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第 31回日本静脈学会総会（2011年，仙台）緊急企画：災害と VTE

災害時，避難所への段ボールベッドの供給方法と 

全国を対象とした防災協定の取組みについて

水谷　嘉浩

●要　　約：東日本大震災は，東北 3県およびその周辺にわたり甚大な被害をもたらし
た．震災発生後，低体温症を予防し避難者を助ける目的に，われわれは段ボールベッド
のプロトタイプを平成 23年 3月 20日に作成した．その後段ボールベッドが避難所のエ
コノミークラス症候群，呼吸器疾患，廃用症候群に有効であることが判明したため，東
北 3県と和歌山県奈良県に約 3000床を提供した．段ボールベッドは，腰をかけたときに
足がしっかり地面につく高さで，組み立てに工具の必要はなく，6カ月以上の使用が可能
である．高齢者の ADL低下，ストレスの低減，埃の吸引減少など多くの利点を有してい
る．イタリア北部地震を視察したが，避難所では大型テントが設置され，パイプ製簡易
ベッドも被災者分配置した迅速な設営が行われていた．現在は，備蓄不要で災害発生後
に迅速に届ける防災協定の締結を，自治体と進めている．また政府への働きかけによ
り，平成 24年 9月 6日防災基本計画の改定で，避難所の項目に初めて簡易ベッドの導入
に関する文言が記載された．ストップザ雑魚寝！今後はこの教訓を活かし，避難所の
QOLを改善するため努力することが，段ボール産業従事者の務めと認識している．

●索引用語：東日本大震災，段ボール製簡易ベッド，エコノミークラス症候群，避難所，
廃用症候群
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その他（特集：災害と VTE）

1．段ボールベッドに関する活動の経緯

　平成 23年 3月 11日，近年未曾有の大災害が発生し
た．東日本大震災は宮城県沖 130 kmを震源とし日本
観測史上最大のマグニチュード 9を観測，東北 3県お
よびその周辺の南北 500 kmにわたり甚大な被害をも
たらした．そしてその最大の要因は，地震による揺れ

よりも最大で 40 m以上にもなった大津波であり，沿
岸部の都市や漁村を襲い，人的物的を含め壊滅的な被
害が生じた．その結果，約 2万人の死者行方不明者と
約 6,000人の重軽傷者，建物の全壊半壊が 27万戸，
避難者は一時 40万人を超えた．また東京電力福島第
一原子力発電所も津波による電源喪失で原子炉冷却が
できなくなり，その結果大量の放射性物質の放出に至
り，福島県の住民は他県への移住を強いられている．
国は激甚災害に指定し，総力を挙げて復旧復興に取り
組むことを決めた．
　震災発生当時，3月とは言え東北地方では未だ春と
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はいえず，気温の低い日が続き降雪もあったが，各地
の避難所では，津波で濡れたり着の身着のまま避難し
た人も大勢いて，毛布や布団など物資の届かない中で
低体温症による凍死者が続出していた．道路の破壊や
寸断，自治体職員の被災などで受入れ体制が整わな
かったこと，燃料の不足により物流が滞ったこと，数
千カ所にもなった一時避難所の把握の困難さなどによ
り，結果として毛布や布団はもとより水食料でさえ，
当初は十分に到着していなかった．そこで，段ボール
製品の製造販売を生業としている筆者は，避難所に段
ボール製の簡易ベッドを持ち込めば，少なくとも低体
温症を予防し凍死する避難者を少しでも減らせること
ができるのではないかと考えた．さっそく 3月 20日
段ボールベッドのプロトタイプを製作し，東北に全く
縁のないことからツイッターで画像を流し画像の拡散
を希望，ついに石巻赤十字病院の応援医師である松本
桂輔氏に繋がった．松本氏は災害発生時，被災者の低
体温症に対する即効性から段ボールの活用をネット等
で強く推奨しており正にニーズに合った提案ができた
わけである．その後，石巻赤十字病院の植田信策氏や
新潟大学医学部の榛沢和彦氏により，実は簡易ベッド
が避難所でのエコノミークラス症候群，呼吸器疾患，
高齢者の廃用症候群など重大な疾患に対して有効であ
ることがわかった．このことで段ボールベッドの活動
がますます加速していったわけであるが，最終的に大
手段ボールメーカーのセッツカートン株式会社と協業
で，東北 3県と台風 12号の和歌山県奈良県の避難所
と仮設住宅に，合わせて約 3,000床を提供することが
できた．

