ANA グループの価値創造 プロセス

ANA グループの強み
ANAグループは創業69年目を迎えました。これまでどんなに厳しい環境下においても、一致団結してひたむき
に努力を重ね、壁を乗り越え、その過程で独自の強みを磨き上げてきました。時代を超えて培ってきた強みは、
コロナ禍でも形に表れており、それぞれの要素が相互に作用し、循環することでさらに拡大し、私たちの価値
創出の原動力となっています。

ステークホルダーとの

常に最善を追求する

チャレンジ精神
社会の潜在的なニーズに応え、新しい価値を創出するために、

お客様の
ニーズを追求

強いつながり
社会・交通 インフラとしての責任を果たすため、需要が低迷す

る中でも可能な限り旅客便の運航 ネットワークを維持しました。

私たちは変革を恐れず、より良い商品やサービスを積極的に取り

また、貨物臨時便を機動的に設定し、コロナ禍の旺盛な需要に応

入れてきました。コロナ禍では、旅客需要の減少や顧客 ニーズの

えてきました。人やモノ、文化の交流を支えながら、経済や貿易の

変容などにいち早く適合すべく事業構造改革を進めています。

活性化に寄与し、すべてのステークホルダーとともに社会の持続

受け継いできた「努力と挑戦」の DNA で困難を克服し、アフター

的な発展につながるための役割を担 っています。

コロナの成長回帰を目指します。

価値を
生み出す
強み

培われた
培われた強み
強み

目標に向かって協力する

築き上げてきた

グループ総合力

グループ品質

新型コロナウイルスの感染拡大によって日本への帰国が困難に
なったお客様のため、2020年1月に武漢−羽田間でチャーター便
を運航しました。感染 リスクに立ち向かいつつ、グループ各社が
一丸となり、合計828名のお客様の帰国を実現しました。私たち
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常にお客様の視点に立ち、安全の堅持、定時運航へのあくなき
期待を
超えることに
徹底的に
こだわる

追求など品質・サービスの向上を目指しています。衛生・清潔に
対するニーズが高まる中、
「ANA Care Promise」などの取り組み
を通じて、安心して航空機をご利用いただくための環境づくりに

には、各部門がそれぞれの専門性を活かしながら、目標達成のた

も取り組んできました。その結果、ANA は英国 SKYTRAX 社が運

めに組織の枠を超えて協力する「チームスピリット」の文化が根

営する「COVID-19 Airline Safety Rating」で最高評価となる「5ス

付いています。

ター」に認定されました。
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持続的な
企業価値向上

ANA グループの価値創造 プロセス

価値創造 プロセス
ANA グループが受け継いできた理念を広く浸透させ、安全や人財などの経営基盤を堅持しながら経営
資源を適切に投入・配分することにより、価値創造の原動力となる4つの強みのサイクルが最大限の効
果を発揮します。戦略の遂行を通じて社会的価値と経済的価値を同時に創造するとともに、
「持続可能
な開発目標（SDGs）」にも貢献しながら、持続的に企業価値を高めていきます。

経営ビジョン
の達成

外部環境の分析
戦略の遂行

常に最善を追求する

社会的／
経済的価値の
同時創造

ステークホルダーとの

チャレンジ精神

強いつながり

挑戦し続ける
理念の継承

培われた
培われた強み
強み

P.16 価値の同時創造を
実現するタイムライン

価値を
生み出す
強み

目標に向かって協力する

築き上げてきた

グループ総合力

ANA グループの価値創造の考え方

グループ品質

私たちが社会とともに成長し、持続的な企業価値の向上を実現するためには、経営戦略を遂行する中で経済的価値
の追求だけではなく、社会的価値を同時に創造することが重要です。新たな需要の喚起や生産性向上、費用増加抑制
などにより売上高・利益を拡大するとともに、脱炭素、人権尊重社会の実現、観光立国、労働人口減少など、様 々な社
会課題の解決にも貢献することで、持続可能な社会の実現と企業価値向上を目指します。

