サステナビリティ
の取り組み
ANA グループは、社会とともに発展する企業であり続けるために、
事業活動を通した社会課題の解決にも継続的に取り組んでいます。
長期的な視点で「目指すべき姿」を定め、着実に戦略を
遂行していくことにより、持続的な企業価値の向上を

あなたにとって
「 ANA グループの DNA 」とは ?

目指していきます。

ANA
客室乗務員

小林 葉子
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サステナビリティの取り組み

ANA グループの ESG 経営
ANA グループの ESG 経営推進 サイクル
ANA グループを取り巻く社会環境

社会に与えるインパクトを評価

対話

世界では地球温暖化などの気候変動やエネルギー資
源の不足、海洋 プラスチックごみの増加、貧困、児童労

社外

働などの様 々な社会課題があり、それらの対策を政府・
自治体だけではなく企業にも求める動きが加速していま

社内

す。パリ協 定で 定 められた CO 2 排 出 量 の 削 減目標 や

事業に及ぼすインパクト

ステークホルダー

取り組み

との対話
経営戦略とのすり合わせ

2030 年 まで に 達 成 を目 指 す 世 界 共 通 の目 標 で ある
SDGs などがその一例です。

環境

特に昨今では、気候変動問題がグローバルに注目され
ます。航空輸送を事業の中核とする ANA グループは、航

重要課題

ており、CO 2は地球温暖化の原因の一つと考えられてい

経営理念

空機の運航により排出する CO 2の削減など、事業活動が

安心と信頼を基礎に

環境や社会へ与える影響への対応が求められています。

世界をつなぐ心の翼で

また、航空運送事業は自然災害やテロ、感染症拡大など
外的要因の影響を受けやすく、地球環境や社会情勢の安
定を図ることが事業運営において重要となっています。

人権

D&I

夢にあふれる未来に

ANA グループでは取り巻く環境を理解した上で、将来
にわたり社会から必要とされ、企業として持続的に成長

資源類の廃棄の削減

E

食品廃棄の削減
生物多様性の保全

• 人権尊重の徹底
• 責任ある調達の実現

社会的・経済的価値
を同時創造し、

• 持続的成長を担うひとづくり
• お客様の多様性への対応

地域創生

貢献します

S

情報開示
• 統合報告書

ます。

• 人権報告書

持続可能な社会の
実現と企業価値の
向上を目指す

地域活性化

• イノベーションを活用した社会課題の解決
ガバナンス

し、価値を生み出し続けるために ESG 経営を推進してい
ステークホルダーとの対話から社会要請を把握し、経

CO2排出量の削減

• 観光振興と社会貢献活動を通じた

開示情報をもとに対話

持続的成長のための
「ESG 経営推進 サイクル」

•
•
•
•

• 経営トップのコミットメント
• 役員構成における多様性
• 透明性の確保

G

取り組み状況を開示

• ウェブサイト
などで開示

営戦略とのすり合わせを行った上で事業や社会における
インパクトを評価し、取り組みに反映しています。取り組
み状況は随時 ウェブサイトなどで開示するとともに、開
示情報をもとにステークホルダーと定期的に対話し、進
捗状況の報告や取り組みの妥当性を確認しています。
このように「対話」
「取り組み」
「情報開示」のサイクルを
回すことで ESG 経営を推進し、持続可能な社会の実現
と企業価値の向上を目指していきます。

ESG 経営における
ANA グループの重要課題

重要課題のマトリックス
非常に重要

私たちは、ステークホルダーとの対話から把握した

ANA グループにとって

人権侵害

会に与えるインパクトを評価して4つの重要課題を特定

環境

D&I
• お客様と従業員の
社会軸

2016年度に「人権」を追加しました。これら4つの重要
課題は、2019 年度に ESG にかかわる中長期目標を策

ダイバーシティ

人権

P58

コストの抑制
• 環境 リスク回避による
評価の維持・向上

• 人権 リスク回避による
評価の維持・向上

社会にとって

• 環境負荷の
低減

• 人権尊重社会
の実現

• 新規需要の創出による

の関心 ／
環境や社会に
対する
インパクト

地域創生
• 日本の地方の衰退
• 新興国の所得・教育格差

D&I

P60

収益力向上

• 課題解決型 サービス提供に

経営軸

ANA グループの事業におけるインパクト
（経営理念・ビジョン、経営戦略の方向性、事業機会とリスク）

非常に重要

• 共生社会の
実現

よる顧客対応力の強化

• 新規訪日需要の創出による

論を通じ、引き続き ANA グループにとっての重要課題
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P54

