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セントレアA2-BCP ｰ 災害に対し より強靭な空港へ ｰ



はじめに 中部国際空港セントレアは2005年の開港以来、民間空港の強みを生かして既成概念にとらわれな
い空港運用を構築してきました。自然災害や事故事案にも見舞われましたが、そこから抽出した課
題を、関係機関と組織の垣根を越えて共有・解決することで、「組織をまたいだ情報連携と課題共
有」「日常連携をベースとしたイレギュラー対応」を特徴とするオールセントレアの空港運用へと
発展させてきました。

このたび新たに「中部国際空港A2-BCP（ADVANCED/AIRPORT-BUSINESS CONTINUITY PLAN）」
として、中部国際空港が大規模自然災害等により被害を受けるまたはその恐れがある場合に備え、
関係機関等が一体となって緊急事態に対応するための基本的行動計画を制定しました。この中部国
際空港A2-BCPに基づく活動により、滞留者対応や空港機能の維持・早期復旧等を迅速かつ適切に実
施していきます。制定にあたっては、これまでのセントレア文化を踏襲することで、『本当に使え
るA2-BCP』の策定・浸透を通じ、災害に対しより強靭な空港を目指します。
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全ての
空港利用者の
安全安心の確保
航空機を利用されるお客様、お見送りに来港
されるお客様、イベントに参加されるお客様、
そして空港で働く従業員…
皆様が安全安心に過ごせるように有事に備えます

航空
ネットワーク
の維持
１日140便の旅客便、１日34,000人
の飛行機を利用されるお客様、
１日580トンの貨物量…
モノづくり産業が集積する中部圏
の空の玄関として、災害発生時に
も早期の運航再開をめざします

後背圏
の支援

災害発生時の防災拠点として
空港利用者だけでなく

地域の方たちの安全安心に
つながる活動の支援をします

どのような災害が起きても、３つの機能維持をめざす

地震、津波、電源喪失、アクセス喪失…

予期しない大規模災害の発生時にも

指定公共機関の使命として、空港にとって

重要な３つの機能維持をめざします
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中部国際空港A2-BCPの目標
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「いつ」自然災害が発生しても 空港機能を維持...............................

2005年の開港以来培ってきた、「組織をまたいだ情報連携と課題共有」「日常連携をベースとしたイレギュラー対応」

を特徴とするオールセントレアの空港運用を踏襲し、３つのコンセプトを元に『本当に使えるA2-BCP』の策定をします

「どのような」自然災害が発生しても 空港機能を維持............. 

実際の自然災害対応において「使えるBCP」...................................
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コンセプト

‐ 24時間 365日、空港内外関係者と連携する全事象対応型のオペレーション

‐日常的なオペレーションの延⾧線上にある「拡張型危機管理」

‐「なにが起こったか」ではなく「なにが失われたか」に主眼をあてた復旧計画

‐ 2つの基本計画と 26の空港機能別喪失時対応計画の組み合わせで想定外を無くす

‐日々の空港運用を通しての課題の抽出と「継続的な改善」

‐A2-BCPの継続的な改善を図る仕組み「セントレアA-BCM : Airport - Business Continuity Management 」
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コンセプト①

「いつ」自然災害が発生しても空港機能を維持
▶ 年間1,500万人のお客様に 8,700名の空港スタッフ

セントレアは24時間運用の国際空港であると同時に、航空機を利用しないお客様にも楽しんでいただけるように多数の商業

施設を備えており、季節ごとにイベントも多く開催しています。この空港施設と商業施設が一体となったひとつの大きな

まち「こころときめくエアシティ」をコンセプトとしたセントレアには、航空旅客や一般来港者など合わせて年間1,500万人

のお客様が来港されます。そして、お客様の安全安心な空の旅のために、また空港を楽しんでもらうために、じつに280の機

関、8,700名のスタッフがこの空港島で働いています。

また、24 時間いつでも航空機が離着陸可能な空港機能や効率的な貨物取扱施設を持つとともに、 道路網や国内航空線網にも

恵まれており、中部圏をはじめ我が国の経済活動や暮らしを支える国際物流拠点の役割も担います。
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・飛行機が安全に飛べるように