ANA グループの経営資源

経済的価値
マーケットシェアの拡大

競争力の強化

スマートで快適な旅の提供

世界をつなぐ機材とネットワーク

新たな需要の喚起

地域観光事業の活性化

観光立国への貢献

お客様・社会との信頼

品質・サービスの向上

多様な人財の開発・活用

ダイバーシティ・人権尊重社会の推進

利便性と生産性の向上

DX による効率化とイノベーション

国内の労働人口減少への対応

燃油費などの費用の増加抑制

エネルギー効率の追求

脱炭素社会の実現

挑戦を可能にする財務基盤
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社会的価値

努力し、挑戦する人の力

有限で人類共通の天然資源

経営基盤

価値の同時創造

経営理念

安全

衛生

ガバナンス

人財
グループ行動指針
（ANAʼs Way）
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価値の同時創造を実現するタイムライン
ANA グループがステークホルダーとともに発展する存在としてあり続けるために、事業環境や社会情勢
の変化に機敏に対応する短期的な取り組みと、あるべき姿を定めて着実に進める中長期的な取り組み
の両方の時間軸を意識して適切に目標を設定することが重要です。2020年度は事業構造改革を策定し

中長期の環境認識
• アジア・太平洋地域の経済成長
• 世界と日本の社会構造の変化

アフターコロナに向けた成長回帰への道筋を示すとともに、
「ESG にかかわる中長期目標」を策定し、

• テクノロジーの進化

2030年ならびに2050年までに目指す姿を明確化しました。グループの垣根を超えたグローバルかつ長

• 気候変動・資源不足

期的な視点で E（環境）、S（社会）、G（ガバナンス）に配慮した事業戦略を推進することにより、社会的価

• パンデミックの再来

値と経済的価値の同時創造を追求していきます。

短期の環境認識
•「新しい生活様式」の定着

2021
中

• 航空市場における需要構造
の変化

み
取り組
な
的
短期

社会的／
経済的価値の
同時創造

人権
地域創生
ダイバーシティ&
インクルージョン
（D&I）

リソースの圧縮
（機材・人財）
新常態に適合したグループ
エアラインモデルの追求
顧客データの活用などに
よる非航空収入の拡大

外部環境

内部環境

①
②
③
④
⑤

①
②
③
④
⑤

国際情勢（地政学リスク・環境規制）
景気低迷
航空政策
原油価格・為替変動
感染症・大規模災害

2050

S

• 人権尊重の徹底
• 責任ある調達の実現
• イノべーションを活用した
社会課題解決
• 地域創生
• お客様の多様性への対応
• 持続的成長を担う人づくり

G

• ガバナンス体制の強化

CO 2排出量の削減
資源類の廃棄率の削減
食品類の廃棄率の削減
生物多様性の保全

長期目標の達成

環境

事業構造改革

E

•
•
•
•

中期目標の達成
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重要課題 （P.44）

2030

ESG 経営の推進

次期中期経営戦略の遂行

現行の中期経営戦略
事業等のリスク

的
長期

組み
り
な取

経営戦略
航空安全
IT・サイバー攻撃・情報漏洩
損益構造
財務
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変えるべきもの、変えてはならないもの
〜独立社外取締役からのメッセージ〜

「安全」を絶対的な使命として堅持しながら
新たな発想で次世代の変化を見据えた事業の育成を
当社 グループは新型 コロナウイルスの影響を大きく受け
ていますが、これまでのところ、需要に合わせた生産量の抑
制、緊急的なコストの削減、機動的な手元資金の確保など、

