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ACT CHECK

制限区域における
事故低減の取り組みについて

　空港における「安全」とは「航空活動に関連するリスクが受け

入れ可能なレベルまで低減され制御されている状態」と定義さ

れている。空港の運用には天候や災害、経済、テロ、感染症など

さまざまな外的要因が関わっており、それゆえにリスクも多様

である。「安全」を維持するためには、さまざまなリスクを想定

し、備え、対応していく必要がある。

　そのため、NAAでは安全に関するリスクを管理するための

仕組みである「NAA-SMS（Safety Management System）」

に基づき、系統的に予防を重視する安全管理を行っている。ま

た、空港内の各機関と連携し、成田空港全体で安全推進活動

を実施するため、各種会議において情報共有や意見交換を

行っている。

成田空港の安全管理の仕組み

　空港にとって最優先課題は「安全」である。空港の安全を確保し、お客さまに安心してご利
用いただくため、あらゆる現場において日々の安全管理は不可欠だ。
　しかしコロナ禍以降、航空機の運航に直結する制限区域内において事故発生率は高止ま
りしている状況にある。ほとんどは軽微な事故だが、中には作業員が重傷を負う事態や航空
機の損傷事案も発生しており、NAAでは事故低減に向けた取り組みを強化している。

こうした事故を減らすため、NAAでは以下の取り組みを行っている。事故低減の取り組み

　コロナ禍以降、事故発生件数自体は減少しているが、発着回

数(１万回あたり)に対する割合(発生率)で見ると、コロナ禍以

前よりも増加しており、2022年度に入ってからも多数の事故が

発生している。

　今後、需要回復が見込まれることを考えると、事故低減のた

めの取り組みは非常に重要だと言える。

制限区域内の近年の事故発生状況

安全推進事業計画
の策定
安全目標の策定
年間計画（教育・
訓練など）の策定

●

●

●

運航支援業務・
保全業務などの実施
教育・訓練の実施
緊急事態などの対応

●

●

●

安全推進事業計画
の取り組み結果の
評価・総括
安全監査・安全点検
結果を踏まえた
規程類の見直し

●

●

安全点検などの実施
施設障害など事案に
対する原因分析およ
びその再発防止策の
確認
安全推進事業計画
の達成状況の把握

●

●

●

PLAN DO

NAA-
SMSの
PDCA
サイクル

年4回および必要に応じて開催
NAAのみで構成、全役員が出席
安全推進に係る基本方針の策定、安全目標の設定などを担う

●

●

●

安全推進委員会

年4回および必要に応じて開催
NAAを含むNAAグループ会社で構成
NAAグループが一体となり安全推進活動を
実施するため、安全に関する情報の
共有を図る

●

●

●

NAAグループ安全会議

年2回および必要に応じて開催
NAAと官公署・航空会社・
鉄道事業者・ライフライン
関係事業者などにて構成
成田空港の安全について、
関係者が一体となり
安全推進活動を実施するため、
安全に関する情報の共有を図る

●

●

●

成田国際空港安全推進協議会
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事故 ※ 2022年度は8月31日までの数値発着回数

▶ 安全に関する情報共有(注意喚起) ▶ 制限区域内の施設改善

作業員がステップ上でエンジンを整備して
いた際、パネルを取り付けようとしたとこ
ろ、ステップから転落し、負傷した。
ステップ上部にある手すりを上げていな
かったため、バランスを崩した際に手すりを
掴むことができず、ステップから転落した。

事故事例 2
ステップからの転落による負傷事故

エプロンエリアに駐車していた作業車を
移動。
バックした際、夜間であること、雨で後部
ガラスが曇っていたことから車間距離を
見誤り、他社車両のバンパー付近に接触
してしまった。