2．段ボール製簡易ベッドの特徴

　まず，段ボール箱の第一義的機能とは物を安全に運
ぶことである．その特徴としては，製造コストは他の
パッケージに比較して非常に安価であり，加工しやす
く大量生産に向いている．またその生産において特別
な技術を必要としない汎用性があり，段ボール各社の
技術的優位性というのは，箱の本質において事実上ほ
とんどない横一線の状況である．このことが全国どこ
であっても同じサービスを供給することができるとい
う，段ボール業界としての強みになるわけであるが，
一企業としては非常に悩ましい問題が，逆に業界全体
での取り組みを前提とした災害時における支援活動に
おいては，他の業界に対して非常に大きいアドバン
テージになることがわかった．例えるとオリジナリ
ティ性の強い個人店舗ではなくコンビニエンススト
アのように全国どこであっても，また企業やブラン
ドが違ってもほぼ同じ商品サービスを受けられるこ
とと似ている．
　段ボールはトラス構造といって，2枚の段ボール原
紙の間に中芯原紙といわれる波状に加工した紙を挟
み込み，立体構造にすることにより飛躍的に強度が
増す（Fig. 1，2）．段ボールベッドに使用している材
質は k6×k6AF中芯 160 gといわれる段ボール原紙で
市場では至って標準的で調達の容易な材質であり，
これでみかん箱タイプの箱（JIS規格 A–1式）を作る．
その 1つの寸法は，たて 32.5 cm×よこ 22.5 cm×高さ 

34 cmであり，それを 24個並べ段ボール製の枠で固
定すると，たて 195 cm×よこ 90 cm×高さ 35 cmの
ベッドの土台が出来上がる（Fig. 3～5）．そこに荷重を

Fig. 1 Machine for corrugated fiberboard. Fig. 2 Machine for corrugated box.
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分散させる意味で 2枚の段ボールシートを敷いて完成
する．ベッドの高さは，病院等のベッドと違い腰を掛
けた時に足がしっかり地面につくもので，立ち上がり
の際にベッドの片側に両手を支えにして体重をかけて
も，軽量のパイプベッドのように不安定にならないの
で，高齢者にとっても安心だ．作成には工具の必要は
なく，クラフトテープを使用するだけであり，子供で
も高齢者でも 15分程で簡単に組み上げることができ
る．また箱の中身には 1枚の段ボールパットを斜めに
入れることによって補強しているので，1個の A–1式
ケースは GIS規格に則り箱圧縮試験にかけると約 400 

kg弱に耐え，それが 24箱使用することでベッド全体
では約 9,500 kgの荷重に耐える計算になる．実際ベッ
ドに乗れるだけ乗って 20名の大人が乗っても潰れな
かった（Fig. 6）．ただし，やはり紙でできているので
湿気や水分には弱いのだが，もし水濡れした場合でも
24個の A–1式ケースできているので，濡れた箱だけ
取り換えることも可能であり，予備のケースがあれば
またベッドとして使用できる．また長期の使用であれ

ば布団をめくっておくなどして湿気を抜くことも必要
になってくるが，実際の使用においては故意に激しい
衝撃を与えない限り破損することはなく約 6カ月程度
の使用なら全く問題ない．これは長期避難生活で，体
育館などの避難所から仮設住宅へ移動するまでの時間
を想定しているが，仮設住宅でも約 400床ほど 1年半
以上の長期間使用されているケースもある（Fig. 7）．
また必要に応じてベッド本体を取り囲む段ボール製
パーテーションもセットにすることでプライバシーを
ある程度確保し，被災者の心理的な負担を和らげるこ
とができる．

3．避難者にとってのメリット

　段ボールベッドは体育館などの床に雑魚寝する
ことに比べて数多くのメリットがもたらされる
（Fig. 8，9）．以下に直接避難者から聞いた感想を記す
（Fig. 10～12）．
・ 高齢者の ADL低下を防ぐ．震災後，車椅子での利
用を余儀なくされたが，ベッドを使い始めて 1カ月

Fig. 3 A personal bed by corrugated fiberboard boxes. Fig. 5 A raised floor was made with 4-person’s beds.