ステークホルダー

定するにあたり、有識者との対話や経営レベルでの議
であると確認しています。

環境

• 気候変動
• 環境汚染

「ダイバーシティ &
重要課題は、2015 年度に「環境」
インクルージョン（D&I ）」
「 地域創生」を特定した後、

• 燃油費の抑制
• 将来の排出権取引の

人権

• サプライチェーン上の

社会の要請を経営戦略とすり合わせた上で、事業や社
し、事業活動を通じた解決に向けて取り組んでいます。

重要課題とした理由

地域創生

P64

収益力向上
• 国内線事業の収益性の
維持・向上
• 国際線事業の収益拡大

• 地域経済の
活性化

• 国際交流の
促進

45

サステナビリティの取り組み

ESG 経営のさらなる推進

中長期目標についての詳細はこちら

https://www.ana.co.jp/group/csr/commitment/

ESG にかかわる中長期目標の策定
航空機の運航以外で発生する CO 2排出量をゼロにする

ANA グループが将来にわたり社会から必要とされ持続的に成長していくには、環境や社会の課題に対して、事業活動を通じ

環境

長期的な視点で取り組んでいくことが重要です。

省 エネ対応を深化させ、再生可能 エネル

「 地域創生」の重要課題の解決に向け取り組んできましたが、さらに長期的な視点
私たちはこれまでも「環境」
「 人権」
「 D&I 」

省エネ

ギーへの移行を進めていきます。空港車両

で ESG 経営を推進していくため、以下の3つの観点で ESG にかかわる中長期目標を策定しました。これらの目標達成に向け

・EV（電気
などの HV（ハイブリッド自動車）

て今後も継続的に取り組んでいきます。
CO2排出量

1

2050年までに達成を
目指す目標

2

SDGs 達成年である
2030年に向けて継続的
に取り組む目標

ゼロ

3

取り組みや成果を
継続的に開示する項目

自動車）
・FCV（燃料電池自動車）の導入や
自社施設・設備などの省エネ機器への更新
を順次行 っていきます。

再エネ
購入
2019

2050

環境

資源類の廃棄率をゼロに、機内食などの食品廃棄を50% 削減する

1

2050年までに達成を目指す目標

（Recycle）
する3R 推進に取り
プラスチック、紙等を中心に資源類の利用を削減（Reduce）、再利用（Reuse）、リサイクル

航空機の運航で発生する CO 2排出量を50% 削減する
（ 2005 年比）

環境

以下の4つの観点で対応していきます。
① 航空機の技術革新
（万トン）
1,200
1,200

組みます。また製品 ライフサイクル（食材の調達 〜調理 〜食事の提供 〜廃棄）
を通じて食品廃棄を削減します。

2

ボーイング787 型機やエアバス A320neo/A321neo 型機
■国内

■国際

人権尊重の徹底

など、航空機の技術革新によって開発された省燃費機材
や改良型 エンジンの導入を進めていきます。

1,000
1,000

② オペレーション上の改善
運航方法の工夫や定期的なエンジン内部の洗浄による消

800
800

SDGs 達成年である2030年に向けて継続的に取り組む目標
人権

責任ある調達
の実現

環境・人権

イノベーションを活用した
地域創生
社会課題解決への貢献
アバター、ドローン、MaaS ※などの活用と異

「国連のビジネスと人権に関する

環境や人権に配慮した調達を徹

指導原則」に則り、企業活動にお

底し、公正公平で透明性を持 っ

業種連携により、新たな価値を提供します。

いて人権尊重を徹底します。

たサプライチェーンを構築します。

※ MaaS
（Mobility as a Service）
： 色々な種類の交通サービスを、
需要に応じて利用できる一つの移動 サービスに統合すること。

費燃料の削減、機内備品の軽量化による燃費の向上など
2005年比

50% 減

600
600

オペレーション上の改善に取り組みます。
③ SAF（ Sustainable Aviation Fuel ）の導入

3

取り組みや成果を継続的に開示する項目

植物油、動物性脂肪、廃棄バイオマスなど持続可能な供給
源から製造される SAF を導入していきます。

400
400

200
200

持続的成長を担うひとづくり

D&I

お客様の多様性への対応

D&I

④ 排出権取引制度の活用

企業の持続的な成長に向け、人財の育成、働き続けられる

お客様一人ひとりの多様性を尊重し、ハード・ソフトの両

航空業界以外の業態で削減できた CO 2の排出枠を購入

環境整備、人的生産性向上に取り組みます。

面でユニバーサルなサービスを促進します。

することで、地球全体での CO 2排出量の削減につなげて
0

いきます。2021 年以降 CO 2排出量を増やさないため、上
2005

2019
2019

2050
2050

環境

地域創生

地域創生

記①〜③の取り組みに加えて排出権取引の制度を活用し
ます。
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生物多様性の保全

野生生物違法取引防止に向けた取り組みなどを推進、拡

社会貢献活動と社会課題解決を通じた地域活性化に貢献

充し、生物多様性の保全に貢献します。

します。
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サステナビリティの取り組み

ESG 経営のさらなる推進
中長期目標策定のプロセス
「社会要請の把握」、
「社会要請の整理・優先付けと目標の策定」、
「目標の妥当性確認と決定」
ESG にかかわる中長期目標は、
の3つのステップで策定しています。
継続的に実施しているステークホルダーとの対話から社会要請を把握した上で（Step 1）、事業にかかわる ESG の課題を洗
い出し、中長期目標を策定しました（Step 2）。策定した目標は、ESG 関連投資家と対話で目標の妥当性を確認し、グループ経
営戦略会議で最終決定しました（Step 3）。

Step

1

Step

2

社会要請の把握

ステークホルダーとの対話による社会要請の把握
中長期目標の策定にあたり、ANA グループに対
する社会からの期待・要請を把握するため、ESG
にかかわる有識者の皆様と対話を実施しました。

Step

社会要請の整理・
優先付けと目標の策定

経営 レベルでの議論

詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://www.ana.co.jp/group/csr/communications/discussion/
https://www.ana.co.jp/group/csr/communications/dialogue/

グループ経営戦略会議で策定した中長期目標の妥当性を

役・監査役で構成されるグループ経営戦略会議にて議論

客観的に確認するため、社会要請の把握を目的に対話した

し、策定しました。

ESG 関連投資家と再度対話を行いました。目標の妥当性・

参加機関

• Hermes EOS（Hermes Equity Ownership Services ）
• CHRB（Corporate Human Rights Benchmark ）

ション部門などの関係部署で洗い出した事業にかかわる

対話した ESG 関連投資家

ESG の課題について、経営理念のもと事業や社会に与え

• Hermes EOS（Hermes Equity Ownership Services ）

るインパクトを考慮し、議論しました。

• CHRB（Corporate Human Rights Benchmark ）

グループ経営戦略会議での議論状況

慶應義塾大学 大学院

代表取締役社長

政策・メディア研究科教授

片野坂 真哉

蟹江 憲史氏

7月

ESG 関連投資家との妥当性確認を踏まえ、グループ経

環境に関する対話

ビジネスと人権に関する対話

参加機関

参加機関

• 世界自然保護基金 ジャパン（WWF ジャパン）

• デンマーク人権研究所

• コンサベーションインターナショナル（CI） ジャパン

• 人権 ビジネス研究所

• IATA JAPAN

• WBA（ワールド・ベンチマーキング・アライアンス）

• ANA グループに対する社会からの

決定した中長期目標は、取締役会へ報告しています。

期待・要請の把握

• 事業にかかわる ESG の課題の提示

2019
詳細は P.59

取締役会での意見
• CO2の総量削減という世の中の流れと並行して、単位当たりの

11月

• 社会要請を踏まえた ANA グループの
ESG 目標の提示

削減も努力していくべき。

• ESG はヨーロッパ主導であるが、そのまま踏襲する訳でなく、
日本の価値観を反映し是 々非 々でバランスをとっていくべき。

2020
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• 最新の社会動向・投資家動向把握

中長期目標の決定
営戦略会議で改めて議論し、中長期目標を決定しました。

8月
© Caux Round Table Japan

© Caux Round Table Japan

今後の情報開示などについて、ご意見をいただきました。

要請や、当社 サステナビリティ推進部を中心にオペレー

ESG 関連投資家との対話

ANA ホールディングス（株）

ステークホルダーとの目標の確認

中長期目標については、当社社長を議長として常勤取締

グループ経営戦略会議では、対話などで把握した社会

SDGs に関する対話

3

目標の妥当性確認
と決定

2月

• 目標の再整理と推進体制の提示

© Caux Round Table Japan
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サステナビリティの取り組み

ESG にかかわる有識者との対話
新型コロナウイルス感染拡大の影響により、社会の価値観や行動様式が変わってきています。それらの社会動向を把握し、適

ANA グループが、人権方針、トレーニングおよび人権 インパクトアセスメントを通じ

切に対応するため、ESG にかかわる有識者の皆様にヒアリングを実施しました。

て、国連のビジネスと人権に関する指導原則（UNGPs）に基づいて取り組んできたこと

今回は安全を第一に考え、対面による対話ではなくアンケート形式でご回答いただいております。今後も継続的にステーク

は高く評価しています。しかし、ソーシャル・ディスタンスの必要性がここ数ヶ月間は続

ホルダーの皆様と対話を行い、社会からの要請の把握に努めていきます。

く状況下で、厳しいビジネス環境とバリューチェーンにおける従業員や旅行者、サプラ
イヤー、Rights-holders ※などとの限られた対話のもとで、効果的な人権 デューデリ