事故事例 1
視界不良による車両接触事故

安全推進
委員会

NAA-
SMSの
実施体制 成田国際

空港
安全推進
協議会

NAA
グループ
安全会議

空港内事業者が利用可能なシステムに、制限区域内事故の内

容をまとめた資料を掲載。

成田国際空港安全推進協議会をはじめとした各種会議にお

いて、事故報告書などの資料をもとに事故の概要を説明し、

類似案件の発生防止を意識づけ。

運転講習で過去の事故事例を紹介し、走行時の注意点を喚起。

●

●

●

　2021年度、保険会社系コンサルティング会社に制限区域内

の実地調査を依頼。施設改善による事故防止の提案を受け、注

意喚起のための路面へのマーキング追加などを実施している。

　その他にも、車両事故による負傷事案発生を受けて、事故現

場付近への壁面や路面への注意喚起標示の新設を実施するな

どの施設改善に取り組んでいる。

▶ Narita Safety Awardの実施 ▶ 安全キャンペーンの実施

　安全推進に係る優れた活動を讃えることで、安全意識の向上・

モチベーションアップを図り、さらなる安全運用の進展を目指し

て2021年度より実施。優秀な取り組みを行った3社を表彰。また、

3社の取り組み概要をポスターにまとめ、従業員休憩室へ掲示す

ることや、応募のあった全ての取り組みを空港内事業者が利用可

能なシステムに掲示することで、良好事例の共有を図っている。

　空港従業員一人ひとりに安全意識や安全文化を浸透・定着さ

せ、制限区域内の事故低減につなげることが目的。実施にあたっ

ては空港内事業者からメンバーを募集し、安全キャンペーンワー

キンググループを設置している。ポスター掲示やうちわなどの啓

発物を配布したり、横断幕を掲げて注意喚起を行ったりといった

活動を実施している（一部活動はコロナ禍のため自粛中）。

　エプロンでは貨物の積み降ろし、燃料補給、点検整備など、航

空機の運航に必要不可欠な作業が行われ、多くのGSE車両や人

が行きかっています。コロナ禍からの需要回復に伴い、現場が忙

しくなれば、事故発生のリスクも高まることが懸念されます。

　制限区域では、いかなる車両も航空機の進行を妨げるような

動きをしてはならないなど、安全を確保するためのさまざまな

ルールが定められています。空港従業員の皆さんには、まずはこ

れらのルールをしっかりと確認し、遵守するとともに、安全の最

優先を強く意識して、日々の業務にあたっていただくようお願い

します。

名和振平 取締役 空港運用部門長より

ポスター

アルコール除菌シート

うちわ

2020 - 2021年度  受賞者の取り組み
制限区域における車両事故撲滅についての取り組み
視覚的にわかりやすいハザードマップや、実践運転KYハンド
ブックを独自に作成
コメンタリードライブの実践、デブリーフィングによる情報や
認識の共有を継続的に図り、安全運転教育およびKYTの実
施、安全運転技量確認を行った
上記の通り車両事故撲滅に向けて包括的に取り組まれている

●

●

●

グラン
プリ

航空機整備作業用高所作業車後退時の事故防止策
高所作業車に市販のバックセンサーを取り付け、検証を行っ
たうえで効果的な運用方法を見出した
前進駐車・発進という発想の転換とともに、関係者との調整
も経て、駐車スペースのレイアウト変更を実行

●

●

特別賞

制限区域における安全な車両の運転などに係る
社内教育用資料・映像作成
事故事例や過去の経験を分析し、それをもとに可視化できる
わかりやすい資料・映像を作成
さらに、理解度の向上を図るために確認テストを実施。説明
者側からの一方向的な施策ではなく、受講者側からの回答
を得て相互間で再確認されている

●

●

特別賞

2022年度 目標指数 4.70件以下

上記のほか、速度超過や枠外駐車のチェックなどのランプパトロールを実施。ま

た、事故の分析結果をもとに事故事例を紹介するとともに、ヒューマンエラー対

策や危険予知などをテーマとしたe-learningや安全推進講演会などを空港内事

業者向けに実施し、安全に関する意識の高揚および知識の向上を図っている。
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SAF導入にむけて具体的な取り組みを進めている、ステークホルダーに話を伺った。

