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編集方針
ANAグループの事業活動の社会的責任ある取り組みを幅広いス
テークホルダーの皆様にやさしく、わかりやすくご紹介すること
を目的に、新たなコミュニケーション・ツールとして「CSRレポー
ト」を作成しました。

＊環境への取り組みに関する詳細は、「ANAグループ環境白書」をご参照く
ださい。また、本誌では掲載できなかった取り組みやデータの詳細について
は、ANA SKY WEB上に新たに開設するCSR情報ページにて掲載を予定し
ています。

報告対象組織　
ANAグループ全体にかかわる報告を中心に、一部、全日本空輸
株式会社、またはANAグループ会社独自の活動についても紹介
しています。

報告対象期間　
2004年4月1日～2005年3月31日を中心に、一部前後の活
動についても報告しています。

参考ガイドライン
・Global Reporting Initiative
'Sustainability Reporting Guidelines 2002'
・環境省「環境報告書ガイドライン2003年度版」

発行
2005年9月

表紙と挿絵
本誌にはANAが開催する「私の青空」国際環境絵本コンクール
第2回での各賞受賞作品の一部を、表紙および挿絵として掲載し
ています。将来を担う子どもたちに、環境問題をわかりやすく
伝えたいという想いを込めて描かれた作品をご覧ください。



ごあいさつ

ごあいさつ

すべての活動において、
青空のような澄んだ気持ちで
誠実にあたりたいと思っております。

CSRレポート発行にあたって

ANAは、日本の民間航空再開にあたり、純民間資本の航空会社とし

て産声をあげました。以来、半世紀以上にわたり公共性の高い航空運

送事業を続けてこられたことは、何よりの喜びです。皆様のご愛顧に

心より感謝申し上げます｡

昨今、企業の社会的責任（CSR）について話題になることが多くなり

ましたが、私たちANAグループは、安全で快適な空の旅を提供し続け

ることが何よりも大切な社会への責務であると考えています。

ANAグループの企業理念に、「安心」と「信頼」を基礎にすると定めて

いますが、そのためには空の安全を堅持することが何よりも重要である

と認識しています。そこで安全理念の冒頭に「安全は経営の基盤であり

社会への責務である」と記し、全従業員の最も重要な価値観として共有

し、安全への取り組みをすべてに優先させています。

2005年から、ANAグループにおけるCSR活動をCSRレポートとして

皆様にご報告させていただきます。すべての活動において、青空のよ

うな澄んだ気持ちで誠実にあたりたいと思っております。まだまだい

たらぬ点も多いと存じますが、皆様からのご意見を今後のANAらし

いCSR活動に向けての参考にさせていただきたいと存じます。

今後ともご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長　



地球環境、自然、生き物、資源について
あなたが大切にしたいことを絵本にしてください。

ANAの呼びかけで始まった「私の青空」国際環境絵本コンクール。

2004年の第2回コンクールで大賞を受賞した松岡芽衣さんと、

第１回から審査委員長を務める作家・ナチュラリストの

C.W.ニコルさんのお二人をANA会長の大橋洋治がお迎えします。
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絵本コンクール

大 橋 松岡さん、ニコルさん、本日はご出

席いただき、ありがとうございます。さっ

そくですが、松岡

さんは私どもの

第2回「私の青空」

国際環境絵本コン

クールで大賞を受

賞されたわけで

すが、コンクール

に応募されたきっかけは？

松　岡　父の知り合いがコンクールのこと

を見つけ、環境問題に関する絵本だったら、

私にぴったりだろうと勧めてくれました。

第1回で佳作をいただき、第2回も挑戦して

みようと思いました。

大　橋　絵本の内容を教えていただけます

か？

松　岡 「テンさんとカメさんとムリさん、

旅に出る」というタイトルで、てんとう虫の

テンさんと亀のカメさん、そしてかたつむ

りのムリさん3人の友だちが大自然を旅す

るというものです。

大　橋　作品を創るにあたって、心がけた

ところは？

松　岡　3人のキャラクターが、それぞれに

大好きな山と海と森の3つの場所に出かけ、

目や耳や鼻という3つの感覚を使うという構

成で、よりおもしろく伝わりやすくなるのでは

と考えました。4枚の絵で話を展開しなくて

はならないし、いろいろな年齢の方に読んで

いただくために、シンプルな文章にしました。

大 橋 ニコルさんには、第1回から審査

委員長をお願いしているわけですが、選考

はいつも難しいかと思います。松岡さんの

作品を大賞に選ばれた理由はどのようなと

ころにあるのでしょう？

ニコル 「かわいい！」「おもしろい！」。

環境問題をテーマにしたコンクールという

ことで、「ゴミをかたづけましょう」とか「空

気をきれいにしましょう」といった内容が

多く集まりました。それもいいんですけど、

子どもが読んで、おもしろいなと退屈させ

ない作品であることが大切です。僕、もと

もとてんとう虫が大好きですし、絵も色が

鮮やかで、ともかくいい作品です。

松　岡　うれしいです。他の作品も見せて

いただきましたが、いろいろな国、そしてい

ろいろな年齢の人からのすてきな作品がた

くさんありました。そのなかから選ばれる

なんて、信じられません。

大　橋　13カ国、5歳から84歳までの幅広

い方々から400点近くが集まりました。大

賞の松岡さんの作品は、10万部製本して、

機内や空港カウンター、国内外の学校や図

書館などに配布しています。

松 岡 すごい部数ですね。世界中の人に

私の絵本を読んでもらえるなんてとても

うれしいです。
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松岡さんの第2回
大賞受賞作品

「テンさんとカ
メさんとムリさ

ん、旅に出る」



イギリス、そして日本

大 橋 松岡さんは、現在イギリスにお住

まいとうかがっていますが？

松　岡　はい、11才の時に家族で移住し、

ロンドンの近くに暮らしています。

大　橋　環境に対する取り組みは、イギリ

スではどうですか？

松 岡 イギリスでも異常気象について

考えている人は多く、メディアや政府も環

境問題についてはとてもポジティブに対

応しています。

ニコル　僕は、65年前にイギリスの南ウェー

ルズで生まれました。当時、その地域の森

の面積は5％しかなかったんです。産業優

先で自然を破壊してしまったことに「これ

ではいけない」と、一般の人たちが目覚め

たのでしょう。現在では、森は60％に増え、

川に鮭が戻ってきました。13歳から17歳

まではコッツウォルズにいました。あそこ

もいまのほうが、とてもいいですよ。無農

薬農法やハチミツ栽培が行われ、市場も復

活し、美しい田園風景を求めて観光客が集

まるようになりました。

松 岡 私のまわりでも、車はできるだけ

使わないように

とか、オーガニッ

ク製品も一般的に

なっています。ご

みの分別もきち

んとするし、リサ

イクルへの意識も

高いようです。一人ひとりができることを

という姿勢が必要なんですよね。

ニコル マルタの独立時の副大統領だっ

たドクター・ミカエルという人が言って

ます。「理想的な社会には大切な3つのこと

がある。トンボ、野バラ、人間など生き物

すべてへの治安。すべての生き物の健康。

そして自然の美しさ、美意識。『治安』『健康』

『美』の3つが揃ったところには『やすらぎ』

がある。年寄りも安心して死ぬことがで

きる」。

松　岡　いろいろな国に行っているニコル

さんから見て、日本はどうですか？

ニコル 日本に初めてきたのは1962年で

した。イギリスの2倍の人口があり産業も

盛んながら、森が70％あり熊もいる。北に

は流氷、南にサンゴ礁がある。自然、哲学、

宗教、文化が豊かで、当時は日本のことを

尊敬していました。ところが、1964年の

東京オリンピックを境に建設ラッシュが始

まり、自然が破壊され、産業廃棄物の不法

投棄も増え、裏切られたような気持ちにな

りました。

大　橋　日本でも、荒川や東京湾など、近頃

はきれいになりましたよ。

ニコル そうですね、少しずつよくなり始

めていますが、まだまだ努力が必要です。

「日本は長い舵を持った船」って、僕はよく

言うんです。動き始めは時間がかかるけど、

そのうち大きく転回すると思っています。

大　橋　宇宙から地球を眺めた時、東京湾

がとてもきれいだったと聞いたことがあり

ます。

ニコル　やればできるんですよ。
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森づくりとサンゴ

ニコル　大橋さん、そもそもANAが絵本コ

ンクールを始めた理由は？

大　橋　飛行機は、飛ぶたびにどうしても二

酸化炭素を放出してしまいます。自然や環

境、地球のことを、ANAはもちろん、子ども

も大人も一緒に考えるきっかけになってほ

しいと願って始めました。

ANAの経営理念に「いつも身近な存在であ

り続けます」「世界の人々に『夢』と『感動』

を届けます」という2つの言葉があります。

この理念のもと、2004年度からは環境保

全に関して具体的にできることをと｢人と

地球を考える｣をキャッチフレーズに、新千

歳・函館・羽田・松山・宮崎の5つの空港周

辺で「森づくり」を始めました。地域の人た

ちと一緒になって、木を植え、森を育てて

いきます。これから10年計画で、他の空港

でも「森づくり」を拡げていく予定です。

ニコル　一般の人にとっては空港に行くと

いうだけでも、手続きや飛行のことを考え

ると、ストレスがかかるものです。また飛行

機の音は周辺地域の人にとっては騒音にな

りますし、空港の周辺に森があるというのは

グッドアイデアです。

大　橋　沖縄の恩納村の海では、海を蘇ら

せる「美
ちゅ

らサンゴ再生プログラム」として、

サンゴの植付けも行いました。

松　岡　ANAの環境に関する考え方って、

ほんとにすてきなことだと思います。これ

からの21世紀、環境のことを企業が前向き

に実践するって大切ですよね。みんな自然

を大切にしようという気持ちはあるけど、な

かなか実践するきっかけがないので、企業

がリーダーシップをとってもらえるといい。

ニコル 日本の場合、一流企業に入るよう

な人たちは、自然と触れあった経験が乏し

い人が多いです

よね。30歳ぐら

いの若い人たち

は、薪を割ったり

とかニワトリに餌

をあげたりといっ

たような自然と

のつきあいのなかで育っていないからね。

経験のない人に自然にかかわる発想が出る

わけがないです。ともかくいちど経験して

みないと。

大　橋　従業員も植林やサンゴの植付けな

どを一回やってみることで、難しさとか、そ

の価値がわかって、興味を持つようになりま

した。最近、海外での森づくりツアーのボラ

ンティアを従業員から募集しましたが、費用

が結構かかるにもかかわらず、多数の申し

込みがありました。

ニコル　僕も森づくりのアドバイザーとし

て、喜んでお手伝いしますよ。
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加することで自然に親しみを持ってくれる

ことも、大切なことですね。

ニコル　大きな企業が、環境のことをいろ

いろ考え、動き始めたことがうれしくてしか

たがありません。

松　岡　日本は、企業の影響力が大きいの

で、企業が動くとみんなに伝わるのも早い

と思います。

大　橋　最後に、ANAへのご意見などあり

ましたら。

ニコル　いまのままで十分です。どうか変

わらずにいてください。

松　岡　ANAでは、ごみを減らす努力をし

ているし、サービスも満足です。

大 橋 ANAではグループの経営ビジョ

ンとして、航空輸送を中核に「アジアを代

表する」企業グループを目指しています。

「アジアを代表する」とは、クオリティで一

番、顧客満足で一番、価値創造で一番とな

ることです。目標は明確ですが、その達成は

容易ではありません。これら目標のいずれ

も、CSRにおける活動の結果として到達で

きるものと信じています。さらに、私たち

がこれまで大切にしてきたANAらしさ「あ

んしん、あったか、あかるく元気。」を大切に

していけば、必ずやゴールに達することと

考えています。これからも、私たちANAを

見守っていてくださるようお願いします。

本日はありがとうございました。

ANAのCSR

大 橋 ANAグループの基本理念では、

「安心」と「信頼」を基礎にすると定めてい

ます。社会から「安心」してもらえる存在、

「信頼」してもらえる企業グループでなけれ

ばなりません。これらは私たちの活動の、

そして存在の基礎となるべきだと考えてい

ます。皆様からの「安心」や「信頼」を得る

ためには、私たちは常に「誠実」でなければ

なりません。CSRといっても、特別に新た

に行うものではなく、これまでも行ってき

た取り組みをひとつひとつ確実に行うこ

と、そして、透明性を高めることが求めら

れます。それらに「誠実」に取り組むことこ

そがCSRだと考えています。ANAは航空

輸送業を中心としたグループであり、航空

機を着実に運航すること自体に公共性が認

められます。本業である航空輸送業の安全

性、快適性をしっかり続けていくことが

ANAのCSRの中心です。もちろん、環境面

の取り組みや社会的な取り組みも従来から

力を入れており、それらも欠かせないもの

として、今後もしっかりと続けていきたい

と思います。

松 岡 いろいろな企業で、様々な取り組

みを行っているかと思いますが、特にANA

の絵本コンクールは独創的で、いいと思い

ます。未来ある子どもたちが森づくりに参

ANA CSRメッセージ
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C.W.ニコル
1940年英国ウェールズ生まれ。カナダやエチオピアで野生

動物の調査研究、環境問題に取り組み、1980年からは長野

県黒姫に居を定め、自ら荒れた森を購入し、生態系の復活を

試みる。2002年には（財）C.W.ニコル・アファンの森財団を

設立。東京都エコツーリズム・サポート会議委員など各種委員

を務める。「私の青空」国際環境絵本コンクール審査委員長。

松岡芽衣
1981年東京生まれ。イギリス・ロンドン在住のイラスト

レーター。2003年キングストン大学卒業後、子どもの絵

本のイラストを主に仕事を続け、2005年9月に「Burger

Boy」を出版、2006年にはアライグマと木の物語が出

版される。「テンさんとカメさんとムリさん、旅に出る」

で、第2回「私の青空」国際環境絵本コンクール大賞受賞。

大橋洋治
1940年生まれ。ANA代表取締役会長。

サントリーホール屋上のアークガーデンにて ／ 撮影協力 森ビル株式会社



ハイライト2004

75cm

ハイライト2004

私たち空港係員が「らくのりカウンター」の業務に携わる際は、ご利

用になるお客様が飛行機でのご旅行に多少なりとも不安を抱いてい

る方々であるという意識を持っています。その不安を解消するにはど

のようなサービスが必要かを、お客様との会話から正確に理解するよ

う努めています。

羽田空港第2ターミナル（2004年12月開業） 円柱の「ライトコーン」内部（羽田空港第２ターミナル）

電動カートの導入
羽田空港

第2ターミナルはL字型の建物で、PBB

（搭乗橋）を使用できるスポットが旧ターミ

ナル時の11カ所から15カ所に増加しまし

た。それによりPBB使用率も約60％から

75％前後へと増加し利便性が大きく向上

した一方で、広いターミナルを移動するお

客様への配慮が必要になりました。

一般のお客様には「動く歩道」を整備し、

車いすのお客様には搭乗ゲートで車いすを

お預かりしターミナル内の移動に配慮して

います。さらに、車いすを使用するほどで

はないけれども歩行が困難なお客様には電

動カートを導入。搭乗手続きの際に乗車を

希望された方はもちろん、係員が積極的に

お声をかけ乗車をお勧めしています。

羽田空港第2ターミナルと中部国際空港が始動。
お客様最優先の利便性、快適性、機能性を追求しています。

東京空港支店旅客部

吉澤智恵美

らくのりカウンター
羽田空港／中部国際空港

ご高齢の方、小さなお子様連れの方、一人

旅のお子様、ペット連れの方など、お手伝い

が必要なお客様向けに「ANAらくのりサー

ビス」を開始しました。空港内の「らくのり

カウンター」係員が、ベビーカーや車いすの

貸出をはじめお客様のお手伝いをします。

この「らくのりカウンター」は高さが75cm

と低く、車いすのお客様にもご利用いただ

きやすいよう設計されています。



ユニバーサルデザインの空港施設
羽田空港／中部国際空港

羽田空港第2ターミナルビルはハートビ

ル法認定建築物で、年齢・身体の状況・国

籍などにかかわらずあらゆる人々が利用す

る施設として配慮されています。

エスカレーターやエレベーターを多数設

置し、動く歩道には車いすと歩行者が並ん

で通行できる幅広タイプ（160cm）を採用。

段差のない通路は車いすが転回できる幅が

確保され、スロープもおからだの不自由な

方に配慮した角度になっています。ロビー

やゲートラウンジに設置された多目的トイ

レには、オストメイト（人工肛門・人工膀胱

造設者）対応トイレ、成人の着替えやおむつ

交換ができる大型折りたたみ台、床に倒れ

た状態でも操作できる非常通報ボタンなど

が用意されています。

中部国際空港ではバリアフリーをさらに

一歩進め、「年齢や障害の有無にかかわらず、

すべての方に使いやすい」ユニバーサルデ

ザインが採用されています。

チェックインカウンターからゲートまで

の実歩行距離は300m以内で、お客様の移

動負担が軽くなるよう工夫されています。

車いすが転回可能な幅の広い動く歩道

（180cm）、外側より内部の見える大型エレ

ベーター、傾斜を感じさせないゆるやかな

スロープなどが空港の各所に見られます。

こうした空港施設のデザインには、ANA

をはじめとする各航空会社のアイデアが盛

り込まれています。

多目的使用を考慮し設計されたトイレ 幅の広い動く歩道

ハイライト2004

スターアライアンスラウンジ
中部国際空港

スターアライアンスラウンジは、国際線出発

フロアからエレベーターのみで入退室がで

き、ラウンジ内も段差のない施設となっていま

す。テーブルも車いすのお客様が使用しやす

い高さに設定するなど、すべてのお客様にお

くつろぎいただける空間をご提供しています。

フライトインフォメーションは日英韓中

の4カ国語に対応しているため、画面の表示

方法に工夫しました。各言語の色を変える

ことで、画面の切り替わりが言語変わりで

あることをわかりやすくしています。また、

色覚障害をお持ちのお客様にも画面の切り

替わりがわかる色彩設計にしています。

色覚障害者に配慮したフライト情報システム
羽田空港／中部国際空港

中部国際空港（2005年2月開港）のカウンター2階出発ロビー（羽田空港第２ターミナル）
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国内外で大規模な地震災害が発生した2004年。
社会の一員としてできることをひとつひとつ。

給湯サービス支援
新潟県中越地震

2004年10月23日に発生した新潟県中

越地震の際には、翌日より臨時便・不定期

便を運航するとともに、支援物資の無償輸

送を開始しました。また、新潟県中越地震

対応部会を設置し、ANAグループとして救

援物資の送付、義援金の拠出、従業員から

の募金などを実施しました。さらに、ANA

の強みである人と設備を活かした支援活動

はできないかを検討。航空機用除雪車によ

る「給湯サービス」支援が提案されました。

実際に避難所を訪ね、入浴などに不便を

感じている地元の方々の声を確認し、技術

検討を経て派遣決定となりました。震度7

を記録し水道やガスの復旧が遅れている北

魚沼郡川口町田麦山小学校避難所を中心

に、11月15日より「給湯サービス」を開始

しました。

活用した車両は羽田空港に配置されて

いる航空機用除雪車で、6,000リットルの

水用タンクと強力なボイラーを積載。ボイ

ラーは250リットルの水を１分間で90℃に

することができます。この「お湯」を適温に

調整し、仮設風呂浴槽への給湯、食器洗い用

タンクへの給湯の他、洗濯用、湯たんぽ用等

に給湯を行いました。

活動にあたったANAグループ従業員64

名は、避難所での地元の方々や子どもたち、

他のボランティアとの交流を通じ、「人と人

のつながり」「ふれあいの心・人の温かさ」

を胸に留め、仮設住宅への移転を見届けて

12月15日に31日間の活動を終えました。

延べ給湯量は15万2,700リットル、仮設風

呂の利用者は2,473名でした。

現地の想像以上の被害に驚き、声が出ません

でした。被災地の方々の不安や苦悩感が痛いほ

ど伝わってきました。

今回の災害支援に参加し、自分たちが主体（当

事者）となり、自発的に考え「アクション」を起こ

すことの大切さを学びました。ANAグループ経

営理念を具現化した「何か」を届けることができ

たのではないでしょうか。こうした活動がANA

グループの原点、そして強みではないかと感じ

ています。

国際空港事業（株）
ラインハンドリング部

高梨豊

給湯サービス支援の他、子どもたちを集め除雪車の試乗会も実施

一丸となって温水供給活動を実施
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飲料用給水車寄贈
スマトラ島沖地震

