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代表取締役社長

片野坂 真哉

「事業構造改革」を着実に推進して
強靭な企業 グループへ生まれ変わり、
アフターコロナでの
成長回帰を目指します。
新型 コロナウイルス感染症により、お亡くなりになられた世界中の方 々に謹んで哀悼の意を表すとともに、罹患されている
方 々の一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。また、感染拡大の防止と収束に向けて日々ご尽力されている関係者の
皆様に、深く感謝いたします。
コロナ禍の影響により、当社グループでは2019年度の第4四半期から旅客需要が減少に転じました。2020年度は、東京2020
オリンピック・パラリンピック競技大会の開催や訪日客の増加を追い風に、航空業界は飛躍の年を迎えていたはずでした。しか
し、世界的なパンデミックによって社会・経済活動が大幅に制限されることとなり、当社 グループも成長戦略の転換を余儀な
くされました。
本稿では、私が経営トップとしてコロナ禍への対応に奔走してきたこれまでの状況を振り返るとともに、今後の成長回帰に
向けてどのように対処していくのか、ご説明させていただきます。
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幾多の困難を乗り越えてきた ANA グループの歴史

新型 コロナウイルス感染拡大による事業への影響

2020年1月頃、中国で新型 コロナウイルス感染者が急増

1点目は、2020年10月末に策定した「事業構造改革」です。

当社 グループは過去から様 々な困難に直面しており、21

7期ぶりの復配を実現しました。また、リーマンショックから

したことを発端に、徐 々に国境を越える人 々の往来に影響

主要なテーマの一つは航空事業におけるグループエアライン

世紀に入 ってからも、米国同時多発 テロ（2001年）、イラク

の回復局面では、2011年度から6年間にわたって「コスト構

が現れ始め、当社グループでも1月後半から国際線の旅客数

モデルの追求ですが、アフターコロナの需要層や顧客 ニーズ

戦争・SARS（2003年）、リーマンショック
（2008年）、東日本

造改革」を実行し、合計1,380億円の費用増加を抑制しまし

が減少に転じました。4月には国内で1回目の緊急事態宣言

を見据えて、サービスモデルを変えていきます。また、グルー

大震災（2011年）など、幾多の危機に見舞われました。また、

た。コスト競争力を大幅に改善した上で国際線事業を中心

が発出され、国内線の旅客数が急減しました。

プ全体で事業 ポートフォリオの変革を進めますが、これを実

当社固有の事象として、ANA の主力機材であるボーイング

とした成長戦略を推進した結果、2017〜2018年度は連結

このような中、真 っ先に対応したのは手元資金の確保で

現するために不可欠な「リソースの圧縮（機材・人財への対

787型機の技術的な課題（2012年：バッテリー問題、2018

ベースで1,650億円規模の営業利益を創出するに至りました。

す。まずは事業を安定的に継続するための基盤を確保する

応）
」については2020年度末までに目途を立てて、実行の段階

年：エンジン部品問題）にも直面しましたが、私たちは様 々

1952年に純民間航空会社として創業して以来、69年間に

ため、上期中に合計で約5,300億円の資金調達を実行しま

に進みました。固定費を中心とした費用の削減効果を取り込

な構造改革を実行しながら、これらの事態を着実に克服し

わたって幾度となくピンチを克服しながら航空事業を展開

した。次に、
「社員の健康と雇用を守る」と宣言して、コロナ

み、2021年度は黒字転換を目指す計画を打ち立てました。

てきました。

してきましたが、グループが一丸となって困難を乗り越えよ

禍に対処するための万全の体制を整備しました。安全を守
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「事業構造改革」と2021年度計画の概要

