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1．はじめに 

平成28年4月14日及び16日に発生した熊本地

震は、震度7を2回観測したがその後も数ヶ月

にわたり断続的に余震が続いた内陸型の地震

であった。被害は死者64名、重軽傷者2054

名、建物被害は全壊8,549棟、半壊27,728棟を

数えた大災害になった。また避難者数も最大

で18万人以上に達した。筆者は東日本大震災

以来、避難所の環境改善を通じて2次健康被害

を予防する活動してきたこともあり、いわゆ

る前震の翌日の15日には避難所の状況調査の

ため熊本に入った。その為、翌16日未明には

熊本市内のホテルで本震に遭遇した。激しい

揺れに身の危険を感じて慌ててホテルを放棄

して車で安全な場所を求めて移動したのだ

が、結局頻繁に発生する余震に一睡もできず

に夜を明かした。これまでの支援活動でも余

震の体験はあったが、初めて激しい本震を体

験したことは支援者の被災という2次災害の危

険もあり反省する一面があった。一方で災害

発生時の避難者の状況を実感し熊本県の方々

約180万人の恐怖感と不眠による疲労感を少し

でも理解するという貴重な機会になった。 

 
Fig.1 破壊された益城町の様子 

熊本地震は直下型で建物も損壊が激しく余

震も続いたことから、建物の外に避難する車

中泊のケースが多くみられた。また避難所に

おいても避難者は建物の倒壊を恐れて、土足

のままもしくは履物をそばに置いての避難生

活で土間に直接寝るような極めて不衛生な状

況も多くみられた。そもそも多くの災害時指

定避難所も激しい揺れで天井やガラス窓が崩

落して避難所として使用できない例も多く、

使用できる避難所はどこも人口密度が極めて

高く、劣悪な環境になっていた。したがって

災害規模なども勘案して、簡易ベッドの必要

性は高いと判断して業界や行政に働きかけて

準備に取り掛かった。 

 
Fig.3 不衛生な土間に毛布1枚敷いて生活	 	 

 
	 Fig.4	 冷たい床で厳しい環境の避難所 



 
 

	 2．避難所運営ガイドラインに記載 

この度の災害対応については、平成28年4月

に公開された内閣府防災担当の避難所運営ガ

イドラインにも段ボールベッドなどの簡易ベ

ッドを推奨する記述が入ったが、それを基に

内閣府主導の取り組みとして約3,000床ほどの

供給が実行された。昨年から開催されていた

避難所運営ガイドライン作成のためのワーキ

ンググループでは、東日本大震災を始め過去

の多くの大災害における反省点を踏まえて、

災害関連死と避難所での2次健康被害の予防を

目的に議論が進められていた。その成果が公

表されて僅か2週間余りで熊本地震が発生して

しまったが、早速にガイドラインに沿った簡

易ベッド導入の実践につながったと言える。

また一方では、他府県で事例が増えてきた“災

害時段ボールベッドの供給に関する防災協定

“は、熊本県とは未締結だったこともあり県お

よび県内の市町村は段ボールベッドの導入を

主体的に実行することはなかった。唯一、益

城町に関しては応援に入った兵庫県の職員と

の連携が功を奏して現地災害対策本部と共に

町内の各避難所に約2,000床を搬入することが

できた。供給は、福岡県、佐賀県、鹿児島県

など南日本段ボール工業組合に加盟する事業

者約10社が担当した。これは地方自治体と締

結している防災協定の中でも謳っているとこ

ろで“供給会社は被災を免れた供給の意思と能

力のある最寄りの工場とする“に該当する。 

 

Fig.5 1人用の段ボールベッド 

 
	 	 	 	 Fig.6 3人用の段ボールベッド 

 

3．業界団体として初めての災害対応 

	 このように段ボール業界の対応としては、5

月21日までに熊本県内の避難者合計9493人に

対して約5,300床のベッドは供給することがで

きた。これは東日本大震災直後の考案から5年

間で9つの災害の被災地に約5,000床を届けた

総数を一度で超えたことになり大きく進歩し

たと評価できそうだ。ただ課題も見受けられ

た。益城町では、支援要請に応じたまでは良

かったが、納入までの情報共有がなされず避

難所では福祉職の女性が重い段ボールベッド

を運び込むことになるなど対応に苦慮した例

もあった。一般の人は段ボールになじみが薄

く、突然トラックで大量に届けられてもどう

することもできないことが多い。災害直後の

避難所は平時とまったく違い大変な混乱の中

にあり、決まった通りに事が運ばない状況で

は変化にも対応できる担当者を随行させるこ

とが望ましい。また内閣府の要請で納入した

ものは、福岡県にある物流業者の倉庫に届け

られて取り組みは完了したため、実際に避難

所に届きベッドとして避難者に使用してもら

ったかどうかまでは追跡ができなかった。 

 