Fig. 6 The intensity is perfect.Fig. 4 A portable bed made with 24 boxes.
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Fig. 8 The people did only lie down together in a huddle 

at Higashi-Matsushima city refuge.

Fig. 9 The refuge in Nachikatsuura town at the Typhoon 12.

Fig. 10  A bed is preferred to senior citizens with weak 

limbs.

Fig. 11  She recovered from bedridden condition by use of 

corrugated box bed.

Fig. 7 A corrugated box bed is used in a temporary house.

Fig. 12  Corrugated box bed helps people to get up and 

keep the activity.

後には車椅子は不要になり高齢者用の手押し車で歩
けるようになった．高齢者が腰痛を訴え腰の治療の
ため入院をされていたが退院時に避難所にベッドが
届き，1人で寝起きができるようになった．
・ ストレスの低減．体育館などでは，スリッパなどで
人が歩く音や振動が耳に付き眠れないなどの問題が
あったが，段ボールベッドがそれらをある程度吸収

して安眠できた．また余震が発生した時も，直接床
で寝るより揺れが少なく感じた．
・ 高さが 35 cmあることで埃の吸引が減り，夜中に避
難所全体に響いていた大勢の人の咳込みが減った．

 就寝時に，避難所全体に響いていた多くの人のいび
きが減った．
・ 冬場の床からの冷えを和らげるとともに，35 cmの
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高さがあることで，夏場でも風当たりが良くなりわ
ずかながらでも涼しくなった．
・ 高齢者のいる家族では，床で寝ている時よりも家
族や介護従事者の体力的な負担が格段に少なく
なった．

4．イタリア北部地震の避難所を視察

　榛沢和彦氏によると，血栓症予防の観点から，欧米
だけでなくアジア諸国においても，海外の避難所では
72時間以内に簡易ベッドが設置されることは常識だ
そうだ．日本人だけが畳の上での生活に慣れているせ
いか，床に雑魚寝をすることにあまり抵抗を示さない
が，そもそも畳は上間であり決して土間に寝ているわ
けではない．災害発生後の急性期はともかく，72時
間後には簡易ベッドを設置することを定めた仕組み作
りが重要だ．
　海外の避難所を比較研究して避難所環境の改善に役
立てようと，平成 24年 7月 1～3日に榛沢和彦氏と 5

月 20日および 6月 1日に発生したイタリア北部地震
の被災地モデナ近郊の避難所を訪問した（Fig. 13）．イ
タリアの避難所は 6～8人が生活できる空調を完備し
た大型テントが設置され，内部にはキャンプ用のもの
と思われるパイプ製簡易ベッドも被災者全員分貸与さ
れており（Fig. 14），またトイレとシャワーが一体化し
たコンテナや，調理器具を装備した車両の配置を含
め，災害発生から 48時間以内の避難所設営を行って
いた．主な活動主体は，Dipartimento della Protezione 

Civile（市民安全省もしくは市民安全局）が，組織横断
的に活動しており，日本と比べても非常に迅速な対応
だと感じたのだが，簡易ベッドは各州が多数備蓄をし

ているもので，災害発生と同時に医師や行政と共に簡
易ベッドやテントも，24時間以内に被災地に向けて
各地を出発するという．医療設備も充実していて，複
数の医師が避難所に常駐していた．現地の医療関係者
に，日本の避難所には簡易ベッドがなく床に雑魚寝を
強いられるということについて感想を求めると，日本
ほどの先進国がありえない，信じられない，という言
葉が相次いだ．また，たびたび海外と比較される忍耐
強いという日本人の美徳が邪魔をして，劣悪な環境で
もそれを受け入れてしまい環境改善を訴えないという
ことも原因かもしれない．避難所環境においては，日
本はグローバルスタンダードに大きく遅れを取ってお
り，そのことを広く社会が認識して対策を急ぐ必要が
あるが，今までになかった段ボールベッドという有効
な手段ができたので，広く普及させて雑魚寝を撲滅し
ていきたいと考えている．