・お客様が安心して過ごせるように

・事件事故にすぐに対応できるように

セントレア・オペレーション・センターCOC

滑走路点検からターミナル運用まで
無線施設、航空灯火の運用管理から警備、防災まで

空港で起こるありとあらゆる事象に
24時間365日対応

コンセプト①

「いつ」自然災害が発生しても空港機能を維持

▶ COCを中心とした日常的な連携
COCは日頃から空港島内の関係機関と連携し、
空港で起こるありとあらゆることに対応して
います。災害・事件事故などのイレギュラー
発生時にはその連携を空港外へも拡げた拡張
型の連携体制をとり、迅速かつ的確な情報共
有の実施や意思決定を図ります。

▶ 24時間365日 全事象に対応
航空機の運航とお客様の安全を、様々な人たちや施設が守っています。その中で開港時より24時間体制で日々の空港運用や
イレギュラー発生時の 対応に関する業務を行っているのが、COC（セントレア・オペレーション・センター）です。
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コンセプト①

「いつ」自然災害が発生しても空港機能を維持

COC
アクセス
事業者

国交省
航空局

中部地方
整備局

中部
運輸局

道路公社 愛知県

外国
公館 常滑市

総合対策
本部

大規模災害発生時には、空港島外の関係機関にも構成機関として
参加いただく総合対策本部を設置します。24時間365日対応可能で
あるCOCを核とした日常の連携をベースにしているため、いつ何
時発生するかわからない突発的な事象にも対応できます。

▶日常ベースの「拡張型危機管理」

● COCを核とした日常の連携

大
規
模
災
害
発
生
時

▲ 大雪・台風時などの日常の連携

災害規模や被害状況に応じて
連携体制を空港島外機関へ拡大し
総合対策本部を設置します
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▶ 統括型災害マネジメント

コンセプト①

「いつ」自然災害が発生しても空港機能を維持

総合対策本部は、中部国際空港の運営に関わる官公庁、航空会社のほか、グランドハンドリング、貨物関連、ライフ
ライン、空港アクセス、空港内テナント、ホテル等の各事業者及び設置管理者による計34機関により構成します。

（2020年9月時点）

総合対策本部

※ 事務局は設置管理者である中部国際空港（株）が務める

本部⾧（設置管理者）
中部国際空港（株）社⾧

副本部⾧
中部国際空港⾧

本部⾧代行順位：①副社⾧ ②空港運用本部⾧

セントレア
グループ

中部空港
事務所 関係官庁等 関係事業者等

● 設置基準
①地震・津波 ・中部国際空港で震度「５弱」以上の地震が発生した場合

・伊勢・三河湾に大津波警報が発表された場合
（１）自然災害に関する情報の一元的な収集、記録・整理、国土交通省航空局や

関係機関との情報共有や報道機関への情報提供
（２）空港（滑走路等）や旅客ターミナルビルの閉鎖・再開の可否判断を含めた、

被害状況に基づく対応方針の決定及び計画実行の判断
（３）決定事項に基づく関係機関への指示・要請
（４）被災・復旧状況に応じた外部機関等への各種要請

● 役割

②台風 ・台風接近が予想され、「飛行場台風警報」が
発表される恐れがある場合

③その他 ・災害が発生し又は災害が発生するおそれがある場合で、
中部国際空港(株)社⾧が空港の機能維持・復旧等について、
関係者との統括的な調整が必要と認める場合
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※ 被害状況等に応じて、現地本部をターミナルビルや貨物
地区に設置予定



想定値、既往最大値

地
震

「南海トラフ地震」
マグニチュード９クラスの規模の巨大な地震で、
中部国際空港において予想される揺れは
震度6弱

津
波

地震により発生する最大規模の津波の被災状況
として右図に示す浸水深を想定

大
雨

1時間に40.5mmの降水量
（2009年11月11日）

台
風

最大瞬間風速90㏏（45m/s）
（2018年9月4日）

大
雪

５cm以上の積雪を観測
（2017年1月14日）

高
潮

ＴＰ（東京湾平均海面）+2.69m
（1959年9月、伊勢湾台風）

高潮により発生する最大規模の被災状況として右
図に示す浸水深を想定

▶ 中部で想定されている自然災害

・液状化対策を実施しているため、滑走路等については機能維持が
期待できるが、一般構造の護岸の変形などにより運用制限の
可能性あり

・無線施設、灯火施設の一部機能停止
・旅客ターミナルビル等（新耐震基準適合）は倒壊する危険性は

ないと考えられるが、建物の使用には安全確認が必要
・旅客ターミナルビルの一部停電
・停電により上水の断水が発生、下水も使用不能
・空港アクセスが断絶し、8,700人の帰宅困難者が発生
・ＧＳＥ車両や地下にある共同溝が一部浸水
・場周柵一部損壊
・島外下水処理機能に支障発生