テーマ
時期

ジェンスを行うにはさらなる工夫が必要となります。特に旅行者への影響については、

「新型 コロナウイルス感染拡大後の意識変化に伴う、ANA グループに求める期待と懸念について」

航空機を使 った旅行が再び開始されると、航空機内だけでなく空港も含めて、衛生状
態の管理や様 々なソーシャル・ディスタンスの確保が必要になります。

2020年6月 〜7月
© Caux Round Table Japan

※ Rights-holders（ライツホルダー）
：権利保有者。企業活動などの結果として実際に影響を受ける人 々。

Specialist in Global Value Chains

リシ・シャー・シン氏
（ Rishi Sher Singh ）

総括
COVID-19の影響に伴い、これまでの常識が通用しない世界になり、一人ひとりの価
値観の変容や社会のしきい値を的確に捉えるために、こうした対話を通じて、財務と非

今日の世界は、これまでと違う別の場所です。私たちは今までと同じグローバル社会

財務情報を経営のかじ取りに活かしていくことが大事です。ここ数年は世界の価値観

にいますか。

の変容 ショックで経営の立て直しが余儀なくされますが、その後 2030 年と2050 年の

私たちの「新たな日常（ニューノーマル）」は、従来とは大幅に異なるものになるでしょ

ANA グループの ESG 中長期目標に向けて、今から何をすべきか腰を据えて体制（人権

う。なぜなら、私たちはおそらく人生で初めての経験をしているため、ここで見つけたこ

尊重と環境配慮）を整え、レジリエントなビジネスモデル構築に向けて歩み続けていく

とを見失わないように努める必要があります。ANA グループが、より小規模な海外渡

ことを期待しています。

航のニーズや接客 サービスの変化にどのように対処するかは、新しいアプローチを進

ANA グループでは、COVID-19下において、新たな ESG 課題の特定作業プロセスの
経済人 コー円卓会議日本委員会事務局長

石田 寛氏

めていく中で何が重要かを見出すケーススタディになります。従来影の部分にあったも

透明性を図り、ステークホルダーとの信頼性の向上を目指した “Quality Relationship”

のに、今度は光が当てられます。取捨選択の決定をするには、何が無駄で何に価値があ

を図 っていくことです。
Chair,
Bluenumber Foundation and Former
Member of the UN Working Group on
Business and Human Rights

COVID-19の状況下、企業はパンデミックに関連する人権 リスクを管理するため適

るかをよく調べる必要があります。

プヴァン・セルヴァナサン氏
（Puvan Selvanathan ）

切な措置を講じることが期待されており、少なくともこうしたパンデミックにおいて、人
権尊重のコミットメントや責任体制の明確化が必要です。よって、企業は COVID-19 危

Lead, Corporate Human Rights
Benchmark,
World Benchmarking Alliance

カミール・ポルス氏
（Camille Le Pors ）

機も考慮した人権リスク評価や課題を特定し、対処するための一連の人権 デューデリ

欧州では Green Recovery Alliance ※に37 社、28 業界団体が参加し、グリーン・リカ

ジェンスを行うことが重要です。ANA グループのように多くのサプライヤーを抱えてい

バリーの動きが活発です。近い将来、従前のビジネスへ戻る企業は、ポストコロナ社会

る企業は、サプライヤーを保護するために「責任ある調達」を実践することを優先すべ

の構成員としては不適格とされるでしょう。コロナ禍において、CO 2排出量を含めた環

きです。また、企業は、COVID-19に関連する苦情も包含し、報復の恐れのない効果的

境負荷が期せずして一時的に地球規模で低減しましたが、ANA グループのポストコロ

な苦情処理 メカニズム策の提供が求められます。

ナからのリカバリーでは、この意図せず削減された CO 2排出量を元に戻さない “ do no

今回の COVID-19 危機は、世界に持続可能で包括的な開発の必要性を改めて示すと

harm” を軸に、中長期的にフライト中のあらゆる負荷を “net zero”とする航空 サービ

ともに、
「より良く再復興する
（Build Back Better ）」機会を提供するものです。つまり、

スへの転換の足掛かりにすべきでしょう。環境目標を緩めるのではなく、むしろこの機

企業が基本的な人権を保護し、短期的な経済的利益と長期的なニーズを一致させ、

会を捉えて取り組みを強化し、早い段階でステークホルダーに向けてコミットすること

SDGs の継続的な勢いを確かなものにすることで、社会と経済のレジリエンスがより高
まります。

一般社団法人 コンサベーション・
インターナショナル（CI ）
ジャパン
代表理事 兼 CI バイスプレジデント

が重要です。
※ Green Recovery Alliance：新型コロナウイルス感染拡大後の欧州経済の回復策を、気候変動対策などの環境・社会面を重視
したものにするために発足した欧州議会が主導するアライアンス。

日比 保史氏
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サステナビリティの取り組み

ESG にかかわる有識者との対話

ポストコロナ社会に向けて、各国政府が「グリーン・リカバリー」を政策に取り入れて
おり、ビジネスではこれまで以上に持続可能性の向上が求められています。
「 野生生物の過剰利用」
「 土地利用と食料 システ
WWF は「グリーンかつ公正な回復」
ム」という社会課題を認識し、見直す必要があると提言しています。ANA グループにお

ESG にかかわる外部評価の活用
ANA グループの ESG 経営について、以下の4つの外部評価結果により、推進状況を客観的かつ多面的に把握していきます。
また今後は、これらの評価結果を役員報酬にも反映させていきます。

いては、温室効果 ガス削減を根本から見直し、脱炭素社会実現のための Science

Based Targets イニシアチブ※（SBTi）に基づいたポストコロナ航空ビジネスの長期プ
ランをいち早く策定することを期待しています。また、野生生物由来の感染症防止のた
©WWF ジャパン

公益財団法人世界自然保護基金 ジャパン
（ WWF ジャパン）事務局長

東梅 貞義氏

2019年度評価

World Index
Asia Pacific Index

回収・再利用やパーム油や木材・紙等の原料の持続可能な調達が期待されています。

銘柄に選定

FTSE4Good Index

MSCI
※

安定的な維持です。グループやサプライチェーン企業の従業員の雇用や安全、健康、働

ならず、データ・ガバナンスの観点も投資家から注目されています。世界の航空業界は

日本株女性活躍指数
（ WIN ）に選定

き方、満足度の課題も浮き彫りになっています。また、顧客や社員のデータなどの AI に
よる分析と利用では、外部と提携するようになっているため、データ・セキュリティのみ

