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1．はじめに  

東日本大震災発生の直後に考案された段ボールベッド

は，体育館などの床に直接寝る従来の雑魚寝スタイルから

一段高い寝床を設けることで,災害関連死につながる低体

温症を始めエコノミークラス症候群や廃用症候群など二次

健康被害の予防や，避難生活の質の向上を目的としてこれ

まで様々な災害の避難所に導入されてきた．平成28年4月

に，内閣府防災担当が公表した『避難所運営ガイドライン』

に，段ボールベッドを推奨することが記載されたことや，

行政と企業が協力する『災害時の段ボールベッドに関する

防災協定』の締結が平成30年9月末現在,全国の6割以上

に当たる 30 道府県と 300 以上の市町村を数えたことで，

少しずつではあるが普及が進んでおり,考案されてから 7

年余りで導入累計が16,000床を超えた．(図1)	その結果，

避難所の環境が改善され健康被害の予防に対して期待も拡

がってきている．1)	

また,本研究活動の 中に,後述の実験(1)に該当する北

海道胆振東部地震が発生して,多くの被災者が停電による

避難所での寒さに対する不安から段ボールベッド導入への

要望が自治体に相次いだ.また.その直前には,後述の実験

(2)に該当する平成30年7月豪雨災害（西日本豪雨災害）

が発生した.激しい降雨の後に西日本各地で観測史上の記

録を塗り替える高温が続き,避難者だけではなく被災地に

駆けつけた多くのボランティアが熱中症になり,救急搬送

される事態が相次いだ.そのような中,被災各県はそれぞれ

の避難所へ段ボールベッドの導入を実施したことで,多く

の避難者は雑魚寝から解放された.このように,温熱環境が	

	

	

正反対の避難所が同時期に発生した上に,一部の避難者に

しか段ボールベッドが提供されなかった過去の災害とは違

い,ほとんどの避難者に提供された初めての事例となった.

今後もこの傾向が続き雑魚寝は解消していくと思われる.	

	

	
図1, 平成30年9月現在の防災協定締結状況 

 

2. 研究目的 

段ボールベッドを使用した多くの避難者からは，「温かい」

や「よく眠れるようになった」などの感想が聞こえてはい

るが，段ボールベッドの温熱効果を検証・評価した研究は

ない．そこで，2017年の先行研究「冬季の避難所における

段ボールベッドの防寒・保温効果の評価」で床にブルーシー

トを敷いた上に雑魚寝する場合と段ボールベッドの比較に	
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続き,本研究では,実験(1)で異なる３種類の段ボールベッ

ドと一般的なキャンプ用パイプベッドとの比較を行うこと

で,冬季の簡易ベッドの防寒・保温効果を明らかにし，その

有用性を評価する事を目的として行った．また一方で,夏季

の厳しい暑さの中で体育館の床に雑魚寝する環境を改善す

る為にも段ボールベッドは導入されている.実験(2)では,

冬季に有効な段ボールの保温性が,夏季には避難生活者に

どのような温熱環境に関する影響を及ぼすのか明らかにす

ることを目的とした.	

 

2. 実験(1) 冬の避難所 

北海道北見市に所在する日本赤十字北海道看護大学の体育

館にて,2018 年 3 月 17 日〜18 日にかけて実験を行った．

天気は晴れ，実験期間中の外気温は， 低気温がマイナス

6.1℃． 高気温はプラス8.3℃であった．3種類の段ボー

ルベッドとパイプベッドの温熱効果の評価は，ヒトの体温

に見立て 40℃の温水を入れた 20L ポリタンク 2 個を使用

し，それぞれのベッドの上に置いて約 12 時間の温水の温

度変化を継続的に計測した．３種類の段ボールベッドは構

造がそれぞれ異なり，みかん箱タイプの箱を組み合わせた

タイプA，蛇腹状に段ボール板を組んだタイプB，コの字や

三角形に段ボール板を折って組み合わせたタイプCを用意

した．以後本文中は，それぞれタイプA，タイプB，タイプ

Cならびにパイプベッドと表記する(図2).またポリタンク

には，北海道の避難所で使用することが想定されている厚

手の毛布１枚をかぶせて，ヒトが実際の避難所に寝ている

状態に近づけた．実験は４種類の簡易ベッドを1日目，2日

目のそれぞれ合計2例計測した．計測器は1台で4ヶ所の

温度測定ができる株式会社佐藤商事が取り扱うデータロ

ガー温度計 TM-947SDを使用した．この計測器の 4 本あ
るK熱電対センサーをそれぞれの①毛布とポリタンク間，

②ポリタンク，③ポリタンクと簡易ベッド間，④床，にそ

れぞれ設置して約12時間温度を計測・記録した．またサー

モグラフィーによる熱分布の撮影を行った．	

 