2004年12月26日のスマトラ島沖地震

により被害を受けたインドネシア共和国の

北スマトラ災害国家対策本部から、飲料水

を運搬できる車両の支援要請がありまし

た。ANAグループ内で検討したところ、羽

田空港で使用している機体除雪液補給タン

クローリー車（タンク容量8,500リットル）

１台を飲料水輸送用に改装して寄贈するこ

とになりました。

寄贈までのスケジュールは短期間でし

たが、全日空モーターサービス株式会社な

らびに株式会社ハネダクリエイトが全社一

丸となって整備点検、塗装、給水用コック

の設計・製作・取り付け、タンク内清掃・

水質検査等を行い、飲料用給水車に仕上げ

ました。

そして地震発生から1カ月後の1月26

日、羽田空港にて、全日空モーターサービ

ス株式会社よりインドネシア共和国のスダ

ルマン駐日大使にキー目録が贈呈されま

した。

ヘリコプター整備支援
スマトラ島沖地震

スマトラ島沖地震では、日本の国際緊急援

助隊救助チームが被災地のひとつであるタ

イ・プーケット島で救援活動にあたりました。

この救助チームに全日空整備株式会社ヘ

リコプター部から3名の整備士が同行、救助

活動に使用するヘリコプターの整備作業を

サポートしました。津波被害での悲惨な状

況のなか当初の予定より滞在期間を2週間

延長し、全力で整備支援業務を行いました。

今回の支援活動に対し外務大臣、消防庁

長官と国際協力機構（JICA）から感謝状を

いただきました。

義援マイルの設定
新潟県中越地震／スマトラ島沖地震

新潟県中越地震の際に、お客様より「マ

イルを義援金にできないか」という要望、

お問合わせを数多くいただきました。

ANAではこれを受け、ANAマイレージ

クラブの特典プログラムであり、1万マイ

ルを記念品に交換する「ANAセレクション」

の1アイテムとして新潟県中越地震への義

援マイルを設定しました。11月4日～11

月30日までの限られた期間で、またイン

ターネットのみの受け付けでしたが、日本

国内だけでなく海外からも多数のお申し

込みをいただき、1,200万円の義援金を新

潟県災害対策本部に寄付することができ

ました。

2004年12月に発生したスマトラ島沖地

震の際にもお客様から要望があり、同様に

義援マイルを設定、受け付けました。こちら

も727万円の義援金が集まり、日本赤十字

社に寄付をしました。

新潟県災害対策本部に目録を贈呈

タイは冬とはいえ連日35℃の暑さ。人にとって

もヘリコプターにとっても厳しい環境です。それ

でも「被災地の人々がとても喜んでいる」との情

報で疲れも少しやわらぎ、来てよかったなと思い

ました。今回の国際緊急援助隊に同行し、一民間

企業の会社員でありながら国際貢献ができたこ

とは幸運だと感じました。お世話になったタイの

方々のためにも早期復興を祈っています。

プーケット島でのヘリコプター整備作業の様子

羽田空港で行われたインドネシア共和国への飲料用給水車贈呈式

全日空整備（株）
ヘリコプターカンパニー大阪整備課

福田久
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人にやさしい、環境にやさしい、地域にやさしい、
次世代航空機・ボーイング787の導入

軽量化と排気・騒音の低減を追求

2004年4月、ANAは次期中型機として

ボーイング社の「787シリーズ」を2008

年より導入することを決定し、世界で最

初に受領するエアライン（ローンチカス

タマー）としてボーイング787（B787）型

機の開発に参画しています。

B787型機は、最先端の空力特性と構造

部材の軽量化によって、消費燃料の削減を

可能にした次世代航空機で、天然資源の有

効活用につながると期待されています。ま

た、航空機の心臓であるエンジンには、安全

性、信頼性はもとより、騒音、排気ガスなど

の環境問題への対応と燃料効率が配慮され

た、ロールス・ロイス社の「トレント1000

シリーズ」が装備されます。有害物質および

二酸化炭素の排気削減や騒音の低減に先駆

的に取り組んでいます。

お客様の快適性を高める配慮も欠かせま

せん。従来の航空機よりも客室内の気圧高度

を下げ、飛行中も地上と同じような快適さを

実現します。さらには、機内の温度に加え湿度

もコントロールします。機内騒音についても、

騒音の少ないエンジンと機体の空力特性に

より低下させます。

なお、B787型機は、従来の同サイズの航

空機より、消費燃料を20％、排気物を20％

削減でき、重量も3万～4万ポンド軽量化さ

れます。

B787-3型機 B787-8型機 B767-300型機

全長 55.5m 55.0m

全高 16.5m 15.9m

全幅 51.6m 58.8m 47.6m

客室幅※1 5.2m 4.5m

座席数（ANA仕様案） 約300（モノクラス） 約230（2クラス） 288（モノクラス）

貨物室容量 約16トン 約10トン

巡航速度 M0.85 M0.80

航続距離※2 約2,200km（上海） 約11,000km（米西海岸） 約7,400km（ホノルル）

運用最大高度 約13,000m

B787-3（短距離用）、B787-8（長距離用）型機諸元

※1 客室床面から約1.3m（肩の高さ）での客室幅
※2 航続距離は最大搭載（満席+最大貨物量搭載）で就航可能な距離

藤木亮輔さんの作品
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ANAグループのコーポレート・ガバナンス

透明性と戦略性がANAグループにおけるコーポレート・

ガバナンスのキーワードです。

信頼される企業を目指すためには、透明性の確保は欠か

せません｡本CSRレポートもANAグループのCSRに関す

る活動報告をステークホルダーに対して行い、説明責任を

果たしていくものです｡役員の体制や内部統制システムな

ども透明性や客観性を強く意識したものになっています｡

一方で、ANAグループはアジアを代表する企業グループ

を目指しており、競争力の強化や企業価値の向上に努め

る必要があります｡そのためには経営方針が効果的かつ

迅速に決定されなければならず、戦略的な意思決定が行

えるようコーポレート・ガバナンスの充実・強化を図って

います｡

代表取締役副社長

戸矢博道



ANAグループ経営理念

グループ経営理念

ANAグループの経営理念

ANAのCSR

ANAのCSR

グループ経営理念とは、「ANAグループ

はいつもこうありたい」という姿勢、ANA

グループの存在意義を示すものであり、

日々の活動を行う上でのグループ従業員の

約束事となるものです。すなわち、グルー

プ企業運営の基盤となるべきものといえ

ます。現在の理念は、「基本理念」とそれを

実現するための「グループ行動指針6カ条」

から成っています。米国同時多発テロの発

生やJAL・JASの統合という大きな環境変

化を踏まえ、熾烈な競争を勝ち抜き、お客

様や社会に選ばれる企業グループであり

続けるために、「ANAグループとしてのあ

るべき姿」「ANAグループの存在意義」を

示すものとして、各社の経営層から一般従

業員にいたるまで幅広いヒアリングを通

じて、2002年1月に策定しました。

グループ行動基準

2003年5月に「ANAグループ行動基準」

を定め、これをグループ内のすべての従業

員が守ることとしています。この行動基準

は、企業理念の実現を目的として企業の社

会的責任の観点から策定したもので、安

全・品質管理の徹底から、各ステークホル

ダーとの関係、環境、社会貢献、地域との融

合などの各テーマ、そして職場のルールや

従業員としての行動規範までを記載してい

ます。また、行動基準の基本精神を述べた前

文では、企業倫理のあり方についても触れ

ています。

全グループ従業員にこの内容を冊子にし

て配布し、教育･啓発により周知徹底を行っ

ています。

―私たちのコミットメント―

ANAグループは、「安心」と「信頼」を基礎に
価値ある時間と空間を創造します
いつも身近な存在であり続けます
世界の人々に「夢」と「感動」を届けます

ANAのCSR

私たちは、航空輸送事業をはじめとする、グルー

プ企業が取り組むすべての事業の有する社会的

使命と責任を明確に認識し、安心と信頼を築く

ことに努力を惜しみません。

私たちは、倫理遵則の行動を旨とします。利益との

衝突では迷うことなく法律を守り、誠実で倫理性に

富む行動を常に示すよう心がけ、もって私たちの存

在価値を維持し、自らの誇りと名誉をかけて私た

ちグループの崇高で輝く理想を実現します。

私たちは、お客様に喜んでいただける最高のサー

ビス・商品とあらゆる面での安全を最高の価値基

準とし、その達成を通じてお客様からの選択を勝

ち取ります。そのために常に全身全霊で業務に励

み、相協力して仕事を成功させ、公正な方法で潔

く戦います。また、事業以外の分野でも、良き企業

市民として、また、地域社会の一員として、社会貢

献活動に努めます。

私たちは、その進むべき道を歩むことに誇りを持

ち、その誇りを大

切にし、汚すこと

のなきよう、信義、

礼節をもって誠

実な行動を心が

けます。

ANAグループ行動基準前文

①「安全」こそ経営の基盤、守り続けます。
②「お客様」の声に徹底してこだわります。
③「社会」と共に歩み続けます。
④ 常に「挑戦」し続けます。
⑤「関心」を持って議論し、「自信」を持って決定し、「確信」を持って実行します。
⑥ 人を活かし、チームワークを「力」にし、強いANAグループをつくります。