米国 S&P とスイスの Robeco SAM が開発した株式指
左記を維持する

性を評価。

左記を維持する

Japan ESG セレクト

米国 MSCI が提供する株式指標。世界中の株式のパ
フォーマンスを様々な観点から指数化。ESG への企業

される

のかかわりを審査し評価。

A–

外部評価。企業が CO 2 排出により環境や気候変動へ

英国に拠点を置く NPO が提供する機関投資家向けの

B

与える影響を分析し、その対応状況を評価。

問い、アフターコロナ時代のレジリエントな企業として、新たな成長の機会を見出すよ

NPO 法人 日本サステナブル投資フォーラム
会長

英国 FTSE が提供する株式指標。ESG に関するマネジ
メントや取り組み実績について基準に基づき評価。

リーダーズ指数に選定

CDP

しばらく厳しい状況が続くと予想される中、ANA グループが、自社にできることを再度
う期待しています。

標。
「経済」
「 環境」
「 社会」の側面から企業の持続可能

FTSE
に選定

投資家が現在注目する課題の一つが、企業によるサプライチェーンへの支援、分散、

備考

DJSI

めには違法取引への対策拡大が求められるほか、資源利用ではプラスチックの削減・
※ Science Based Targets イニシアチブ： WWF、CDP、世界資源研究所（WRI）、国連グローバル・コンパクトによる共同イニシ
アチブ。気候変動による世界の平均気温の上昇を産業革命前に比べ、2℃より十分低く抑えるために科学的知見と整合した削
減目標の設定を推進する。

2022年度目標

※ ANA ホールディングス株式会社の MSCI 指数への組入れ、および MSCI ロゴ、商標、サービスマークまたは指数名称の使用は、MSCI またはその関連会社による
ANA ホールディングス株式会社へのスポンサーシップ、支持、宣伝を表すものではありません。
MSCI 指数は MSCI の独占的財産です。MSCI、MSCI 指数の名称およびロゴは MSCI またはその関係会社の商標またはサービスマークです。

荒井 勝氏

ESG 経営推進体制
「グループ ESG 経営推進会議規程」に基づき、当社社長を総括、サ

ポストコロナにおいても社会から必要とされる企業であるために

ESG 経営推進体制

ステナビリティ推進部担当役員を議長とし、当社およびグループ会社

取締役会など

取締役、執行役員、当社常勤監査役を委員とするグループ ESG 経営
現在、ANA グループは新型 コロナウイルスの感染拡大により大きな影響を受
けている状況ではありますが、その危機を乗り越えた上で、長期的な視点で ESG
経営を推進する方向性に変わりはなく、ポストコロナにおいても社会からの声を
今回いただきました有識者の皆様のコメントを戦略的に取り組みに反映させ
ていくとともに、引き続きステークホルダーの皆様との対話から社会の要請を把
ANA ホールディングス（株）
執行役員
サステナビリティ推進部長

と企
握し、適切に対応していくことで、持続可能な社会の実現（SDGs への貢献）
業価値向上を目指していきます。

当社社長

議から名称を変更）
を設置し、ESG 経営にかかわる重要方針や施策の

チーフESG プロモーションオフィサー
（CEPO）
※当社 サステナビリティ推進部担当役員

立案・審議などを行 っています。また、重要な課題については、審議
の上、取締役会・監査役会・グループ経営戦略会議に上程しています。
グループ各社に ESG 経営推進の責任者として ESG プロモーション
オフィサー（EPO ）、組織の ESG 経営推進の牽引役として ESG プロ
モーションリーダー（EPL ）を配置し、各組織での ESG 経営にかかわ
る活動を推進しています。

グループ各社

的確に捉えながらレジリエントな企業を目指していきます。

グループ ESG 経営推進会議

推進会議（ 2020 年 4月にグループ CSR・リスク・コンプライアンス会

ESG プロモーションオフィサー（EPO）
※グループ各社役員より選出

ESG 推進にかかわる経営会議
ESG プロモーションリーダー（ EPL ）

宮田 千夏子
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サステナビリティの取り組み

重要課題

その他の取り組みは

https://www.ana.co.jp/group/csr/environment/

環境
進捗 ： 2012-20中長期環境計画「ANA FLY ECO 2020 」
関連する ESG 中長期目標
2050年までに航空機の運航で発生する CO2排出量を50% 削減する（2005年比）
2050年までに航空機の運航以外で発生する CO2排出量をゼロにする

国際線、国内線の

国内線 CO 2総排出量を、

地上 エネルギー消費量を

有償輸送トンキロ（ RTK ）当たりの

年平均

原単位で

CO2排出量を20% 削減（2005年度比）

2050年までに資源類の廃棄率をゼロに、機内食などの食品廃棄を50% 削減する

440万 トン以下

に抑制

毎年1% 削減
（省 エネ法対応）

生物多様性保全の取り組みを継続する
2005年度

2019年度

1.01kgCO /RTK

1.25 kgCO /RTK
2

2

基本的な考え方
国際線、国内線機材の騒音対策

「環境に関する基本的な考え方」および「 ANA グループ環境方針」を掲げ、2012-20 中長期環境計画
ANA グループでは、
「ANA FLY ECO 2020 」に基づき、環境負荷の低減に取り組んできました。地球温暖化対策や生物多様性の保全など環境へ
の取り組みを重要な経営課題と認識し、今後も環境負荷の低減に努めていきます。

2019年度

2019年度

400万トンに抑制

前年度比

100%

2019年度

100%

国際線、国内線機材の大気汚染対策

9.1% 削減
100%

2019年度
リース機を含め

ICAO 騒音基準 チャプター4に全機適合

100%

航空機の排出 ガス基準適合
リース機を含め ICAO 排出 ガス基準全機適合

また、
「ANA FLY ECO 2020 」の最終年度となる2020 年度は、2050 年までの長期目標を策定し、これを具現化するため

2030年までの中期環境計画の策定を進めています。

CO2排出量抑制の取り組み
世界の動向
航空産業は化石燃料に大きく依存しており、全世界で排

Scheme for International Aviation）を採択するなど、業

出される CO 2の約 2% が航空分野から排出されていると言

界全体で CO2排出量の抑制の取り組みが進んでいます。

われています。近年、気候変動問題に対する危機感が高まっ
ており、航空業界においても CO 2削減の動きが加速してい

CO 2排出量予測と排出削減目標 イメージ
CO2

排出量

ます。

2015 年 COP21（国連気候変動枠組条約第 21 回締約国

■

■

■

オペレーション
上の改善

現在のままで推移した場合の排出量
カーボンニュートラルグロース2020
総排出量の変化

航空機の
技術改新

会議）
でパリ協定が採択されました。
これに先駆け航空分野では、2010 年 ICAO（国際民間航

SAF の導入

空機関）総会の決議事項を受け、2021 年以降、国際航空分
野 に お け る CO 2 排 出 量 を 増 加 さ せ な い「CNG2020

CNG2020

100

（Carbon Neutral Growth 2020 ）」が採択されました。
は2050年には2005年対
また、IATA（国際航空運送協会）
比で CO2排出量の50% 削減という高い目標を掲げています。
さらに2016年 ICAO 総会で CNG2020を達成するためのス
（Carbon Offsetting and Reduction
キームとして、CORSIA