 

図2，用意した４種類のベッド  

3. 実験結果(1) 冬の避難所 

１回目の屋内の 高気温 8.9℃, 低気温 5.7℃,湿度

40％〜44％,２回目の屋内の 高気温 9.8℃, 低気温

7.2℃,湿度42％〜44％であった．	

１回目の実験では，床面の温度が約 8℃から約 6℃に推

移する中，実験開始時のポリタンクと簡易ベッド間の温度

は，タイプAは約37℃，タイプB及びCは約33℃，パイプ

ベッドは約30℃であった.実験終了時はタイプAが約14℃

下がり約23℃，タイプBは約 13℃下がり約20℃，タイプ

Cは約14℃下がり約19℃,そしてパイプベッドは約15℃下

がり約 15℃となった．タイプ A とタイプ B の間は終始約

3℃程の差があり，タイプ A とパイプベッドの間は実験開

始時に6℃の差であったが，実験開始１時間後に約7℃，２

時間後に約 9℃になりその後終了までそのまま推移した．

またタイプ B とパイプベッドの間は実験開始時が約 3℃の

差であったが，実験開始１時間後に約 4℃，２時間後に約

5℃になりその後終了までそのまま推移した．タイプBとC

は僅差でありCとの比較は省略した.（図3）	

2 回目の実験では,床の温度が約 9℃から約 7℃に推移す

る中，実験開始時はタイプAが約37℃，タイプB及びCが

約 33℃，パイプベッドは約 31℃と１回目とほぼ同様の値

を示した.実験終了時はタイプAが約13℃下がり約24℃，

タイプBは約12℃下がり約21℃，タイプCは約13℃下が

り約 20℃，パイプベッドは約 14℃下がり約 17℃と，温度

低下についても１回目とほぼ同様であった．タイプAとタ

イプBの間は終始約4℃程の差があり，タイプAとパイプ

ベッドは実験開始時が 6℃の差であったが，実験開始１時

間後に約 7℃，２時間後に約 8℃になりその後終了までそ

のまま推移した．またタイプBとパイプベッドは実験開始

時が約2℃の差であったが，実験開始１時間後に約4℃，２

時間後に約 5℃になりその後終了までそのまま推移した.

（図4）	

	

	
図3，ポリタンク-簡易ベッド間の温度推移（１回目） 



	
図4，ポリタンク-簡易ベッド間の温度推移（２回目） 

	

4. 実験(2) 夏の避難所 

京都市左京区に所在する京都工芸繊維大学の体育館に

て,2018 年 7 月 28 日〜30 日にかけて 2回実験を行った．

実験期間中の天気は雨または曇り.１回目の屋内の 高気

温30℃, 低気温27.7℃,湿度64％〜77％,２回目の屋内の

高気温29.5℃, 低気温27.3℃,湿度63％〜70％であり,

両日とも非常に蒸し暑く,夏場の京都市内特有の不快な環

境であった.実際,1 日〜2 日だけの実験の期間中であれば

我慢ができるかもしれないが,災害が発生すれば数週間か

ら数ヶ月に渡る避難生活を強いられることもあり,季節を

跨ぐことも十分に想定される.普段快適な環境に慣れてし

まっている多くの人だけでなく高齢者や子供にとって,冷

房がない環境での生活は,熱中症など体調を崩しかねない

危険な環境だと感じた.	