グループ行動指針6カ条

基本理念

ANAグループ行動基準



CSRの方針と取り組み

CSRの基本的な考え

2004年4月よりCSR推進会議を設置

し、グループにおけるCSR活動のあり方に

ついて議論してきました。その結果、CSR

の方向性と運営体制などを決定し、2005

年4月には新たにCSR推進委員会とその事

務局を設置し専任の担当者を配置すること

としました。

新しく設置されたCSR推進委員会は、社

長の統括のもと、委員としてはCSRに関連

するすべての部署の担当役員が選任されて

います。

私たちのCSR活動は、特に目新しいこと

をするのではなく、これまで各部署がそれぞ

れ担当してきた事柄をCSRの観点で取りま

とめ、社会に対して報告し、説明責任を果た

す活動であると考えています。

取り組みの経緯

信はたて以と（糸）、愛はよこ糸、
織り成せ人の世を美しく

ANAの第2

代社長岡崎嘉

平太は、戦後

GHQによっ

て民間航空が

全面禁止され

た時代に、日

本の航空の発

展を願って初

代社長の美土

路らが創業し

た純粋な民間航空会社の社長を引き継ぎま

した。社長在任中に2度の航空事故を経験

した際、当時日中関係の改善に向けて尽力

していたことを揶揄され、新聞記者より航

空機事故の責任について「日中問題と全日

空どちらを選ぶか」と質問を受けたのに対

し、「全日空の経営は自分でなくともでき

るが、日中問題は国家の将来にかかわる問

題であり、自分に代わるものがいない」と

言い切ったのでした。

一企業の経営よりも国家の将来や日中関

係に思いをはせた岡崎社長が、従業員に対

しよく語っていたのが、人間愛に基づく信

ANAのCSR

ANA第2代社長 岡崎嘉平太

組織図

会　長 

グループ経営戦略会議 

オペレーション推進会議 

CS推進会議 

CSR推進会議（廃止） 

CSR推進委員会（新設） 

総合安全推進委員会 

地球環境委員会 

IT戦略推進委員会 

リスクマネジメント委員会 

コンプライアンス委員会 

社　長 

副社長 

頼関係の重要性でした。その岡崎の言葉が、

「信はたて以と（糸）、愛はよこ糸、織り成せ

人の世を美しく」です。この言葉には、一企

業のことだけを考えるのではない岡崎の精

神が明確に表れています。従業員は入社教

育で創業時代の精神を学ぶ機会があり、現

在でもANAのDNAにこの精神が生き続け

ています。

世界の人々に「夢」と「感動」を届けます
「社会」と共に歩み続けます

基本理念にある「世界の人々に『夢』と『感

動』を届けます」、基本理念を成し遂げるた

めに制定されたグループ行動指針の第3条

「『社会』と共に歩み続けます」、これらは創

業時代の精神により定められました。

辻田祐子さんの作品



グループ経営ビジョン

グループ経営ビジョン

ANAの経営スタイル

ANAの経営スタイル

グループ経営ビジョンは、2002年に策定

された新たな経営理念のもと、ANAグルー

プが今後目指すべき姿（到達目標）を明ら

かにするために掲げられたものです。「航空

事業を中核としてアジアを代表する企業グ

ループを目指す」ことを柱に、単に規模の大

きさではなくアジアを代表する企業グルー

プとして「クオリティ・顧客満足・価値創造

で一番になること」を目標としています。

この経営ビジョンを達成するために、経

営の軸を「利益重視＝価値創造」に、これを

実現するための戦略の軸を「お客様にこだ

わり徹底した差別化戦略を一貫・継続して

実行する」ことに置いています。また、戦略

実行のための体制では「スピード重視とお

客様重視」および「個々人の意欲と持ち味を

活かすこと」に重点を置いています。

コーポレート・ガバナンス

社会責任を果たすための体制

ANAがコーポレート・ガバナンスで最も

強く意識しているのは、戦略性と透明性で

す。厳しい経営環境では競争力ある経営体

制が不可欠で、そのためには経営に精通し

た者が様々な意思決定機関に参画すること

が求められます。この点で、ANAは2002

年の改正商法に新たに取り入れられた「執

行」と「監督」の完全分離を理念とする委員

会等設置会社を採用していません。重要な

経営事項を決定すべき取締役会にも、事業

に精通した者が取締役として多く参画する

こととしています。

また、各部・本部への権限委譲を行い、各

部・本部には経験豊かで高い専門性を有す

る執行役員を配置。機動的で効果的な業務

執行を行うとともに、急激な環境変化に対

応するため、グループ運営の基本となる意

思決定を行うべく、取締役会とは別に社長

以下執行役員を中心としたグループ戦略会

議を設置し、時宜に適った決定を行うこと

としています。

一方、委員会等設置会社がすぐれている

といわれる透明性や客観性について、委員

会等設置会社で法令上求められる以上の実

効性をあげる必要があると考え、注力して

います。社外取締役の選任をはじめとする

取締役会の監督機能を重視し、また常勤の

社外監査役の選任等による監査役の監査機

能の充実を図っています。その他、内部統

制制度の充実も図っています。

経営体制
～機動的な意思決定と実効性あるチェック機能～

ANAでは、取締役15名、監査役5名、執行

役員35名（取締役兼務者を含む）を任命し

ています。適切で迅速な意思決定、効果的・

効率的・機動的な経営体制と、実効性ある監

査監督機能の両立を目指したガバナンス体

制をとっています。

① 取締役会

取締役会における重要な決定を機動的に行

えるよう取締役の人数を少数化しています。

また創業以来、社外取締役を任命し社外の

客観的な立場からの意見を尊重するととも

に、事業に精通した業務執行担当者が取締

役会に多数参画することで重要な決定を適

切に行うよう、経営監督機能の充実と迅速な

意思決定のための工夫をしています。さらに

取締役の任期を1年とすることで、株主の意

向を反映した経営体制となっています。

② 執行役員制度

業務に精通した者を執行役員として登用し、

業務執行の権限と責任を与え、会社の健全

な運営に集中する体制づくりを目的として

2001年より導入した制度です。経営に実

効性をあげるよう各分野に担当の執行役員

を置いています。

③ 監査役制度

監査役の機能を強化し、社外監査役3名、総

勢5名の監査役を任命しています。常勤監査

役にも社外監査役1名を選任するなど、社外

のチェックを十分に効かせる体制としてい

ます。

さらに内部統制機能とも連携し、監査機能

を充実させています。監査役による実査と

監査役室付き従業員からの調査･報告に加

え、各内部統制組織から定期的に報告を受

けることで、会社の執行機能を十分に監査

することが可能となっています。

④ 経営諮問委員会

法制上の機関とは別に、各界の識者7名と経

営トップをメンバーとする経営諮問委員会

を設置し、ANAグループの経営全般に対し、

多彩なご意見をいただき、ANAの経営に十

分反映させています。

ANAのCSR

ANAグループ経営ビジョン

ANAグループは、国内および日
本とアジアそして世界の旅客・
貨物輸送を担う航空事業を中核
としてアジアを代表する企業グ
ループを目指します。

クオリティで一番
顧客満足で一番
価値創造で一番

アジアを代表するとは

となることです。

阿部夕希子さんの作品



取締役会 

社長 

監査部 リスクマネジメント委員会 

リスクマネジメント部会 

航空保安・危機管理部会 

情報セキュリティ部会 

コンプライアンス委員会 

内部統制システム 

リスク管理体制 

チーフリスクマネジメントオフィサー 
（総務担当役員） 

総務部 
（事務局） 

法務部 
（事務局） 

リスクマネジメントリーダー 
（各部のリスク管理責任者） 

コンプライアンスリーダー 
（各部のコンプライアンス推進者） 

チーフコンプライアンスオフィサー 
（法務担当役員） 

コンプライアンスオフィサー 
（グループ各社のコンプライアンス責任者） 

内部統制制度
「事業運営の安定化および効率化」「適正

な説明責任の実行」「法規制と内部規定の遵

守」を内部統制システムの目的としていま

す。「リスクマネジメント」「コンプライアン

ス」「内部監査」をその実現手段としてとら

え、2002年7月にリスクマネジメント委

員会を、2003年4月にコンプライアンス

委員会および監査部を設置し、内部統制シ

ステムが完成しました。

① 内部監査機能

社長直属の監査部が、ANAおよびグループ

会社に対する業務監査、会計監査を実施し

ています。監査は年度計画に基づき実施す

る定例監査と、経営層の意向や各種のリス

ク分析結果に基づき実施する非定例監査が

あります。

定例監査は全グループの各部署を対象に、

重要な部署については毎年、それ以外の部

署でも3年に1回は監査を行うよう計画して

います。監査結果は毎月社長へ報告し、監査

役会にも四半期ごとに報告しています。

② 内部通報窓口「ヘルプライン」

2003年5月より内部通報の窓口として、コン

プライアンス委員会の事務局内にヘルプライ

ンを設置しています。ヘルプラインは、ANA

グループすべての内部通報の窓口として機

能しており、コンプライアンスの推進活動に

あたっての各種相談から、職場内で解決でき

ない問題などについても相談を受け付けて

います。専用のフリーダイヤルを設けて利用

しやすい環境を整えている他、メールやFAX

などによっても相談できるようになっていま

す。匿名での相談も可能で、対象は派遣社員

も含めたANAグループの全従業員です。

ANAの経営スタイル

内部統制制度



コンプライアンス

社会責任を果たすための体制

ANAの経営スタイル

ANAの経営スタイル

社長が統括するコンプライアンス委員会

（事務局：法務部）がグループのコンプライ

アンスを推進しています。グループ全体の

コンプライアンスはチーフコンプライアン

スオフィサーが、グループ各社についてはコ

ンプライアンスオフィサーが責任を持ち、

経営者自らがリーダーシップを発揮し徹底

させています。

従業員への教育、啓蒙にも力を入れるとと

もに、各部のコンプライアンスリーダーを

中心に職場の点検を進め、コンプライアン

スの推進と課題抽出・解決を図っています。

活動方針の設定
年度ごとに具体的な活動方針を定めてお

り、2004年度は「コンプライアンスの浸透」

をテーマに、安全・品質、個人情報保護など

4つの重点課題を設定し組織内のコンプラ

イアンス意識を向上させるべく取り組みま

した。イントラネット上でコンプライアンス

のホームページを立ち上げ啓蒙に活用する

他、各種法律についてｅ－ラーニングを実施

するなど教育にも力を入れています。

2005年度は、海外事業所において各国ご

とに行動基準を定め、ヘルプラインを設置

し周知徹底を図っていく予定です。

透明性と説明責任
コンプライアンスで重視しているのは、透

明性と説明責任です。コンプライアンス活

動の中心は、その意識の徹底により問題の

発生を未然に防ぐことにあります。しかしも

うひとつ大切なのは、問題が発生した場合

にその対処を適切に行うとともに、それを隠

すのではなく社外に明確に説明していくこ

と、社会からの厳しい評価を受け止め再発

防止のための意識を高めていくことです。

ANAグループでは2004年度いくつかの

事件を起こしています。その都度コンプラ

イアンス委員会で取り上げ、総括しました

が、こうした透明性や説明責任を果たしたか

という点については特に注意して検討して

います。これまでのところ、積極的かつ迅速

に開示し、適切に説明を行う対処がなされ

ているものと考えています。

なおコンプライアンス委員会は、定期的に

監査役会において活動報告を行っています。

ANAのCSR

法務部

夏野真美

イントラネット上のコンプライアンスに関するホームページ

コンプライアンスについてのセミナーも開催

リスクマネジメント

社長が統括するリスクマネジメント委員

会（事務局：総務部）において、リスク管理

および危機管理の徹底を行っています。

ANAグループの事業運営を安定化させ、

効率的に事業目標を達成することができる

ように、障害となるリスクを把握し、コント

ロールすることを目指して活動しています。

地震における事業継続プログラム
地震列島と呼ばれる日本に事業を営むも

のとして、地震における事業継続プログラム

を作成することは大変重要です。ANAをは

じめ航空輸送は、地震の際には被災地への

支援をはじめ貴重な交通機関となってき

ました。災害時でも運航を維持することが

社会的な責務であると考え、ANAの経営リ

ソースが集中する関東圏での大規模震災や

東海地震に備える個別リスク対策として

「事業継続計画」を制定。情報通信機器類の

耐震固定化や非常用物資の配備を実施し、

安否確認システムや事業継続施設の整備に

着手しています。

ANAグループのコンプライアンスは、遵法精神

だけでなく、お客様、株主、取引先、投資家、社会

一般の方々など、グループを取り巻くステークホル

ダーの期待に応える活動を行うこと、説明責任を

きっちり果たしていくことを意味しています。

公共交通機関である航空業を中核としたANAグ

ループの従業員には、安全性を基盤に、より高い倫

理観が求められていると感じます。

体制がスタートしてまだ数年ですので、各職場

でそれぞれ専門的業務を行うグループ従業員と

様々な機会をつくり、コンプライアンスの概念や具

体的行動について今後より一層の共有化を図っ

ていきたいと思います。

Rosemary Grimbleさんの作品
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世
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最
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ANAグループの安全

安全は経営の基盤との考え方はANAグループの全従業

員に浸透しており、揺るぎない重要な概念になっていま

す｡しかし、安全に関してもうこれでいいということはあり

ません｡私たちは、常にベストを尽くして安全を守り抜きま

す。安全の堅持とそれによってのみもたらされる安心を私

たちは大切にしています｡

安全については皆様から高い関心が寄せられていること

を強く感じています｡安全に関する情報公開は、迅速性と

透明性を確保していきたいと思います｡そうすることで皆

様からの信頼を得られるものと確信しています｡

私たちが安全を守ることによって、皆様からの安心と信頼

を得られるならばそれほどうれしいことはありません｡これ

からも安全への取り組みに邁進していきます｡

代表取締役副社長

大前傑



安全への取り組み

安全への取り組み
安全への取り組み

ANAグループでは、グループの基本理念

にあるお客様の「安心」と「信頼」を実現する

ために、航空輸送の最も重要な基盤となる

「安全」についてグループ全体で共通の認識

と統一した方針、意思を持つことが必要で

あると考え「グループ安全理念」を制定して

います。

グループ安全理念では、まず第一に「安全

は経営の基盤であり、社会への責務である」

とし、航空輸送におけるANAグループの責

務を明らかにしています。

この理念は、ANAグループの持つ安全文

化の伝統を受け継いで、安全の維持向上を推

進する上で普遍的かつ基本となる3つの要素

として「会社」「組織」「個人」の役割および責

務を全従業員に対して明らかにしています。

ANAグループ各航空会社の安全推進委

員会は、それぞれの社長を総括あるいは

委員長とする安全に関する最高の審議・

決定機関です。この委員会では、安全重要

課題の審議、方針の決定、さらに安全対策

の全社的な実施状況の確認、監視、提言や

勧告を行うことで、安全の維持向上を図っ

ています。

また各社の委員会とは別に、グループ航

空会社の安全責任者（社長）が一堂に出席し

て開催されるグループ総合安全推進委員会

があります。この委員会では、グループ共通

の安全の問題やそれぞれの会社での安全情

報などの共有化を図り、グループ全体にか

かわる安全課題の解決と安全の維持向上を

図っています。

社長・副社長および関係する各本部長間

で運航に関する情報の共有化を図り、不具

合事象に対する早期対策・改善報告を行う

ことを目的としてOR会を設置しています。

OR会は、経営トップ自らが運航の現場に赴

き、日々の運航状況について直接報告を受

け、課題を検討するしくみです。毎週、羽田

空港で開催されています。

また、このOR会の会議内容を受け、その

直後に運航にかかわるすべてのグループ会

社を含めた各部門長が集まり、さらに細部に

わたって具体的な検討を行っています。

こうした現場主義を徹底する取り組みが、

安全で快適な運航の維持に必要となる柔軟

で迅速な対応を可能とし、経営トップが常に

現場を肌で知る機会となっています。ANA

では、一番大切な安全の現場で経営トップが

直接リーダーシップをとることが重要であ

ると考えています。

安全への取り組み

グループ安全理念

安全推進委員会

Operations Report 会（OR会）

ANAの約束

ANAは「安全」をすべてに優先させます。

私たち全従業員が、安全運航は各自が担っ

ていることを認識した上で判断、行動します。

ANAでは、安全にかかわる情報を収

集・分析し、あらゆる角度から評価を行う

とともに、万一不具合があれば迅速に対応

する体制をとっています。安全の追求は終

わりのないテーマであり、常に新しい取り

組みが必要です。また、昨今では保安の問

題なども重要になっています。課題は尽き

ませんが、皆様に安心と信頼を寄せてい

ただけるよう安全をしっかりと守っていき

たいと思います。

総合安全推進室
安全推進部

本田清貴

「
安
全
」は
終
わ
り
の
な
い
テ
ー
マ
で
す
。

グループ安全理念

安全は経営の基盤であり、
社会への責務である

私たちはお互いの理解と信頼のもと、
確かなしくみで安全を高めていきます

私たちは一人ひとりの責任ある誠実な
行動により、安全を追求します



ANAは2004年11月に世界で14番目、

日本の航空会社としては初めてIOSA登録航

空会社となりました。IOSAとは国際的に認

知 さ れ た IATA（ International Air

Transport Association：国際航空運送協

会）の安全監査プログラムで、その監査基準

には国際的な法令・安全上の要求事項等が

取り入れられています。

今後ますます航空会社間提携や共同運航

が拡大すると考えられるなか、相互の航空

会社の安全管理体制が重要視されていま

す。国際的に共通の基準やしくみをもって

問題解決を図ることは、世界のお客様に安

心して航空機を利用していただくために欠

かすことができません。

これまでも1999年のスターアライアン

ス加盟以降、スターアライアンス独自の安

全監査を受審し、さらに2003年に成立し

たIOSAの基準、およびその基となる国際標

準への完全な適合に向けて数年間にわたり

努力を重ねてきました。これからもIOSA

登録に慢心することなく、日々継続してそ

の安全品質を向上していきます。

IOSA（IATA Operational Safety Audit）

ANAでは2001年4月より、自社の安全

管理体制をチェックする制度として内部安

全監査制度SAFER（SAFety Evaluation

and Review program）を導入しています。

これは、定められた手順に従って確実に

作業が行われているか、その結果は管理さ

れた状態にあるか、各プロセスを進めてい

くために必要な環境が十分整えられてい

るか等、ANAの安全運航を支えるしくみ

全般を客観的に評価するものです。

監査基準は航空法令および諸外国の安

全に関する要求事項が基本となっていま

す。それらへの適合状況を品質に関する国

際規格（ISO9000）の訓練を受けた監査

員がチェックし、個々の組織および関連す

る複数の組織全体に存在する課題の積極

的な是正につなげています。その評価結

果は社長に直接報告され、マネジメントレ

ビュー（社長自らが行う業務の評価）を行

い、組織の潜在的不具合を取り除くように

しています。

安全への取り組み

SAFER（内部安全監査制度）

私たちANAは、年々提携パートナーも増え、いまや世界のお

客様の「安全」に対する責任があります。「安全」という目に見えな

い「品質」に対して、どうすれば世界標準を超える質とお客様

の安心を創りだすことができるのか―IOSAへの挑戦とその登

録は、私たちの大きな命題でした。この命題に対して全社一丸

となり、リーダーシップとパートナーシップを各分野で活かしな

がら取り組んだ結果、世界標準を超える安全性を維持してい

ることが証明されました。私たちはこのことを「誇り」とし

「奢り」とせず、常に一人ひとり、一瞬一瞬、「安全」の

証明をし続けたいと思います。

登録航空会社に発行されるIOSA認証書

IOSA監査の様子

グループ安全監査部

森川佳世

田中みゆきさんの作品

田中みゆきさんの作品
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安全への取り組み

ECHO（ Experience Can Help

Others）は、ヒヤリとした経験を共有し合

うための運航乗務員を対象とした自発的安

全報告制度で、1971年に発足しました。

この制度の目的は、主として過誤や錯覚に

よる誤判断や誤操作などの事例や不安全要

素の排除に役立つと思われる経験などのレ

ポートを収集し、運航乗務員に周知すること

により、将来発生する可能性のあるインシデ

ント（不安全事象）や事故を未然に防止する

ことにあります。

広く情報提供を求めるために、ECHOへ

の情報提供者は秘匿されることが保証され

ています。ECHOへ提供されたレポートは、

各型式の運航乗務員によって構成され毎月

開催されるECHO委員会で検討し、年6～7

回発行のECHO誌に掲載され、全運航乗務

員に配布されます。

現在、ECHOはグループ航空会社全体に

拡大されており、ANAグループECHOとし

て活動しています。

ECHO ANA FOQAプログラム

ANA FOQA（Flight Operational

Quality Assurance）プログラムは、全便

の飛行記録データを分析・評価し、常時全体

的な運航実態を把握するプログラムです。

そのなかで明らかになった運航品質上の

改善点などを、運航乗務員および関係部署

にフィードバックし、タイムリーに対応措

置を講じることにより、運航安全の維持・

推進と運航品質の向上を図っています。

安全マニュアル

ANAでは、航空会社としての安全の方針、

安全の目標、組織長の安全に対する責任と

権限、安全報告制度、安全監査、事故調査、安

全推進委員会の運営、安全教育など安全に

かかわる重要な事項を規定した「安全マニュ

アル」を設定しています。

外国の行政当局では、航空会社に対して

こうした航空の安全についての考え方、し

くみ、制度などについて体系的な整理をし

たセーフティ・マネジメント・システム

（SMS）の導入を義務付けているところも

あります。またIATAも航空会社のSMSの

導入を全面的に支持し、世界的に認知され

た安全監査プログラムであるIOSAにおい

ては、その監査基準にSMSにかかわるもの

が多く含まれています。

ANAの「安全マニュアル」は、こうした

SMSの内容を積極的に導入したものになっ

ています。

安全性を前提とした
定時性の状況

定時性への取り組み

経営の基盤であり、社会への責務でもあ

る安全性の確保を大前提とした上で、

ANAグループでは定時性の向上に取り組

んでいます。

航空輸送サービスの提供する重要な要

素として、時間価値があります。定刻に出

発し、予定した時間に到着する定時性が航

空輸送サービスの重要な品質のひとつと

して求められています。

ANAグループでは、空港で直接運航に携

わる従業員の横断的プロジェクトを立ち上

げ、定時性の向上に取り組んでいます。各空

港の現場従業員からの改善提案に基づき、

厳しい安全管理体制の下で改善策を実行し

ています。その結果、2004年度の定時出発

率（運航便が出発予定時刻から15分以内に

出発した割合）は国内線で95.17％、国際線

で90.34％と、航空業界の他社と比較して

も高位な水準を維持することができました。

なお、定時性のデータを含む運航情報

（1999年4月以降・月別）は、ANA SKY

WEBで公開しています。

今後も、定時運航が公共交通機関として

の航空会社の責務であることを認識しつ

つ、全社を挙げて継続的な業務改善に取り

組んでいきます。

就航率データ

引き返し便の発生率

目的地空港以外への着陸

定時性データ

安全への取り組み

冬木千織さんの作品



安全への取り組み

ANAグループでは、2004年～2005

年にかけていくつかの運航上のトラブル

を発生させ、国土交通省から厳重注意を受

けています。

ANAグループは「グループ安全理念」を

掲げ、「安全」こそが経営の基盤であり、社

会への責務である旨、常にグループのなか

① 運航中に一般乗客を
操縦室に立ち入らせた件

概要

2004年7月13日ANA1969便（関空－

ダブリン行チャーター）の巡航中、機長が

操縦室内へ二十数名のお客様を順次立ち

入らせた

原因

貸し切りのチャーターフライトであり、お

客様の身元もはっきりしていたことから、

社内規程遵守の判断を誤り、操縦室へのお

客様の入室を許可したこと

対策

・社長から全従業員に対し、文書をもって

より一層の保安意識の高揚を通達

・運航本部長から全運航乗務員に対し文

書をもって危機管理意識と規程類を遵

守する意識の高揚を通達

・客室本部長、営業推進本部長から文書を

もって保安意識の向上と保安業務の徹

底を通達

・全管理職乗務員を対象に自己点検フラ

イトを実施

・全一般職運航乗務員を対象に安全ミー

ティングを実施

・全運航乗務員の定期訓練、定期審査、全

客室乗務員の定期緊急総合訓練におい

て、保安に関する知識の確認を行い、保

安意識の向上を図った

② 乗務員が出発予定時刻
12時間以内に飲酒を行った件

概要

2005年5月4日、秋田市内に宿泊中の運

航乗務員3名、客室乗務員6名中5名が夕食

時に飲酒をし、翌日便乗務前12時間以内に

酒精を含む飲料を摂取してはならないとい

う社内規定に違反した。運航乗務員につい

ては事前に違反に気づき交代要員にて対応

したが、客室乗務員については、翌日便にお

いて、予定通りの乗務を実施した

原因

当該乗務員らは、飲食中に具体的な限度時

刻を確認するという基本的な行為を怠っ

たこと、ならびに自己管理の状況を相互に

確認しあうという行為を行わなかったこ

とによる

対策

・運航本部長、客室本部長から乗務員に対

し、文書をもって規程遵守徹底を通達

・各種会議、ミーティングにおいて本件に

ついての事例紹介を行い、規程遵守の意

識向上を図った

③ 小松空港において
管制指示に違反した件

概要

2005年4月22日のエアーニッポン株式

会社が運航するANA361便において、管

制指示がないまま小松空港にて離陸滑走

を開始し、管制官による離陸中止の指示を

受け緊急停止した

原因

離陸のために滑走路に入る直前の誘導路

で、機長が副操縦士に操縦を交代して離陸

操作を担当するように指示した。このた

め、機長は操縦交代にともなう作業に、副

操縦士は離陸操縦の実施手順を確認する

ことにそれぞれが集中し、その結果、離陸

許可の受領を失念したこと

対策

・ANAグループ各航空会社の運航部門責

任者から運航乗務員に向けて文書を発

出し、管制交信の確実な実施について徹

底を指示

・全運航乗務員を対象として緊急安全ミー

ティングを実施し、管制業務を中心に議

論を交わすことで安全意識の再徹底を

図った

・実際の運航において、管制との交信等

について運航乗務員による相互点検を

実施

・飛行開始前に操縦実施者を決定するよ

う操縦マニュアルに規定

で周知徹底をしていますが、交通における

安全の問題が指摘されている時期にかか

る事象を発生させたことは、誠に遺憾です。

搭乗されていたお客様をはじめ皆様に多

大なるご迷惑をおかけする結果となりま

したことを、深くお詫び申し上げます。

ANAグループでは、事態の重さを改めて

認識し、グループをあげて安全体制の総確

認を行っています。特に安全意識の向上と

手順・マニュアルの再確認は、最重要の課

題として取り組んでいます。ミスをなくし、

安全運航を堅持するために、いま何をすべ

きかを常に問い続け、安全への取り組みに

全力を尽くします。

安全にかかわるトラブルのご報告
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④ 飛行中の貨物室内で
コンテナが移動した件

概要

2005年5月15日のANA22便において降

下開始後、貨物室内に搭載していたコンテナ

の一部が貨物室内を後方から前方に移動

し、それにともなって異音と振動が発生した

原因

コンテナを搭載した作業者が固定作業を

実施していない旨を作業責任者へ申し送り

をしておらず、また作業責任者もすでに固

定が終了していると誤認して、固定作業お

よびその最終確認を実施しなかったこと

対策

・全空港の関連部署に対して事例紹介に

より情報共有し、重複確認の励行および

確認手順の徹底を指示

・当該グループ会社従業員に対して、ヒュー

マンエラーに関する安全教育ビデオを

活用した再教育を実施

・コンテナロックに関する手順を新たに追加

⑤ 管制指示と異なる高度を
飛行した件

概要

2005年6月5日のANA664便におい

て、高度計関連システムに不具合が発生し、

着陸にいたるまで不正確な高度データで

飛行したため、管制機関の指示とは異なる

高度で巡航を行った

原因

本件においては、副操縦士側の大気圧計

測システムの配管の接続に緩みが生じ

ており、副操縦士側の大気圧データが不

正確なものとなった。しかし、機長の高度

計システムに関する知識が十分でなく

トラブルシューティングが不適切であっ

たことから、機長側の高度計システムに

不具合があると誤認。また、状況報告を受

けた地上の整備部門からのアドバイスも

適切でなかったため、飛行終了まで機長

の誤解が解消されなかった

対策

・全運航乗務員に対し、運航本部長から文

書にて注意喚起の通達を行うとともに、

事例紹介のニュースを発行し情報共有

を図った

・本事例に対処する操作手順の見直し、お

よび当該システムに関する知識・手順に

ついて訓練の充実を検討

・大気圧計測システムにかかわる配管系

統の全機点検を実施

・機長側・副操縦士側の大気圧データコ

ンピュータの切替えスイッチの表示に

ついて、誤解を生じないよう改善措置

を実施

・無線を通じて運航乗務員へ助言する場

合には、必要な資料で確認の上、複数の

人間で内容を確認することを要領として

定め、正確なアドバイスを行うための運

用を開始

ANAの対応

一連の不安全事象に対し、ANAが実施した主な対策は次の通りです。

①緊急安全総点検

②役員による職場巡視

③安全ダイレクトトーク 役員と従業員の直接対話

④緊急安全ミーティング 延べ1，000回、約1万1，000人が参加

⑤安全トップキャラバン 11カ所で開催、820名が参加

⑥安全運航特別点検

中部国際空港で開催された安全トップキャラバン

空の安全を守るには、少しのミスもちょっとした気の緩

みも絶対にあってはならないことです。「人間だからミス

はある」で済まされないのが空の安全です。

ヒューマンエラーを防ぐため、乗務員の意識改革と手

順・マニュアルの見直しを徹底して行っていきます。

常務取締役 執行役員

森本光雄
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ANAグループのCS

「あんしん、あったか、あかるく元気。」―これが「ANAらし

さ」です。ANAグループでは、感動レベルのサービスを提

供すること、サービスでNo.1を目標に、ANAブランドの向

上を期して最大限の力を出し切ろうとがんばっています。

ブランドは、その会社の活動に対しお客様が評価を下す

ことによってできあがるものかもしれません。しかし、

ANAグループでは、気合を入れてこれをつくりあげようと

考えています｡もしかすると空回りな部分もあるかもしれま

せんが、それもまた「あんしん、あったか、あかるく元気。」

のANAなのです。

また、ANAグループではお客様の声から学ぶことを信条

としています｡お客様の声こそサービス向上、企業価値創

造の糧であると考え、どのようにサービスに活かしていく

かを常に考えています｡これまでもたくさんの貴重なご意

見をいただきました｡なかにはお叱りもいただいています｡

しかし、この生きた声こそが明日のANAを磨き上げてくれ

るのです。

どうぞこれからもいろいろなご意見をいただけますようお願

いいたします｡そして、よいサービスだなと思ったら、軽くお

褒めの言葉をいただければ幸いです｡

専務取締役

中野雅男



ANAグループのブランドビジョン

お客様と共に最高の歓びを創る

ANAらしさ

あんしん、あったか、あかるく元気。

CS活動

お客様とのかかわり
ステークホルダーとのかかわり

お客様とのかかわり

ANAの約束

ANAグループでは、お客様第一を念頭

に、お客様の声に徹底してこだわり、クオリ

ティを高め、サービス面で差別化を図って

いきます。他社を寄せつけないクオリティを

提供することでブランド力に差をつけ、競争

力を高めていきます｡

また、ANAグループではブランドビジョン

として「お客様と共に最高の歓びを創る」

を掲げています。私たちは、お客様から「あ

りがとう」の一言をいただけるのを励みに

しています。そしてお客様に喜んでいただ

けることを働き甲斐にしています｡

CS推進室CS企画部

沓掛明子
お
客
様
の
声
に
徹
底
し
て
こ
だ
わ
り
、
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ANAグループのブランドビジョンは「お