排出権
取引制度

2050年までに
50% 削減

50

航空機の技術革新
省燃費機材の導入
ANA グループでは、航空機からの CO2排出量を抑制する

国内線では、トヨタ紡織と

ため、燃費効率にすぐれたボーイング 787 型機やエアバス

共同開発した航空機シートを

A320neo/A321neo 型機をはじめとした最新鋭の航空機

導入しています。このシートに

を積極的に導入しています。2020 年 3月末時点でグループ

より従 来に比べ航 空 機 全 体

の保有機材の 70.3% が省燃費機材となっています。また

の客室内重量を 195kg 削減

ANA グループは、ボーイング787型機のローンチカスタマー

することができました。この軽

であり、世界の航空会社で最多の73 機を保有しています。

量化は、航空機 1 機あたりの
年間燃料消費量を約15kl 削減することにつながっています。

オペレーション上の改善
スラストリバーサー（逆推力装置）使用削減と

（左軸）指数：2005 年実績＝100

2005

2010

2020

2030

2040

2050

IATA 概念図をもとに作成

1 運航乗務員の取り組みを中心とする燃料節減
• 離陸後に早めにフラップを引き上げ、上昇時の抵抗を
減らす

• 着陸後のスラストリバーサー使用時、必要以上に

気候変動への対応に関係する情報開示

CDP

TCFD

エンジンの回転数を上げない

SBT（ Science Based Targets ）

• 着陸後の地上走行時に、片方のエンジンを停止する
• 連続降下方式の採用 ／実施と対象空港の拡大

パリ協定と整合した科学的な根拠に基づ
く温室効果 ガス排出削減目標。2020 年

54

CO2 排出量や気候変動に対する企業戦

気候変動が事業にもたらすリスクと機会

略の情報を開示。

を分析し、情報を開示。

軽量化 シートの導入

5月、コミットを宣言。航空分野の削減目
標、ルールづくりの技術分科会へ参加。

単一 エンジンのタキシングの使用
安全を確保した上で、着陸時のスラストリバーサーの使用を減ら
し、エンジン出力を抑制し、着陸後は単一 エンジンで地上走行する
ことで、CO2排出量の抑制につなげています。
エンジン洗浄
航空機のエンジン内部を定期的に水
洗浄することで、エンジンの性能を回復
させています。

2 飛行経路の最適化による燃料節減
3 空港、整備における燃料節減

これにより、エンジンの燃焼温度を下
げ、燃費が向上し、約1% の CO 2排出削
減効果があると確認されています。
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環境

SAF（ Sustainable Aviation Fuel ）の導入
2021年以降 CO2排出量を増加させないため、従来の化石
由 来の航 空 燃 料であるケロシンに代わる燃 料の活用が

ICAO 総会にて採択され、植物油、動物性脂肪、廃棄 バイオ
マスなど持続可能な供給源から製造される航空燃料 SAF の
導入が必要となりました。SAF はそのライフサイクルを考え
た場合に地産地消されることが望ましいため、日本、海外双
方で安定的に製造されるよう、内外の関係する機関・事業者
とともに導入に向けた取り組みを推進しています。

ANA では2019 年 10月、米国 LanzaTech 社製造の排 ガ
スを原料とする SAF を使用し、ボーイング777-300ER の新

環境負荷低減への取り組み
カーボンオフセット・プログラム
ANA グループでは、お客様からの声にお応えして、ご搭乗

国際線のファーストクラスとビジネスクラスでは機内食の事

いただく航空機が排出する CO2相当量をオフセットできる

前予約サービスを充実させ、機内で食事のご要望にお応えで

仕組みとして「ANA カーボンオフセット・プログラム」を国

きない状況を回避すると同時に、余剰な機内食の搭載をなく

内線、国際線で利用されるクラス別に提供しています。支援

し、お客様の満足度向上と食品廃棄の削減を実現しています。

対 象 として、認 証 基 準（J-VER、VCS、Gold・Standard-

また全日空商事（株）
では、国内線の機内販売商品の入れ

CER）を満たしたプロジェクトを選定しています。

エコファースト認定企業としての取り組み
環境への取り組みと、社会的責任

まらず、SAF を製造所から輸送し、混合、品質検査、給油す

IATA 主催 SAF シンポジウムでの講演
（米国 ニューオーリンズ）

の削減に貢献しています。
※ 食品 ロスを引き取り、人 々へ届ける活動を行う日本初のフードバンク

を重視する企業姿勢が高く評価され、

しました。本フライトは、SAF を購入・使用するだけにとど

て行いました。

替えで発生した飲料や食品の余剰在庫をセカンドハーベス
※
へ寄付することで、食品廃棄
ト・ジャパン
（認定 NPO 法人）

造機を米国 ワシントン州のエバレット工場から羽田へ輸送

るまでを ANA が主体となり一連のサプライチェーンに則っ

食品廃棄の削減

ANA は 2008 年に環境大臣から運輸

使い捨てプラスチック製品を環境配慮型素材へ変更

業界・航空業界として第一号の「エコ・

空港ラウンジや機内で使用しているすべての使い捨てプラ

ファースト企業」に認定されました。

スチック製品の総重量の約70% を、2020年度末までに紙やバ

具体的な取り組みの一例として、日本に到着する国際線

イオプラスチックなどの環境配慮型素材に変更していきます。

全便の機内で発生する廃棄物（ビン・缶・ペットボトル）
を分

また ANA は、環境省が進める「プラスチックスマート」キャン

別するなど、資源類のリサイクルを通じた環境負荷低減に取

ペーンにも賛同しており、さらに取り組みを推進していきます。

り組んでいます。

2019 年 11月、IATA 主催の SAF シンポジウムが米国 ニューオーリンズで開
催されました。ANA はパネリストとして登壇し、日本国内でも SAF が安定的に
製造されるよう、政府・関係機関・事業者とともに取り組んでいくことを述べま
した。

排出権取引制度の活用
2021年以降増加した CO2排出量をオフセットすることが義務化されるため、排出権取引（CO2クレジットの購入）もオフセッ
トの効果的な削減の手段とし、ICAO で承認されるプログラムを活用できるよう検討しています。

生物多様性への対応
環境・生態系保全の取り組み

基づく教育 プログラムを作成し、社内外への啓発を実施し

ANA グループは、宮城県南三陸町での「ANA こころの森」
プロジェクトや沖縄県「やんばる国立公園」での外来植物防

航空機の運航以外の取り組み

と共同で空
ています。2019年12月には、成田国際空港（株）
港 スタッフを対象にワークショップを開催しました。

除活動、恩納村でのサンゴ保全プロジェクト「チーム美らサン
ゴ」など、グループ社員による環境保全活動を継続しています。

経団連生物多様性宣言への賛同

ANA グループ独自に設定した「エネルギー管理基準」に基づき、グループで所有または賃貸する施設、設備の省 エネ機器へ

また、ANA は2018 年に野生生物の違法取引の撲滅を目

2020年6月、自然と共生する世界（自然共生社会）の構築

の更新、太陽光による自社発電などの再生可能 エネルギーの活用により、運航以外で発生する CO2排出量を前年度より4.4%

的とした「バッキンガム宮殿宣言」に調印しており、同年

を通じた持続可能な社会の実現に向けた「経団連生物多様

削減しています。2020年度以降、再生可能 エネルギーの電力購入を開始し、拡大を進めていきます。

「TRAFFIC」 と協力した、ROUTES パートナーシップに
※1

※2

性宣言・行動指針（改定版）」への賛同を表明しました。

（株）ANA ケータリング、ANA フーズ（株）は、経済産業省の省 エネ法 クラス分け制度で、創設以来5年連続「省 エネ優
ANA、
良事業者（S クラス）」に認定されました。