実験(2)でも実験(1)と同様の方法で,40℃の温水を入れ

た20Lポリタンク2個を使用し，それぞれのベッドの上に

置いて約 10 時間の温水の温度変化を継続的に計測し温熱

効果の評価を行った.３種類の段ボールベッドは構造がそ

れぞれ異なり，みかん箱タイプの箱を組み合わせたタイプ

A，タイプ A に藺草のゴザを敷いたタイプ A＋ゴザ,蛇腹状

に段ボール板を組んだタイプBを用意した．以後本文中は，

それぞれタイプA，タイプA＋ゴザ，タイプBならびにパイ

プベッドと表記する(図 5).また,夏季の避難所を想定して

いるが,ポリタンクには自治体が備蓄をしている一般的な

薄手の防災毛布をかけて行った.	以上のように４種類の

簡易ベッドを1日目，2日目のそれぞれ合計2例計測した．

計測器は1台で4ヶ所の温度測定ができる株式会社佐藤商

事が取り扱うデータロガー温度計TM-947SDを使用した．
この計測器の4本あるK熱電対センサーをそれぞれの①ポ	

リタンク上部，②ポリタンクと簡易ベッド間，③簡易ベッ

ド表面，④床，にそれぞれ設置して温度を計測・記録した．

またサーモグラフィーによる熱分布の撮影を行った．	

	

	

図5，用意した４種類のベッド  

	

5, 実験結果(2) 夏の避難所 

１回目の実験では，床面の温度が約29.5℃から約26.8℃

に推移する中，実験開始時のポリタンクと簡易ベッド間の

温度は，タイプAは約 39℃，タイプA＋ゴザは約39℃,タ

イプBは約38℃，パイプベッドは約37℃であった.（図6）

実験終了時はタイプAが約 8℃下がり約31℃，タイプA＋

ゴザは約7℃下がり約32℃に，タイプBは約 7℃下がり約

31℃に,そしてパイプベッドは約 7℃下がり約 30℃となっ

た．(図7)		

	

  

図6, 実験開始時の温度分布    図7, 実験終了時の温度分布 

	

タイプ A とタイプ A＋ゴザの間は終始約 1℃以内の僅か

な差であった.タイプ A とパイプベッドの間は実験開始時

に約2℃の差であったが，実験開始１時間後に約3℃，3時

間後に約2℃になりそのまま推移して,終了時に約1℃の差

になった．またタイプBとパイプベッドの間は実験開始時

が約1℃の差であったが，実験開始１時間後に約2℃になっ

た後そのまま推移して，7 時間後に再び約 1℃になり終了

した．(図8)	

2 回目の実験では,床の温度が約 28.8℃から約 27.6℃に

推移する中，実験開始時はタイプAが約38℃，タイプA＋

ゴザ及び B が約 39℃，パイプベッドは約 38℃とそれぞれ

ほぼ同様の値を示した.実験終了時はタイプAが約8℃下が

り約30℃に，タイプA＋ゴザは約8℃下がり約31℃に，タ

イプBは約 9℃下がり約30℃に，パイプベッドは約7℃下

がり約31℃となった．タイプAとタイプA＋ゴザとタイプ



Bの間は終始1℃以内の差であった.タイプAとパイプベッ

ドは実験開始時には 1℃以内の差であったが，実験開始１

時間後に約 1℃，２時間後に約 2℃になりその後そのまま

推移して9時間後に再び約1℃の差になり終了した.（図9）	

冬の避難所では 12℃〜15℃温度が下がったが,夏の避難所

は 7℃〜9℃温度しか下がらなかった.夏は冬に比べて気温

と温水との温度差が少ない為に,緩やかに気温に馴染んで

いったと考えられる.	

	

 
図8, ポリタンク-簡易ベッド間の温度推移（１回目） 

 

 
図9 ポリタンク-簡易ベッド間の温度推移（２回目） 

 