客様と共に最高の歓びを創る」です。お客様

の満足してくださる姿や、「ありがとう」の

言葉が、私たち自身の歓びややりがいにつ

ながる。このようなマインドを持った従業

員を一人でも多く増やすことが顧客満足

（CS）の向上につながり、CSの向上こそが

ブランドの構築につながると考えています。

このためANAグループ内のCS活動は従

業員のマインド啓発、お客様の声に基づく商

品・サービスのクオリティマネジメントを

中心に展開しています。

日本の空が本格的な競争環境に突入する

なか、他社に決して真似のできないANAグ

ループの強みや個性、つまり「ANAらしさ」

をしっかりと確立していなければ、お客様

から選ばれる会社となり得ません。

そこでグループ各社から中堅従業員28

名が選抜され「ANAらしさ」を見詰め直し、

共通の価値観を確立しようと「ひまわりプ

ロジェクト」が発足しました。2004年6月

から活動を開始し、同年12月に経営答申す

るまで、専門家の講演の聴講、各種調査、合

宿などでの徹底した議論を繰り返しまし

た。その結果確認できた「ANAらしさ」と

は、「あんしん、あったか、あかるく元気。」

のキーワードでした。そして、それを支える

ANAグループ従業員共通の想いである

ANA'sマインド&スピリット「CSマインド・

フロンティアスピリット・チームスピリット」

を確認したのです。

このコンセプトを、太陽（＝お客様）に常に

顔を向けるひまわりの花（＝ANAグループ）

にたとえ、お客様にいつも「あんしん、あっ

たか、あかるく元気。」を感じていただこうと

グループ一丸となって推進しています。

ANAブランドコンセプト

お客様 

コミュニケーション 

ANA

ANAらしさ 

マインド＆スピリット 
CSマインド 
フロンティアスピリット 
チームスピリット 

あんしん 
あったか 
あかるく元気 

ANAブランドビジョン 
お客様と共に最高の歓びを創る 

イントラネット上のCSホームページ



機内品質管理

個人情報保護

個人情報保護

機内品質を計る体制は、客室乗務員と

客室乗務員以外によるものに分かれて

います。

客室乗務員による評価分析は、品質向上

の点検者かつ推進者に任命された約250名

の客室乗務員が、社内規定に基づく指標と

評価基準により、機内品質を定期的にレポー

トする体制となっています。

客室乗務員以外による評価分析は、社内

の品質評価部門で実施しています。実際の

機内業務を、お客様の視点を加味しながら

評価基準に基づき点検していきます。

お客様の情報を厳重に管理することは私

たちの責務であり、2005年4月からの個

人情報保護法の全面施行を機に、これまで

の管理をより強化し、お客様に各種サービ

スをより安心してご利用いただけるよう変

更しました。

まず、お客様の情報をどのように管理す

るのかを制定し、「ANAプライバシーポリ

シー」として宣言・公表しました。また、従

来の情報セキュリティ管理規程に加え、「顧

客個人情報保護規程」および「従業員情報管

理規程」を制定し、従業員に対して管理内容

を周知・徹底しました。

さらに、個人情報保護法の内容や関連規

程の内容を全従業員に理解させるために、

e-ラーニングやCDを利用した自学自習環境

を構築するとともに、お客様に接するサー

ビス部門を中心に「顧客個人情報保護に関

するハンドブック」を作成、配布しました。

「個人情報はお客様からの大切なお預かりもの」―私

たちはいつもこのことを胸に業務に取り組んでいます。

ANAマイレージクラブの企画･運営では、多くのお客様か

らお客様情報をお預かりし、これを基にマイレージの積

算と特典の提供を行います。ANAマイレージクラブはお

客様へのサービス向上に欠かせないものですが、同時に

1，000万人を超えるお客様から個人情報をお預かりする

のですから、責任も重大です。これからも細心の注意で

お取り扱いしていきます。

営業推進本部
顧客マーケティング部

小坂始

お客様とのかかわり

ANAプライバシーポリシー

Good Job Card

Good Job Card

お客様との接点を担うフロントラインで

は、お互いの仕事のいいところを見つけた

らそれをカードに記して本人に手渡しする

「Good Job Card」の取り組みを展開して

います。これは仲間の仕事を褒め合うこと

を通じて仕事への誇りを高めると同時に、

他人の仕事に関心を持つという風土づくり

にも役立っています。この「Good Job

Card」の内容を紹介したり、お客様からの

お褒めの言葉を紹介することで、お客様の

歓びが自らの歓びであることを社内で共有

しています。

阿部夕希子さんの作品



お客様とのかかわり
ステークホルダーとのかかわり

お客様とのかかわり

スカイアシスト

多様なお客様への配慮

おからだの不自由

なお客様に、安心し

て快適な空の旅を楽

しんでいただけるよ

う、航空機利用時の

相 談 窓 口 と し て

1997年より「ANAスカイアシストデスク」

を設置しています。様々なお客様からのご

相談を受けて、ご予約から降機まで安心して

ご利用いただけるよう、正確な知識と確実

な情報提供、準備手配でお迎えしています。

現在、スカイアシストデスクで電話を通してお

からだの不自由なお客様やご病気のお客様のご

旅行のお手伝いをしています。電話口からお客

様の不安と緊張が伝わってくることが多々あり、

まずはお客様に安心していただけるような対応

に努めます。電話の向こう側のお客様がどんな

状況でどんな不安を抱えておられるのか、必要

な情報は何か、お話をうかがいながら正確に把

握し、その上で専門知識に基づいた確実なご案

内を心がけています。

スカイアシストデスク

木村美砂

ANAスカイアシスト

空港・機内のバリアフリー

バリアフリーについても、お客様の声、社

内外の声を分析し、改善や新たなサービス

の導入につなげています。1998年に耳の

不自由な方のために「筆談ボード」を国内8

空港へ配備したのをかわきりに、現在では

国内全空港と国内線全機（一部小型機を除

く）に配備しています。また1999年には、

交通バリアフリー法の施行に先立ち、国内

線全機に機内用車いすも装備しました。

交通バリアフリー法施行後も、航空機に

可動式肘掛け、車いす使用者用の化粧室な

どの設置を進めています。この他にもアシ

ストシート（おからだの不自由なお客様用

の着席補助シート）の導入やANAスカイビ

ジョンの字幕スーパー挿入など、積極的に

お客様の声に耳を傾けて改善に努めるとと

もに、ANA SKY WEBにおからだの不自

由なお客様のためのページをつくるなど

ANAのバリアフリーについて広く紹介して

います。

ホテルのバリアフリー

東京全日空ホテルでは、大幅に設備環境

を更新したバリアフリールームを新設しま

した。新設にあたっては、複数の車いすご利

用の方々から直接アドバイスをいただき、

細部にわたってホテル施設における重要な

視点を取り入れました。

聴覚障害のある方のために、軽いノック

やチャイムにも反応する「ドアノックトラン

スミッター」や来客の顔が見える「ワイヤレ

スモニター付きテレビドアホン」、ノック・

チャイムの他、電話・FAX受信・目覚まし時

計などをランプ点灯とフラッシュ発光、バ

イブレーターなど複数のサインで知らせる

「アラートマスター」などの設備が整ってい

ます。その他にも、介護する方のために水

平に高く上がる電動ベッドや、車いすでの

方向転換もスムーズに行える広さを確保し

たバスルーム、片手で簡単に切れるトイレッ

トペーパーホルダーの採用など、お客様の

目線に立った設計を実現しました。

バリアフリールーム室内およびバスルーム

筆談ボード
国内空港のカウンターや機内に設置

車いす使用者用化粧室
機内用車いすで使用可能
一部機種を除き設置

空港用車いす
大車輪をはずし、肘掛けを下げると機内まで移動可能

東京全日空ホテル



お客様とのかかわり

ANAの客室部門には手話検定4級以上取得者

が200名近くおり、手話技能者としての手話バッジ

を着用し乗務しています。毎月3回、手話のミニレ

ッスンも行っています。お客様からも「ANAは手

話のできる人がいてうれしい」という声をいただ

いています。耳の不自由なお客様とすべて手話

で会話ができなくても、「こんにちは」のあいさつ

ひとつでぐっと距離が近づくものです。安心して

ANAを選んでいただけるよう、今後も活動の裾

野を広げていきたいと思います。

客室乗務員による手話活動は自主的な活

動から始まりました。現在では手話レベル

アッププロジェクトが中心となり、「手話

リーダー」が教材作成やセミナー講師を務

め、その活動を広げています。

2004年夏には手話技能者をお手伝いの

必要なお客様に認知していただき、顧客満足

度向上につなげるために、客室乗務員の手話

バッジ運用が開始されました。この活動は他

部門との連携によりANAグループ全体に広

がりつつあります。

2004年度はさらに「コミュニケーショ

ンとしての手話対応力の向上を図り、顧客

満足度向上を目指す」ことを目標に取り組

み、簡単なごあいさつや搭乗御礼、安全にか

かわるベルト着用や手荷物収納・携帯電話

使用のお願い等の手話ができるようになり

ました。

お客様からも「ANAでは手話で応えてく

れる人がいて、飛行機は不安だったが安心

した」というお言葉をい

ただき、また、「手

話の勉強がん

ばって！」と

励まされる

こともあり

ます。

ANAらくのりサービス

安心の空の旅をもっとたくさんのお客様

へ。ANAグループでは、ご高齢のお客様に

も安心してご旅行いただけるよう、様々な

場面でご要望に応じたお手伝いをする「シ

ニアらくのり」、赤ちゃん、小さなお子様連

れの方や妊産婦の方をサポートする「ファミ

リーらくのり」、お子様だけのご旅行の際、

出発空港から到着空港までお手伝いする

「キッズらくのり」、大切なペットと安心し

て旅をしていただける「ペットらくのり」な

ど、お手伝いを必要とされるお客様向けに

「ANAらくのりサービス」をスタートしま

した。空港内の

らくのりカウン

ターにてバッジ

をつけた係員

が、お客様の楽

しい空の旅をお

手伝いします。

ANAらくのりサービス

AEDは心室細動を起こしたお客様に対し

て効果が高いことから、ANAでは2003年

3月からAEDの国際線および国内線への導

入を行っています。2005年上期中にはグ

ループ会社（エアー北海道を除く）も含め全

機に搭載を完了する予定です（2005年7月

現在、DHC8-300/400型機、F50型機以

外の全機に搭載済み）。あわせて、AED講習

を客室乗務員に対して実施し、いざという

時の対応のために準備をしています。

AED（自動体外式除細動器）の
搭載

AED（自動体外式除細動器）

手話バッジのデザイン
バッジ着用者は手話技能検定
4級以上の客室乗務員

手話活動

東京客室部　手話リーダー

小原佐和子

手話のミニレッスンを定期的に実施

牧山祥子さんの作品



地域・社会とのかかわり
ステークホルダーとのかかわり

地域・社会とのかかわり

すずらん行事

ボランティア

ANAグループでは1956年より毎年初夏

に、全国の赤十字病院等に入院されている

患者の方々に北海道の｢すずらん｣を客室乗

務員や旅客係員からプレゼントする「すずら

ん行事」を続けており、2004年で49回目

となりました。

この「すずらん行事」は、高松宮宣仁親王
たかまつのみやのぶひとしんのう

が【しあわせの再来】という花言葉を持つ白

く可憐な花「すずらん」を入院されている方

へのお見舞いとして、また 病院関係者への

慰労として贈呈することをご発案されて始

まったものです。

2002年までは、生花のすずらんを贈呈し

ていましたが、“きれいなすずらんを長く保

存したい、しあわせへの願いが永久でありた

い”との想いから、2003年からすずらんを

日本レミコ押し花学院のご協力のもと「押し

花」にして、グループのボランティア活動に

よって、ひとつひとつ丹念に「しおり」に仕上

げてお渡しすることにしています。

1956年当初に訪問した病院は10カ所

程度でしたが、ANAグループのネットワー

ク拡充等にともなって対象地域は年々増加

し、2004年は全国約50カ所の病院の患

者の方々に約1万8，000枚のしおりをお

渡しし、ご家族も含め、大変喜んでいただ

けました。

ちなみに2004年、しおりをプレゼントす

るために病院を訪問した客室乗務員は約

60名、押し花やしおり作成の参加者は10

日間で延べ約2,700名にのぼります。

ANAグループでは、これからも患者の

方々にお喜びいただける限り、ささやかな

社会貢献活動として「すずらん行事」を続け

たいと考えています。

しあわせが長く続きますように、そして少しでも励みになればと

全国約50カ所の病院に、ANAグループ従業員がひとつずつ心を

込めてつくったすずらんのしおりを届けています。

しおり一枚一枚に、花言葉の『しあわせ』を願い、できあがっ

た約1万8，000枚のしおり。笑顔を添え、お一人ずつ声をかけて

お渡ししました。入院されている患者の方々の素敵な笑顔を見

ることができて、私自身もしあわせな気持ちになりました。

客室本部業務サポート部

西村佐智子

ANAの約束

ANAグループでは、企業市民として社会

に貢献することが責任であると考えていま

す。持続可能な未来のために、地域社会に

おいて従業員が実際に参加する社会貢献

活動を中心に取り組んでいます。社会との

コミュニケーションを通じて、いつも身近な

存在であるグループを私たちは目指します。

私も社内報の制作を通してANAグルー

プの社会貢献活動を広く社内に知らせ、よ

り一層盛り上げていきたいと思います。

ANA総合研究所

渡部美穂 い
つ
も
身
近
な
存
在
で
あ
る
Ａ
Ｎ
Ａ
グ
ル
ー
プ
を
目
指
し
ま
す
。

沖縄の病院にしおりをお届け

すずらんの押し花のしおり



地域・社会とのかかわり

それは西多賀養護学校からの一通のメー

ルから始まりました。

「1963年4月29日の飛行記録の有無に

ついておうかがいしたくメールしました。

3年後の創立50周年記念のため本校略史

を編纂中のところ、当時最新鋭の旅客機を

使って本校在籍児童50名を無料招待し、

2回にわたって仙台上空を遊覧飛行した

との新聞記事が保存されているのを発見

しました。その際のフライトについて、調

べていただけないでしょうか？」

調査の結果、このエピソードの中心人物で

ある麻田機長の奥様がご健在であること

がわかりました。これは麻田機長の奥様

にうかがった、空を愛した一人の機長と、

空に夢を描いた子どもたちとの交流のお

話です。

1958年4月9日、一羽の伝書鳩が仙台空

港近くの国立玉浦療養所に迷い込みまし

た。この療養所には学齢期の子どもたちを

含む難病のカリエス患者が200人ほど入

院していました。玉浦療養所では、療養中

の大人の患者が学齢期の子どもたちに勉

強を教える取り組みが自然発生的に行わ

れ、いつからか"ベッドスクール"と呼ばれ

るようになりました。

その朝、ベッドスクールの子どもたちはみ

んなで飼っていた鳩のなかに見慣れぬ鳩

が迷い込んでいるのを見つけました。足輪

を頼りに調べると、それは東京在住の方の

鳩とわかりました。

「どうしたらこの鳩を無事に東京まで送り

届けられるだろう？」

子どもたちはみんなで相談しました。

「汽車で届けると鳩が弱ってしまうかもし

れない」

名案が浮かびました。この療養所の路を隔

てた前は仙台空港でした。

「そうだ、飛行機に頼もう！」

一方的な話でしたが、仙台空港長の鎌田さ

んは快く了解し、ANAの麻田機長がその大

役を引き受けてくれました。

鳩は無事に飼い主の元に届き、このエピ

ソードは新聞でも大きく報道されました。

この時からベッドスクールの子どもたち

と麻田機長との交流が始まりました。

麻田機長は何度もベッドスクールを訪ねま

した。子どもたちはいつも窓からの四角い

空を眺めています。

「いつか、自分たちもあの広い空の下で駆

け回りたい」

そんな子どもたちの気持ちが痛いほど伝

わりました。

「ベッドスクールの子どもたちを招待して

遊覧飛行はできないだろうか？あの大空で

子どもたちの歓声を聞きたい。仙台空港か

らの遊覧飛行であれば病気にも大きく影

響しないかもしれない」

麻田機長はベッドスクールの子どもたちを

招待しての遊覧飛行をANAに提案しまし

た。しかし営業上の利益はありません。そ

の上課題は山積みです。

「病気の子どもたちを乗せて途中で具合が

悪くなったりはしないの？」

「どうやって車いすの子どもたちに乗って

もらうの？」

それでも毎年、麻田機長はANAに提案し

ました。ベッドスクールの子どもたちの瞳

が彼を突き動かしていました。

「ベッドスクールの子どもたちの“空への夢”