るべき立場の社員が業務を遂行する上で、コロナ感染への

よく「ピンチをチャンスに」と言われますが、実際には「言

うとする企業文化は諸先輩から受け継がれており、グループ

うは易し、行うは難し」です。それでも当社 グループでは、歴

の DNAとして全従業員の心に宿 っています。このコロナ禍

不安を感じたり、海外エアラインにおけるレイオフの報道な

2点目は、
「財務基盤の強化」です。2020年度下期に劣後

代の経営者たちが難局に直面すると、事態が打開した後にあ

においても立ち返るべきは、P.10に記した「創業から受け継

どで懸念を抱かないよう、ステークホルダー全体も意識した

ローンと公募増資を実行して、資金と資本の両面から財務

るべき企業像をビジョンとして明示しながら、次世代の成長

がれている理念」であり、当社 グループが果たすべき使命を

対応を進めました。

の柔軟性を確保したことにより、
「事業構造改革」の推進に

につながる改革を断行してきた数々の実績があります。例え

着実に実行していくに尽きると考えます。世の中が大きく変

さらに、航空機の運航面でも、医療品や衛生用品等の輸

専念するための経営環境を整えました。公募増資で調達し

ば、2003年度は国内競合他社の統合による影響を受け始め

化する以上、私たちが強く生まれ変わらなければなりません。

送需要に応えるため、貨物便の生産量を大幅に拡大したり、

た資金は中期的に必要となる機材投資の原資に充当して、

た中、イラク戦争や SARS によって旅客需要が低迷しました

現在は「事業構造改革」を推進している最中ですが、顧客

お客様や従業員を対象とした衛生面を徹底するための新た

グローバルでの競争優位性を維持・向上していく方針です。

が、国際線のネットワーク改編やコスト削減策の前倒しなど

ニーズや社会課題の変化に機敏に対応しながら、この困難

によって黒字転換を果たし、年度当初計画に掲げた通り、

をしっかりと乗り越えていきます。

な取り組みとして「ANA Care Promise」を導入するなど、内
外の動向を見極めながらあらゆる対策を同時並行で実施し
ました。これらの過程で徹底したのは、リスクマネジメント
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コロナ禍を乗り越えるための取り組み

3点目は、2021年4月に策定した「2050年 長期環境目標」

の観点です。希望的観測にとらわれず、予め複数の選択肢を

および「2030年 中期環境目標」です。地球規模で気候変動

準備した上、情勢が変化する潮目を予測しながら必要な施

への対応が展開されている中、当社 グループも脱炭素に

策を先手で実行しました。

向けた施策を従来以上に強化することとしました。アフター

その後も全社で懸命の努力を続けましたが、各国の出入
国規制や国内で複数回にわたって発出された緊急事態宣言
の影響によって旅客需要の低迷が続いたことから、2020年

コロナに留まらないグローバルかつ長期的な視点で、社会
課題の解決に取り組みます。
P.51

中・長期環境目標

度の当期純損失は4,000億円を超える水準となりました。そ
れでも、グループ全体で5,900億円の費用削減を中心とした

今や外部環境の変化に機敏に対応した企業だけが生き残

自助努力を重ねた結果、2020年10月27日に開示した通期業

る時代となりました。困難に直面している時こそ変革を進め

績予想に比べて当期純損失を1,000億円以上圧縮しました。

る絶好の機会と捉え、コロナ禍への対応だけに留まらない

さらに、今後の成長回帰を見据えた打ち手も講じました。
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経営判断をスピーディーに実行しました。
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ラットフォーム事業の確立をテーマとして掲げています。こ