▶ 地震・津波、高潮の被害想定

コンセプト②

GSE：Ground Support Equipment（グランドハンドリング作業に使用する器材の総称）㏏：ノット 速さの単位 約0.51m/s
TP：Tokyo Peilの略（東京湾平均海面）

「どのような」自然災害が発生しても空港機能を維持

セントレアでは下記のような地震、津波が想定されています。
また、中部航空地方気象台の記録によると過去に観測された
大雨等の最大値は下記のとおりです。

● 津波による浸水
（愛知県試算 2014年11月）

● 地震・津波、高潮発生時に考えられる主な被害
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● 高潮による浸水
（愛知県試算 2021年6月）



発災後(h) 0 20

船による
島外退避

災害
備蓄品

上下水道

電 源

● 空港利用者の安全・安心の確保

● 航空ネットワークの維持または早期復旧

画一的な対応では対処しきれない災害の発生が危惧される
地震、津波、台風のように発生する事象に対しての個別計
画ではなく喪失した空港機能毎に対応計画をたて、それら
を組み合わせた計画とすることで、想定外の状況を無くし
て漏れのない事業継続計画とします。

コンセプト②

「どのような」自然災害が発生しても空港機能を維持

組み合わせにより想定外を無くす

想定外の被害発生状況の

対応に弱い

・警報解除後／気象の回復後、24時間以内の運用再開を目指す

・鉄道・道路・海上の全空港アクセス喪失時は、
72時間以内に島外退避のための代替アクセス手段を確保

・最低限 72時間 空港内に滞在することが可能となるよう、必要
な備蓄品（非常食、飲料水等）の確保等により環境を整備

72
地震
津波

避難計画
消火計画
備蓄計画

…

復旧計画

B-PLAN

滞留者
対応

B-PLAN

空港
ｱｸｾｽ

B-PLAN

早期
復旧

早期
復旧

航空機
燃料

電力
供給 通信 上水道

空港
ｱｸｾｽ

航空
灯火

航空
管制

保安
機器

滞留者
対応

中部国際空港A2-BCP

B-PLAN ：基本計画

S-PLAN ：機能別喪失時対応計画

………

………

8,700人×3日分（食料、水、簡易トイレなど）

72時間以内に順次開始

非常用電源
20時間

給油可能な場合250時間まで稼働

上下水断絶後も備蓄品により機能維持

従来型：「なにが起きたか」別の対応計画

本A2-BCP：「なにが失われたか」毎の対応計画

解除後(h) 6 24

大規模地震、大津波

特別警報級の気象 民航機

民航機警報解除後、
24時間以内の運用再開を目指す

気象回復後、
24時間以内の運用再開を目指す

救援機

▶ 復旧目標 ▶ 組み合わせで想定外を無くす
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2005年
開港