5．自治体との防災協定

　段ボール産業は，段ボールシートと呼ばれる材料か
ら段ボールケースまで一貫生産している大手企業と，
段ボールシートを購入して段ボールケースを生産して
いる中小企業に大きく分けられるのだが，しばしば前
者はコルゲート会社，後者はボックス会社と呼ばれて
いる．上場会社も数社あるコルゲート会社の工場は全
国に 358工場が立地していて，Table 1にあるよう
に，秋田県と島根県を除いて各都道府県に概ね複数の
工場がある．また中小企業が主体のボックス会社は，
全国に 3,000社存在していると言われているが，正確
な会社数は多すぎて不明である．
　段ボールは，その性質上大変かさばる割には非常に

Fig. 13  The refuge in Modena at Italian earthquake 2012. Fig. 14  Pipe beds were distributed in Italy.
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安価で，消費地に近い立地でないと輸送費がかさむた
め，海外で生産して輸入するということはほとんどな
く，将来にわたり安定して国内生産を続けることも安
心材料になる．さらに，会社や企業グループが違って
も完全に同じものを生産できる設計にこだわったこと
で，段ボール業界全体で全国均一の製品を提供するこ
とができる．たとえばある県で大災害が発生したとす
る．その際，その県の段ボール工場は同じように被災
してしまう可能性が高いが，その周辺の被災を免れた
複数の工場から，被災地に輸送することで十分供給能
力を保つことができ，ベッド業界や家具業界が実現困
難な機動性を発揮することができる（Fig. 15，16）．こ
のような特性を活かして自治体との防災協定の締結を
進めてきた（Fig. 17）．
　この防災協定の特徴は，自治体が要請を出してから
段ボール会社が生産するため，段ボールベッドおよび

段ボールパーテーションの備蓄は必要がない．段ボー
ル製品は元々工期が短く，着手から 3日で完成する．
これは自治体にとって予算の確保や，経年劣化による
買い替え，備蓄倉庫の確保と管理の手間を省くことが
でき，備蓄をした方が望ましい災害時要援護者用や山

Table 1　Corrugated fiberboard factories in Japan

北海道 10 埼玉県 28 岐阜県 11 鳥取県 3 佐賀県 8

青森県 4 千葉県 10 静岡県 20 島根県 0 長崎県 1

岩手県 2 東京都 3 愛知県 37 岡山県 9 熊本県 5

宮城県 8 神奈川県 22 三重県 3 広島県 7 大分県 1

秋田県 0 山梨県 4 滋賀県 6 山口県 4 宮崎県 2

山形県 3 長野県 7 京都府 8 徳島県 3 鹿児島県 2

福島県 5 新潟県 10 大阪府 21 香川県 4 沖縄県 3

茨城県 14 富山県 7 兵庫県 16 愛媛県 6

栃木県 10 石川県 3 奈良県 5 高知県 2

群馬県 6 福井県 4 和歌山県 3 福岡県 8 合計 358

平成24年現在

Fig. 15  The organization of bed supply from the nearest factory that 

avoided suffering.
Fig. 16  Advantages of corrugated box bed.

Fig. 17  We arrived at an agreement with a self-government.
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間部などの交通手段の脆弱な集落などを除き，頭の痛
い予算の問題を考えなくても済む．また備蓄では災害
の規模によって，当然過不足が発生するが，発災後の
要請なら手配する数量を正確に把握できることも自治
体にとって大きなメリットだ．自治体からの要請を受
け，72時間以内に数千床でも，事によっては数万床
でも，通常のベッドの 10分の 1程度のコスト（平成
24年 10月現在，防災協定上の価格は 2,900円．ただ
し輸送費は別途）で生産および避難所まで搬入する．
　段ボール業界ではさまざまな場面で，m2数でやり
取りが行われる．コルゲート会社の生産能力は，1工
場当たり月間 200万 m2～1,000万 m2であり，月間
600万 m2が平均的な工場と言われている．製品の段
ボール箱は大小さまざまだが，みかん箱が約 1 m2と
すると，月間 600万箱の生産能力を持つ工場というこ
とだ．段ボールベッドは 1セット当たり約 30 m2なの
で，仮にベッドだけを生産すれば月間 20万セット生
産できる能力を持つということであり，防災協定が
発動されれば月間の生産能力の 5％を振り向ける
と，1万セットの段ボールベッドが生産できる計算
になる．また，配送面では標準的な大型トラック
で，1万 m2積載できるので約 300セット，中型ト
ラックで 5千 m2積載できるので約 150セットを輸送
できる．また段ボールは国内でリサイクルの仕組みが
早くから確立しており，不要になった場合でも簡単に
処分することができる．この防災協定を全国に網の目
のように広げ，相互に補完の仕組みができれば全国ど
こで災害発生しても業界内で連携し強固な供給網は継
続されることになる．Jパックス株式会社はセッツ