を実現させたい」

最初の鳩の輸送から5年の月日が過ぎた

1963年、ついにANAから遊覧飛行の許

麻田機長とベッドスクール

可が下りました。

実施日は4月29日。50人の子どもたちを

2組に分けて2回の遊覧飛行です。

上空では子どもたちの興奮した声が途切

れませんでした。

「あっ、ぼくらの学校だ！」

「仙台の街があんなに小さく見える！」

「松島が見えたよ！」

いつもは病室の窓からの四角い空を見て

いた子どもたちが、大空を自由に飛び回り

ました。

麻田機長はその後Ｂ727型機のトレーニ

ングのためにシアトルへ渡米。帰国後病に

倒れ、1967年9月逝去されました。

ANAとベッドスクールとの交流はこの

後、記録には残っていません。しかし、子

どもたちとベッドスクール関係者の「夢」

と「感動」の記憶はいつまでも残りまし

た。今回、ベッドスクール（現 西多賀養

護学校）の創立50年誌に再び麻田機長の

お話を掲載するにあたり、再度その詳細を

お問合わせいただいたのが冒頭のメール

でした。

お客様と共有した「夢」と「感動」の思い出

は永遠の時を生きています。

「夢」と「感動」は過去から未来へと続く永

遠の“いのち”です。

ANA発足当時の主力機・ダグラスDC3

遊覧飛行での麻田機長と子どもたち

ANAグループの基本理念

─私たちのコミットメント─

世界の人々に「夢」と「感動」を届けます

田水ふじ子さんの作品

田中みゆきさんの作品



地域・社会とのかかわり
ステークホルダーとのかかわり

地域・社会とのかかわり

赤い羽根共同募金

ボランティア 地域との交流

グループ経営理念の行動指針「『社会』と

共に歩み続けます」に則った社会貢献活動

の一環として、1962年より｢赤い羽根共同

募金｣に協力しています。

これは1962年当時、路線を展開してい

たANAに厚生大臣が着目しご提案いただい

たことにより、24空港の輸送協力から始め

たものです。毎年10月1日、「赤い羽根共同

募金」運動のスタートを飾る国内各地の伝

達式において、ANAグループの客室乗務員

や旅客係員が、厚生労働大臣や中央共同募

金会会長からのメッセージと「赤い羽根」を

知事・市町村長・（市）支会長・（町村）分会長

にお届けしており、2004年で43回目とな

りました。

2004年度は、ANAグループが就航して

いる国内48空港の出発カウンターや全国

6カ所のANA SQUARE（市内発券カウン

ター）等に募金箱を設置して募金運動にも積

極的に参画。また、2003年度に引き続き、

ボーイング767型機6機とボーイング737

型機4機に共同募金のシンボルマークである

「赤い羽根」を特別塗装し、12月末までの募

金運動期間中、約6，000便が日本の大空を

飛び回り、PRに貢献することができました。

機内でのユニセフ募金
“Change for Good”

ANAグループでは、ユニセフ募金“Change

for Good”をアメリカ線（ホノルルを除く）

機内において実施しており、毎月約1，200

名のお客様にご協力いただいています。

機体メンテナンスセンターの
工場見学

機体メンテナンスセンターでは、一般の

お客様を対象に無料で工場見学を実施して

います。修学旅行生やご家族連れ、障害を持

つ方等幅広くご参加いただいています。見

学で訪れるお客様は年間4万人近くにのぼ

り、これまでに30万人以上の方々にご来場

いただきました。

養護施設への訪問

毎年7月、空港近隣の養護施設・不二学園

（成田市）で実施される「不二学園夏祭り」

（東京電力・ライオンズクラブ等の合同参

加）に参加し、夜店の出店、子どもたちとの

ダンス等で交流を深める活動を実施してい

ます。また、毎年12月には「CAサンタ」と称

し、早稲田大学ラテンアメリカ協会の学生サ

ンバチームとともに養護施設等をサンタの

衣装で訪問し、ダンス・バイオリン演奏、紙

芝居、クリスマスプレゼントの提供等を行っ

ています。

なお、2004年度は、3月に養護施設・房

総双葉学園（千葉市）の子どもたちを招き、

成田メンテナンスセンターにて機体見学会

も実施し好評を博しました。
ANAマルシェ

空港近隣の住民の方々を対象とするバ

ザー「ANAマルシェ」は、約10年前に開

始され、現在は成田地域のANAグループ

会社が参画する横断的なボランティア活

動へと拡大しています（2004年度ボラ

ンティア参加者：102名）。2004年度の

実績は、来訪者約1，000名、売上金約

150万円でした。売上金の一部は日本レ

スキュー協会（救助犬育成）、成田市福祉

協議会、および新潟中越地震にて被災さ

れた方への義捐金として現地対策本部へ

寄付しました。

全日空ホテルズ
ボランティアズデイ

全日空ホテルズボランティアズデイは、

阪神大震災をきっかけに「自分たちのでき

ることを」と10年前に始まった全日空ホテ

ルズ労働組合連合会が主催する社会貢献活

動です。献血、骨髄バンク登録から使用済み

切手・プリペイドカードの回収、チャリティバ

ザー、募金にいたるまで幅広い活動を行っ

ています。全国より集められた募金などは、

（財）日本盲導犬協会、あしなが育英会や開

発途上国の子どもたちのために活動してい

るNGOなどへ届けられています。

新潟県での募金活動

献血活動

サンタの衣装で養護施設を訪問

養護施設　　不二学園（成田市）
成田学園（成田市）
房総双葉学園（千葉市）
四街道養護学校（四街道市）

盲学校　　　千葉県立盲学校（四街道市）

2004年度「CAサンタ」訪問施設

機体工場見学



地域・社会とのかかわり

国や地域を越えて行う活動

スポーツ大会など主催イベント

北京・大連国際マラソン開催

中国での国際マラソンを主催していま

す。2004年は10月17日にANA北京国際

マラソン、10月31日にANA杯大連国際マ

ラソンが開催されました。北京国際マラソ

ンでは天安門広場を出発点に2万9，000人

のランナーが北京を疾走。大連国際マラソン

も2004年で18回目を迎え、ノスタルジック

な大連の街を選手が颯爽と駆け抜けました。

両大会とも日中友好の架け橋となるべく、

今後も全力で取り組みます。

2004 ANAオープン開催

9月16日から4日間、第32回ANAオー

プンゴルフトーナメントが札幌ゴルフ倶楽

部輪厚コースにおいて開催されました。同

トーナメントでは大会運営にあたりボラン

ティアの方を募集し、地域との連携を深め

ています。1997年に13名でスタートした

ボランティアも、地元・北広島市の方を中心

に年々参加者が増え、今大会は延べ626名

が参加しました。

トーナメントの収益金の一部は、ボラン

ティアなど多大なご協力をいただいている北

広島市に寄付しています。また、アマプロチャ

リティートーナメントの収益金は（財）北海

道交通安全協会などに寄付を行っています。

ANAこどもの城・コンサート
「おんがくがスキ！」

欧州6都市（ロンドン・パリ・ブラッセル・

デュッセルドルフ・フランクフルト・ジュネー

ブ）にて、東京・青山にある国立総合児童セ

ンター「こどもの城」の演奏グループをANA

主催で招待し、子どもから大人までが楽し

める観客動員型コンサートの公演を行っ

ています。各支店で工夫を凝らし、ANAグ

ループ従業員が舞台で子どもたちと歌うな

ど、親しみやすいANAグループらしさが結

集されたイベントになっています。コンサー

トで集まった募金27万295円は、国連難民

高等弁務官事務所（UNHCR）を通じて、ス

マトラ島沖地震による津波被害を受けた地

域の救援活動に寄付しました。

協賛輸送の実施

ANA CARGOでは、展覧会で展示される

絵画や工芸品など数々の芸術品を世界から

日本へ、そして日本から世界へと運搬してお

り、恐竜展や遣唐使展、ジャン・コクトー展

など、国内外約60の展覧会の芸術作品の輸

送協力を行っています。

芸術品の運搬では、送り主から安全で確

実な輸送はもとより、繊細なハンドリング

品質が求められます。ANA CARGOでは、

品質保持を最優先した美術品輸送に努める

のはもちろん、その先にあるお客様の「感動」

を運ぶお手伝いをしています。

ミニサッカー＆タグ・ラグビー
くまもと大会実施

2004年5月15・16日の2日間、熊本市

の県民総合運動公園においてANA杯ミニ

サッカー大会を開催しました。2日間で選

手・応援を含め約6，000人が来場、197

チームが参加し、2002年の日韓共催ワー

ルドカップを思い出させる熱戦が繰り広げ

られました。

また、10月11日の体育の日には、男女参

加型で誰もがプレーできるラグビー「タグ・

ラグビー」を開催しました。当日は、県下の

小学校37チーム、中学校17チームの合計

350名が参加し熱戦を繰り広げました。応

援の方を含め約1，000名が楽しみました。

北京国際マラソン

10月に行われたタグ・ラグビー大会

協賛輸送では繊細なハンドリング品質が求められる

優勝したC.プラポール選手といっしょに

荒巻彩耶さんの作品



ANAの約束

次世代の育成にかかわりたいというのは私

たちの願いです。日本の、そして世界の未来

のために、子どもたちや将来を担う人材にで

きる限りの支援を行うのは私たちの責務です。

「アジア諸国の有望な人材の育成支援、

相互交流が重要」と考えたANA第2代社長

岡崎嘉平太の遺志を受け継ぎ、岡崎家ご遺

族からの寄付とあわせて岡崎嘉平太国際奨

学財団を設立。現在までに中国やアジア諸

国から多くの奨学生を受け入れ支援するこ

とができました。

また、各地でパイロットや私たち整備士が

航空教室を開き、子どもたちに飛行機につ

いて説明する機会も持っています。

整備本部原動機センター整備部
エンジン整備第一課

渡邉精治

日
本
の
、そ
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て
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航空教室

次世代とのかかわり

次世代とのかかわり

ステークホルダーとのかかわり

ＡＮＡパイロット出張航空教室

ANAでは、これまでも世界各地からの依

頼を受け航空教室を実施してきました。

2004年度からは、安全運航ならびにANA

の運航ポリシーについてお客様にご理解い

ただくべく、運航本部活動方針に則ったCS

活動の一環として、国内外の小中学生を対

象に積極的に開催しています。2004年度

は計33件の航空教室を実施しました。その

他、運航乗務員が自分の休日を利用した社

外活動として、自らの出身校で行う航空教

室も17件にのぼっています。

航空教室は、一般の小中学校等から直接

開催をご要請いただけるように、ANA SKY

WEBに募集ページと申し込み用アドレスを

設けています。

ANAでは、小中学生を対象に「飛行機がなぜ

飛ぶのか」「パイロットの1日の仕事」などの話を中

心に積極的に出張航空教室を行っています。なか

には将来パイロットになる夢を持つ子どももいて、

活発な質疑応答で時間が足りなくなることもしばし

ばです。今後もこの活動を通じて、子どもたちに

夢を与えることができたら幸いです。

十数年後、出会った子どもたちとコックピット（操

縦室）で仕事ができることを楽しみに今後もがん

ばります。

運航本部業務推進室
企画推進部

間野正彦

「ANAパイロット出張航空教室」の募集ページ

開催月 内容

4月 パリ航空教室
大田区大森第一中学校

5月 フランクフルト航空教室
荒川区立第三中学校
岐阜県羽鳥市立中央中学校

6月 香港日本人学校航空教室
福山暁の星女子高等学校

7月 AMC会員向け親子航空教室
空の日中学生派遣事業
奈良交通（関西空港見学ツアー）

8月 奈良交通（関西空港見学ツアー）
NECツーリスト（羽田空港見学ツアー）
米子空港1,000万人イベント
中・高生のための航空教室

9月 鳥取空港「空の日」イベント
新潟空港「空の日」イベント
松山空港「空の日」イベント
岡山空港「空の日」イベント
バルセロナ、ハンブルグ航空教室

10月 朝日新聞航空教室
ダブリン、ジュネーブ、ブラッセル
宮崎空港｢空の日｣イベント

11月 新中部空港イベント
実践女子短期大学

12月 ちびっこ体験ツアー
新潟県田麦山小学校
AMC会員向け親子航空教室

1月 機体工場見学
大連航空教室
ちびっこまるごと1日体験ツアー

2月 ちびっこまるごと1日体験ツアー
新潟県木戸中学校

3月 ちびっこまるごと1日体験ツアー

2004年度「ANAパイロット出張航空教室」実績

ルウデェ華さんの作品



次世代とのかかわり

原動機センター航空教室

原動機センターの整備士が実施するボラ

ンティアでの航空教室は、地域に根付いた

活動を行うこと、ならびに子どもたちに飛

行機、エンジンに興味を持ってもらい、親睦

を深めることなどを目的に実施しています。

原動機センターの整備士がANA従業員の出

身小学校に出向き、飛行機の飛ぶ原理やエ

ンジンの整備方法などを紹介し、その後全

員で紙飛行機をつくって飛ばします。

2004年度より本格的なボランティア活

動として原動機センター内よりメンバーを

募って実施していますが、小学生だけでな

く、高校生、イベント参加者なども含めすで

に700名以上の方々を対象に開催してきま

した。参加者からは「純粋に楽しかった」

「航空が身近に感じられた」「親子で楽しめ

た」といったありがたい感想をいただいて

います。また、手づくりの感謝状やお手紙な

どもいただき、メンバーのやりがいにもつ

ながっています。

一方で、実施した原動機センターの整備士

からは「お客様と触れ合うことで自分が航空会

社で働いていることを再確認した」「子どもた

ちと直接触れ合うことができるので、機会があ

れば今後も参加したい」などの前向きな声が

あがっています。

今後も子どもたちの笑顔が見られるよう、

引き続き楽しみながらがんばっていきたいと

思います。

ミニミニCA（客室乗務員）航空教室

2005年3月、大阪地区にて「ミニミニCA

航空教室」が開催されました。この航空教室は、

地域の子どもたちにANAが「あんしん、あった

か、あかるく元気。」な、身近な航空会社である

ことを感じてもらうことを期待して企画された

ものです。CAの提案から始まったこの企画は

毎年好評で、3回目となる今回は約1，000名

の小学生から応募があり、抽選で選ばれた24

名が参加しました。カリキュラムが始まった時

点では緊張していた子どもたちも、CAの制服

を着用し、保護者の方とのターミナルでの記念

撮影や、機内サービスの体験、客室乗務員・運

航乗務員との楽しいランチタイムなどを通じて

制服姿で記念撮影

ミニミニCA航空教室の閉校式

Claire Ho Yan Yuさんの作品



その他の活動

次世代とのかかわり

次世代とのかかわり

ステークホルダーとのかかわり

岡崎嘉平太国際奨学財団

（財）岡崎嘉平太国際奨学財団は、第2代社

長の岡崎嘉平太の遺志に基づき、アジア各国

の人づくりを支援することを目的に1990年

3月に設立され、その活動は15年目を迎えま

した。同財団は各国の大学卒業者のなかか

ら奨学生を選考の上、日本に招聘し、彼らの

大学院での研究活動を支援しています。

航空機部品展示寄贈

沖縄県の下地島で訓練中に破損したANA

の航空機が解体されることを知った（財）

沖縄こども未来ゾーン運営財団から、その

一部を展示して、沖縄の子どもたちに大空

への夢や航空機へのあこがれを身近に感じ

てもらいたいという要請を受けました。

解体された部品はそのまま展示できる状

況にはなく、エーエヌエー テクノアビエー

ション株式会社が部品の塗装作業および航

空機の模型の塗装を実施。グループの従業

員が、解体される航空機の部品が活かされ

るならと、ボランティアで動翼、タイヤ、客

席、模型などの展示作業を行いました。

2004年7月22日に沖縄の子どもたちに航

空機への興味を持ち、将来の夢につなげて

ほしいという思いを込めて贈呈しました。

航空に関する講義・セミナー

航空ビジネスに関する大学講義

少子化の進展による受験生の減少や、

2004年春の国立大学の独立行政法人化な

どの流れを背景に、各大学もここ数年、他と

違う個性的・魅力的なカリキュラムの導入･推

進に力を入れています。現実の経済現場で起

きていることを、その現場で働く人の口で語

る授業は、学生に人気のある「新しい授業」の

ひとつであり、ANAもいくつかの大学で、航空

ビジネスや観光、航空業界を取り巻く環境と

いったテーマで講義を行っています。航空業

界への社会の理解が深まるのは歓迎すべき

ことで、今後とも積極的に協力していきます。

なお2006年度より、ANAの全面協力の

もと日本初の航空操縦士養成コースが東海

大学でスタートします。技術面のレクチャー

だけでなく、航空産業論など一般情勢に関

するクラスも加え、本格的な産学連携プロ

グラムを展開していきます。

専門学校への講師派遣活動

航空機の安全運航はそれにかかわる多く

の関係者によって支えられています。

新東京空港事業株式会社では、国際空港

の地上支援事業で培った経験とノウハウを

周辺分野へ展開することにより、未来の航空

業界発展の一助とすべく、東京、大阪、名古屋、

福岡など、国内各地の航空、観光系専門学校

などにおいて、現役空港現場担当者による

「グランドハンドリング・セミナー」を開催し

ています。比較的なじみの薄い空港グランド

ハンドリング（地上支援）業務の紹介を中心

に、「航空業界の現状」「安全運航を支える機

能とグループ会社」「空港業務の１日」などの

説明を通じ、航空機運航を支える様々な人々

と業務、大変さを伝えるとともに、仕事の楽

しさ、やりがい、興味喚起を行うことによっ

て航空への信頼、理解促進に努めています。

授業で学ぶ理論が実社会のビジネスとどのようにつながっているのかは、学

生が多く関心を抱くところです。日本のエアラインビジネスは、長く保護・規制下

にありましたが、近年、規制緩和が促進されました。その結果何が起きたのか、

あるいは自由競争と公共性の要請との調和がどのように図られているのかな

ど、学生も興味を持てるテーマなようで、幸いにして出席率は非常に高いです。

ANA総合研究所

太田勉

大学名 学部名 講義名

千里金蘭短期大学 人間社会学部 「アジアの社会と文化入門」（通年）

慶應義塾大学 東アジア研究所講座 「東アジアの経済連携と航空」

法政大学 観光立国論講座 「航空産業と観光」等

2004年度に実施した大学での講義



取引先とのかかわり

取引先とのかかわり
取引先との関係

取引先との公正な関係

Ⅱ 取引先・競争会社との関係
① 取引先との公正な関係
私たちの購買取引は国内外に開放され、公正か
つ透明なものとし、理解されやすい手続きによっ
て行います。

② 接待･贈答、金銭の授受
私たちが、購買先や旅行代理店などの取引先に
対する接待・贈答を行うにあたっては、社内基準
に照らして行います。

③ 独占禁止法・景品表示法の遵守
私たちは、取引先との関係にとどまらず、競争会
社との競争においても、独占禁止法に定める規
範を遵守し、公正な取引を確保いたします。

