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第２部 グループセッション 
＜大規模集客施設における災害対応の最前線＞ 
 

「成田国際空港における COVID-19 対応の現状と課題」 

松本 健二（大規模集客施設分科会 副会長 / 成田国際空港株式会社 空港運用部門 
総合安全推進部 運用計画グループ マネージャー） 

田中 一成（厚生労働省 成田空港検疫所 所長 / 医学博士） 

 

（松本） 新型コロナウイルスが発生して以来、空港を取り巻く環境は一変し、
成田空港も過去に例を見ない規模で利用者が減少しており、世界中で深刻な状況
が続いています。成田空港では、日本の空の玄関口として関係者が一丸となって
対応している中、特にこれから登壇される成田空港検疫所の田中所長におかれて
は、水際作戦に奮闘されていて大変お忙しい中でのご登壇ということで、検疫制
度の歴史といった入り口から、現在の大変厳しい状況を踏まえた空港利用者の皆
さまへのお願いまで情報発信を希望されているということですので、ぜひご視聴
くださればと思います。それでは田中所長、よろしくお願いします。 

 

（田中） 成田空港検疫所長の田中と申します。現在、COVID-19 に対する水際
対策として、成田空港では強化検疫という形で通常とはかなり異なる形態の検疫
を実施していますので、ご紹介します。 

 ただ、いろいろな方とお話ししてみると、検疫自体の通常の内容はどうなって
いるのかという話もありますし、感染症そのものに関する一定の知識をインプッ
トしないとなぜそのようなことをしているのかということも分かりづらいと思う
ので、前置きとしてそれらの説明をした後、現在行っていることについてお話し
したいと思います。 

 今回は防災力がテーマであり、災害がメインのシンポジウムです。今回のよう
な大規模な感染症のアウトブレークは法的には災害と認められていませんが、現
状を見ると災害並みの影響力を日本に与えていると認知されているということで、
お話ししたいと思います。 



 

2 

Data use and application council for Resilience 
Tokyo Metropolitan Resilience Project – 2020 

 これはお約束ですが、本発表に関し、開示すべき COI はありません（図表 1）。
また、厚生労働省の立場を代表するものではないことをご理解いただきたいと思
います。 

 

1.検疫の歴史 

 図表 2は、道祖神の写真です。病気の中には、人の流れに沿って人のコミュニ
ティに入ってくるものがあるということを、人々は昔から経験則的に知っていま
した。今は感染症という考え方を皆さんが持っているので、それは当たり前だと
思うかもしれませんが、当時は病原体としてのバクテリアも、ましてやウイルス
の知識もありません。境界を守るという考え方からすれば、コミュニティの周り
全てに置かなくてはいけないのですが、決まって置かれるのは入り口となる道路
でした。 
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 図表 3は、ヨーロッパに黒死病（ペスト）が襲来したときに描かれた絵です。
当然、感染症という知識がありませんから、目には見えないけれども、悪いもの
が何か自分たちの中に侵入してきたという漠然としたイメージを持っていました。
そのようなものに来てほしくないということで対策を取ったのが検疫の始まりで
した。 

 当時、人の流れを止めれば病気が来ないことは知っていたのですが、現在でも
問題になっているように、人の流れをいつまでも止めることはできません。です
から、ペストのときは何日止めればいいのかということに関して、人々は経験則
的に 40 日間様子を見て病気が出なければまずその病気は出ないだろうと考えま
した（図表 4）。検疫を表すイタリア語の quarantine は「40」という意味で、様
子を見るために 40 日間沖止めをしていたというのが検疫の始まりです。 

 人々は経験則的に、病気の中には人に付着して入ってくるものがあり、その人
を現在の言葉でいえば潜伏期の 40 日間止めておけば、表面上は病気がなくても
大丈夫だと考えました。逆に言えば、今は健康だけれども、人々のコミュニティ
に入ってきて発症する人がいるという概念を持っていたことが quarantine とい
う言葉には含まれています。 
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 感染症が成立する過程には幾つかあります（図表 5）。まず、何らかの形でウイ
ルスや細菌などの病原体に接触します。それが付いただけでは駄目で、そこで不
活化することなく定着し、増殖を開始して、最後は症状が出てしまうコースです。
人の病状だけを見れば潜伏期間という考え方ですが、現在 PCR 検査などでもい
われているように、どんなに検査精度が上がっても、ある時期までは分からない
時期があります。これをウインドウ期（すり抜け）といいます。このウインドウ
期があるが故に、私どもの業務が今、非常に煩雑になっているのです。測れば全
部分かるわけではありません。 

 