えていかねばなりません。私が SAF を重要な経営課題とし

れらの課題に対して、人財の多様性が生み出す新たな発想

て声高に呼びかけているのは、日本が観光立国としての確固

を活用しながら、事業 ポートフォリオの変革（多様化）を推

たる地位を築くためなのです。政府や関係当局、国内の航空

進します。

各社等と協力しながら、この課題にしっかり対峙していきた

3点目は、
「環境課題への対応」ですが、これは単に脱炭素
の取り組みに留まるのではなく、もっと大きな枠組みで捉え

これらのテーマに共通するのは、当社グループにかかわる

たいと考えています。例えば、CO 2排出量の削減に大きく貢

利害関係の枠組みを超えて、
「夢にあふれる未来」に貢献で

献すると期待されているのが SAF（Sustainable Aviation

きるということです。コロナ禍に直面したことで、当社グルー

Fuel、持続可能な航空燃料）です。将来に向けて、SAF の安

プのサービスを通してお客様に喜んでいただく機会が大幅

定的な調達スキームを確立することは喫緊の課題であり、当

に減少してしまいました。いつかは今回のパンデミックが過

社 グループも産業の育成や量産体制の構築に向けて、業界

去の出来事として語られるようになる日が来ると思われます

を牽引しながら関係先への働きかけを行 っています。国内

が、現在直面している課題を次世代に持ち越さないよう、

で商用の SAF を量産できるようにすることは、実は日本全体

私たちが責任を持って解決しなければなりません。すべての

の発展につながります。日本に再び訪日客を呼び戻すため

ステークホルダーのため、未来のためという発想に基づいて

には海外エアラインによる日本への就航が不可欠ですが、そ

自分たちの使命を果たしていくことが、必然的に当社グルー

のためには国内の主要な空港で SAF を調達できる環境を整

プの持続的な成長にもつながると考えています。

アフターコロナを見据えて変えていくこと
世の中には、IT・通信・医薬品・バイオ・宅配・e コマース
など、コロナ禍においても着実に成長を遂げている産業があ
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ルのベストミックスを通して、社会に対する新たな価値の提
供と生産性の向上を同時に追求していきます。