ANAグループでは公正な取引を行うた

め、ANAグループ行動基準に定める「取引

先・競争会社との関係」に基づき、独占禁止

法などの関係法規を遵守していきます。

資源循環の実現とグリーン購入の推進

ANAグループでは、「ANAグループ エコロ

ジープラン2003-2007」にある「資源循環の

実現」に向けた取り組みのひとつとして、グリー

ン購入を推進し、その経過を公表しています。

事務用品のグリーン購入
ANAでは2002年7月から、全社で社内

LANを利用した文房具やコピー用紙等の

事務用品電子購買システムを導入しグリー

ン購入の促進を図っています。2004年度

はグループ会社10社も参画し、グリーン購

入額は全体で前年比30％増加したものの、

グリーン購入率は減少しました。身近に使

う文房具類やコピー用紙について、環境に

配慮した製品を優先して購買することは、

ANAグループ従業員の環境保全に対する

意識を高める意味でも重要な活動だと考え

ます。

今後は、グリーン購入比率が向上するよ

う環境に配慮した事務用品の購買を拡大し、

グループ内のグリーン購入を推進していき

ます。

ANAグループ
購買取引行動指針

ANAグループ購買取引行動指針

① 購買取引においては、優れたサービスおよび財を
経済合理性に基づいて公正に選択し、購入します。

② 購買取引は、国内外に開放され、公平かつ透
明とし、理解しやすい簡素な手続きによって行
い、取引先との間では相互信頼、相互補完関係を
築くよう努めます。

③ 購買取引においては、ANAグループ行動基準
を遵守し、企業倫理に則り、関係法令を遵守し、
資源保護、環境保全に配慮します。

ANAグループがお客様に提供するサービ

ス・商品の多くは、航空機材をはじめ、ジェ

ット燃料、機内用品から事務用品などの幅広

い分野において、取引先からの資材・サービ

スの調達の上に成り立っています。ANAグ

ループは、購買取引行動指針に基づき、取引

先と連携を図りながら、CSRを推進してい

きたいと考えます。

取引先のコンプライアンスおよびCSR

ANAグループは、グリーン購入ネットワー

ク（GPN）が定めるグリーン購入について、

今後も推進していきます。

また、従来のグリーン購入・調達の取り組

みに加えて、取引先にANAグループのCSR

への取り組みにご理解ご協力いただくと同

時に、取引先のコンプライアンスや社会貢

献活動等のCSRへの取り組みについても考

慮し、より強い連携関係を築きながらCSR

を推進していきます。

目標 
100%

実績 
47%2003年度 

30%2004年度 

目標 
80%

実績 
62%2003年度 

2007年度末 2007年度末 

74%2004年度 

グループ理念

ANAグループ行動基準（抜粋）

事務用品などのグリーン購入率 コピー等用紙のグリーン購入率

藤木亮輔さんの作品



グループ人事理念

人への基本方針

従業員とのかかわり

従業員とのかかわり

雇用に関する方針

ANAの約束

「挑戦する人材の創造」―これがANAグ

ループの人事理念です。企業は人からとい

われます。ANAの力の源は「人」であるとの

考えから、強いANAをつくるために私たち

は人事理念を掲げ、人材づくりに力を入れて

います。その人材づくりのベクトルは、創業以

来のチャレンジャーとしてのDNAを受け継

ぎ、「挑戦」し続けることに向いています。

また、ANAグループでは社内のコミュニ

ケーションを重視しています。従業員代表の

組合とともに働きやすさを目指し協議を重ね

ている他、社長をはじめ経営トップが従業員

と直接語り合う「ダイレクトトーク」を頻繁に開

催、社長に直接意見を伝えられるメールアド

レスも設けています。さらに、従業員の新し

い発想を大切にし実現させる「バーチャルハ

リウッド」も活発に行われています。

創
業
以
来
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
受
け
継
い
だ
、

「
挑
戦
」す
る
人
材
の
創
造
を
目
指
し
ま
す
。

ANAグループ経営理念における「人を活

かし、チームワークを『力』にし、強いANA

グループをつくります」という行動指針を

具現化するにあたり、2002年にグループ

人事理念を制定しました。これは、「グルー

プとしてどのような人材・価値観を重視す

るのか」を明確化したものであり、グルー

プ成長の原点は「お客様に徹底的にこだわ

ること」との考えを強調したものとなって

います。

ANAが求める人材とは
ANAでは、「顧客志向」「変革力」「人間力」

を兼ね備えた人材を求めています。お客様

の声に徹底的にこだわり、ANAグループ

のブランドビジョン「お客様と共に最高の

歓びを創る」ことを追求する顧客志向のマ

インドのある人。グローバルな志向で大き

な目標をたて、失敗を恐れない強い意志と

既存の枠組みにとらわれない柔軟な思考

によって、変革を継続的に推進できる人。

自分の持ち味（国際性・熱意・バイタリテ

ィーなど）を発揮しながら、仲間を尊重し

て強いチームづくりに貢献し、ともに成長

できる多様性を秘めた人。これらの人材が、

ANAらしさである「あんしん、あったか、あ

かるく元気。」を発揮し、明日のANAととも

に成長する人材だと考えています。

女性が生涯働ける職場環境を目指して
ANAは女性がいきいきと活躍できる会

社を目指しています。客室乗務員・空港の

旅客係員を中心に、約5,000名の女性（全

従業員の4割超）が活躍していますが、総合

職（事務・整備）や運航乗務員への女性の採

用も積極的に行っています。航空業界初の

女性役員を誕生させるなど、女性管理職比

率の拡大も積極的に進めており、充実した

育児休業制度や短時間勤務制度（導入予定）

等の女性を支援する諸施策を実施し、次世

代育成支援行動計画に基づいて、女性が生

涯活躍できる職場環境をより一層充実さ

せていきます。

身障者の活躍の場を拡大
ANAは身障者の雇用にも積極的です。

意欲のある多くの身障者が活躍していま

す。また、航空業界初の特例子会社である

ANA・ウィング・フェローズ株式会社を

1993年に設立し、身障者の活躍できる職

場の拡大を進めています。2004年度の身

障者雇用率は1.6％で法定雇用率（1.8％）

には達していませんが、今後より一層の取

り組みで早期の法定雇用率達成を目指し、

より多くの身障者が活躍できるよう努力

していきます。

2003年度 
実績 

29.9% 20.3%

2004年度 
実績 

ステークホルダーとのかかわり

総合職事務職採用における女性の比率

人事部

片野坂真哉

ANAグループ人事理念

─挑戦する人材の創造─

一人ひとりは自らの「成長」に挑戦し、
グループ全体でお客様の「感動」に挑
戦する。

チャレンジャーとしての限りなき「挑
戦」が「強いANAグループ」をつくる。

藤生愛さんの作品



階層別教育
必須教育

オープンセミナー
自己選択型

ビジネススキルの向上・キャリア開発・国際化・情
報化・CSなど事業の戦略課題に対応した能力開
発・専門性深化が目的

自己啓発支援プログラム
通信教育や各種学校との優待契約、社内語学力診断
テスト（TOEIC）等

グローバルビジネストレーニング

スターアライアンスメンバーとの合同セミナー

国際化研修
国際化への体系的な支援制度

米国・欧州・アジアの各地域への海外実務研修制度

海外留学制度

一人ひとりの能力を尊重する教育・人事制度 労働安全衛生

安全で働きやすい
職場環境づくり

取り巻く社会経済環境が激変するいま、

変化に即応し、かつ高度化・複雑化した業

務を遂行するためには、より高度な専門性

が求められます。ANAの人材開発の考え

方は、この専門性の追求に立脚しています。

航空運送事業の基本品質を支える能力を

基盤として、その上で課題を自律的に遂行

し、期待を超える成果を創出する能力を形

成できるよう支援しています。具体的に

は、一人ひとりの成長の上にANAの発展

があるとの考えのもと、意欲ある従業員の

自律的な能力開発をサポートする様々な

教育制度を展開しています。

ANAでは、お客様をはじめとする社会

からの信頼に応えるべく、企業の社会的な

役割のひとつである人権尊重を重視した

企業経営を進めています。「社会と共に歩み

続ける企業として、社会に存在する様々な

人権問題の解決に取り組む」を基本方針に、

グループを挙げて人権啓発活動を推進。そ

の中心となる「ANA人事部人権啓発室」に

専任の担当者を配置し、人権啓発活動につ

いての企画立案を行うとともに、各事業所

安全衛生への取り組み
従業員の安全と健康の確保、快適な職場

環境の形成は、企業活動の基盤であるとの

認識のもと、全国の事業所に安全衛生委員

会を設置し、従業員の危険および健康障害

を防止するための対策について、各事業所

の実情に合わせた活動を展開しています。

健康管理
従業員の健康管理をより充実させるた

め、法定を上回る内容での定期健康診断を

はじめ、人間ドック受診者に対する費用補

助（健康保険組合）、定年退職時健康診断、

全国の事業所への健康相談窓口設置等を実

施しています。

また、心の健康を維持・増進させるために、

定期的なメンタルヘルスチェックプログラ

ムの実施や社外専門スタッフによるメンタ

ルヘルスカウンセリング（健康保険組合）も

行っています。

従業員とのかかわり

人権尊重に関する取り組み

教育制度の一例

過去3年の業務上災害発生件数

38件 

2002年度 40件 

41件 

2003年度 

2004年度 

に配置されている「人権啓発推進委員」の

活動の支援を行っています。

小野寺静子さんの作品

高齢者＆車いすサービス体験セミナー 戦略思考・変改マインド養成セミナー



て開催されました。大会の安全管理活動分

科会では、機体メンテナンスセンターの安

全衛生活動の成果を機体整備部・武井浩昭

チーフ（安全衛生委員）が約500名以上の参

加者を前に講演しました。

「安全衛生委員会を盛り上げろ！」と題さ

れたこの講演は、ITを駆使し工夫を凝らし

た安全衛生活動や安全衛生活動を担う人材

の育成等の内容で行われ、講演後には数社

の企業から問合わせがあるなど参加者の注

目を大いに集めました。

各事業所に設置された安全衛生委員会の

こうした自主的活動を通して、安全衛生水準

の一層の向上に努めています。

ゆとりと充実感をもたらす福利厚生制度
～ANA WELFARE PLAN～

安全で働きやすい職場環境づくり

従業員とのかかわり

従業員とのかかわり

全国産業安全衛生大会への参加

生きがい、働きがいが感じられるよう、

入社からセカンドライフにいたるまで、従

業員一人ひとりのライフシーンにゆとり

と充実感をもたらす福利厚生制度を設け

ています。制度は6つのカテゴリーに分か

ANA WELFARE PLANの概要

健康づくり
従業員本人の心とからだの健康管理はもちろん、家族の健康もバックアップできる制度を設けています。

資金づくり
将来に備えた資金づくり、持家取得のための制度を設けています。

安心づくり
もしもの事態に備えた遺族補償、育英資金制度をはじめ、家族も含めて補償が得られる団体保険制度を拡充して
います。

暮らしを後押し
出産・育児、介護にかかわる制度（休職・休暇等）を整備しています。また、転勤者、新婚者向けに社宅の提供を行っ
ています。

余暇の充実
共済会を通じたレクリエーション活動、文化・スポーツクラブ活動を充実させています。

セカンドライフ
ライフプランシミュレーションをはじめ、ライフプランセミナー、自助努力による年金制度など、セカンドライフを
有意義なものとするためのサポートを行っています。

れており、各人のライフスタイルに合わせ

て制度を選択し活用できるしくみになっ

ています。

あわせて、カフェテリアプランを導入し、

従業員の自立、自助努力支援を行っています。

厚生労働省後援、中央労働災害防止協会

主催の労働行政における最大のイベント「全

国産業安全衛生大会」が、2004年10月、大

阪市の大阪城ホールをはじめとした15会場

で全国から約1万5，000名の参加者を集め

メンタルヘルスに関する
取り組み

機体メンテナンスセンターは2004年

度、厚生労働省委託の中央労働災害防止協

会（以下、中災防）よりメンタルヘルス対策

の推進に意欲のある事業所として「メンタ

ルヘルス指針推進モデル事業」に選定され

ました。中災防の支援専門家とともに、メン

タルヘルスにかかわる問題解決方法等の対

策を計画・実施し、よりよい職場環境づくり

につなげました。

cap□□□□□□

メンタルヘルスに関する講義の様子

ステークホルダーとのかかわり

モデル事業の具体的内容

① 管理職および機体整備部チーフ対象の管理監督者
教育として、積極的傾聴法の訓練　

② 健康管理センターと連携して、メンタルヘルスケ
アが必要と思われる人のケア体制の構築

小菅潮音さんの作品



「自分のいまの仕事と直接関係ないし、会

社のなかにそれを担当する部署があるわけ

でもない。そもそもうちの会社の業務と何

の関係があるかも判然としない。でもどう

してもこれをしたい。そんな、どうしてもや

りたい『これ』を持っている人が活動しやす

いような場を提供します」

そんなふれこみで始まった「ANAバーチャ

ルハリウッド」活動。その導入にいたった

ANAの問題意識は次のようなものでした。

① 経営環境が私たちのこれまでの「常識」

を超えて激変するなかで、会社としての状

況対応力を向上させるために、「これまでの

常識の外にいる人」を会社として発見し、育

てる必要がある。

② 既存組織が対応できないテーマについ

て活動させるためには、組織にとらわれな

い自律的な活動を公認する方策が有益であ

る。このためWeb上での共同作業を可能に

するシステムを導入する。

③ 自らの「やりたいこと」に挑戦する機会

を提供し、従業員の自律を促す副産物とし

て、草の根レベルでの従業員間の交流の活

発化や閉塞感の打破も期待できる。

2004年度は34名の提案者（ディレク

ター）が役員への提案を経て、その実現に向

け活動しています。2005年度も21名の提

案者がそのムーブメントを持続させ、いま

までにない奇抜でおもしろいアイデアを具

現化すべく活動します。

ダイレクトトーク

ANAバーチャルハリウッド

放談室

従業員とのコミュニケーション

2001年より、当時の大橋社長をはじめと

する経営トップと、フロントラインを中心と

した従業員との直接対話を積極的に進めて

きました。ANAグループを取り巻く経営環

境や目指すべき方向性など、経営トップが自

分の思いを自分の言葉で語り広く共有化し

ます。一方、フロントラインは現場の状況や

問題点を経営トップに直接伝えます。そうし

た双方向のコミュニケーションを通じて、

経営と現場の距離を縮めています。2004

年度には経営計画、従業員に期待すること、

「放談室」は、グループイントラネットに

設置されたコミュニティサイトで、グルー

プ従業員が日頃感じていることを自由に書

き込めます。2004年度の投稿は約400件。

安全に関する問題提起やサービス改善提

案、著名人の講演会の感想から最近のトレ

ンド分析まで、内容は多岐にわたります。そ

うした書き込みの連鎖のなかからいままで

にない発想や意識が芽生え、新たなムーブ

メントが生まれることが期待されます。

私は羽田銭湯計画（飛行機のエンジン試運転のエネルギーで

湯を沸かす）というテーマで活動しました。

「ANAバーチャルハリウッド」に参加してよかったのは、活動

を通じて他のディレクター・メンバーと、部門、会社を越えて情

報・意見交換ができたことです。また、漠然とした考えを会社組

織のなかで具現化するための提言を行ったことにより、いままで

見えていなかった会社の現状を知る機会にもなりました。活動

にあたり時間の確保に苦労はしましたが（笑）。日常業務以外に

取り組みたいテーマを持った従業員を支援する「ANAバーチャ

ルハリウッド」。ANAに勤めてよかったなぁ、と感じています。

整備本部原動機センター管理室
管理課

加藤雅彦

従業員とのかかわり

ダイレクトトークでは、なごやかな雰囲気のなか活発な意見交換がなされる

バーチャルハリウッド・ディレクター募集の告知ポスター

いま現場で何が起きているかといったテー

マで約50回のダイレクトトークを実施し

ました。

小菅潮音さんの作品



複数の部署にまたがる課題や通常組織で

は解決が図れない問題は、各本部の執行役

員で構成するCS推進会議で審議されます。

また、機内誌「翼の王国」やANA SKY

WEBでお客様の声を受けて実施したサー

ビス改善事例を紹介し、お客様へのフィー

ドバックを行っています。

係員から役員にいたるまで「お客様の声

に徹底してこだわること」を通じて、お客様

の声が宝の山であることを実感しています。

「クローズド・ループ」は、サービス課題の解

決だけでなく、全社的なCSマインドの啓発

にも寄与しています。

お客様の声

ステークホルダーとのコミュニケーション

ステークホルダーとともに

ステークホルダーとともに

ANAグループの経営理念には「お客様

の声に徹底してこだわります」という行動

指針が掲げられています。この理念を実践

するための具体的なしくみが「クローズ

ド･ループ」と呼ばれる全社的な課題解決

の取り組みです。

ANAグループは国際線、国内線あわせて

毎日約900便、12万人以上のお客様に空

の旅を提供しており、ANAの商品やサービ

スに関するお客様からの声は電話や電子

メール、手紙などを通じてカスタマーデス

クに集められます。またANAは予約から

空港、機内にいたるまでお客様との接点が

非常に多い企業です。そのため各係員はお

客様から直接声をかけていただく機会に

恵まれています。

こうして起票されるレポートは、半年で約

3万件あります。これらをイントラネット上の

データベースに蓄積し、権限を有する従業員

が閲覧可能な環境を整備しています。サービ

スの現場から報告される「お客様の声」や

「係員の声」を集約、分析し、商品やサービス

の企画および課題の解決に活用するサイク

ルが「クローズド・ループ」です。

ステークホルダーとのかかわり

これまでの「お客様の声」

ANA  SKY WEBの「お客様の声」を紹介したページ

ANAの約束

ANAは、様々なステークホルダーとの積

極的なコミュニケーションを大切に、皆様

の声をお聞きすることでそのニーズの把握

に努めています。企業活動においては、こ

うしたステークホルダーからのご期待に常

に応えていくことが、企業価値を向上させ

るものと信じています。

私の担当するカスタマーデスクでは、お

客様からの生の声を直接お聞きする機会

に恵まれています。改善すべき事項を積極

的に見出すことで、サービスの向上につな

げています。

CS推進室カスタマーサポート部
カスタマーデスク

古藤美佐恵
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クローズド・ループ

「お客様の声」「係員の声」をレポートアップ 

ご意見・ご要望 

フロントライン 

CS推進室 

お客様 

CS推進会議 

集約・共有・分析 
全体を把握し、解決すべき課題を抽出 

解決策を立案 

各主管部署または複数部署で 
構成される専門部会 

解決策の実施を決定 

解決策を実施 

各部署 



ANAグループの事業は多様な職種の協

働により成り立っており、適正な事業運営

にあたっては、従業員・職場・労使間にお

けるコミュニケーションが極めて重要な

要素となります。また、従業員の高い勤労

意欲・能力が事業運営を支える大きな基盤

となっていることから、それらを最大限に

活かし得る環境づくりが、必要不可欠とい

えます。

こうした事業特性に鑑み、徹底した労使

協議・労使対話を通じて、相互信頼と相互

協力の関係を築くとともに、その一方で常

に緊張関係を維持しつつ、安全の堅持・お

客様サービスならびに基本品質の向上をは

じめとした航空運送事業としての使命を果

たし、広く社会に貢献することを目指して

います。

労使関係

ステークホルダーとともに

お客様からいただいたご意見を基に改善を図った事例をご紹介します。

事例１

お客様の声
「車いすで飛行機に乗る時、入り口の段差が気になります」

改善策
車いす・段差解消スロープを導入（2005年5月）

飛行機にボーディングブリッジ（搭乗橋）を装着する際、ドアの
開閉の都合上どうしても段差ができてしまい、車いすをご利用
のお客様にはご不便をおかけしていました。2005年5月より
段差解消スロープを順次全国に導入し、車いすでスムーズに移
動していただけるよう配慮しました。

事例2

お客様の声
「携帯電話で運航確認ができると便利なのに…」

改善策
携帯電話での運航情報のご案内を開始（2005年6月）

当日の運航に関する総合的な情報を、パソコンだけでなく
携帯電話からも確認していただけるよう改善しました。従来
の便ごとの情報に加え、天候状況や運航の見通しも毎日タイ
ムリーにご提供しています。

事例3

お客様の声
「機内にペットを持ち込むのはやめてほしい」

改善策
ペットの機内持ち込みを廃止（2005年8月）

国際線ではペットの機内持ち込みを受け付けていましたが、機
内環境や動物アレルギーのお客様からのご意見を考慮し、
2005年7月31日より当該サービスを廃止、ペットは約15～
20℃程度に保たれた貨物室でお預かりすることにしました。