４．組織的な導入ができなかった熊本市 

	 これまで、おおむね上手くいった益城町で

の導入の経過を報告してきたが、同じく大き

な被害のあった熊本市では大変興味深い結果



 
 

にな 

った。熊本市では、市の職員や報道関係者を

通じて連絡のとれた市長に対して、避難所で

の健康被害の予防の必要性を説明したとこ

ろ、5月の連休明けに段ボールベッドの導入を

検討するということであった。しかし、結果

は段ボールベッドの導入は見送られた。様々

な理由があるようだが、その大きな理由の一

つにやはり防災協定という仕組みが行政の中

に作られていなかったことが大きいと思われ

る。段ボールベッドの防災協定とは、災害時

に行政から支援要請を受けて、段ボール会社

はできる限り速やかに必要数の段ボールベッ

ドを届けるため仕組みである。段ボールは、

短期間に大量に生産できる性質を持ってい

て、段ボール工場は支援要請から72時間以内

に何千床、何万床といった大量のベッドを生

産して届けることができる。また生産拠点も

全国に大手だけで400工場、さらに中小企業を

含めると3,000工場以上存在していると言われ

ているので、万が一の際には全国どこにあっ

ても簡単に調達をできるうえ、備蓄費用も在

庫の管理も不必要であるので行政にとっては

負担が軽い。にもかかわらず、4年ほど前に熊

本県と防災協定に関して協定締結に向けて協

議していたのだが結局実現しなかったこと

は、今となっては大変に悔やまれることであ

る。ともかく、地震から約1ヶ月経った5月13

日の時点で、県の発表では避難者数は熊本市

3,256名、益城町3,474名でほぼ同数であった

が、段ボールベッドの導入に関しては、熊本

市は要援護者など限定的であり組織的な導入

は見送られたが、益城町は一部の避難者を除

きほとんどの避難者に対して約2,000床を設置

することができた。（混乱の中、必ずしも避

難者数と実際の人数が一致しないが益城町は

組織的にすべての避難者に導入をした） 

 

５．段ボールベッドの特徴 

段ボールベッドは、幅90cmｘ長さ194cmｘ

高さ35cmであり、通常のベッドでいうとＳＳ

セミシングルベッドの寸法と同等である。東

日本大震災の直後に設計をして避難所での検

証を経てこれまで10回近く改良した。標準的

な日本人で、寝返りができて尚且つ場所を取

り過ぎない大きさである。また、標準的な防

災毛布を使用した際に使用者の体を覆ってさ

らに余るようにした。長さは、枕の使用も考

えて大柄の人でも収まる長さにした。高さ

は、車椅子とほぼ同じ高さであり使用者が車

椅子からベッドに横移動が容易になるように

した。また、ベッドから足を落とすと高齢者

でも立ち上がりやすい高さであり、ベッドの

端に手をついて体重をかけて立ち上がろうと

しても傾斜することはなく転倒の恐れも少な

い。また、一般的に高さが30cm以上床から上

げると床の埃を吸引しなくなると言われてい

る。段ボールは空気の層でできているため温

かく、床からの冷気を遮断する。北海道赤十

字看護大学と筆者が共同で行った実験の結

果、気温12℃の体育館では床に比べて段ボー

ルベッドの方が約5℃ほど表面温度高いことが

判った。冬場や寒冷地では、床に雑魚寝より

も低体温症に対しても予防効果があるかもし

れない。また騒音や振動を吸収して和らげて

いる可能性がある。混雑した状態で共同生活

をする避難所では、スリッパで歩く音や振動

が床に雑魚寝をしていると直接響いて安眠を

妨げられるそうだが、段ボールベッドを使用

すると安眠できたということであった。段ボ

ールベッドには、段ボールパーテーションを

組み合わせることができる。ベッドの天板を

兼用で利用しているので、ベッドの天面から

は55cmの高さしかないが、寝るときは少しだ

けプライバシーも守られる。逆に昼間は、ベ

ッドに座っても隠れないので他の人とのコミ



 
 