カートン株式会社と共に，平成 23年 11月 11日“暖段
はこベッド”を商標登録，平成 24年 5月 11日意匠登
録を済ませたうえで，全国の善意の同業者を募り，設
計図と防災協定のノウハウを無償提供して全国に普及
するように努めている．平成 23年 6月 28日の愛知県
新城市を皮切りに平成 24年 10月 30日現在，賛同を得
た同業 8社を含め，全国の 74市区町村と段ボールベッ
ド等に関する防災協定の締結を終えた（Table 2）．

6．防災基本計画に簡易ベッドの記載

　このように防災協定を順調に拡げてきたのだが，な
にせ全国には 1,742もの市区町村が存在するため，早
期に防災協定をくまなく拡げるのは容易なことではな
い．これでは次の災害に間に合わないかもしれないと
考え，前出の医師と共に政府に強く訴えたところ，平
成 24年 7月 25日の国会審議を経て，平成 24年 9月
6日発表の防災基本計画改定版の避難場所の項目にお
いて，初めて簡易ベッドの導入に関する文言が記載さ
れた2）．今後は，各都道府県および市区町村の定める
地域防災計画に反映されていくこととなる．また，厚
生労働省社会援護局は，大災害が発生し災害救助法の
適用自治体に対して，避難所開設時には「簡易ベッド
を導入するように」という内容の通達をこの度初めて
発信した．平成 24年 5月 6日発生の茨城県栃木県の
竜巻災害，平成 24年 7月 11日～14日発生の平成 24

年九州北部豪雨の福岡県熊本県大分県が対象だ．た
だ，現地調査をしていないので，簡易ベッドを実際に
導入したかどうかは確認できなかったが，被災した熊
本，大分，福岡各県庁に問い合わせたところ，簡易
ベッドを導入した実績はまだないということであっ
た．東日本大震災以降に考案された段ボールベッドの
存在は，まだまだ全国の自治体の防災担当者に周知さ
れている状態とは言い難いが，PR活動を通じて広く
知ってもらい，万が一の災害の際にも確実に避難所に
届くように努めていきたい．

7．現実に即した避難所のあるべき姿

　平成 24年 10月 20日，新潟大学で段ボールベッド
を使用した模擬避難所を実験的に設営した．目的は，
今後の災害時の避難所のあり方を提言することと，実
際に防災協定が発動された際にどのような運用するか

Fig. 18  An exhibition in disaster prevention training of 

self-government that concluded an agreement.
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を確かめることだ．国の防災基本計画および各地の地
域防災計画には明確な記載はないのだが，避難所の 1

人当たりのスペースは 1畳もしくは 1.8 m2を目安に
しているところが多い．90 cm×195 cmの段ボール
ベッドは 1.755 m2になりほぼ枠に入るが，通路や共
有スペースなどを入れると大変狭いため，急性期とそ
の後の長期避難生活の基準を分けて，長期の場合は速
やかに，居住スペースを 1人当たり 4 m2程度確保す
ることが望ましいということがわかった．避難スペー
スの基準も防災基本計画等に明示すべきではないだろ
うか（Fig. 19，20）．

8．備蓄が必要なケースも

　地方の山間部などには，道路一本が寸断されれば陸

の孤島になる集落が全国に無数にあり，その場合は水
食料や医薬品など以上に，段ボールベッドも最低限の
備蓄が必要になってくる．緊急援助などでヘリコプ
ターの活用が見込まれるが，水食料や医薬品は載せら
れても，ベッドとはいえ量の高い段ボールをヘリコプ
ターに載せるのは心理的にも抵抗があり，実際にはあ
り得ないからだ．実際行政の担当者に聞いた話では，
過疎化した山村では高齢化が進み，災害時でも避難を
しない方が多いという．その理由は，洋式トイレと簡
易ベッドが避難所には完備されていないので，短時間
といえども高齢者には生活するには大変不便で，被災
の可能性が高くとも自宅を離れたがらないそうだ．高
齢化と過疎化の問題はその他にも多々あると思うが，
高齢者にとっても安心して避難できる環境を整備する