※1 TRAFFIC：野生生物の取引を調査・モニターする NGO 。WWF（世界自然保護基金）
と IUCN（国際自然保護連合）の共同事業として設立され、世界10 地域の拠点を中心
に世界中に広がるネットワークを通じて活動。https://www.trafficj.org/
※2 ROUTES：
「Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered
Species」の略。野生動物の違法な取引にかかわる犯罪行為に対処するための国際
的協働 プラットフォームであり、違法な取引が多いとされる国 ／地域を中心に様 々
なプログラムを実施している
教育 プログラムの冊子
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野生生物の違法取引の撲滅ワークショップ
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サステナビリティの取り組み

重要課題

その他の取り組みは

https://www.ana.co.jp/group/csr/human_rights/

人権
航空機を利用した人身取引の防止
ANA 全客室乗務員へ人身取引防止にかかわる教育を実施
した上で、機内で人身取引の可能性が疑われる事例を発見し

関連する ESG 中長期目標

た際に地上へ通報を行う運用を2019年4月より開始しました。

人権尊重の徹底：
「国連のビジネスと人権に関する指導原則」に則り、企業

2020 年には、人身取引防止にかかわる国際的な議定書

活動において人権尊重を徹底する。

や機内からの通報手順などについて、再度 ANA 全客室乗務

責任ある調達の実現：環境や人権に配慮した調達を徹底し、公正公平で透

贈収賄の防止
ANA グループの就航国で、リスクが比較的高いと思われ
る地域を対象に重点的に防止に取り組んでいます。

2018 年の東南 アジアに続き、2019 年は中国において、
ANA グループ社員や現地駐在員を対象とした競争法・贈賄
防止法にかかわるセミナーなどを開催しました。

員への意識付けを行いました。

明性を持 ったサプライチェーンを構築する。

ステークホルダーとのエンゲージメント
基本的な考え方

社員とのコミュニケーション
人権尊重に対する理解を深めるため、新入社員、新任管

ANA グループは、グローバルな基準である「国連のビジネスと人権に関する指導原則」に則 って、人権への取り組みを進め
ています。国際人権章典（世界人権宣言と国際人権規約）、労働における基本的原則および権利に関する国際労働機関の宣言、

理職などの社内研修において人権にかかわる啓発や教育を

国連 グローバル・コンパクトの10 原則、および国連のビジネスと人権に関する指導原則をもとに、2016 年 4月に「ANA グルー

実施しています。
加えて、グループ 全 社員を対 象とした e ラーニングも

プ人権方針」を定めました。委託先およびサプライヤーに対しても本方針を支持するよう、継続して働きかけています。

SDGs の中核には人権尊重の考え方があることを十分に認識した上で、今後も取り組みを推進していきます。

2015 年度以降、毎年実施しています。 2019 年度には約
44,000 人を対象に「誰一人として取り残さない」をテーマ
に実施し、92% の社員が受講しました。

人権報告書の発行

海外現地（タイ）での対話
ANA グループのサプライチェーンにおいて、タイの水産業
に潜在的な人権リスクがあると認識しています。

2019年6月には、漁業における移民労働者の実態の把握
や課題への対応を学ぶ目的でタイを訪問し、現地視察や国際
機関、現地 NGO などとの意見交換を行いました。
また、10月にもタイ発 ANA 便の機内食の製造にかかわる
企業を訪問し、トレーサビリティに関する取り組みなどにつ
いてのヒアリング調査をするとともに、現地 NGO などとの

ANA グループは、人権尊重の取り組みの積極的な社外発信を通じてステークホルダーとのコミュ

ビジネスパートナーへの働きかけ
人権報告書 2019

ニケーションを促進させる目的で、2018 年に日本で初めて人権報告書を発行し、以降毎年発行を続
けています。

意見交換を行いました。

委託先やサプライヤーに対して「ANA グループ購買方針」な
どの各種方針を共有するとともに、相互に協力して、より人権
を尊重した労働環境を整えていくための議論を進めています。
「責任ある調達」のさ
なお、
「ANA グループ購買方針」は、
らなる実現のために、第三者機関の協力も得ながら、改定
に向けた準備を進めています。

主な取り組み

10月 現地 NGO との意見交換
＠ Caux Round Table Japan

2016年、ANA グループのあらゆる事業と就航国を対象とし、事業活動が人権に及ぼす潜在的なリスクの洗い出しを実施しまし
た。そこで特定した以下の4つのテーマについて、リスク発生の防止に取り組んでいます。2019年には社外有識者からのアドバイ

人権専門家からの定期的なレビュー

スも踏まえ、リスクの洗い出しを再度実施しましたが、現時点で既存の次の4つのテーマに変更が無いことを確認しています。

ANA グループでは、人権の専門家から定期的に助言を得ています。2019年10月には、

日本での外国人労働者の労働環境の把握
2019 年には外国人を雇用する際の注意点を整理し、グ

2017 年に日本 企 業として初めて参 画したブルーナン

た第三者機関（経済人 コー円卓会議日本委員会）※1の協力

バー・イニシアティブ※2を活用し、機内食の食材にかかわる

を得て、空港で地上 ハンドリング事業に携わる外国人労働

200 以上の取引先や生産者の情報を登録するとともに、

者へのインタビューを実施しました。

2,000を超える物品においてテスト登録を実施しました。

国人労働者の雇用環境把握を開始していきます。
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チマーキング・アライアンス）※5）から計4名の人権専門家を招き、前年度の助言を踏

サプライチェーンマネジメントの強化

ループ全社と共有しました。また、委託先に対しては独立し

2020年にはシステムを活用したサプライチェーン上の外

（デンマーク人権研究所※3、人権 ビジネス研究所※4 、WBA（ワールド・ベン
海外3団体

機内食などにかかわる

生産過程における人権尊重や環境保全にもつながる、透
明性の高い「食のサプライチェーン」の構築を目指しています。

まえた ANA グループの取り組みについて進捗報告を行いました。
専門家からは、情報開示の強化が望まれるポイントや注意すべき新たな人権課題、
マネジメントシステムの改善点などについてアドバイスを受けました。
＠ Caux Round Table Japan