ュニケーションが取りやすい。一般的に避難

所でもプライバシーは大事だということが常

識になっていて、管理をしている職員などは

個人スペースを覆ってしまおうとするが、当

の避難者は一概にプライバシーを最重要視し

ているわけではないようだ。実は背の高いパ

ーテーションやカーテンなどで完全に覆って

しまうと、思わぬデメリットがある。それは

避難所コミュニティーの分断である。他人と

顔を合わせることが少なくなり、体調不良者

の発見が遅れてしまったり、見通しが悪くな

ることで不審者の発見が遅れることもある。

実際に、避難者ではない不審者が度々避難所

から食料などの物資を無断で運びだしていた

こともあるようだ。カーテンを閉め切った状

態では、だれが自分のスペースに来るかもわ

からないので恐怖を感じるという女性の声も

あった。そもそも戸締りできない避難所がほ

とんどだということが問題なのだが、警備さ

れているということを前提に、夜はプライバ

シーを確保して昼間は解放するほうが、コミ

ュニティーの形成や維持ができるので健全な

避難所生活には良いようだ。その点では段ボ

ールベッドと段ボールパーテーションの組み

合わせが丁度いいかもしれない。	  

	  

Fig.7 パーテーションとセット 

	  

6．段ボールベッドのメリット 

このような特徴を活かした結果、次のよう

な効果が得られる可能性がある。 

①   エコノミークラス症候群の予防。立ち上

がりやすい環境を作ることで長期臥床を

防ぎ血栓症の発症を予防する。広島土砂

災害や茨城県常総市水害では段ボールベ

ッドの導入で血栓が約１/３だったことが

判っている。（1） 

②   生活不活発病の予防。立ち上がりやすい

環境で日常生活動作（ADL）の維持につ

ながる。高齢者にとって何も掴まるもの

のない広い体育館では立ち上がりにくい

のでついつい寝たままになってしまい、

生活不活発病になることが多い。段ボー

ルベッドの使用で機能回復した高齢者が

見受けられた。（2）（4） 

③   埃の吸引を防ぎ、呼吸器疾患が減る。 

災害現場は埃っぽく土埃が避難所まで侵

入してきてしまうが、床に寝ている人は

吸い込んでしまう。（4） 

④   低体温症や凍死を防ぐ。 

床からの冷気を遮断すると同時に避難者

の体温を維持する。（5） 

⑤   睡眠の質を改善することで体力の低下を

予防する。その結果、血圧も低下するこ

とが判っている。被災すると疲労が蓄積

していまい体調を崩しやすい。質の良い

睡眠を重視する必要がある。（4） 

⑥   その他のメリット。 

段ボールベッドの使用は避難者だけでは

なく福祉職などの支援者の身体的負担が

低減される。床での介助は、腰痛などを

引き起こすからだ。 

段ボールベッドは段ボール箱を並べてで

きているので中に物を収納できる。特

に、衣類や日用品などを整理整頓でき

る。また通常避難所には貴重品を収納す

る場所がなく不安だが、寝ている下に貴

重品を収納できるので安心だ。（6） 

 



 
 

過酷な避難所生活は、健全な生活とは程遠

い。人は被災することで精神的なダメージを

受けてしまうが、雑魚寝の避難所ではさらに

肉体的なダメージを受けてしまう。しかし段

ボールベッドを使用することで、肉体的なダ

メージが和らぎ、精神的にも前向きになり復

興復旧の意欲が出てきたということを度々聞

いた。避難所での生活であっても、少しでも

人間らしい生活に近づけることが健康を守る

ためには重要なことであると言えそうだ。 

 

７．避難所の世界標準は簡易ベッド 

他国の事例を調べてみると、2005年8月にアメ

リカ南東部を襲ったハリケーンカトリーナは

甚大な被害をもたらし極めて困難な状況だっ

た。ただ避難所の様子は日本とは全く違う光

景だった。広大な屋内スタジアムに所狭しと

簡易ベッドが並べられていた。FEMAアメリ

カ合衆国連邦緊急事態管理庁が用意したもの

である。欧米では、過去の教訓から避難所開

設から48時間以内に簡易ベッドが届けられる

ことが制度化されている。 

 
fig.8 ハリケーンカトリーナの避難所 

 