Table 2　Agreements of disaster prevention with self-governments

No 調印日 県名 市区名 No 調印日 県名 市区名 No 調印日 県名 市区名
1 H20.4.1 兵庫県 小野市 26 H24.2.7 新潟県 三条市 51 H24.6.21 山形県 尾花沢市

2 H23.6.28 愛知県 新城市 27 H24.2.13 宮城県 柴田町 52 H24.6.21 山形県 最上郡
金山町

3 H23.7.14 愛知県 小牧市 28 H24.2.14 愛知県 豊山町 53 H24.6.21 山形県 最上郡
最上町

4 H23.8.17 大阪府 熊取町 29 H24.2.28 山形県 戸沢村 54 H24.6.21 山形県 最上郡
舟形町

5 H23.8.23 大阪府 松原市 30 H24.2.28 山形県 大石田町 55 H24.6.21 山形県 最上郡
真室川町

6 H23.8.23 神奈川県 横浜市
瀬谷区 31 H24.3.9 兵庫県 三木市 56 H24.6.21 山形県 最上郡

大蔵村

7 H23.8.30 福井県 あわら市 32 H24.3.15 山形県 山形市 57 H24.6.21 山形県 最上郡
鮭川村

8 H23.9.13 兵庫県 加西市 33 H24.3.16 茨城県 阿見町 58 H24.6.25 岐阜県 本巣市
9 H23.10.4 大阪府 吹田市 34 H24.3.19 愛知県 扶桑町 59 H24.6.29 福井県 大野市

10 H23.10.20 奈良県 桜井市 35 H24.3.27 茨城県 稲敷市 60 H24.7.4 山形県 南陽市
11 H23.10.31 愛知県 岩倉市 36 H24.3.28 大阪府 東大阪市 61 H24.7.10 奈良県 吉野市
12 H23.11.11 静岡県 菊川市 37 H24.4.11 兵庫県 伊丹市 62 H24.8.1 広島県 三原市
13 H23.11.18 静岡県 袋井市 38 H24.4.13 兵庫県 丹波市 63 H24.8.6 兵庫県 篠山市
14 H23.11.20 静岡県 掛川市 39 H24.4.16 山形県 村山市 64 H24.8.27 岡山県 総社市
15 H23.11.22 兵庫県 尼崎市 40 H24.4.16 宮城県 名取市 65 H24.8.31 大阪府 堺市
16 H23.11.24 兵庫県 宝塚市 41 H24.4.23 奈良県 上牧町 66 H24.9.3 奈良県 香芝市
17 H23.11.28 埼玉県 熊谷市 42 H24.4.26 兵庫県 相生市 67 H24.9.3 茨城県 八千代町
18 H23.12.1 山口県 山口市 43 H24.5.18 福井県 坂井市 68 H24.9.5 石川県 白山市
19 H23.12.19 埼玉県 八潮市 44 H24.5.25 山形県 山辺町 69 H24.9.20 兵庫県 三田市
20 H24.1.4 新潟県 新潟市 45 H24.5.25 山形県 中山町 70 H24.9.28 奈良県 生駒市
21 H24.1.11 山形県 上山市 46 H24.5.31 愛知県 稲沢市 71 H24.9.24 佐賀県 鳥栖市
22 H24.1.15 山口県 下関市 47 H24.6.1 兵庫県 西宮市 72 H24.10.12 石川県 野々市市

23 H24.1.17 兵庫県 太子町 48 H24.6.20 山形県 西村山郡
大江町 73 H24.10.16 鹿児島県 日置市

24 H24.1.30 栃木県 下野市 49 H24.6.20 山形県 西村山郡
朝日町 74 H24.10.29 大阪府 摂津市

25 H24.2.1 兵庫県 芦屋市 50 H24.6.21 山形県 新庄市
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ことは重要だ．
　また，災害時要援護者対策としても効果的だ．寝
たきりの方や身体障害者を，発災直後の避難でも，
床に寝かせることに大変抵抗がある．指定避難所に
は最低限の備蓄をしておき，ボランティアや職員の
手で速やかに組み立てて，要援護者を受け入れる体
制を整えたい．