独立社外取締役

山本 亜土

地球規模の課題ですから、国や業界、他の企業とも連携を
図りながら何としても達成していかねばなりません。
事業構造改革についても新たな発想が求められるでしょ

ポイントを突いた施策を極めてスピーディーに進めてきたと

う。当社グループは航空事業が中核となり、それを取り巻く

評価しています。外部環境が急激に変化する局面で、あらゆ

旅行や商社などの事業を展開していますが、コロナ禍では

る点で柔軟な経営判断が求められる中、我 々運輸業界が何

航空との連動性の高さがかえって大きなリスクになることも

としても守らなければならないのは、やはり「安全」です。

露呈しました。直近では ANA X（株）
や ANA NEO（株）
などが

安全を確実なものにするためには、常に安全について徹

新規事業の確立に向けて意欲的に取り組んでいますが、

底して考えることが必要です。定期的にチェックの機会を設

次世代への変化を見据えながら、航空とは異なる領域でも

けることはもちろん、キャンペーンなどの啓発活動も有効で

収益を創出する事業を育てていくことを考えるべきでしょう。

しょう。今後は AI や IoT を活用し、危険を事前に察知する仕

2020年度末にはリソース圧縮に目途を立てるなど、アフ

組みを深化させることも重要です。例えば、航空機エンジン

ターコロナの成長回帰に備えた対応が着実に進んでいます

内で発生した小さな事象から次に起こりうるリスクを予知

が、人件費にも踏み込み、社員に待遇面での協力をお願いし

して事前に適切な措置を講じるなど、技術革新による整備

た以上、経営者はそれなりの覚悟を示さなければなりません。

の高度化によって安全性がさらに高まるものと期待してい

私は名古屋鉄道（株）
の人事担当役員から社長時代にリスト

ます。

ラを強力に進めてきましたが、当時は一人でも多くの社員と

当社 グループを取り巻く環境の変化を受け、アフターコロナの時代に着実に成長

環境への取り組みも航空業界にとって非常に重要な課題

対話をする機会を設け、現状がどうなのか、経営者がどのよ

です。当社グループは CO 2排出量を2050年度までに実質ゼ

うな方針を持 っているのかを自分の言葉で丁寧に説明して

回帰を果たしていくために「事業構造改革」を推進しています。慣習にとらわれず

ロにするという目標を掲げましたが、これはかなり高いハー

回りました。当社 グループもタウンミーティングをトップ

大胆に変えるべきもの、変革の時代にあっても私たちが変えてはならないものに

ドルだと認識しています。省燃費機材や SAF（Sustainable

主導で積極的に実施していますが、対話を通じて経営者の

ついて、当社の社外取締役を務める山本 亜土氏、小林 いずみ氏、勝 栄二郎氏にご

Aviation Fuel）
の導入を進める一方で、国内線であれば次世

考えに対する理解が深まるとともに、社員の皆さんが希望

代の動力、例えば水素 エンジンや燃料電池で対応が可能な

を見出し、この危機を乗り越えるために同じ方向を向いて気

世相になるのではないかなど、柔軟な発想で新たな技術に

持ちが一つになることを期待しています。

意見を伺いました。

も積極的にチャレンジすることが重要ではないでしょうか。
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変えるべきもの、変えてはならないもの
〜独立社外取締役からのメッセージ〜