空港全体の危機管理、
ターミナル運用へと範
囲を拡大し、関係機関
も増やしてきました

空港全事象対応
オペレーションへ

従来独立していた
専門セクションを一部屋に
集結した新しい空港オペ
レーションをスタート

独自の総括的空港
オペレーション

▶ 空港運用の「継続的な改善」
2005年の開港以来、
悪天候対応から大きな
イベント対応まで、
さまざまな事案を通し
て空港運用を独自に
進化させてきました

2018年 鉄道架線事故
名古屋鉄道本社との連携

2018年 関空、新千歳被災

外国公館との連携強化
A2-BCPの策定へ

2011年 東日本大震災

ハード面の対策強化
初期の空港BCPの策定

2019年
T2オープン

2016年 伊勢志摩サミット
特別機運航のため自衛隊、
航空管制官との連携

2018年
複合商業施設
オープン

コンセプト③

実際の自然災害対応において「使えるBCP」

連携強化
リエゾン方式導入

2005年 大雪

外国人旅客対応の課題顕在化
想定外の災害への対応

リエゾン文化定着

欠航226便
島内関係者の連携不足

島外事業者との
連携強化
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コンセプト③

▶ 常にアップデートして最適化 ▶ 定期的な訓練で有効性を確認

方策の策定方策の策定

分析
・
検討

分析
・
検討

事業継続
戦略・対策
の検討と
決定

事業継続
戦略・対策
の検討と
決定

見直し
・
改善

見直し
・
改善

事前対策
及び

教育・訓練
の実施

事前対策
及び

教育・訓練
の実施

計画の策定計画の策定

A2-BCPA2-BCP

方策の策定

分析
・
検討

事業継続
戦略・対策
の検討と
決定

見直し
・
改善

事前対策
及び

教育・訓練
の実施

計画の策定

A2-BCP

今回制定した中部国際空港A2-BCPは、これまでと同様に
「継続的な改善」を繰り返すことで、常に最適化された計画
へとその内容を高めていきます。この「セントレア A-BCM
（Airport - Business Continuity Management）」を空港に
定着させるため、危機管理を専門とする部署を中部国際空港
（株）に設置しています。

大規模自然災害への対応力を高めるため、空港島内外事業
者間での連携強化を目的とした訓練を毎年定期的に行ってい
ます。

各訓練における被害想定は各年度の情勢を反映させるもの
とし、特に2019年度より開始した「大規模自然災害対応訓
練」は現場対応のみならず、組織間の連携や、使用する機材
の有効性の確認も行っています。

実際の自然災害対応において「使えるBCP」

セントレアA-BCM
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電力供給 通信 上水道 下水道 航空機燃
料供給

ＧＳＥ燃
料供給

空港
アクセス

緊急時
発着調整
対応計画

貨物施設

▶B-PLAN（Basic Plan）：基本計画

空港利用者の安全・安心の確保を目的とした「滞留者対応計画」及び
航空ネットワークを維持するための滑走路等の空港施設の「早期復旧
計画」からなる、中部国際空港A2-BCPの基本となる計画

▶S-PLAN（Specific-functional Plan）：機能別の喪失時対応計画
空港を機能させるために必須となる「電力供給」「通信」「上下水道」「燃料供給」「空港アクセス」と
いった7つの機能及びそれ以外の機能別の喪失時対応計画

GSE：Ground Support Equipment（ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ作業に使用する器材の総称）
PBB：Passenger Boarding Bridge（旅客搭乗橋）
PBR：Passenger Boarding Roof（伸縮式誘導通路）

GPU：Ground Power Unit（地上動力装置）
BHS：Baggage Handling System（旅客手荷物処理システム）
CIQ：Customs（税関）、Immigration（出入国管理）、Quarantine（検疫所）の略

中部国際空港A2-BCPにおける対応計画の構成
どのような自然災害にも対応できるように、基本計画（B-PLAN）と機能別の喪失時対応計画（S-PLAN）から構成されます。

ガス 空調 中水 避難場所 重要シス
テム 航空管制 気象観測

機器
航空会社
システム 灯火施設

無線施設 ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ
車両

ＰＢＢ
ＰＢＲ ＧＰＵ 特殊排水 ＢＨＳ 保安検査

機器
ＣＩＱ
施設

滞留者対応
計画

早期復旧
計画

appendix
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▶ 滞留計画

▶ 外国人対応計画▶ 備蓄品計画
災害用備蓄品及び直営物販店在庫により、
想定最大滞留者数（8,700人）×3食×3日間分の
食料等を確保し提供します。

・飲料水
・食料（ビスケット、缶パン、直営店舗等の食料）
・毛布
・保温シート
・非常用ローソク
・懐中電灯
・簡易トイレシート など

滞留場所は施設の安全性を確認後に順次開設します

B-PLAN：基本計画

・外国語対応可能な案内スタッフの把握
・空港内のJNTO認定観光案内所

スタッフへの協力要請、連携
・空港案内所、防災センター等への

多言語メガホン、翻訳ツール、案内看板の配置
・外国公館との連携体制構築
・空港WEBサイト、SNSでの多言語情報発信

情報弱者となりうる外国人旅客への情報提供、
その後のフォローについて予め整備・構築しています。

● 滞留場所（候補地の一部）

＜第１ターミナル（T1）＞
・現地対策本部 T1 4 階
・滞留エリア 12 箇所
＜第２ターミナル（T2）＞
・現地対策本部 T2 2 階
・滞留エリア 3 箇所
＜第1,2セントレアビル＞
・滞留アリア 3 箇所 など

滞留者対応計画

猛烈な強風時には
ガラス破損等を考慮し場所を選定します

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、備蓄品計画や滞留計画の見直しを進めています
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※ 既存の滞留対応要領等をA2-BCPの一部として順次再編