2.現在の検疫業務 

 図表 6は、現在の海と空の通常の検疫業務をまとめたものです。現在、人が国
内に入る場合、基本的には例外なく検疫を受けていただいています。先ほど国際
協調の話がありましたが、実は検疫も日本国内だけで完結して判断しているわけ
ではありません。世界保健機関（WHO）の下にある国際保健規則（IHR）という
国際規則を日本も批准しており、その規則に沿った対応をしています。今回の
COVID-19 への対応についても、日本だけが突出しているわけではなく、全世界
が一定の理解の下に協調して行っています。 
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 図表 7は、エボラ出血熱がアフリカで発生したときの掲示です。私たちは基本
的に、全員を検査してはいません。一定の地域から来られた方、発熱など一定の
臨床所見を示している方について、問診や申し出を受けて検査を実施しています。
エボラのときも、本人から申し出があったり、発熱があったりした場合に検査を
行っていたのですが、逆にいえばきちんと申告していただかないと見逃してしま
うことがあるということです。 

 ですので当時、エボラ出血熱の流行地域にいた人にはきちんと申し出てほしい
と呼び掛けるとともに、流行地域は一般の観光客がほとんど行かない地域だった
ので、注意喚起をするためにその地域に社員を出張させている企業を集めて説明
会を行い、検疫への協力をお願いしました（図表 8）。 
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3.成田空港の検疫業務 

 図表 9は、現在の成田空港の構造を示す航空写真です。とても大きな国際空港
であり、敷地内に第 1、第 2、第 3 ターミナルという三つの大きな空港があると
思っていただければいいぐらい、広い空港です。検疫する場所は、第 1 ターミナ
ルに 4 カ所、第 2 ターミナルに 2 カ所、第 3 ターミナルに 1 カ所とプライベート
ジェットなどの検疫を行う場所（BJ）の計 8 カ所があるという、世界有数の大規
模空港となっています。 

 ただ、やはり検疫機関の人手が足りないので、これまでできるだけ集約化する
ことで乗り切ってきました。現在、第 2 ターミナルで 1 カ所、第 1 ターミナルで
2カ所、空港の構造上やむを得ない形で3カ所に分散して検疫を行っていますが、
ランチェスターの法則にもあるように、分散させると検疫の力が相当落ちるため、
当初は相当苦労しました。 

 図表 10は、航空機到着から乗客までの現在の流れです。細かい点は YouTube
などでご覧いただければと思います。レベル 3 というかなり高い感染のある場所
については、いろいろな情報を頂くと同時に、PCR ではないのですが、抗原検査
というかなり精度の高い検査を行っています。レベル 2 の地域から来た方につい
ては、いろいろな情報を取ることで検査は行っていませんが、いずれのケースに
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おいても国内での連絡先をきちんと申告していただき、電子化して自治体に提供
しています。 

 いくら検査をしてもウインドウ期があるということを先ほどお話ししましたが、
単に検査するだけでなく、国内での連絡先を一人一人確認して、担当の保健所に
提供しています。実はこのあたりの作業が、検査以上に大変手間を取っているの
です。 

 成田空港を使ったことのある方は、今来られると驚くと思います。基本的に 1、
2、3 という流れでお客さんを流しています（図表 11）。相当複雑な動線でお客さ
んを引っ張り回すことになっていますが、きちんと検体検査を行い、待ち時間の
間はどこかで待っていただきます。そのときも、誰がどこに座っていたかを逐一
記録に残して、万一陽性だった場合はその場所を消毒しています。 

 図表 12は第 2 ターミナルの動線です。こちらの方が少しシンプルだと思います。
同様に、先ほど示した流れに沿って検査し、質問票を回収し、異常がなければ入
国するという流れを作っています。 

 図表 13は、検査のための待機施設です。先ほども言いましたが、一度でも成田
空港を使ったことのある方が見れば、今はこんなことになっているのかというぐ
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らい状況が変わっています。当初は大変混乱した時期もありましたが、そもそも
入国エリアは待機する所ではないというのが通常の考え方です（図表 14）。速や
かに入国してもらうため、待機施設がないことが空港の構造的な問題でしたが、
全日本空輸（ANA）をはじめとする各社の協力によって、待機施設が確保されて
います。 

 また、業務量は著しく増加したのですが、検疫官の数自体が公務員ということ
で総定員の中で縛られていましたし、資器材と同じように感染の恐れがあるとい
うことで、人・物が入手できなかった時期もあって大変苦労しました。しかし、
このあたりについても最近は予算を確保していただき、応援体制についてもいろ
いろ配慮していただいているので、何とか対応できています。 

 一方で、入国者側としては、通常の検疫手続きと異なっているので、空いてい
ると「非常に遅れているではないか」というご指摘を頂きます。また、入国手続
きも変わっているため、混乱している状況があります。 

 検疫所側の頑張りを示すものとして、検疫所では航空機ごとに乗客を降ろして、
検査して、検査待ちしてもらっているのを帯グラフにして毎日チェックしている
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のですが、図表 15は 8 月 30 日の状況、図表 16は 9 月 17 日の状況です。1 カ月
間頑張ると職員も慣れてきて、お客さんの流れを作れるようになっています。こ
のような点についても、1 人当たりにかかる時間を秒単位で計測しながら短縮で
きるようにしています。 