1940年ドイツ軍によるロンドン市空襲の際

に、市民約17万7千人が地下鉄に逃げ込んでホ

ームなどの床に雑魚寝状態で避難生活をし

た。その際に、前年と比べて6倍の24人が肺塞

栓症（エコノミークラス症候群）を発症した

とされるが、ロンドン市はその対策として20

万床の簡易ベッドを地下鉄構内に持ち込んだ

ところその後は肺塞栓症の発症は減少したと

いわれる。これ以来、欧米では避難所には簡

易ベッドが用意されることが定着したのかも

しれない。（3） 

実際に、海外の事例を視察してきた。2012

年5月20日に発生したマグネチュード5,8のイ

タリア北部地震の被災地エミリアロマーニャ

州ボローニャ近郊の被災地フィナーレエミリ

アやミランドラを訪れた。フィナーレエミリ

アの街に近づくと、グランドに多数の青いテ

ントが設営されているのが見えてきた。約500

人が避難生活をしているということであっ

た。事前にお願いをしていた現地のモデナ大

学のスティーパ教授に案内をしてもらった。

避難所の運営は、市民安全省が行っていた。

市民安全省は、市、州、国、EUのそれぞれに

あり連携して災害対応をしている。イタリア

では基本的にこの大型のテントを使用する。 

 
Fig.9 2家族単位で生活している 

 
	 	 	 Fig.10 簡易ベッドが設置されている 

 



 
 

このテントは頑丈なテントで大きさは15mｘ

6mほどで高さも2mと十分の広さがあり、原則

2家族に1張を割り当てられていた。中に入る

と分厚い絨毯が敷かれていてパイプ製の簡易

ベッドが人数分設置されていた。マットレス

と布団があり十分に体を休める環境だと感じ

た。また、7月ということで暑い日であったが

テントには簡易のクーラーが1張に1台設置さ

れておりテントの中は快適な気温であった。

トイレは、コンテナのようなものの中に設置

されていて手前に洗面所がありトイレの奥に

はシャワーも併設されていて車椅子でも入る

ことができる。このコンテナが20台以上並ん

でいた。日本の簡易トイレは、屋外に設置さ

れていてドアを開ければ1段高いところに便器

があり、和式がほとんどである。また夜にな

ると体育館の外では電気もなくて、高齢者や

女性が真っ暗な状況ではトイレに行きたくな

くなるのも当然である。その結果、水分を我

慢してエコノミークラス症候群の発症につな

がるという悪循環を生んでいる。

 
Fig.11 水洗トイレとシャワー室 

 

食事は、200人ほどが入れる開放的な大型のテ

ントで温かいものを給食していた。テントの

奥にはトラックが横付けされて、厨房機器が

積んであり料理人が調理をしていた。避難生

活者はそれぞれのテントから歩いて食堂にや

ってきて調理された温かい食事を摂る。生活

空間はテントでプライバシーを守られても、

食事の際は食堂に三々五々集まってきては会

話を楽しんだり子供たち同志で遊んだりして

コミュニケーションは途切れることは無いよ

うだった。 

日本では、ボランティアの活動で炊き出しが

行われることが多いが、週末だけなど毎日で

はなくまた時間とともにだんだん炊き出しも

減ってくる。また行政が配給するのは、当初

はおにぎりや菓子パンやカップラーメンであ

りその後に改善されてもコンビニ弁当が常で

あり、長期化する避難生活では栄養面で大き

な問題を抱えている。食事をする場所も、雑

魚寝をしている自分のスペースにおにぎりや

弁当が配られて床に座って食べる。これでは

病院のように寝床で食べるのと同じであり健

全な人間らしい食事のとり方とは言えない。

以上のようにイタリアでは市民安全省が中心

になって、テント、食事、トイレシャワーを

備えた避難所を災害発生後なんと48時間以内

に設営することが制度化されている。イタリ

アの避難所を見学して思うのは、国民性なの

か衣食住を最重要視していて、もちろん被災

者は悲惨な状況にあるのは間違いがないのだ

が、どこか避難生活をアウトドア生活ととら

えて満喫している様にも見えて、バカンスの

国だなという風にも感じた。また災害関連死

と言う言葉や概念も無いようであった。48時

間以内の体制など、日本は避難所に関しては

世界標準と比較して大変遅れていることを自

覚して、今後の災害に備えて改善をしていか

なければいけない。 

 
Fig.12 調理されたものを給食している 



 
 