みんなで取り組むSDGs  成田空港の持続可能な発展を目指して

SDGs実践者の声

成田空港がSAFを導入する意義

成田空港のSAF導入の取り組み

　現在はコロナ禍で落ち込んでいるものの、国際線発着回数は成田空
港が最も大きいシェアを占めている。島国である日本にとって、航空
ネットワークは世界とつながるために不可欠であり、その維持・拡大は
成田空港の使命であると言える。
　CO2削減などの環境問題に対する取り組みは、国内でも年々関心が

　航空業界ではCO2排出量削減への取り組みが喫緊の課題であり、CO2

削減効果が高いとされているSAF（持続可能な航空燃料）の活用が期待

されているところである。成田空港では2020年に初めてSAFを導入し、

2021年には「サステナブルNRT2050」を策定し、SAFの受け入れ体制を

整備するという目標を掲げ、積極的な取り組みを進めている。

高まっているものの、欧米のほうがはるかに問題意識が高い。そのた
め、もし成田空港でSAFが給油できないとなれば、CO2削減の取り組み
に消極的であると評価され、欧米のエアラインから就航先に選ばれな
い、という可能性はゼロではない。世界有数の空港であり続けるために
も、SAFの導入は重要な課題である。

SAF受け入れ体制の整備
　SAFの導入にあたっては、NAA自体が航空機給油施設を運営していること
が、他空港に対してアドバンテージとなっている。すでに千葉港頭石油ターミ
ナルは大型輸入タンカーが着桟できる隣接設備と直結されており、効率良く
SAFをまとめて受け入れることのできる環境が整っている。また、空港では既
存の給油施設を活用したSAF関連施設の設置も検討しており、今後SAFを受
け入れていくためのサプライチェーンを構築できる立場にある。9月にはSAF
受け入れ体制整備の一環として、少量の国産SAFを受け入れられるように第2

給油センターに陸上搬入施設を整備した。なお、本施設は既存のメンテナンス
用施設を転用したことから、極力コストを抑えて整備することができた。
　本施設を利用して、実証製造された国産SAFを搬入。これは株式会社ユー
グレナが製造・販売に取り組んでいるもので、使用済みの食用油と、微細藻
類ユーグレナから抽出したユーグレナ油脂を原料としている。国内で実証製
造されたSAFがハイドラントシステムによって航空機に供給するのは、国内
初の取り組みとなる。

世界的な供給量の少なさと価格の高さ

SAF導入促進の課題

　SAF導入の重要性は空港会社やエアライン会社など、関連企業すべてが
理解していることではあるが、なかなか普及しない大きな要因は、世界的な
供給量の少なさにある。
　成田空港が初めてSAFを導入した2020年にはすでに、廃食油や獣脂を原
料とした製造方法は確立していた。しかし廃食油などがそもそも大量に確保
できるものではないため、SAFの製造量にも限界がある。他の原料を用いる
製造方法もあるが、国際規格に則った、かつ大量に製造できる方法はまだ確

立されておらず、世界各国で試行錯誤が続けられているところである。
　供給量が少ないとおのずと価格も高価になり、従来のジェット燃料のおよ
そ3倍以上になる。コロナ禍で低迷する航空業界にとってこの支出は決して
安いものではなく、実際にSAFを購入するエアラインだけが費用を負担する
現状のあり方では、今以上の導入促進は難しいと考えられる。今後は行政の
支援や、サプライチェーンの中で関係事業者が協力する体制も検討していく
必要があるだろう。

国産SAFの製造
　国産SAFの製造については、各企業で取り組みが進められている。国
土交通省では、2030年までに本邦エアラインによる燃料使用量の10％
をSAFに置き換えるという目標を設定している。国産SAFの製造を実現
することによって、本邦エアラインが廉価で安定的にSAFを調達できる
ことを目指している。NAAでも「サステナブルNRT2050」において、

2030年までにSAFの受け入れ体制を整備するという目標を掲げ、ス
テークホルダーと協働して取り組みを進めている。
　NAAでは今後も引き続き、サプライチェーンの構築や、実証製造され
た国産SAFの受け入れなどを通して、持続可能な社会の実現に向けて
貢献していく。