 現在までに約 20 万人の検査を行い、1000 人近い陽性者を確認しました（図表
17）。青い折れ線が 1 日ごとの検査件数、赤い縦棒が陽性者数で、まだまだ多く
の陽性者が確認されている状況です。11 月にレベル 2 地域が拡大したことで検査
件数は減りましたが、その後も入国者が右肩上がりで増えており、以前のレベル
の検査数になるのは時間の問題だろうと考えています。 
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 今日はデータ活用がテーマですが、これまで紙で頂いていた質問票についても
電子化を進めており、こちらの方も協力していただきたいと考えています（図表
18）。 

 検疫所になぜこんなに人が並んでいるのかといつもご批判を頂いているのです
が、実は全く準備をしていない方が混じっているからで、受付で何を聞いても「分
からない」「何の情報も持っていない」という人がブースをふさいでしまうことが
どうしてもあります（図表 19）。関係者の方には入国の際に必要な情報を準備し
ていただきたいですし、どうしても一定の時間がかかるので、余裕を持って計画
を立てていただきたいと思います。 
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 事前に準備し、余裕を持った入国スケジュールを作って、感染リスクへの対応
として出発前の健康管理をして来ていただきたいと思います（図表 20）。一番大
切なことは、レベル 2、レベル 3 地域が設定されているということは不要不急の
渡航に注意してほしいということです。渡航する場合にはもう一度その必要性に
ついて考えていただきたいと思います。 

 やはり海外渡航中は一定のリスクがあります。図表 21は古い統計ですが、年間
約 700 名が渡航中に亡くなって無言の帰宅をされており、そのうち 7 割は疾患で
亡くなっています。全部が全部防げるわけではないと思いますが、やはり入念に
準備していただき、健康管理には注意していただきたいと思います。 

 

（司会：下村） 田中所長、どうもありがとうございました。今のお話では、感
染症の流行状況自体が変わっていくことによって、最初から同じシステムではな
くて、人員の強化などいろいろな面で対応の仕方も刻々と変わっていき、これか
らも変わるかもしれないということですね。 

 

（田中） そうですね。流行状況は刻々と変わっていくので、対象地域をどこに
するのかが重要ですし、地域が変わるだけでランゲージバリアが変わってくるの
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で、多言語化への対応も考えていかなければなりません。また、入ってくる人数
もがらりと変わるので、対象地域をどこに集中するかという作戦を立てなくては
いけません。 

 

（司会：下村） お話を伺って皆さんもなるほどと思うことが多かったと思いま
す。Zoom 投票で、水際対策に対する関心の所在がどの辺にあるか、伺ってみた
いと思います。Zoom Webinar でご覧の皆さん、こちらの質問にお答えいただけ
ますか（図表 22）。 

 「成田空港の COVID-19 対応について、どのような情報が最も参考になりまし
たか」。どこに一番興味があり、なるほどと思ったかということです。コロナの状
況変化に応じて対応もどんどん変わってきていることになるほどと思った方は①
番。そもそも感染症対策で検疫所が何をしているのか、検疫所の果たしている役
割について今までは水際対策という言葉で何となく考えていたが、こういうこと
かと理解できた方は②番。成田空港での検疫のフローや、実際にこのような動線
で、こういう所に待合所があるということに対してそういうことかと思った方は
③番です。 

 どの情報が一番参考になったか、成田空港が現在行っていることへの理解を深
めていくためにも皆さんの関心の所在は確認しておきたいので、お答えいただけ
ればと思います。③番の検疫フローなどは、言われてみれば何も答えない人が 1
人いるだけでそこから先はずっと止まってしまいます。そういう現場ならではの
具体的な話も伺えました。 

 もちろんこの三つ以外にぴんと来たという方もいらっしゃるでしょうが、取り
あえずこの三つの中でどのあたりにぴんと来たか、お答えいただければと思いま
す。そろそろ投票を締め切って集計に入ります。平田先生はどのあたりに関心を
お持ちですか。 
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（平田） 検疫の流れを聞いて、入国する方の中に、自分がどこに行くのかとい
う計画がない人が結構いることに驚きました。旅にふらっと出掛ける人が意外と
多いのは、今の時代では問題があると感じました。 

 

（司会：下村） そうですね。かちっと決めていないと、確かにフォローは出来
にくくなりますからね。行き当たりばったりというのは旅の魅力でもあるのです
が、今は我慢するしかありませんね。 

 

（平田） そうですね。 

 

（司会：下村） 結果は図表 23のようになりました。①が 43％、②が 15％とい
うことで、③の検疫フローについて 4 割ぐらいの方が参考になった、関心がある
ということでした。これは成田空港だけでなく、全国のいろいろな入り口でどの
ように守っていくのかという水際対策についての国民の理解を得るためにも、こ
のあたりに関心があるから、この部分の広報を強化しようという参考にしていた
だければと思います。成田空港から松本さん、田中さん、ありがとうございまし
た。引き続き、第 3 部で議論に加わっていただきたいと思います。 
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