いと思います。

未来に向けて守り続けていくこと
お客様のニーズや社会課題の変化に合わせて変革を進め

事故・事件を未然に防止できるのか従業員同士で話し合い、

る一方、これからも経営の基盤として決して変わらず、未来に

一人ひとりが安全に対する意識を高めるとともに、異なる職

向けて守り続けていかねばならないことがあります。それは

種の従業員とも相互に信頼して支え合う土壌を築いていくこ

り、顧客 ニーズの変化に適合しながらビジネスの領域を拡

2点目は「多様性の深化」です。これまで国際線事業を拡

げています。航空業界においても、私たちが提供する商品や

大してきた過程で、海外の文化や商習慣に遭遇してきました。

サービスにおいて、ESG、衛生・清潔、非接触、セルフ、シン

海外でビジネスを展開するということは、自分たちと異なる

「安全」は経営の基盤であり、社会への責務です。エアラ

降はコロナ禍の影響が続いているため、グループ全社を対象

プル、パーソナルなど、顧客 ニーズの変化に対応していく必

文化を受け入れることが前提となりますが、これを可能とす

イングループとして、また公共性の高い社会 インフラとして

としたオンライン研修を実施するなど、受講者が主体的に参

要があります。長年にわたって当社グループが実践してきた

るのは「人」です。航空 ビジネスが主として人（= お客様）を

絶対的なものであり、時代は変わっても安全を何よりも優先

加できる工夫を施しています。また、今年の7月30日には全員

慣例を変革していくために、今後に向けて具現化したいテー

対象としている以上、これを支える人（= 従業員）
が持続的な

します。当社 グループでは常日頃から安全文化（報告の文化、

で黙祷を捧げ、安全に対する決意も新たにしました。安全文

マが3点あります。

付加価値を生み出すための重要な要素となり、事業領域を

公正な文化、柔軟な文化、学習する文化）に触れる機会を持

化は一朝一夕で構築できるものではありません。従業員とと

1点目は「新常態に適合したサービスモデル、ビジネスモ

拡げるための原動力となります。当社 グループの強みの一

つこととしており、これらを着実に次世代に継承していくた

もに地道な努力を積み重ねていきます。

デルの追求」です。これはアフターコロナを見据えた経営の

つは、性別、国籍、採用方法の違いなど、多岐にわたる人財

めの投資は惜しみません。

重要なテーマであり、従来の発想や業務 フローを変えなが

リソースに基づいた様 々な年代層の従業員が世界中で活躍

例えば、定期的な社内教育や階層別の研修において、過去

情報の安全などの様 々な分野に及びます。さらに、これから

ら、航空事業のコスト競争力も向上させていく計画です。例

していることです。また、2021年8月現在、累計約1,200名の

に発生した航空機事故やハイジャック事件などの不安全事象

は「衛生」を新たな価値として提供することで、お客様に「安

えば、これまで有人で対応してきた空港業務について、セル

社員がグループ外に出向して活躍しています。各自の経験に

を共有することとしています。今年は1971年7月30日に発生

心」をお届けすることが重要であり、これをいち早く実現する

フ化やパーソナル化を求めるニーズに応えるため、可能なと

基づいた様 々な価値観を持つ人財が集うことでグループ内

した雫石事故から50年目となりますが、この記憶を風化させ

ことがアフターコロナの新しい品質となります。ワクチン接

ころはデジタルに置き換えたいと考えています。今後も人が

の多様性が高まり、企業としてのレジリエンスが向上すると

ないために、事故の衝撃で大きく形が歪んだ機体の一部や座

種のデジタル証明など、新たな業務フローの導入についても

対応するべきサービスの領域を見極めた上で、当社 グルー

期待しています。
「事業構造改革」においては、航空事業に

席を実際に目の当たりにして、ご遺族の皆様の手記を拝読す

関係先と連携して取り組み、誰もが安心して日本と海外を往

プの事業構造が世の中の潮流に適合するよう、人とデジタ

おける第3ブランドの設立や、顧客データ資産を活用したプ

るなど、様 々な啓発活動に取り組んでいます。どうしたら

来できる環境を整えていきたいと考えます。日本でも、ここ

「安全」と「人財」です。

とによって、安全行動の体現につなげています。2020年度以

また、安全の追求は航空機の運航に留まらず、食の安全、
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数 ヶ月間でワクチン接種が急速に進んでいますが、当社 グ