＊盲導犬・聴導犬・介助犬などお客様と同伴が必要な場合は除きます。

お客様の声

三橋元子さんの作品

三橋元子さんの作品



ステークホルダーとのコミュニケーション

ステークホルダーとともに

ステークホルダーとともに

ステークホルダーとのかかわり

ANAでは、株主・投資家の皆様を重要な

ステークホルダーとして、日ごろから緊密

なコミュニケーションを図っています。

迅速で適切な情報開示
決算や経営計画をはじめとして経営に関

する重要な情報については、発表と同時に

ホームページに公開しています。

株主の皆様には年4回、株主通信「ANA

VISION」を発行し、事業報告書の内容に

とどまらず、折々のトピックスなどをわ

かりやすくご案内しています。また、内外

の株主、投資家の皆様に向けて、和文、英

文のAnnual Reportを毎年7月に刊行

し、決算状況や、経営計画を詳細に説明し

ています。ANAの投資家情報ホームペー

ジでは、こうした刊行物の掲載に加え、財

務データや、輸送データなどの情報も公開

しています。

コミュニケーションの充実
年1回開催される定時株主総会は、株主の

皆様と経営者とがコミュニケーションを図

る貴重な機会でもあると認識し、できるだ

け多くの株主の方々からのご質問、ご意見

に耳を傾けたいと考えています。

アナリスト・機関投資家向けに決算や

経営戦略発表後に説明会を開催、経営トッ

プ自らが経営戦略について説明し、説明会

資料はホームページにも掲載しています。

2004年度は、社長自らがIR説明会を国内

で3回（年度決算、中間決算、中期戦略説明

会）、海外で2回（ヨーロッパ、アメリカ）

行っています。

ANAグループに対する株主や投資家の

皆様からのご意見、ご要望は、株主総会の

みならず会社説明会や電話など日常の様々

な機会を通じて集められ、経営層へフィー

ドバックしています。

また、株主の皆様へは、国内線ご搭乗優待、

ANAグループ各社優待の発行を通じて、

ANAグループへの理解を深めていただく取

り組みも行っています。

資本市場からの評価
こうした積極的な取り組みに対し、

2004年度日本証券アナリスト協会のディ

スクロージャー・サーベイにて運輸業界第

2位に選定されるとともに、全業種を対象

とした「ディスクロージャーの改善が著し

い企業」5社に選定されました。また、

2004年 度 の 日 経 Annua l Report

Awardにおいて、編集、構成が高い評価を

受け、「優秀賞」に入賞しました。

株主・投資家の皆様とのコミュニケーション（IR活動）

年4回発行の「ANA VISION」と
毎年7月に刊行される「Annual Report」

ANA「投資家情報」のトップページ

日本証券アナリスト協会から「ディスクロージャーの改善が著しい企業」と
して表彰される

NPO法人とのかかわり

NPO法人ジュース（JWS：Japanese

Association for Women in Sport）は2006

年5月に開催される「2006世界女性スポー

ツ会議くまもと」のために国際女性スポー

ツワーキンググループ（IWG）の事務局を

兼務しています。

2005年7月30・31日に行われた「愛・地球

博スポーツサミット」にはIWGとして参加

し、「スポーツと環境の共同宣言」発表に

立ち会いました。

『私たちは、きれいな水や空気などの健

全な地球環境が豊かな自然生態系によっ

て育まれ、それらがスポーツを楽しむ上で

欠かすことができないものであることを認

識しています。未来の世代も私たち同様

にスポーツを楽しむことができるよう、環

境汚染を防ぎ、自然環境を豊かにすること

を、ここに宣言します』

持続可能な開発のためにスポーツ組織

の役割がますます注目されています。

ANAにはNPO法人ジュースの活動に従来

からご賛同いただき、世界女性スポーツ会

議ではオフィシャルパートナーとしてご協

力いただく予定です。

NPO法人ジュース（JWS）理事長

小笠原悦子
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ANAグループの環境

航空事業は、化石燃料の消費およびそれにともなうCO2の

排出と、環境負荷の決して少なくない産業です｡私たちは

これをしっかりと自覚して、できうる限りの環境への取り組

みを行っていきたいと考えています｡

また私たちは今、地球市民という意識を持たなければな

らない時代にきています｡環境問題への取り組みは、地球

に生きる私たちみんなの責務です。ANAグループでは

「人と地球を考える」をキャッチフレーズに、従業員の意識

向上と環境保全活動への参加による社会への貢献を積極

的に推し進めています｡

これからの日本が、そして世界が、かつての美しい地球を

取り戻し、生き物にやさしい環境をつくりあげられるよう、

微力ながらANAグループもその一員として努力していき

たいと思います｡

常務取締役

久保小七郎



環境理念 環境法令とコンプライアンス
（法令遵守）

環境理念と方針

理念とマネジメント
環境マネジメント

理念とマネジメント

1998年5月に定めた「環境理念」に基づ

き、地球環境保全推進に積極的に取り組ん

でいます。行動指針に従い、それぞれの職

場において、節電・節水、廃棄物の適切な処

理、効率的なエネルギーの消費など、様々な

対策に努めています。また、地球環境を意

識したANAグループでの取り組みが社会

の持続性に貢献することを意識して、事業

活動に励みます。

企業の「社会的責任」とその責任範囲の拡

大に十分に対応すべく、2002年度以来、

環境法令の遵守状況の調査と体制づくりを

進めています。

2004年度は、対象のグループ会社をさ

らに拡大して展開するとともに 、産業廃棄

物処分の適法性をより確かなものとすべく、

その実態を当該分野の専門家の協力を得て

調査・評価しました。

全国事業所での法令遵守状況の調査と是正
2004年度は、グループ会社のエアーニッ

ポン株式会社4事業所とANAホテルズ7社

を追加し、ANA30事業所とグループ会社18

社27事業所を対象に法令遵守状況を確認し

ました。その結果、414件の法律との接点が

確認されました。また、環境に関する事故や

法令による罰則の適用はありませんでした。

調査による是正点

① 事業所の適用法令の明確化

② 事業所業務の手順を法令の制定・改正に

あわせ改善

③ 廃棄物のリサイクルを促進

同業者による「廃棄物処分業者」評価
2004年度は試験的に、信頼できる「廃棄

物関連業者」を3社選び、ANAグループの事

業所が産業廃棄物の処分委託をしている

「産業廃棄物処分業者」について、彼らの独

自調査による評価を行いました。

廃棄物処分の専門家である彼らのノウハ

ウを活用することによって、処分委託業者の

あらゆる角度からの調査・評価が可能とな

り、また不適正業者の排除、各事業所・グルー

プ会社による業者の適正選択や監視義務へ

のモチベーション向上にもつなげています。

環境への取り組み

同業者による廃棄物処分業者調査の様子

環境理念

─地球環境への基本的な取り組み─

私たちは、限りある資源と地球
環境を大切にし、付加価値の高
い利用に努め、豊かな社会の実
現を目指します。

基本方針

1 企業活動が環境に与える影響を把握

し、環境保全活動の継続的な質の向

上に努めます。

2 環境関連の法律・規制などを守り、さ

らに自主的な行動をもって一層の環

境保全に努めます。

3 環境負荷の低減を考慮した航空機の

運航・整備、空港内ハンドリングなど

に努めます。

4 省資源・省エネルギー、リサイクル、廃

棄物の削減に積極的に取り組みます。

5 環境保全に関する諸活動への参加を

通して、社会に貢献します。

6 社内広報活動などにより、環境保全

に対する従業員一人ひとりの意識向

上を図ります。

行動指針

ANAの約束

1903年12月17日、飛行4回、98秒、311メートル。

ライト兄弟の初飛行以来101年で、私たち

の空への夢は大きく広がりました。ANAグ

ループでの実績は54万5，000時間、3億3，

700万キロ。ただ飛ぶだけではなく、環境に

誠実にあり続けるために、様々な施策を講じ

ています。例えば、ANAの排出する二酸化

炭素の98％を占めるジェットガスを削減する

ために「最効率燃費の運航方式」や「エンジ

ンの定期水洗」を実施しています。

航空機騒音も、世界の最も厳しい基準

（2006年適用）にほとんどの航空機が適合し

ています。さらに、世界で初めて「Super

Efficient」ボーイング787型機を2008年から

50機導入し、燃費効率をさらに15％から

20％向上させます。

私たちは、環境への影響を軽減する目標を

「ANAグループエコロジープラン2003-2007」

として定め、その結果を本誌45ページで公

表しています。さらに「ANAグループ環境白

書」として、別冊で詳しくお伝えします。

環境・社会貢献部

西村忠司
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環境経営の
推進

地球温暖化
対策

大気汚染対策

飛行騒音の
改善

資源循環の
実現

「私の青空」
（環境社会貢献）
活動の推進

ANAグループ エコロジープラン2003-2007

2003年3月に5年間の新環境行動計画

「ANAグループ エコロジープラン（エコプ

ラン）2003-2007」を策定しました。お客

様の意見を環境経営に反映することや、航

空機の運航による二酸化炭素（CO2）の排出

量をさらに削減することなど、グループ一

体となって取り組む決意を表明しています。

理念とマネジメント

項目 目標 2004年度レビュー 参考ページ

ANAグループ エコロジープラン2003-2007と2004年度レビュー

お客様にわかりやすい環境報告を行い、ご意
見を環境経営に反映する

グループで法令管理の強化と遵守の徹底を
図る

ANA30事業所とグループ会社18社27事業所を対象
に法令遵守状況を確認しました。

「エコライフ・フェア2004」などの環境イベントに
出展。機内誌「翼の王国」で環境記事を掲載した他、
インターネットテレビ「チャンネルJ」でのニュース
報道も初めて行いました。

ISO14001による環境経営の手法をグルー
プに展開する

2004年度よりグループISO14001取得事業所会議
を始めました。

グループ環境会計を実現する
集計範囲は2003年度と同じく、航空輸送4社（ANA、
ANK、AJX、A-net）にとどめましたが、集計項目など
で改善を加えました。

透明な環境経営をグループで推進する 10回目となるグループ環境連絡会を開催、環境経営
のグループ会社への浸透に努めました。

2007年度の提供座席距離あたりCO2排出
量を1990年度比で12％低減する 2004年度は10.5%まで低減しました。

事業所の電気・熱エネルギー消費量を2002
年度比5％削減する

2004年度は原油換算値で前年度より7％削減でき
ました。

ICAOエンジン排出ガス基準の適合除外エン
ジンを退役させる

ICAO基準値を一部超えているB747SR／LR型機を
2005年度中に退役させます。

低公害車、低排出ガス車の割合を2倍とする 2004年度は2002年度比147％（80台）増となり
ました。

規制物質のゼロエミッションを堅持する

環境コミュニケーション

環境コンプライアンス P44

－

－

P46

－

P48

P47

－

－

－

P50

ISO14001

環境会計

グループ会社

航空燃料による
CO2排出量の低減

事業所使用エネルギーの削減

航空機からのHC排出量削減

低公害車の導入

オゾン層保護対策 2003年度より特定フロンガスの保有はゼロとなっ
ています。

2007年度までに全機チャプター4基準､適
合機とする

ICAO騒音基準（チャプター4）
への適合 2005年度中に全機について適合目標を達成させます。

P51

将来のゼロエミッションを目指し、具体的な
リサイクルの実績を年次ごとに明らかにする
産業廃棄物に関する2007年度の最終処分
量の割合を15％とする

廃棄物の削減
産業廃棄物の排出量は増加しましたが、金属廃棄物は
リサイクル業者への売却量を約2倍強伸ばし削減に努
めました。

P352007年度末にコピー用紙は100％、その他
の事務用品は80％としたグリーン購入を行うグリーン購入の推進 グリーン購入率の2004年度実績はコピー等の用紙

類が30％、その他事務用品が74％でした。

－PRTR法対象物質の代替品開発を行い、削減
実績を年次ごとに明らかにする化学物質使用の削減 取扱い対象物質は2003年度より2種多い39物質、

取扱い総量では約30％減の25,300Kgでした。

P55環境をテーマとした絵本コンクールを毎年実
施する環境絵本 第2回国際環境絵本コンクールを実施し、国内外計

13カ国382人からのご応募がありました。

P52国内外において、緑化活動を推進する植林事業
10年計画の「私の青空」森林づくり活動を本格的に開
始。2004年度は国内5カ所で植林や育林活動を行っ
た他、沖縄ではサンゴの植付け活動も実施しました。

Claire Ho Yan Yuさんの作品

＊エコロジープランの詳細については「ANAグループ環境白書」をご参照ください。



2002年2月、航空機の機体全般を扱う事業所として国

内では初めて、国際線運航機材整備のかなめである整備本

部成田メンテナンスセンターで英国の審査登録機構

UKASより環境マネジメントシステムISO14001の認証

を取得しました。

その後、2005年2月には、最新の規格2004年バージョ

ンで認証の更新を行いました。またグループ会社では、

2004年3月に沖縄ハーバービューホテルにおいても

ISO14001を取得しました。

ISO14001環境認証

理念とマネジメント
環境マネジメント

理念とマネジメント

環境保全活動に要したコストを定量的に把握するために、2001年度から環境会計を導入しました。

対象部門 ANA全部門（海外支店を除く）・エアーニッポン株式会社・株式会社エアージャパン・株式会社エアーニッポンネットワーク

対象期間 2004年度（2004.4.1～2005.3.31）

参　　考 環境会計ガイドライン（環境省）

環境への取り組み

環境会計

コスト区分 主な活動 費用額 2004年度 2003年度

公害防止コスト 機体水洗の排水処理、社内厨房施設からの廃水処理 799 771
事業エリア内

地球環境保全コスト 低燃費省エネ型航空機の導入、駐機中の地上動力利用 13,345 13，342コスト

資源循環コスト 廃棄物の適正処理、廃棄物の減量・分別・リサイクル 707 714

上・下流コスト 機内サービス用品のグリーン調達、容器リサイクル法への対応 121 62

管理活動コスト 航空機客室内清掃、管理要員人件費、環境教育 5,725 5，721

研究開発コスト 航空機エンジンの性能（燃費効率）向上および運航方法の改善に関する研究 240 0

社会活動コスト 環境絵本コンクール大賞作品の製本化による発刊、植樹・育林、サンゴの植付け 178 153

環境損傷対応コスト － －

合計 21,115 20，763

（百万円）

＊地球環境保全コスト13,345百万円の80％以上は低燃費省エネ型航空機の購入・リース費用です。
＊ ANAグループでは、購入にともなう減価償却費またはリース費用の10％を環境会計に計上しています。

ISO14001認証書

2004年度環境会計

豊島佳子さんの作品



エネルギー消費量の推移
総エネルギー消費のほとんどを占める航

空機燃料による消費は、2003年度より

1.9％（6万キロリットル：原油換算）の減少

となりました。

主な要因

・飛行方式の改善

・国内での中型、小型機の有効活用

また、地上エネルギーは、その消費の最大

を占める電力消費が2003年度より7％（約

1，000万kWh）の減少となりました。

主な要因

・各事業所の努力の積み重ねにより、約40

ある事業所の7割が2003年度実績を下

回った

・なかでもビジネスセンタービルにおいて、

空調の効率的運転等により2003年度よ

り11％（537万kWh）の減少となった

・2003年度途中より開始したコンピュー

タシステム回線変更の効果が全面的に現

れた

エネルギー消費

航空機のエネルギー節減対策

地球温暖化対策

航空運送事業を主体とするANAグループ

は、エネルギー消費のほとんど（全体の

98％）が航空機の燃料によるものです。一

方、地上で消費するエネルギーは全体の2％

にすぎませんが、原油に換算すると4.5万キ

ロリットルに相当する量になります。なかで

も電力消費がその80％（約１億3，000万

kWh）を占めました。

地球温暖化対策

ANAの約束

ANAの事業活動は、天然資源の消費と

二酸化炭素（CO2）の排出をともないます。

だからこそ、地球環境との持続的な共存に

向けた燃料効率の向上や、CO2排出の低減

などに、整備、運航をはじめ、それぞれの

部門で地道に励んでいます。日常的な取り

組みに加え、2004年度は安全、快適、かつ

環境にもやさしい最新鋭の航空機の大量

導入も決定しました。私たちは、いつでも

地球環境を大事にする気持ちとともに飛ん

でいます。

運航本部
EFP検討委員

鎌田将義

地
球
環
境
を
大
事
に
す
る
気
持
ち
と
と
も
に
。

ANAグループ 
総消費量 

312万キロリットル 
（原油換算） 

地上 2%

航空機燃料 

98%

2004年度のエネルギー消費の内訳

航空機燃料による消費
が全体の98％

ANAグループ 
総消費量 

4.5万キロリットル 
（原油換算） 

都市ガス 2%

電力 79%
自動車燃料 

14%

冷水・温水・ 

蒸気の供給 2%
その他 3%

地上でのエネルギー消費の内訳

航空機燃料による消費エネルギー推移（原油換算）

308

2003年度 

（万キロリットル） 

314

2004年度 

電力消費量の推移

128

2003年度 

（百万kwh） 

138

2004年度 

地上でのエネルギー消
費は、約8割が電力に
よるもの

豊島佳子さんの作品



地球温暖化対策
航空機のエネルギー節減対策

地球温暖化対策

環境への取り組み

二酸化炭素の排出

ANAは、最新式のB737－700型やB

777－300ER型航空機の導入を進めるとと

もに、シミュレーターの活用や運航方式の改善

により、地球温暖化の主因である二酸化炭素

（CO2）の排出抑制に努めています。また将来

のさらなる抑制のため、開発中の最新鋭機B

787型機を、世界で最初に50機発注しました。

ANAグループのCO2低減目標
「ANAグループ エコロジープラン

2003-2007」にCO2の排出低減について

定めています。特にANAの事業活動で最も

大きなCO2排出源となっている航空燃料の

消費について、その効率的な使用を目指し

た目標設定になっています。

2004年度の成果
2004年度、ANAの航空機（国内および国

際線）によるCO2排出量は、663万トンで、

2003年度に比べ3.2％低減しました。目標

としている単位生産量（座席キロ）あたりでは、

2004年度で24.32グラム炭素／ASK※1と

なり、基準年の1990年比で10.5％抑制さ

れ、目標の12％にさらに近づきました。こ

の値は、日本経済団体連合会の航空業種目

標（2010年までに1990年比の単位生産量

あたり10％低減）をすでに達成しています。

「燃料を大切に、有効に使う」
Efficient Fuel Program（EFP）

ANAにおいて現在活動中のEFPは、

2003年8月、事業構造改革の業務改革プロ

ジェクトとしてスタートしました。

EFPは「最適高度および最適速度による

運航推進」をテーマに、また比較的短時間の

飛行が主体である国内線において燃料消費

増と飛行時間短縮効果のバランスを考慮し、

「飛行時間短縮のみを目的とした高度･速度

の選定を原則行わない」とする運航方針の

もと、燃料節減に取り組んでいます。

2004年度の成果
2004年度実績として2002年度比で節

減燃料31万3,000キロリットル（ドラム缶

15万7,000本分、東京―ニューヨーク約

90往復分）、費用にして約19.4億円の節減

効果を達成することができました。

2005年度の取り組み
消費燃料節減は、高騰する燃油費の節減

のみならず地球環境保全の観点からも、

ANAとして継続して取り組むべきテーマ

と位置付けています。2005年度は過去２

年間で運航乗務員に一定度浸透した「最適

高度･最適速度による運航の推進」のさら

なる定着と安全確保を大前提に、出発から

到着まで運航の全段階において燃料消費

の改善に向けた運用について検討を行い、

燃料節減と環境負荷の低減を推進していき

ます。

航空燃料によるCO2排出量の低減
2007年度の提供座席距離あたりCO2排出量
を1990年度比で12％低減する

事業所使用エネルギーの削減
事業所の電気・熱エネルギー消費量を2002
年度比5％削減する

ANAグループ エコロジープラン2003-2007（抜粋）

※1 ASK（ Available Seat Kilometers）：座席キロ
航空会社の販売可能な座席に飛行距離を乗じた数

国内線消費燃料の推移（2002年度との比較）
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樋口柚香さんの作品



