 洗濯洗剤 (ブーディンスラム)― C「 洗濯洗剤 (ルー村)

一← ―食器洗斉」(ブーディンスラム)― o… 食器洗剤 (ルー村)

―
固形石鹸 (ブーディンスラム)― A‐ ―固形石鹸 (ルー村)

● 液体石鹸 (ブーディンスラム) -0… 液体石鹸 (ルー村)

図 4 手洗い剤へ の支 出可能割合 と購入可能人口割合

Fig 4 Expcnditurc ratcs and pOpulation ratcs affordable

for hand、vashillg agcnts

する支出の約半分程度である 1%を 超えることがないと

考え,01%か ら1%に 変化させて計算 した。これらの L

に対 し手洗い剤 jが世帯 iで EAI>ELjと なるか否かを

計算 し,購入可能な人口割合を示 したものが図 4で ある。

この図により,支出可能割合 ■を 1%ま で大きくしても,

ルー村では 1回 あたりの手洗い費用 (表 6参照)が高い

液体石鹸を購入可能な人口割合は極めて低 く,現状で液

体石鹸の普及は難しいことが明らかになった。また,液

体石鹸の次に適切 とされる固形石鹸については,住民

の約半数の世帯が使用可能になるための支出可能割合 L

がブーディンスラムでさえ全家計支出額の約 015%であ

るのに対 し,ルー村では 04%も 必要であることがわか

った。そのため,現状のルー村では手洗いのために毎回

石鹸を使用することが難しい家庭が多いと考えられる。

これらのことから,ルー村をはじめとする農村で手洗い

に適正な石鹸が普及されるためには,住民の所得向上に

加え.手洗い剤への支出の必要性に関する啓発活動や住

民にとって経済的に妥当な石鹸の開発および販売が必要

であると考えられる。また, これらの方策を通 し,適正

な手洗い剤の購入と使用を普及 し疾病を防止できれば,

6～ 7%に及ぶ医療費 (表 4参照)の削減分で石鹸が購

入可能であると予想され,家計への影響は少なくなると

考えられる。

Ⅵ 結論

本研究でカンボジアのルー村 とブーデインスラムにお

ける手洗いおよび家計支出状況を調査 した結果,以下の

ことが明らかとなった。

①現地における実測調査の結果,食器洗剤や洗濯洗剤よ

りも液体石鹸や固形石鹸の方が手洗い剤の手指汚染除

去効果が高く,後者の使用が適正である。

②聞き取り調査の結果,ルー村の 1ケ 月 1人当たりの全

家計支出額はブーデインスラムに比べ約 2分の 1と 低

く,貧困ライン以下の人口割合はブーデインスラムの

約 2倍 と高かった。

③全洗浄剤への支出は両地区でほぼ同額であり,ルー村

における全洗浄剤への支出が家計に占める割合はブー

ディンスラムより高かった。農作業等のため,衣服の

洗濯の機会が多いと考えられるルー村では適正な手洗

い剤にまで十分投資する余裕がないと考えられる。

④低所得のルー村では,ブーディンスラムと比較し,安

価な洗濯洗剤の手洗いへの使用割合が圧倒的に高かっ

た。適正な洗浄剤の中ではさほど高価ではない固形石

鹸の手洗いへの使用割合はブーデインスラムと同程度

であるが,高価な液体石鹸についてはブーディンスラ

ムの半分以下に過ぎなかった。

⑤ルー村住民は動物接触等の手洗いが必要とされる機会

がブーディンスラムに比べ約 3倍 と高いにも関わらず

1日 当たりの手洗い頻度はブーデインスラムとほぼ同

様であった。これは流水が利用可能なブーデインスラ

ムと比較してルー村では水供給設備にアクセスし難い

ためと考えられる。
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⑥手洗い/11へ の支出可能割合を変化させ,洗浄剤の種類    試み 京都大学防災研究所年報,(46),31-36
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         bioch(2016年
5月 25日あπι

          おける飲料    html),切 ″′励″
““

ο

4(狙Dッ ン際 村部

署 画幹 誌  0武 絹 子・伊離 之 ∽ 0:嶽 舌都 点からみ稼 湖

ンの検討一台所用洗剤の手
2)佐藤壮夫・山路永

[安全性の観点から一 農村i         
化学品のリスクコミュニケ~シ ヨ

.手媒体の検討 デザイン学
水源の選択要因一味と

31, 225‐ 230

モハメドマフイズル ラーマン(2011):     荒れリスクおよびリスク情報の入

49 (3), 19‐ 263)員子岳・北脇秀敏・

バングラデシユ農村部における経済的に妥当な代替水の選択    研究,)(2010):T7a/J″

Bαπたも∫125/′αノタου″″ποαSZ′′―

DW,″
ィル麟″励郷島…

〃…mmm正∝ノに関する研究 農村計画学会誌,30,213-218

4)保坂公人・高橋邦夫・酒井彰・高村哲 0000:バ ングラ   εοZ″

絡E/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,£
Ont

デシュ農オ寸地域の衛生事情とエコ・サントイレ導入に関する       WBSiDK:22510787～
pagePK:64165401～ piPK:64165026～ theSit

月 16日
en肥

69382,00 htnll>,2016年
5研究 環境衛生工学研究,20(3),137-144

山村尊房・Blqis Amin Hoque(2003):     ePK/5)萩原良巳・酒井彰・

バングラデシユ都市スラム地区における

一

撤鷺[熙臓携轟翼il彗驚驀lircstriCted eCOno■ liC SItuatiOn

I翼 奮 轟 ξIWttl胤 」 :嗽 l電 慰 敬 ‖ 1続
'島

蔦 L撻 ∞ 昂 uttcridr耐 五ded∝ OnodC SIuttOn

lぶ 話 膨 螺 ,1登上hf:m滋
■

口 '洗浄剤 師 お血 g電総 熱 可能額 師 d訓 0,貧 困層 椰

“

md

囲棉年ザ1:::闇離|

農村計画学会誌 Vo1 36,No l,2017年 6月