「持続可能な航空燃料（SAF）の導入促進に向けた官民協議会」への参加
　国際競争力のある国産SAFの開発・製造は、SAFの導入促進において重
要である。同時に、SAFを活用するためのサプライチェーンも構築する必要
がある。そのため国土交通省は4月、技術的・経済的な課題や解決策につい
て官民共同で協議するため、第1回「持続可能な航空燃料（SAF）の導入促

進に向けた官民協議会」を開催した。
　NAAはこれに、サプライチェーン構築にかかわる企業として参加。7月には
下位部会である流通ワーキンググループが開催され、国産SAFのCORSIA※

適格燃料登録・認証に向けての課題などについて議論が行われた。

成田空港における
SAF導入の取り組みと課題

SAFの調達と利用拡大に向けて

2021年2月、国内技術のみで製造したSAFのフライトに
成功。国産SAFの認知向上に取り組んでいる。

　日本航空株式会社では「全燃料搭載量のうち、2025年
度に1%、2030年度に10％をSAFに置き換える」という目
標を掲げ、国内外において、ステークホルダーと協働しな
がらSAFの製造・活用に取り組んでいる。
　海外では、2018年度に日本企業として初めて米国SAF
製造会社に出資。2021年度には、ワンワールド アライアン
スメンバーと共同で、米国の製造会社2社とSAF購入契約
を締結した。
　国内では2020年2月から、丸紅株式会社・ENEOS株式
会社・大栄環境株式会社と共同で、廃棄物などから国産

SAFを製造・流通・販売するサプライチェーンの実現性に
ついて、事業性評価を実施している。同3月には衣料品の
綿を原料にした国産SAF製造に日本で初めて成功、2021
年2月にはSAFを搭載した国内初のフライトを運航した。

伊藤忠商事株式会社・エティハド航空・Neste社による、
契約締結のメディア発表会の様子。

※国際民間航空機関が定めた「国際民間航空のためのカーボン・オフセット及び削減スキーム」

 ESG推進部 平野 佳さんより  JALグループはSAF利用の
リーディングエアラインとして、航空業界・産業界・官民で
連携し、オールジャパンでSAFの実用化に取り組んでいま
す。国産SAFの商用化や、合成燃料に代表される「将来世
代のSAF」開発への参画などを通じて、SAFの普及・拡大
を進め、豊かな地球を未来に引き継ぎます。

伊藤忠商事株式会社

SAFのサプライチェーンの整備・拡大に取り組む

Case2

　伊藤忠商事株式会社では2020年、日本初の商用フラ
イト規模でのSAFの供給を行い、SAFの輸入・品質管理
から空港への搬入までの一連のサプライチェーン構築を
実現。2022年2月にはNeste社とSAFの日本市場向け独
占販売契約を締結するなど、SAFの日本国内への安定供
給に向けた体制整備に取り組んできた。
　同5月には、アラブ首長国連邦（UAE）の国営航空会社
であるエティハド航空と、Neste社製のSAFの販売契約
を締結。国内の空港における海外航空会社へのSAF供給
として、日本初の取り組みである。今回のエティハド航空

とのＳＡＦの販売契約を皮切りに、日本に就航する海外
航空会社向けにもSAFの供給を拡大していく方針だ。

　SAFの製造案件の検討を進めると同時に、SAFの安定
供給に向けたサプライチェーンを強化して、「2030年には
本邦エアラインの燃料使用量の10%をSAFに置き換える」
という政府目標の達成に向けて貢献するとともに、日本国
内外のお客さまに安心してSAFをご利用いただけるよう、
今後も注力して取り組んで参ります。

日本航空株式会社Case1

　世界的な温暖化対策が推進する中、国際航空における航空機からの脱
炭素化も求められており、SAFの導入促進がその切り札と言われています。
　成田空港は日本の国際航空ネットワークの中心として「いつでもSAFを
搭載できる空港」であることを目指しており、これが国際航空の維持・拡大
を将来にわたって行うことにつながります。

　また成田空港は、国内で搭載される国際線航空燃料の50％以上を占め
ていることから、NAAがSAF導入促進のリーダーシップを発揮するととも
に、トップランナーとなることで国内でのSAF普及に寄与できることを目指
しています。