6．考察(1) 冬の避難所 

1回目，2回目を通じて，タイプAの段ボールベッドが高

い保温効果を示した．その要因として，タイプAのみ段ボー

ルベッドの中の部品がみかん箱タイプであり，床から天板

までの間に5層の空気層を有していることが挙げられる．

床面近くの空気層は，床からの冷気が上部に伝わることを

遮断することができる．そして天面の段ボール素材ならび

に空気層は，ポリタンクの温熱を保持し，40℃の温水から

の熱放散を遮断する．それらの相加効果によってタイプ A

の段ボールベッドは低温環境下において高い保温効果を示

すものと考えられた．（図10）一方で，タイプB及びCに

ついて，段ボール製のベッドではあるが，基礎部分に段ボー

ル箱は使われていない．ベッドの土台部分は段ボールを折

り込んだ蛇腹状であったり，凹凸のある筒状であったりし

て空気は密封されておらず，床面の冷気はそのままベッド

の天面へと伝達してしまう．結果として天面の段ボールは

室内空気の冷気を下面に直接受けてしまい，上からの暖気

を保持することなく放散に働いてしまう．これによりポリ

タンクの温水を冷却することにつながったものと考えられ

る．（図11，12）サーモグラフィーを用いた計測では，実

際に天面下部から熱放散が生じている様子を観察すること

ができた．これらのことから，空気を密封した段ボール箱

を使用したタイプAが も保温性が高かったと言える．	

パイプベッドは,アルミパイプと布１枚だけでできてお

り，布面の下部は室内空気にさらされている．布の保温効

果はほとんどないため，布面に載せられたポリタンクは室

内の冷気により温熱を激しく奪われることとなり，他の段

ボールベッドと比べて著しく温度が低下することにつな

がったものと考えられる．（図13）	

	

	 	

図10，実験終了後のタイプA    図11，実験終了後のタイプB 

   の天面温度分布         の天面温度分布 

 

	 	

図12，実験終了後のタイプC   図13，実験終了後のパイプ 

   の天面温度分布       ベッドの天面温度分布 

	

7, 考察(2) 夏の避難所 

1回目，2回目を通じて，タイプA,タイプA＋ゴザ,タイ

プBの段ボールベッドの温度推移は殆ど変わらなかった．

ただ,夏場の避難所での使用を想定した藺草のゴザを敷く

と多少は温度が下がり体感温度も下がると予想していたが,

実際には 1℃未満ではあるが終始温度は高かった.これは

藺草自体の断面がスポンジ状になっており,細かい空気の

層が保温する効果がタイプAに比べて上乗せされたと考え

られる.しかし,実際に寝てみると体の表面が接する部分も,

湿度の多い中であってもサラッとしており予想通り快適に

感じた.さらに,藺草特有の匂いもあり,むしろより快適に

寝ることが出来るかもしれないと感じた.また,パイプベッ

ドはアルミパイプと布１枚で構成されていることで保温効



果はほとんど無く,寝床の布全体から熱の放散が行われて

いるため，夏場の避難所環境においては段ボールベッド群

との1〜２℃の温度差以上に涼しく感じられた.(図14，15)	

	

  

図14, 底面から放熱している  図15, パイプベッド 

	

8, 総括 

全国の自治体が地域防災計画の中に位置づけている学

校の体育館は,卒業式シーズンの 3 月中旬でも大変寒い．

もし災害が発生して避難所として利用されたとしても，何

らかの防寒装備がないと短時間でも耐えられず，要援護者

では命を落とすことも考えられる．実際に,平成28年の熊

本地震までは,段ボールベッドの導入は限定的であり体育

館にブルーシートを敷いた雑魚寝の避難所が一般的であっ

た.先行研究で,平成 29 年 3 月 1 日〜3 日に行われた実験

「冬期の避難所における段ボールベッドの防寒・保温効果

の評価」2)によると, 低気温-3.3℃, 高気温 5.8℃の中,

体育館に段ボールベッドとブルーシートを設置して,それ

ぞれその上に札幌市の災害救助用の寝袋を敷き,さらにそ

の上に 40℃の温水を入れたポリタンクを置き温度の推移

を計測した.その結果, 大で 9.2℃の温度差が確認できた.

就寝した際には，直接冷気を感じる部位は背中であり，

9.2℃の差は冬季や寒冷地での避難生活において，低体温症

や凍死の予防の一助になるかもしれない．（図16）	

	

	

図16, ブルーシートと段ボールベッドの温度差  

	

	

さらに,本研究により停電や暖房設備のない状態で寒さ

をしのぎ，命をつなぐ為の寝具としてパイプベッドよりも

段ボールベッドが有効であることが判った．また同じ段

ボール製のベッドであっても，みかん箱タイプの段ボール

箱を部品として使用しているタイプAが，より保温性が高

く冬季や寒冷地の避難所において防寒の役割を果たすこと

が期待できることが判った．一方で,夏季の避難所では,パ

イプベッドの方が 1℃〜2℃程度温度が低くなったが,冬季

の段ボールベッドとパイプベッドの温度差が約 7℃〜9℃

あることや,夏用と冬用に分けてベッドを用意するコスト

を考えると,1 年を通じて段ボールベッドの優位性は揺る

がないと考えられる.平成 30 年 7 月豪雨災害において,岡

山県,広島県,愛媛県の各県は,段ボールの業界団体と防災

協定の締結を済ませていた.それが功を奏して,初期はアル

ミマットを敷いた雑魚寝だったものの，発災から１ヶ月の

間に一部の市町村を除き全ての避難者に対して段ボール

ベッドが導入された.	（図17）	

	