LEDフラッシュライトの採用

航空機以外のエネルギー節減対策

ANAでは整備士のフラッシュライトを

LED（発光ダイオード）タイプに変更しまし

た。フラッシュライトとは作業で使用する

懐中電灯ですが、夜間勤務で消費（廃棄＝ゴ

ミ）する単一型乾電池が非常に多く（2002

年度ANA整備部門全体で13.3万個）、LED

を使用した製品の検討を2002年7月に開

始しました。

まずは､機体整備部門（ドック）の夜間勤

務において選定した製品のトライアルを行

い、「照射距離が十分でないもののドックで

の使用には問題がない」との結論を得て、

2003年8月に羽田空港のドック全体に導

入しました。

この導入により、1年間の乾電池使用量を

16,180個削減｡これは廃棄ゴミが1.6トン

減った計算です（2004年8月集計）。

その後、成田空港のドックにも展開した他、

2005年1月には運航整備部門（ライン）で

使用可能な照射距離のあるLED製品が見つ

かり、トライアルを経て羽田空港のラインに

導入。今後もさらなる乾電池の使用量削減

が期待できます。

照明の自動調光

沖縄ハーバービューホテルは、エネルギー

の効率的な利用を目的として氷蓄熱システ

ムの採用や受変電設備の全面改修を行いま

した。また、日照を考慮することで照明に

よる電力消費を抑制する調光システムの

導入など、省エネルギー化をさらに推進す

るために様々な施策を行っています。

地球温暖化対策

エンジンの水洗による
性能回復

エンジンの使用にともない圧縮機には微

小な埃が付着して性能が劣化し、燃費が悪

くなります。汚れた圧縮機を水洗して埃を

除去することで性能が回復し使用燃料を節

減することができます。ANAでは定期的な

エンジン（圧縮機）水洗プログラムをB777

型機に対して2003年度より、A321型機

に対して2004年度より開始しました。そ

の他の航空機についても対象を厳選して不

定期なエンジン水洗プログラムを実施して

います。2004年度は133台のエンジン水

洗を実施した結果、ドラム缶約2万本（約

4,000キロリットル）の燃料消費を抑制で

きました。現在の方法ではエンジンを1台

水洗するために3～4時間程度要していま

す。より簡単な方法、より使いやすいツール

を開発することで今後のさらなるプログラ

ム拡大につなげていきます。

沖縄ハーバービューホテル

エンジン水洗作業の様子

LEDフラッシュライト

ラウンジ天井と調光システム
ロビーラウンジやホテル地階のガーデンレストラン「プラ
ンタン」の照明は、晴れた昼間には照明を弱めに、曇り時に
は照明を強めるなど、室内照度に日光を最大限に利用しな
がら随時調整されています。また、調光システムの導入に
より、自動で朝・昼・夕方と照明の照度調整も行っています。

単一型乾電池使用量の推移

11.9

2002年度 

（万個） 

13.3

6.5

2003年度 

2004年度 

辻田祐子さんの作品



騒音対策

環境への取り組み

騒音対策

空港騒音の種類

航空機の騒音対策 航空機以外の
騒音対策

空港騒音には、次のような騒音があり

ます。

飛行騒音

・航空機離着陸時の風切り音

・エンジン音

地上騒音

・航空機エンジンの地上運転音

・APU（航空機の補助動力装置）の運転音

・GPU（地上動力装置）の運転音

・その他（地上車両、整備工場等）

騒音の影響を軽減するためには空港の設

置条件が大きな要素となりますが、航空会

社としては様々な対策を実施し、その軽減

に努めています。

騒音基準への対応

「ANAグループ エコロジープラン

2003-2007」において、2007年度まで

に全機をチャプター4基準適合機とするこ

とを定めています。現行のチャプター3基

準機B747LRは2005年12月に、B747

SRは2006年3月に順次退役させ、目標の

達成を目指します。

成田空港での消音施設建設

地上でのエンジン試運転による騒音対策

の一環として、格納庫タイプの消音施設（ノ

イズリダクションハンガー）を成田空港公

団（現 成田国際空港株式会社）と航空他社

との共同で建設し、運用しています。成田

空港では深夜・早朝にエンジン試運転を実

施する際には、消音施設の使用が義務付け

られています。

飛行騒音基準

国連の下部機関である ICAO（ Inter-

national Civil Aviation Organization：

国際民間航空機関）が定める亜音速ジェット

機の騒音基準には、「チャプター2基準」「チャ

プター3基準」およびより厳しい「チャプター

4基準」（2006年1月1日以降の新型式機か

ら適用）があります。

ANAグループの航空機の多くは、最も厳

しい「チャプター4基準」を満たす性能を有

しています。

ICAO騒音基準（チャプター4）への適合
2007年度までに全機チャプター4基準適合
機とする

ANAグループ エコロジープラン2003-2007（抜粋）

末武弘実さんの作品



廃棄物の排出量

廃棄物の現状と対策

資源循環の実現

2004年度の廃棄物排出量はANAグルー

プ全体で約2万1，000トンです。そのうち

航空機からの一般廃棄物（し尿・機内ゴミ）

が全体の4分の3、地上から出るゴミが4分

の1です。産業廃棄物で最も多いのが廃プラ

スチックで32％を占めています。したがっ

て、機内ゴミと廃プラスチックの削減を課題

として取り組みます。

廃棄物排出量の推移
2004年度は、2003年度より排出量が

6％（約1，258トン）増加しました。羽田第

2ターミナルの開業による事務機器の廃棄

などにより産業廃棄物が増加したことが主

な要因です。引き続きその削減に努めます。

リデュース・リユース・リサイクル

ANAグループは環境負荷低減のため、廃棄物の3R（リデュース・リユース・リサイクル）の

推進に努めています。

2004年度は12月の羽田空港第2ターミ

ナルビル完成にともない、一部の部門が第1

ターミナルビルから第2ターミナルビルへ

移転しました。その際、不要になった机・い

す・ロッカーなどの備品類（225トン）を、

2005年2月に開港した中部国際空港内の

新しい事業所へ運び、再使用を図りました。

また、中部国際空港の開港にともなう旧

名古屋空港からの移転では、不要になった

備品類（308トン）のうち、再使用可能なも

の（230トン）を継続して使用しています。

資源循環の実現

し尿　60%一般廃棄物（地上） 

14%

 産業廃棄物 

10%

ANAグループ 
総排出量 
2万960トン 

機内ゴミ　16%

一般廃棄物（航空機） 

2004年度排出廃棄物の内訳

ANAグループ 
総排出量 
2，194トン 

廃プラスチック 32%

金属くず 31%

廃油 11%

汚泥 8%

廃アルカリ 7%

揮発油類 2% その他 9%
産業廃棄物の内訳

廃棄物排出量の推移

2003年度 

2004年度 15,744
3,022 2,194

一般廃棄物（航空機）　　一般廃棄物（地上）　　産業廃棄物（地上） 

15,483
2,575 1,644

（トン） 
20,000 25,00015,00010,0005,0000

廃棄物 取り組み 備考

リデュース（減量）・リユース（再使用）の取り組み

廃棄物 実施空港 再生品 実績

リサイクルの2004年度実績

航空機エンジン部品、修理用アルミ端材など 金属素材 1，146万円

航空機エンジン部品 羽田 アクセサリー類 数十点

貨物の防水・防塵用ビニールシート 羽田 固形燃料・ゴミ袋 6トン

貨物コンテナ用IDプレート 羽田 鉄素材・助燃材 220キログラム

貨物用コンテナ 羽田・成田 アルミ素材 474万円

使用済み航空券半券 全国 トイレットペーパー 108トン
名古屋・釧路 うちわ・看板 約2トン

廃棄物 再生品

その他のリサイクルの試み

機内誌・タイムテーブル 名刺・絵本など
機内サービス用紙コップ トイレットペーパーなど
航空機シートカバー 靴下・膝掛けなど
航空機カーペット 固形燃料など

航空機の重量重心測定方法の変更 搭載済み燃料を廃棄せずに測定

航空機用タイヤのリモルド（修理）による再利用 最大6回使用

航空機窓ガラスの修理による再利用 修理方法の開発

産業廃棄物 航空機塗装作業で使うシンナーなどの 全日空整備（株）・ANAテクノアビエーション（株）溶剤を浄化して再利用

機内空調用活性炭、航空機格納庫の
排水（中水）処理用活性炭の再使用

エンジン部品洗浄剤の使用削減 超高圧水による部品洗浄

ゴミの分別回収 機内（客室内）から出る空きビン・空き缶など

一般廃棄物 機内ゴミの容積を圧縮 B747-400、B777国際線にゴミ圧縮機を装備

機内サービス用品の見直し（種類・数量） 紙おしぼりの廃止など

水 雨水と厨房廃水処理水（中水）の利用 2事業所で57万6，000トンを処理・再利用

水本陽子さんの作品



ANAの約束

ANAグループでは、「人と地球を考える」

をキャッチフレーズに環境保全活動を推進

しており、そのひとつとして空港周辺への

植林を行う「私の青空」森づくり活動を実

施しています。グループ従業員からボラン

ティアを募り植林を行っていますが、植林

による環境保全にとどまらず、参加した従

業員の環境への関心を高める啓蒙活動に

もなっています｡

その他、沖縄の海でサンゴの植付けを行

う活動も進めています。

ANAグループによる本格的な環境保全

活動はまだ始まったばかりですが、これか

らも「人と地球を考える」企業を目指して

積極的に取り組みます。

環境・社会貢献部

池田道子

「
人
と
地
球
を
考
え
る
」
企
業
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
。

「私の青空」
ANAの森づくり活動

環境保全活動

環境保全活動

環境保全活動

ANAグループは全国50空港に就航してい

ます。2003年から、国土の美化と温暖化防

止の一助として、毎年4～5空港ずつその周辺

で植樹と育樹の活動を展開しています。地元

や東京・大阪など大都市のボランティアの

方々と従業員が一緒になって活動しています。

2004年度は千歳、函館、羽田（伊豆）、松

山、宮崎の5カ所で森づくりを行い、延べ約

900名が参加。今後も、皆様とともに緑の

日本に役立つ活動を続けていきます。

京都大学との環境保全・再生
共同活動

2004年12月、ANAグループは自然の保

全や再生について研究している京都大学

フィールド科学教育研究センター（京大フィー

ルド研）と、環境保全に関するフィールド活

動を共同で推進することに合意しました。

この締結により、ANAグループは京大

フィールド研が保有する森林域・里域・海域

の各ステーションで行われる市民教育につ

いて協力・支援し、京大フィールド研は

ANAグループが展開する「私の青空」森づ

くりにおいて野外森林教室「フィールドセミ

ナー」を開催します。また、“環境について考

える”エコツアー「フィールドツアー（仮称）」

なども共同企画するなど、京大フィールド研

とのコラボレーションにより、幅広い環境

保全活動を推進しています。

「チーム美らサンゴ」
沖縄サンゴ植付け活動

ANAグループは沖縄内外の12企業とと

もに「チーム美らサンゴ」を結成し、激減し

ている沖縄のサンゴを復活させ、生き物の

住み家と美しい沖縄の海を守る活動を続け

ています。地元の小学生を招いて海の仕組

みや沖縄の海を考える環境フォーラムや、

ボランティアダイバーによる養殖サンゴの

植付けなどを実施。植えつけたサンゴの生

育状況は専用ホームページで確認できます。

環境への取り組み

2004年10月静岡県・天城湯ヶ島の森で植樹を実施

2005年4月に行われたサンゴ植付けでの記念写真

ちゅ

サンゴ成長記録

経済的繁栄
（経営の健全性

経営 

A 経営理念 

B 企業統治 C リスク
　マネジ

D 情報開
　 説明責

A 経営理念 

B 企業統治 

C 法令等の遵守 

D リスク
　マネジ

E 情報開

F 
　省

日本の自然を特徴づける森と川と海。

20世紀は物質的豊かさを求めすぎ、これ

らかけがえのない自然、とりわけ森・川・

海のつながりを断ち切ってしまいました。

京都大学では2003年4月にフィールド科

学教育研究センターを設置し、これまで

別々に行われてきた森の科学と海の科学

を結び、里の共存原理に基づく自然再生

やつながりの価値観再生を目指した新た

な統合学問領域「森里海連環学」に取り組

んでいます。

この新しい学問は先進的な社会貢献活

動との連携を重視し、2004年12月にANA

と「森・里・海の環境再生教育に関する合

意書」を締結。「私の青空」森づくりにおけ

るフィールドセミナーなどを開催し、今後

さらに多様な活動の展開が期待されます。

京都大学フィールド科学教育研究センター
センター長

田中克



環境経営格付

格付機関の評価

外部からの評価

2002年度から国の補助金事業として始

まった「環境経営格付」（環境経営を研究・

評価する特定非営利法人環境経営学会およ

び環境経営格付機構が実施）に初年度から

参加しています。2003年度は「経営トップ

による明確なCSRに関する説明責任にお

いて、他社の範となると認められる」との理

由から、格付評価を受けた75社のなかでも

特に優秀な11社に選ばれました。3年目の

2004年度では評価が5段階評価となり、調

査項目・対象も拡大しましたが、ほぼすべて

の項目で「優」評価をいただいています。

その他、米国イノベスト社の環境格付では、

評価対象となった世界の大手航空会社13

社中、5番目のA評価を受けています。

外部からの評価

第3回環境経営格付（2004年度）第1回環境経営格付（2002年度）

経 営 環 境 社 会 

経済的繁栄 
（経営の健全性） 

環境保全 社会的貢献・公正 
（社会、倫理、文化） 

経営 環境 社会 

A 経営理念 

B 企業統治 

E 情報開示・ 
　コミュニケーション 

D リスク 
　マネジメント 

C コンプライアンス J 資源循環および 
　廃棄物削減 

S 就業の 
　継続性確保 

T 安全で健康的な 
　労働環境形成 

R 消費者への配慮 

S 労働安全衛生 

T 機会均等 

P 企業倫理 

Q 地域社会への 
　配慮 

A 経営理念 

B 企業統治 C リスク 
　マネジメント 

O 資源／エネルギー 
　環境効率 

E 地球温暖化 

F 資源循環 

G 有害化学 
　物質 

H 大気・水質・ 
　土壌汚染 

I 事業立地と 
  社会資産形成 

M 物流 

L エコデザイン 

K 廃棄物処理 

J グリーン購入 

N 環境報告書・ 
　環境会計 D 情報開示と 

　 説明責任 

U 機会均等の徹底 

V 仕事と私的 
　生活の調和 

W 調達先の環境・ 
　社会対応支援 

○C K.Mita SMRI

R 消費者への 
　責任履行 

Q 地域の 
　生活環境形成 

P 地域の文化 
　継承・創造 

O 持続可能性 
　企業文化 

K 化学物質の管理 

L 土壌汚染の 
　防止・解消 

M 水資源・ 
　水質の保全 

N 生物多様性の 
　保全 

F 物質・エネルギーの 
　量的把握 

H 地球温暖化の 
　防止 

G 製品・サービスの 
　環境負荷低減 

I 輸送にともなう 
  環境負荷の低減 

しくみ 

成果 

戦略 

秀 

第3回 

環境経営格付ツリー図 

優 良 不可 該当せず 

葉なし 

落葉 

可 

第1回 
第2回 

優 良 不可 該当せず 

葉なし 

落葉 

可 

成果 

戦略 

経営・環境・社会の3つの領域（幹）は、アルファベットのついた審査項目（葉）
に分かれます。項目ごとの3つの葉がそれぞれ戦略・しくみ・成果を表し、
葉の色がその評価を表します。 A 経営理念 

B 企業統治 

C 法令等の遵守 

D リスク 
　マネジメント 

E 情報開示 

F 地球温暖化対策・ 
　省エネルギー 

G 資源循環・ 
　廃棄物 

H 化学物質 
　管理 

I 土壌汚染対策 K 自然環境保護 

J 水資源・水質 

M エコデザイン 

N 物流 O 企業文化 

P 地域社会 
　との調和 

Q 消費者 
への配慮 

R 就業の継続性 

S 労働安全衛生 

T 機会均等 

U 女性の社会進出・ 
　就業支援 

L グリーン調達・ 
　グリーン購入 

第2回環境経営格付（2003年度）

荒巻彩耶さんの作品



企業データ

企業データ

財務データ

営業収入

2000年度 

0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000
（億円） 

2001年度 

2002年度 

2003年度 

2004年度 

12,796

12,045

12,159

12,175

12,928

2000年度 

0 300 600 900
（億円） 

0 3 6 9
（％） 

2001年度 

2002年度 

2003年度 

2004年度 

822
6.4

1.9

-0.2

2.8
6.0

343

777

営業利益（損失） 

営業利益率 

229

-25

営業利益（損失）

当期純利益（損失）

2000年度 

0 300 600
（億円） 

2001年度 

2002年度 

2003年度 

2004年度 

402

-94

-282

247

269

-300

2000年度 

0 29,000 30,000
（人） 

2001年度 

2002年度 

2003年度 

2004年度 

29,358

29,095

28,907

28,870

29,098

28,000

従業員数（連結）

輸送実績

旅客数

2000年度 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

国際線 

（千人） 

2001年度 

2002年度 

2003年度 

2004年度 

国内線 

45,509

45,796

47,133

44,784

44,485

4,378

3,438

3,783

3,301

4,116

貨物輸送重量

2000年度 

0 100 200 300 400 500

国際線 

（千トン） 

2001年度 

2002年度 

2003年度 

2004年度 

国内線 

434

387

384

414

422

193

153

196

220

234



表紙および本文挿絵の詳細

表紙および本文挿絵の詳細
本誌には、第2回「私の青空」国際環境絵本コンクールの大賞、審査委員長特別賞、入

賞の各賞受賞作品からその一部を掲載しています。

表紙・裏表紙：大賞作品

「テンさんとカメさんとムリさん、旅に出る」松岡 芽衣様

「私の青空」国際環境絵本コンクール

ANAグループの経営理念には、「いつも身近な存在であり続けます」「世界の人々に『夢』と『感動』を届け

ます」とあります。あらゆる側面でこの実現に努めていますが、環境についても同様です。環境保全を経

営の最重要課題のひとつと位置付けた上で、言葉だけではなく具体的に何ができるのか、知恵を絞った

結果、環境活動のひとつとして「私の青空」国際環境絵本コンクールを開催しています。

このコンクールには、大人も、子どもも、世界中どなたでも応募できます。絵本という媒体を通じて、

将来を担う子どもたちに環境問題をいかにわかりやすく伝えられるか。応募作品の制作を通じて、少

しでも環境問題を考えるきっかけになることを願っています。

本文挿絵：審査委員長特別賞および入賞作品

審査委員長特別賞作品

「ニジさんからのプレゼント」豊島 佳子様 P46・47

入賞作品

「地球からのSOS」樋口 柚香様 P48

「自然を大切に」辻田 祐子様 P13・49

「みんなともだち」小菅 潮音様 P38・39

「川のつぶやき」三橋 元子様 P41

「エミコちゃんと二羽のヒナ」ルウデェ 華様 P32

「私たちだけの地球じゃないんだから！」藤生 愛様 P36

「WHEN THE SKY IS．．．」Claire Ho Yan Yu様 P33・45

「森の妖精ラリー」荒巻 彩耶様 P31・53

「ラフレシア」藤木 亮輔様 P10・35

「生きる」阿部 夕希子様 P14・25

「大地のめぐみ―おじいちゃんの野菜畑―」田中 みゆき様 P19・29

「もぐらのペーター おひっこし」冬木 千織様 P20

「ぼくらのなかま」末武 弘実様 P50

「うさぎのほしぞら」水本 陽子様 P51

「ぼくらの星」牧山 祥子様 P27

「みんなのちから」田水 ふじ子様 P29

「すい星の散歩道」小野寺 静子様 P37

「Rainbow」Rosemary Grimble様 P16

第2回大賞作品・審査委員長特別賞作品の紹介／第2回入賞・佳作作品一覧



全日本空輸株式会社

●

CSR活動全般について

CSR推進委員会事務局
〒105-7133 東京都港区東新橋1-5-2  汐留シティセンター

TEL：03-6735-1080  FAX：03-6735-1085
E-mail：csr@ana.co.jp

●

環境活動について

環境・社会貢献部
〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2  西旅客ターミナルビル

TEL：03-5757-5202  FAX：03-5757-5048
E-mail：kankyou@ana.co.jp

●

http://www.ana.co.jp

印刷時に有害な廃液が出ない 
「水なし印刷」で印刷しています。 

本誌は環境へのやさしさに配慮して 
大豆油インクを使用しています。 
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