ための大きな力となります。苦難が続いている中ではありま

て衰えておらず、新常態に適合したサービスモデルを導入し

その先に拡がっているのは元の世界ではなく、まだ私たちが

ループでも従業員を対象とした職域接種を国内の企業として

すが、社員同士のつながりによって、不安や悩みを共有しな

て新たなビジネスモデルに移行することにより、当社グルー

見たことのない新しい世界です。創業から69年間にわたり、

最初に開始しました。今年こそ、人類の知恵と努力を結集し

がら危機を乗り越えられるよう、従来以上に「対話」を大事に

プとして創出する付加価値を従来以上に高めていくことが

困難を乗り越えながらお客様とともに成長してきたエアラ

てコロナ収束の目途を立て、安全・安心な日常を取り戻すた

しています。2020年度は ANAだけでも合計1,667回のタウン

可能であると確信しています。

イングループとして、今後もステークホルダーの皆様に選ば

めに、グループをあげて社会に貢献していきます。

ミーティング
（役員との直接対話）
を実施するなど、私を含め

2021年度に入ってからもコロナ禍の影響が続いている中

れ続けられるよう、アフターコロナの成長回帰を目指してい

もう一つ忘れてはならないのが「人財」です。2020年の

たグループ会社の経営陣が、延べ約3万2千人の従業員と向

で、7月30日に第1四半期決算を発表しました。4月下旬に発

く所存です。創業者の言葉である「現在窮乏、将来有望」の

統合報告書でも触れましたが、新型コロナウイルス感染症が

き合いました。かつては多数のお客様で混雑していた空港カ

出された緊急事態宣言の影響を受けましたが、貨物事業の

精神を、私は経営トップとして、しっかりと未来に受け継い

世界中に蔓延し始めた2020年1月末以降、中国・武漢に滞在

ウンターが閑散としていることや、運休・減便で空港 ハンド

増収やコストマネジメントの徹底により、営業損失を前年比

でいきます。

する帰国希望者のためのチャーター便を運航しました。まだ

リングの対応方法が変わってしまったことなど、社内からも

で大幅に圧縮しました。この結果は、数 々の施策を積み重

新型 コロナウイルス感染症の全容が解明される前にもかか

コロナ禍の影響が続いていることを憂慮する声が聞こえてき

ねながら、社内の変革が着実に進んでいることを裏付けてい

わらず、身の危険と隣り合わせになりながら、大勢の従業員

ます。しかし、従 業 員と直 接 話すことによって個 々人 の

ます。国内線の旅客需要は確実に回復トレンドに転じてお

が率先して運航に携わりました。これは一つの象徴的な対応

持つ不安をできる限り払拭するとともに、コロナ禍をいかに

り、久 々の旅行で目を輝かせているお客様を空港や機内で

でしたが、その後も航空業界に従事する立場としての使命感

乗り越えていくかという経営の考えを丁寧に伝えながら、

見かける場面が増えました。乗務員や空港スタッフなど現業

があったからこそ、コロナ禍を乗り越えるための努力を続け

「希望」を共有することとしています。

ることができました。その意味で、2020年度は「人」の力に支

対話を繰り返しているうちに、従業員からも様々な意見が出

えられたと言っても過言ではありません。コロナ禍に直面し

されるようになり、コロナ禍における新しい取り組みとして

た直後、私はいち早く、
「雇用を守る」と表明しました。当社

1,600件以上のアイデアが寄せられました。エアバスA380型機

グループには約4万6千人のグループ社員が在籍しており、

による遊覧飛行や機内食・機用品の通信販売、航空機を利用

日々の安全運航や業務の遂行に懸命に取り組んでいます。国

したレストランや結婚式の開催などは、すべて社内から出され

内で緊急事態宣言が発出された中でも、コロナ感染のリスク

た提案を実現したものです。経営の立場としては「やるのか、や

に対処しながら自分の役割を全うしていることを、私は心よ

らないのか」すぐに答えを出し、実行すると決めたら関係部署

り誇りに思います。

が協力できるようスピード感をもってサポートしてきました。今

現在、役員賞与の返上、報酬のカットは当然の対応ですが、
苦渋の判断により、従業員に対しても月例賃金のカットや賞
与の大幅削減など、待遇面で「我慢」の協力をお願いしてい
ます。労働組合による理解と協力も、コロナ禍を乗り越える

今後とも ANA グループへの変わらぬご支援を賜りますよ
う、心よりお願い申し上げます。
2021年8月
代表取締役社長

ライン部門には忙しさと笑顔が戻りつつあり、長かったトンネ
ルの先に、ようやく光が差し込んできたと言えるでしょう。

こそ、創業時に掲げた「和協※」の精神に則り、コロナ禍を乗り
越えるための機運をグループ内に浸透させたいと考えています。
※ 和協：
「和して同ぜず」の気概を持ち、良い結論が出るまで徹底的に議論を重ね、決断
が下されたら、目的達成のために一致協力して実行すること。

今後に向けて ̶私の決意 ̶
国内でコロナ感染者が一時的に落ち着いた2020年度第3
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コロナ禍への対応を続けてから1年半が経過しましたが、

四半期は、GoToトラベルキャンペーンの後押しもあって、

私は当社 グループの存在意義について改めて考えてみまし

国内線の旅 客 数が急 激に回 復しました。また、エアバス

た。アフターコロナの時代において、一部の業務渡航などは

A380型機による遊覧飛行も、毎回多数のお客様から申し込

オンライン対応に置き換わっていくことでしょう。しかし、

みをいただいており、何かきっかけがあれば航空需要は急

目的地に移動して自らの五感を使って体験したり、人と人が

速に回復するという手応えを感じています。早く飛行機に

対面で出会 ったりすることの価値の大きさは、従来よりも

乗 って旅に出たいという応援 メッセージも多数いただいて

むしろ高まっています。グループ経営理念に掲げた「世界を

おり、お客様が空の旅を熱望していることが伝わってきます。

つなぐ心の翼」として果たすべき当社グループの役割は決し
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