給油事業部 田代敏雄部長より

石油・LPガス貿易部
リニューアブル燃料ビジネスユニット  津田 亘さんより
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成田空港への手紙
ワーケーションという新しい働き方・旅のスタイルが広まる中、
成田空港に期待されるものは何か。
島根県立大学地域政策学部教授の西藤真一さんに伺った。

　コロナ禍で観光は大打撃を受けましたが、テレワークの浸透とともに、「ワーケーション」という新しい旅の

スタイルへの期待が高まっています。ワーケーションは“Work”と“Vacation”を掛け合わせた造語です。

2020年に国土交通省でも「『新たな旅のスタイル』に関する検討委員会」が設置され議論されています。

　さて、このワーケーションの歴史ですが、田中・石山（2020）※1によると、2010年ごろから欧米で提唱される

ようになったようです。ただ、「ワーケーション」の歴史はあまりにも浅く、明確な定義も存在せず、実際の効果

もよくわかっていません。我が国で期待されているのは、長時間労働の是正やワークライフバランスの確保、地

方の関係人口創出などです。

　ただ、やや期待が先行しているきらいがあるようにも思いますし、そもそも旅行の合間に仕事をして本当に

楽しいのでしょうか？　そんな素朴な疑問もあります。こうした消費者の意識調査については前掲田中・石山

（2020）や、池知（2019）※2などがあります。いずれもテレワークを活用したワーケーションを希望する人は全

体の約4割に上ることを紹介しています。

　筆者も2020年11月に、首都圏在住のフルタイムで働く20代～60代の計500人を対象にウェブアンケート

を実施しました。その結果、先行調査とほぼ同じ、全体の39.2％の人が「ワーケーションをしてみたい」という

結果を得ました。ちなみに、通常の旅行意欲について尋ねたところ、47.4％と約半数に上りました。やや旅行の

ほうが積極的だと言えそうです。

　これらの結果を個人属性に関してクロス集計し、ワーケーションと通常の旅行で比較しました。そうすると、

年収や世帯構成については、ワーケーション・通常の旅行、いずれでも有意差はありませんでした。他方、旅行

では有意差がないものの、ワーケーションでは有意差が表れた属性として、性別（女性のほうが行きたい）、年

齢（若い人ほど行きたい）がありました。さらに、ワーケーションならではの属性ですが、会社にそうした制度が

あるかどうかはワーケーション意欲の有無を分かつ有意な要因であることがわかりました。

　今後は、ワーケーションに出かける意欲はどういう意識から醸成されるのか、消費者行動論のモデルも使い

ながら詳しく分析したいと思っています。とはいえ、この段階でも、次のことは言えるのではないでしょうか。つ

まり、人々の訪問を待ちわびる地方にとっては、女性や若年層に注目したほうがよさそうです。また、政策的に

は、個人がリモートワークできる環境を整備していくことも大切です。

　目下、徐々に人々の往来が復活しつつあるようです。リモートワークを積極的に活用しているのは大企業が

中心。そうした企業が集積するのは首都圏。そして成田空港はその首都圏に立地します。人々の移動を支える

成田空港にとって、今後新しい旅のスタイルに目を向ける価値はあるのではないでしょうか。成田発の新しい

旅のスタイルの提案に期待しております！

※1 田中敦・石山恒貴（2020)「日本型ワーケーションの効果と課題ー定義と分類、およびステークホルダーへの影響」
　   『日本国際観光学会論文集』第27号, pp.113-122.
※2 池知貴大（2019）「ブリージャーマーケットの現状と可能性」『観光文化』第242号, pp.8-13.