	

図17, 段ボールベッドが導入される前の岡山県の避難所 

 

また,同じく平成30年9月の北海道胆振東部地震にお

いても北海道と業界団体との協定が締結されていた上,住

民からの強い要望や自治体職員の尽力もあり,さらに短い

10日間で概ね全面的な設置が実現した.	（図18）特に,

厳冬期の避難所運営に関する演習を続けていた日本赤十字

北海道看護大学による備蓄の段ボールベッド400床が発災

後3日と言う過去 短で届けられた.続いて地元の事業者

による緊急生産により100床が4日後に,次いで防災協定

を結んでいた業界団体加盟の事業者による1,000床が7日

後に各自治体の物資倉庫に届けられた.ただ,地震の発生が

9月6日であり,まだ気候も良い時期であったのが不幸中

の幸であった.これが厳冬期に大地震が発生してこの度の

ような北海道全域に及ぶ停電になると,夥しい数の凍死者

が出てしまう可能性が極めて高い.そのため本州以南の温

暖な地域と違い,一刻も早い段ボールベッドの導入が求め



られる訳であるが,日本赤十字北海道看護大学が想定して

いた厳冬期の災害に向けた段ボールベッドの備蓄が極めて

有効であることが明らかになった. 

 

 

図18, 段ボールベッドが設置された北海道の避難所 

	

Aタイプの段ボールベッドの寸法は、幅90cm	X長さ190cm	

X高さ35cmのセミシングルサイズ(SS)であり、温熱環境以

外にも以下のような利点がある.	

	

避難者の利点	

l 高齢者でも立ち上がり易い	

l 床の埃の吸引が減る	

l 避難所での騒音や振動を和らげる	

l 均等加重で７トンまで耐える	

l パイプベッドとは違い布団が敷ける	

l ベッド本体に貴重品や私物を収納できる	

l 仮設住宅までの引っ越しの箱として使える	

l 耐久性も高く,7年以上使用している例がある	

	

行政側の利点	

l これまでの災害で16,000床を超える使用実績がある	

l 標準化しており、全国の3,000社以上が生産可能	

l 要請から72時間以内に必要数を届けることができる	

l 生産が容易であり１社で1日に5千床程度生産可能	

l 他のベッドに比べて安価	

l 避難所での組み立てが容易	

l 使用後はリサイクルできる	

等である.	

	

今後の災害に備えて,次のような取り組みが求められる.	

一つは,早期に全国の都道府県および市町村において段

ボール企業との防災協定の締結を推進する事で，要請から

72時間以内に被災地に届ける「防災協定型段ボールベッド」

の仕組みを構築する事.また,その上で各自治体の地域防災

計画や避難所運営マニュアル等の整備をはかり,雑魚寝を

解消する具体的な方法を明記する事.	

もう一つは,北海道内は元より本州以南についても,指

定避難所等に必要 低限の数量の段ボールベッドを分散備

蓄して,発災時にはそれらを集めて24時間以内に被災地に

届ける「備蓄型段ボールベッド」の仕組みの構築すること.

（分散備蓄の集中運用）.また,備蓄した段ボールベッドは

そのままにしておくのではなく,地域の防災訓練や子供達

への防災教育で実際に組み立ててもらい,継続して体験す

る機会を設ける事.以上のように「防災協定型段ボールベッ

ド」と「備蓄型段ボールベッド」の二点を組み合わせる事

が重要である.	

過去の経験から，行政側の仕組みだけではなく、むしろ

住民への周知が,雑魚寝を解消する決め手になると考える.

我が国の避難所の歴史において,雑魚寝の風景が当たり前

であったが,今後は災害関連死を予防する上でも段ボール

ベッドなどの簡易ベッドの活用が進むことを期待したい.	
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