 

8．段ボールベッドの回収とリサイクル 

発災から4か月程経ち、お盆の頃には益城町

の一部の避難所では閉鎖の目途が立ってき

た。そこで全国段ボール工業組合は、段ボー

ルリサイクル協議会を通じて地元の古紙回収

会社に協力をお願いして段ボールベッドの回

収にも取り組んだ。パッカー車1台を用意して

もらいボランティアの助けを借りて150床程を

1時間程で回収した。段ボールの原料は95％程

度が古段ボールでありリサイクルすることで

成り立っている。したがって、古紙は有価物

であり回収の費用も古紙の買い取り価格で賄

うことができた。益城町役場の担当者は、設

置から回収まで引き受けてくれたことで行政

の負担が大幅に軽減され助かったと大変好評

であった。このように内閣府の推奨や業界団

体としての組織的な活動など、過去の災害の

対応と比べて格段に取り組みが進んだと言え

る。これを良き前例として早期に全国の自治

体との連携の仕組みを作ることが望まれる。 

	  

Fig.13 バケツリレーで回収 

	  

9．拡がってきた防災協定 

災害時、段ボールベッドの供給に関する防

災協定は平成23年6月に初めて愛知県新城市と

締結された。東日本大震災の直後は、まだ一

般的に知られていなかった段ボールベッドに

行政がいち早く着目した取り組みだった。し

かし、当時は被災地に行っても段ボールベッ

ドを受け入れてくれる避難所はほとんど無

く、導入は遅々として進まなかった。なぜな

ら、前例がなく導入の仕組みが無かったから

だ。行政は仕組みがないとまったく対応でき

ないことが判り、防災協定の重要性がやっと

理解できた。平成28年11月現在では、都道府

県との協定は、佐賀県、大阪府、長崎県、大

分県、香川県、鹿児島県、徳島県、茨城県、

福井県、埼玉県、宮城県、と締結済みで、北

海道、兵庫県、福岡県、愛媛県、広島県、和

歌山県と協議中。政令指定都市では神戸市、

新潟市、浜松市、堺市、広島市、仙台市、横

浜市、相模原市が締結済みで、名古屋市が平

成28年度中に締結予定。その他、企業単位で

は220以上の市区町村と締結している。 

	  
Fig.14 テントの中にも設置された

 

	 	 	 	 Fig.15 カーテンで仕切られたベッド 

 

この度の熊本での取組みは、長期避難者の総

数約10,000人に対して約半分とまだまだ少な

かったが、エコノミークラス症候群など避難

所での2次健康被害の予防に簡易ベッドが不可



 
 

欠ということが以前よりは認識されてきたよ

うだ。熊本県が平成28年11月29日に発表した

“平成28年熊本地震等に係る被害状況につい

て第197報“によると、熊本地震で亡くなった

方の内訳は、いわゆる地震による直接死が50

名、地震の後に亡くなったいわゆる災害 

関連死が95名を数える。また災害関連死95名

のうち57名が熊本市の住民であり7名が益城町

の住民であった。先にも記した通り、地震後1

ヶ月では避難者はほぼ同数であったが、半年

以上経った11月末の時点では災害関連死の数

は7倍以上の開きが見られた。もちろん災害関

連死に至った原因の調査を待たないと判断は

できないが、もし段ボールベッドが益城町の

被害を最小に食い止める一助になったのであ

れば大変うれしく思う。最後に、86年前の昭

和5年に起こった北伊豆地震の写真を見ていた

だきたい。被災した人々が板の間に雑魚寝を

している様子がわかるが、熊本地震の避難所

と比べてほとんど変わりがない。実は、日本

の避難所は今まで長きにわたってまったく変

わっていなかったのだ。ゆえに日本人はこの

避難所の景色を見ても気の毒とは思っても異

常とは思わない。しかし、この雑魚寝の景色

を変えることで”防ぎえた死”と言われる災

害関連死を減らすことができるかもしれな

い。そう確信しつつ今後も世界標準である簡

易ベッドをすべての避難者にもれなく設置で

きるように引き続き取り組んでいきたい。 

 

 
	 Fig.17	 昭和5年	 86年前の北伊豆地震 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18 	 平成 28年熊本地震の避難所の様子 
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