島根県立大学地域政策学部教授。
2000年関西学院大学経済学部卒業。
2005年同大学大学院経済学研究科。
2021年12月、近畿大学大学院商学
研究科から博士（商学）を取得。2006
年財・運輸調査局（現、一財・交通経済研究所）を経て2010年
島根県立大学着任。2022年から現職。専門は交通政策。

西藤 真一さん

「新しい旅」のスタイルの提案を期待しています！

　NAAは7月28日から8月10日まで、第2旅客ターミナルの
出国審査後エリアにおいて「WHILL自動運転モビリティ
サービス」を利用した空港内移動の実証実験を実施した。
　WHILLは、WHILL株式会社が提供するデザイン性と走
破性に優れた自動運転パーソナルモビリティであり、あらか
じめ収集した地図情報と、センサー群で検知した周囲の状況
を照らし合わせ、自動運転で目的地まで利用者を運ぶことが
できる。
　今回の実証実験ではWHILLとエレベーターを連携させる
ことで、WHILLが扉に近づくだけでエレベーターはWHILL
のいる階に停止、扉の開閉を行い、目的の階まで移動するこ
とを可能にした。お客さまはWHILLのタッチパネルで目的地
を入力するだけで、安全かつ快適に移動することができる。空
港内で階層移動を含む自動運転の実証実験が行われるの
は、世界初の試みであった。

NARITA
HOT NEWS

シームレスな移動の実現を目指して

※WHILL社調べ

「WHILL自動運転モビリティサービス」による
空港では世界初※

となる階層移動の実証実験を実施

▶田邉誠 取締役 営業部門長より                             
　今回の実証実験において、お客さまからは、「同一フロアでの移動に加え
て、エレベーターの乗り降りもスムーズで大変便利だ」とポジティブな感想を
いただきました。成田空港のお客さま動線上には階層移動があるため、
WHILLに乗って異なる階をまたいで移動できることにより、お客さまの行動
範囲が広がり、利便性・快適性向上につながります。また、スタッフを介在せず
にお客さまに安全・円滑な移動手段を提供できるため、スタッフの確保が課
題である空港にとっても大きなメリットがあると考えています。お客さまに対
して「成田ならでは」の特別な体験を提供するため、今後、実証実験で抽出し
た課題を解決しつつ、本格導入に向けて準備を進めてまいります。

自動運転による階層移動を実現
目的地までシームレスに移動

期間

場所

内容

実証実験概要

2022年7月28日（木）～8月10日（水）  ※土日は除く
14:00～18:00

成田空港 第2旅客ターミナル出国審査後エリア

WHILLステーション（出発地点）から
搭乗ゲート付近まで自動運転で移動
※サテライトへ向かう際には、WHILLに乗ったまま
　エレベーターで階層移動
お客さまの降車後、無人運転により
WHILLステーションまで返却

1

2

対象者 第2ターミナルより出国されるお客さま  ※一部利用制限あり

　WHILL社では今回の実証実験に伴い、タッチパネルの言語
選択機能に、従来の日本語・英語に加えて、ニーズの高い中国
語（簡体字・繁体字）とベトナム語を搭載した。今後もお客さま
のニーズに応じて、対応言語を増やしていく予定だ。
　実証実験の結果、お客さまからは「何も操作せずにエレベー
ターを乗り降りできるのはとても便利だ」「サテライトのゲート
まで思っていた以上に遠かったので、階をまたいで長距離を移
動できてよかった」といった声が寄せられた。また、NAA旅客
ターミナル部の担当者も「WHILLは安全性が高く、ご利用いた
だいたお客さまの満足度も高いため、空港内の移動手段の選
択肢の一つとして成田空港でも活用できると感じた」と語る。
　今後は本格導入に向けてWHILL社と連携し、「誰でも」「楽
しく」「スマート」に移動できる新しいサービスを実現すること
で、お客さまに対して「成田ならでは」の特別な体験を提供する
ことを目指す。

誰にとっても使いやすい空港づくりと
「成田ならでは」の体験の提供を目指す
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増田　パイプラインの安全・安定運用のた
め、私たちは毎日全線の点検を行っていま