※1
※2
※3
※4
※5

経済人 コー円卓会議日本委員会：ビジネスを通じて社会をより自由かつ公正で透明なものとすることを目的としたビジネスリーダーのグローバル・ネットワーク。
ブルーナンバー・イニシアティブ：ブルーナンバー財団による、食にかかわるサプライチェーン・プラットフォーム構築を目指す世界的な取り組み。
デンマーク人権研究所：デンマーク議会の決定により設定され、人権とビジネスに関する知見の収集やツールの開発などを行う組織。
人権 ビジネス研究所：ビジネスと人権の分野で活動し、この分野での取り組みを牽引する国際的 シンクタンク。2009 年設立。
：国連財団、英保険会社の Aviva などが中心となって設立した Index イニシアティブ。持続可能な社会に向けた企業の貢献度を評価す
WBA（ワールド・ベンチマーキング・アライアンス）
るベンチマーク指標を開発している。
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サステナビリティの取り組み

重要課題

ダイバーシティ& インクルージョン
快適にご利用いただける環境づくり
（ハードレガシー）
ご出発前から到着後までのあらゆるシーンにおいて、快適性、利便性の高いサービス・施設や設備を順次整えています。

関連する ESG 中長期目標
持続的成長を担うひとづくり：人財の育成、働き続けられる環境整備、人的

ウェブサイト

生産性向上に取り組む

空港（ご案内）

お客様の多様性への対応：お客様一人ひとりの多様性を尊重し、ハード・
ハート
（ソフト）両面でユニバーサルなサービスを推進する

基本的な考え方
日本における人口構造の変化、グローバルなシーンでのお客様の多様化が進む中、皆様に「選ばれ、信頼され続ける」ことが

障がいの有無にかかわらず誰もがご利用いただける

カウンターでの遠隔手話 サービス／

ウェブサイト環境の整備

樹脂製車いす morph（モルフ）のご用意

ANA グループの成長にとって不可欠です。

空港（施設）

公共交通機関としての私たちの責務を果たすべく、世界トップレベルの「ユニバーサルなサービス」の提供に向けた取り組み

機内

を加速し、誰もがともに歩める「活力ある共生社会」の実現に貢献します。

推進体制
お客様一人ひとりの多様性を尊重し、すべてのお客様に安心・快適に ANA グループのサービスをご利用いただくことを目指
し、
「2018-2022ユニバーサルサービス戦略」を経営戦略の柱の一つに掲げました。
「ハード」
「ハート
（ソフト）」両面での取り組みを推進するとともに、ご旅行前から到着後までのシーンごとに課題を洗い出し、
すべての場面での利便性を向上するアクションプランを実行しています。

国内50 空港にローカウンターを設置 ／

ANA オリジナル機内用車いす（全機材に設置）／

搭乗 ゲート幅の拡大

車いすで利用可能な化粧室（小型 ジェット機材の一部に設置）

「移動をあきらめない」社会づくり

ご旅行前

ハード戦略

ハート戦略

法令対応のほか、ウェブサイトや空港、

全社員を対象とした、教育・訓練、仕組みや制度の

機内の施設設備などのバリアフリー推進

充実を通じた「心のバリアフリー」の推進

機内

空港

到着後

ANA は、航空機による移動だけでなく MaaS ※の仕組み
を活用し、お客様のすべての移動における利便性の向上を

な介助内容を関係機関で共有・連携することなどを通じて、
シームレスな移動を実現します。

目指しています。その中でも、障がいや年齢など様々な理由

2019年6月、ANA は京急電鉄、横須賀市、横浜国立大学

で移動にためらいのあるお客様が、ストレスなく移動可能と

と産学官共同 プロジェクトを開始し、車いすをご利用のお

なる取り組みを行っているのが「Universal MaaS」です。お

客様の移動に関する実証実験を行いました。2020 年度内

客様に公共交通機関の運賃やバリアフリー乗り継ぎルート

の実装開始を目指して、引き続き関係の皆様と協力して取り

などの情報を提供すること、また、お客様の位置情報や必要

組んでいきます。

共同記者会見の様子

実証実験の様子

主な取り組み

安心で快適に飛行機をご利用いただくために
2019年7月より、ANA マイレージクラブ会員情報にてお手
伝いが必要なお客様の情報をお預かりする仕組みを構築し
ました。これにより、予約時に毎回電話でお手伝い内容を申
告いただく手間を省き、スムーズに予約手続きが完了します。

お預かりする情報の種類
• 歩行状況
• 車いす情報（手動、電動、折り畳みの可否、バッテリーの種類など）
• 視覚障がい、聴覚障がいの有無
• 航空機内で使用する医療機器
• 手配が必要な貸し出し補助具
• 空港や機内で必要なお手伝い など
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：色 々な種類の交通 サービスを、需要に応じて利用できる一つの移動 サービスに統合すること。
※ MaaS（Mobility as a Service ）
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サステナビリティの取り組み

ダイバーシティ & インクルージョン

「心のバリアフリー」の実践を牽引する人づくり
（ソフトレガシー）
社員一人ひとりが、社会の中で「心のバリアフリー」を発揮し、世界トップレベルの「ユニバーサルなサービス」を提供できる
よう、様々な活動を推進しています。飛行機利用に不安を感じる特別支援学校の生徒様向けに、不安を事前に払拭していただく
プログラムの提供や、社員への継続的な教育などを通じて、
「すべてのひとに優しい空」の実現に貢献していきます。

ユニバーサルサービスにかかわる

ユニバーサルサービスリマインド教育

体験型 オープンセミナー

年に4 回の e ラーニングを行い、グループ全体でのユニ

高齢者や障がいのある方と交流し、当事者の方の視点か

バーサルサービスの推進 レベルを高めています。

ら学びます。

ANA そらぱす教室
航空機のご利用に不慣れなお子様などが、空港から機内までの搭乗の流れを事前に学習できる「そらぱす※」の取り組みを進

グループ事業でのユニバーサル推進
多様な人財が輝き、戦力として活躍する〜 ANA ウィングフェローズ・ヴイ王子〜
「障害者の雇用の促進等に関す
ANA ウィングフェローズ・ヴイ王子（株）は、1993 年 6月に設立され、同年 12月、
る法律」に基づく ANA の特例子会社として認定されました。以降、様 々な地区、業種、人財で事業を運営する中、
「全
ANA グループにおける社員の多様な働き方を推進し、ダイバーシティ & インクルージョンをリードしています。
社員が貴重な戦力である」というビジョンのもと、ANA グループの企業価値向上に貢献しています。
製造・外販事業

航空関連事業

ベーカリー 事 業 部、コンビ ニオペ 「ANA 青島ファクトリー」では「青島

各種制服類の管理、マイレージ関連

レーションセンター、カフェ「ANA

から世界へ」を目指し、地元宮崎の

業務、航空機整備記録の電子管理

WOnderful Day」運営など、高いホ

原料を活かした手漉き紙と木工商

などのサポート業務でグループを支

スピタリティで接客に努めています。 品をブランド展開しています。

えています。

めています。2019年には、車いす利用または発達障がいのある生徒様を対象として「ANA そらぱす教室（搭乗支援教室）」を開
始しました。修学旅行などで ANA 便をご利用いただく際の事前授業として、ANA グループの社員が出張授業を実施し、飛行機
を利用する際の不安解消につなげています。