理念と価値観を受け継ぎながら
誰もが当事者意識を持 って未来を切り開く組織に

独立社外取締役

小林 いずみ

2020年1月、ANA は武漢からの帰国希望者を対象にチャー

経営状態が比較的安定してから入社した社員の皆さんは、

ター便を運航しました。新型 コロナウイルス感染症の実態

大きな組織に守られながら育 ってきた訳です。これからは、

がまだ不透明だった中、リスクを認識しながらも社会のため

あえて厳しい環境に自らを送り込み、与えられた権限の中で

に飛行機を飛ばした姿勢は非常に良かったと思います。そ

課題を解決しながら成功体験を重ねることが大切です。

の後の衛生面の対策、資金繰りなども含め、即決して実行に

社員一人ひとりがオーナー意識を持ち、自分がこの会社を

移したのは当社 グループの強みと言えるでしょう。

立て直すのだという気概を持って仕事ができるように、人事

一方で、この先何が起こるのかをより深く掘り下げて検証

制度や現場指導の在り方についても柔軟に変化させる必要

することにより、さらに効果的なアクションが取れたことも

があると思います。また、上位層と自由に対話ができる機会

あったのではないでしょうか。旅客便の大幅な運休・減便に

を広く設けることも有効でしょう。

よる航空貨物 マーケットへの影響を想像すれば、より迅速

取締役会も社内での対話を重視しており、以前に比べて

かつ大胆に貨物事業の生産量を最大化できたかもしれま

現場に足を運ぶことが多くなりました。取締役会で共有さ

せん。

れる情報だけではなく、現場がどうなっているのか、ステー

航空業界は今、大きな転換期を迎えています。これまでは

クホルダーが何を期待しているのかを幅広く情報収集して

事業の拡大に注力してきましたが、今後はポートフォリオを

経営に活かしていくことで、ガバナンスをさらに強化するこ

早期に再構築していくことが不可欠です。創業から受け継い

とが可能です。

できた理念や、大切にしてきた価値観は絶対に変えるべき

人々の価値観が大きく変わる中、ダイバーシティの推進も

ではありませんが、当社 グループの強みを本当に活かせる

極めて重要です。社会的にも注目度が高いテーマですが、女

事業は何か、社会や様 々なステークホルダーにどのような

性だけでなく、社外取締役の人数や社内取締役の多様性も

価値を提供できるのかについて、過去の事例に引きずられる

含めて、まだ改善できる余地があります。単に人数を合わせ

ことなく徹底的に議論し、あるべきポートフォリオを見出し

るだけの表層的な対応ではなく、コーポレートガバナンス・

ていくチャンスだと私は捉えています。

コードが要求することの本質を考え、第三者評価などの客

目の前にある危機を乗り越え、次世代を生き抜いていくた
めには、自らの力で 物 事を解 決できる人 財が 必 要です。

観的な視点も考慮しながら議論を深めることが求められて
いると思います。

社員一人ひとりが目的意識を持ち
皆が同じベクトルに向かって進む環境づくりを

独立社外取締役

勝 栄二郎

私が当社の社外取締役に着任した1年前は、ちょうどコロ

社員の皆さんには、創業から約70年の歴史を受け継ぐ世

ナ禍の影響が顕在化した頃でした。非常に厳しい状況でし

界トップティアのエアライングループの一員であるという誇

たが、経営トップが社員に対して継続的にメッセージを発信

りを持ち続けていただきたい。一人ひとりが常に高い意識

し、強いリーダーシップを発揮してきたことを高く評価して

を持ち、何のために自分たちの会社が存在しているのか、

います。社員に対して目指すべき目標や具体的な対応策を

いかに世界・国や組織、社会に貢献できるのかを考えながら

明確に示し、困難を乗り越えた先の希望を共有することは、

仕事をすることは、自身の成長や自己実現につながるからで

モチベーション維持の観点からも非常に意味のあるアプロー

す。私はいつも自社の社員に話しています。
「皆さんは毎日

チだと思います。

何時間という大切な時間を組織とともに過ごしている訳で

コロナ禍で人々の価値観が変化していますが、今後、航空
サービスに対するニーズは二極化するとみています。従来通
り「5スター」レベルの高品質なサービスを期待する方もい

すよね。その時間をどう過ごすのかによって、先の人生は全
く違うものになるのではないでしょうか」と。
社員のモチベーションを高め、持続させるためにはやはり

れば、非接触やセルフ化を求める声もあるでしょう。ただし、

対話が重要です。当社グループは役員と社員とのタウンミー

後者であってもサービスの質が低下して良いということでは

ティングが充実していますので、積極的に活用していくべき

ありません。お客様が何を望んでいるのかをしっかりと検証

でしょう。対話を通して経営層が現場の状況を把握するの

して見極めることが重要です。

はもちろんですが、外部環境が大きく変化している今、経営

これらの対応をスピーディーに進めるべきという意見が

方針の理解浸透を図ることで社員自身が明確な目標を持つ

あります。もちろんデジタル化などは早急に着手できるで

こと、あるいは皆が同じベクトルに向かって進めるような環

しょうし、ほかにも迅速さが求められる施策が多いのは事実

境を作 っていくことも非常に大切な取り組みだと考えます。

です。しかしながら、今は変化が続いている最中であり、お
客様の志向がどのように変化するか、どこに行き着くかにつ
いては、慌てて結論を出す必要はないと考えています。当社
グループとして何を守るべきか、将来的にどのように変わっ
ていくのか、普遍的なテーマも含めて丁寧に議論を深めるこ
とも必要でしょう。
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