す。巡視点検では、四街道石油ターミナルを

起点に千葉側・成田側と二班に分けて可燃

性ガスおよび漏洩のないことを点検しま

す。隧道部や車両不可の場所では、徒歩に

よる目視点検を行い、全線を一日かけて実

施しています。

立田　私たちはNAAFからの点検報告をも
とにした修繕工事の発注や、NAAFと共に行

う施設の中長期的な整備計画の策定といっ

た業務を担っています。同じ場所に事務所が

あるので、些細な気づきでも互いにすぐに報

告するなど、密な情報共有を心がけていま

す。また、必要に応じて随時現場確認を実施

するとともに、月に一度程度、パイプラインな

どでの作業がNAAFなどによって安全に行

われているかパトロールをしています。

増田　点検は目視によるところが多いた
め、ベテラン社員の知識や技術を、いかに若

い世代に伝えるかが課題です。一方で、IoT

技術の導入やDXの推進で、誰でも確実に、

効率的に点検できる体制づくりも今後は重

要になってくるでしょう。当社からNAAに改

善案を上げることも多いです。

立田　危険物取扱施設での点検作業のた
め、法令や安全作業との兼ね合いから、一概

にすぐにデジタル化できるものではありませ

ん。しかし、作業の効率化はNAAグループ全

体の課題でもあるため、両社で協議を進め

ています。具体的なところでは、毎日現場で

実施しているパイプラインにおける可燃性ガ

スの有無の確認作業を遠隔で実施できるよ

う、環境整備に着手したところです。

増田　パイプラインに不具合が発生する
と、空港への燃料供給がストップし、航空機

の運航に支障をきたします。そのため、日々

の点検に加え、非常時の対応も重要です。

地震や台風、停電など、状況に応じた緊急

時対応マニュアルを両社で共有しており、

有事の際はすぐに連携し、早急にパイプラ

インの操業を再開できるよう体制を整えて

います。

立田　現状の安全・安定運用を維持する一

方で、給油施設の能力増強にも取り組んで

いく必要があります。1996年には四街道石

油ターミナルが設置されたことで、1時間あ

たりの輸送量をトータルで1,000kLから

1,400kLまで大幅に増加することができま

した。今後、成田空港の更なる機能強化に

伴い1時間あたりの輸送量をさらに高める

必要があることから、パイプライン上へ新た

に2カ所のポンプステーションを設置する

工事を進めているところです。もっとも、地

域の方々の理解なくして工事を進めること

はできません。皆さまの協力を得ながら、輸

送量をさらに増加させることで、航空需要

の拡大に対応していきます。

増田　パイプラインは市街地や主要道路、
川底など、地域の方々の生活圏内に埋設さ

れており、民家とパイプライン設備が隣接し

ているところもあります。空港の安全・安定

運用と、地域の方々の安全な暮らしを守る

ため、今後も安全第一で業務に取り組んで

まいります。

綿密に情報共有しながら
日々の点検・安全管理を実施

更なる機能強化に向けて
安全を維持しつつ能力増強を

巻末企画 対談インタビュー

成田国際空港株式会社広報部
No.206 季刊『GREEN PORT REPORT』 〒282-8601 成田市成田国際空港内NAAビル  URL ▶ https://www.naa.jp/

ご意見・ご感想などございま
したら、こちらの二次元コード
を読み込んでお送りください。

パイプラインを万全の状態に保ち
空港の安全・安定運用と、地域の安全を守る

「協働」の現場
　成田空港で取り扱うジェット燃料は、千葉港頭石油ター
ミナルでタンカーから荷揚げされ、約47kmのパイプライン
を通って成田空港まで輸送される。パイプラインによる輸
送は、鉄道・タンクローリーなどと比べて大量輸送が可能
で、環境負荷が少ない。一方、パイプラインは市街地などの
地下を通っていることから、日々の安全管理は最重要課題
といえる。パイプラインの中間地点に位置し、防災警備シス
テムの拠点でもある四街道石油ターミナルで安全管理に
努める、NAAFの増田氏とNAAの立田氏に話を伺った。

空港を支える

ジェット燃料を再度加圧する送油ポンプ

成田空港給油施設株式会社（NAAF）
四街道事業所
パイプライングループ

増田 義信さん

成田国際空港株式会社
営業部門 給油事業部
四街道グループ

立田 良太さん

パイプラインの一部はトンネル（隧道部）になっている

https://www.naa.jp/jp/

https://www.naa.jp/jp/