強みを活かし新しい価値を生み出す〜 Universal Standard Consulting 事業部〜

※そらぱす：そらのたびへのぱすぽーと

「Universal Standard Consulting 事業部」を開設しました。ANA グループ内外へユニバーサルな
2016年8月、

Point

1

Point

Point

3

障がいの特性に対応した
出張型教室

飛行機の搭乗がイメージできる
体験型 カリキュラム

客室乗務員、グランドスタッフ経験者

1 回 60 分または 70 分の構成です。講

空港、機内で貸し出している車いすの

などの ANA グループ社員が講師を務

師が学校まで伺い、搭乗 〜降機まで

試乗や、保安検査の流れなどの体験

めます（プログラムにより派遣講師の

の流れの座学や体験実習を行います。 ができます。
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2

講師は ANA グループの社員

環境づくりを推進するコンサルティング事業を展開しています。空港内設備や航空機内、職場環境に関する ANA グ
ループ社員向けの検証や研修の実施、ホテルや宿泊施設の検証や視覚障がい者雇用促進など、障がい者の当事者
視点と感性、ANA の「おもてなしの心」をベースに、質の高いユニバーサル・スタンダードを提供していきます。

職種が変わります）。
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サステナビリティの取り組み

重要課題

その他の取り組みは

https://www.ana.co.jp/group/csr/regional_creation/

地域創生
異業種連携による関係人口の創出
空席を活用した定額制航空券 サービスの実証実験

首都圏と地方もしくは、地方と地方を行き来しながら生活

地方の人口減少・首都圏の人口一極化集中という社会課

をする多拠点生活者の拡大を図るべく、2020年1月より、地

イノベーションを活用した社会課題解決への貢献：アバター、ドローン、

題解決、そしてコロナ影響下でのリモートワーク化によって

方の空き家を利活用し、定額制全国住み放題サービスを展開

MaaS などの活用と異業種連携により、新たな価値を提供する

広がりをみせる働く場所・生活する場所を問わないライフ

している
（株）
アドレスと連携し、地方路線において空席を活

地域創生：地域活性化に貢献する

スタイルに対応すべく、多拠点生活・ワーケーション推進、

用した定額制航空券 サービスの実証実験を開始しています。

関連する ESG 中長期目標

第二のふるさと創造など、関係人口拡大に向けた取り組み
を実施しています。

新しい「旅の価値」を創出する Journey ＋
事業承継問題や地域社

基本的な考え方

会 課 題 解 決・地 域 創 生・
チャレンジというキーワード

日本の伝統的な文化や観光資源が世界から注目される一方、国内では地方都市の人口減少や伝統産業の衰退が懸念されて

によってコミュニティをつく

います。ANA グループは、他企業や NGO・NPO、自治体などと連携し、長期的な航空事業の需要の開拓を目指すとともに、ノン

り、地域で活躍するイノベー

エア事業を含めた ANA 経済圏の拡大を図ります。

ターやリーダーを訪ねたり、 Journey+ in 南九州の参加者集合写真

また安全・安心な観光地情報を発信することで、ニューノーマル時代における「観光振興を通じた地域経済の活性化」に

実際に地域社会課題について考える旅を作るプラットフォー

貢献します。
（株）
アドレスとの連携内容資料

ム「Journey+」を開設・運営し、参加者と地域をつなげる
きっかけづくりをしています。

推進体制
各社の取り組みを有機的に統合し、最大限の効果を生み出すために、ANA マーケティング室観光アクション部を主管とした
「グループ地域創生会議」において、観光振興による地域創生のアクションを戦略的に進めています。

展開 アクション例

自治体・

中央省庁など

など

D
M
O

ANA

ANA
セールス
国内
支社支店

観光 アクション部
観光振興 チーム
観光の窓口チーム

グループ
地域創生会議

ANA ホールディングス

ANA 総合研究所

人材派遣、コンサルティング、調査

全日空商事

ANA グループ媒体広告・ふるさと納税、物販 など

ANA セールス

旅行商品企画・キャンペーン・販売

ANA ビジネスソリューション

など

ANA 便を利用した国内外の旅客誘致促進
2018 年 4 月 に 訪 日 旅 行 者 向 け 観 光 情 報 発 信 サ イト

また、長期滞在が期待できる欧米を中心とした訪日旅客

「Japan Travel Planner」を立ち上げ、訪日誘客による地域

に対する国内流動促進策として、滞在中に楽しめるアクティ

経済活性化に取り組んでいます。2019 年度には11 言語に

（オン
ビティやシェアリングエコノミーサービスの発売を OTA

対応し、約800スポット以上の観光地などを紹介、月間平均

ライン・トラベル・エージェント）※と協業し展開しました。

のサイト訪問者数は60万人を超え、海外旅客に向けた重要

海外各地区とのプロモーション連携も強化しており、引

ANA グループのノウハウ提供

なコミュニケーション基盤に成長しており、ANA 航空券予

き続き訪日旅客需要喚起による地域経済活性化に貢献して

ANA Cargo

地域産品の輸出拡大

約 サイトとのシームレスな連携により日本各地への誘客を

いきます。

ANA 各部署 海外統括・支店

海外でのプロモーション、日本への誘客促進

促しています。

※ オンラインだけで取引を行う旅行会社

グループ各社

グループで連携した取り組み

イノベーションを活用した社会課題解決

主な取り組み

アバターを活用した、地域における新しい

らアバターを活用しての買い物が可能となり、売り上げに貢

コミュニケーションインフラの構築

献しました。

ANA ホールディングス発の初めてのスタートアップである

観光振興を通じた地域活性化

社会貢献活動

• ANA グループの人財を活かしたコンサルティング

• 復興支援活動（大規模災害の復興支援など）

avatarin（株）が取り組むアバター事業は、物理的な距離を

• 各地の観光素材の発掘・発信

• 環境・生物多様性の保全活動

超えたコミュニケーションと新しいインフラの構築で、地域

• 各地の物産品の販売・輸送・開発
• 訪日外国人の受け入れ体制の整備
• 航空輸送 サービスを活用したプロモーション
• ANA 便を利用した国内外の旅客誘致促進
• ANA グループのノウハウを活かした研修
• 異業種連携による関係人口の創出

（沖縄でのサンゴ保全 プロジェクト「チーム美らサンゴ」など）

• 次世代育成 プログラム
（各地での航空教室、キャリア教育 プログラムの実施など）

• 海外就航地域での社会貢献 プログラム
（教育支援や観光資源の保全など）

創生にも貢献しています。2020年 ゴールデンウィーク期間
中、大分県協力のもと大分市府内五番街商店街の3店舗に
」を設置し、遠隔買
遠隔操作ロボット「newme（ニューミー）
い物体験の機会を提供しました。新型 コロナウイルス感染
症拡大の影響で、県を跨ぐ移動が難しい状況下でも、全国か

「 newme（ニューミー）」を使 った買い物の様子

• イノベーションを活用した社会課題解決
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