9．ストップザ雑魚寝！

　広範囲において発生した大災害を経験したわれわれ
は，混乱の中でそれぞれの人が，自分のプロフェッ
ショナルな部分で人命救助や復旧復興に携わってき
た．筆者が東北 3県ならびに台風 12号の被災地であ
る奈良県和歌山県合わせて 50カ所の避難所を見てま
わって感じたことは，想定外の大災害といえども日頃
の防災計画や避難訓練などの整備が行き届き，市民に
危険を周知している自治体と，それらが著しく遅れて
いる自治体とは市民の避難環境に違いがはっきりみら
れたことである．簡単には比較はできないのは承知の
うえであるが，食料事情や，避難所の衛生状態および
QOLに格差がみられ，そこに避難している人たちの
生活レベルはさまざまだった．いわば，大災害が発生
すれば避難所によっては，最低限の人間らしい生活を
送るという基本的人権すら停止してしまうことを意味
している．阪神大震災では，死者 6,434名のうち
14.2％の 919名，中越地震では死者 68名のうち
76.4％の 52名，東日本大震災では，死者行方不明者
合わせて 18,649名のうち，平成 24年 3月 31日まで

の約 1年間で約 8.8％の 1,632名の震災関連死が認定
された．震災関連死はあくまでも自治体が認定をした
人数であり，実際には認定されなかった方がもっと多
くいると考えるのが自然だ．またその原因について
は，復興庁震災関連死に関する検討会が平成 24年 8

月 21日に発表した“東日本大震災における震災関連死
に関する報告”なるレポートに詳しい．参考資料 5の
表1）には，震災関連死の約 33％が“避難所における生
活の肉体的精神的疲労”が原因だったとあるが一部を
引用すると，
・ 冷たい床の上に薄い毛布 1枚を敷く．
・ 避難所の出入口付近にいたため足元の埃により不衛
生な環境だった．
・ 寒いため布団の中にいることが多くなった．体も
動かなくなり食べることも水分も取らなくなって
きた．
・ 避難所で狭いスペースに詰め込まれ，精神的体力的
に疲労困憊の状態．
・ 地震により，ケアセンターの 2階病室ベッドより，

1階フロアに集められ過ごしていた．
　以上のように，震災における全死者の約 10％が震
災関連死で，そのうちの 33％が避難所の劣悪な環境
が原因で亡くなっている．東日本大震災のケースでは
539人になる計算だが，そもそも避難所にいる方々は
災害から難を逃れた幸運な人であるはずであり，避難
所で多くの人が亡くなっていくこと自体が，大変問題
であると認識しなければならない．なぜならば，簡易
ベッドをはじめ環境整備という打つ手があるからであ

Fig. 19  Personal beds in emergency. Fig. 20  A family bed for four people.
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る．ストップザ雑魚寝！今後はこの教訓を活かし，避
難所の QOLを改善することで，エコノミークラス症
候群などを起因とする震災関連死やさまざまな 2次的
な健康被害の低減に積極的に関与し，国民に対して貢
献していくことがわれわれ段ボール産業従事者として
の大事な務めだと認識している．
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Supply Methods of Corrugated Box Portable Bed to Refuges in Disaster and  
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The Great East Japan Earthquake gave the serious damage to the northeastern 3 prefectures and to the neigh-

borhood. After earthquake disaster outbreak, we made prototype of a corrugated box portable bed (CBPB) to 

prevent hypothermia and to help refugees on March 20th, 2011. It was recognized that CBPB was effective in 

prevention of economy-class syndrome, respiratory tract disease and disuse syndrome. Then we offered about 

3,000 CBPB to northeastern 3 prefectures, Nara and Wakayama prefecture. CBPB was made with the height that 

legs sticks to the ground well, is not necessary of special tool for making and is able to use for about 6 months. 

CBPB has many advantages such as prevention of daily life activity decrease, relief of mental stress and reduction 

of dust aspiration. We inspected the Italian north earthquake 2012, and marquees and pipe beds were arranged 

promptly at those refuges. For emergent supply of CBPB we have pushed forward the making agreement of disas-

ter prevention with self-governments. Sentences of CBPB were firstly added to the law of disaster prevention 

master plan. Stop the sleeps in a huddle! We will learn this lesson in future and want to make an effort to improve 

of refuge quality as the corrugated fiberboard industry practitioner.
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