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プロフィール
1952年に創業したANAは、安全運航を第一に半世紀以上にわたって航空輸送サービスを提供
してまいりました。おかげさまで年間旅客数が4,718万人の世界トップクラスの航空会社に成
長することができました。これはANAグループへのお客様からの高い信頼の証であると自負
しています。
ANAグループは、さらなる飛躍に向けて、安全運航を堅持し、お客様の満足度を高め、アジア
を代表する企業グループを目指して努力を続けてまいります。

Web版でお伝えしたいこと
冊子とホームページの2つのメディアを使い分けて、より多くの方々に分かりやすくお
伝えできる報告形式としました。冊子では、社会とANAグループにとって特に重要であ
ると考えるテーマを選定しています。Web版では冊子でのご報告内容に加え、より詳
細な情報を掲載しています。
ANAグループでは、継続的に報告を行っていくことの重要性を認識し、今後もホーム
ページでの情報発信を充実させていきますので、ぜひご覧下さい。

編集方針
ANAグループは、社会的な責任を念頭に事業活動を
行っています。その取り組みをステークホルダーの
皆様に分かりやすくご紹介するために、2005年より
CSRレポートを作成しています。

報告対象組織
ANAグループ全体にかかわるCSRに関する取り組
みを中心に、一部についてはANA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
2008年4月1日から2009年3月31日を対象期間と
しています。対象期間前後の一部の活動について
も報告しています。

参考ガイドライン
•  Global Reporting Initiative 
｢Sustainability Reporting Guidelines  
Version 3.0｣

• 環境省「環境報告書ガイドライン2007年度」

発行
2009年6月
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http://www.ana.co.jp/ana-info/ana/csr
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トップメッセージ

2009年4月にANAグループのCEOに就任いたしました伊東信一郎でございます。航空輸送事業を
はじめとする、ANAグループ全体のCSRを統括する立場として、一言ご挨拶申し上げます。

ステークホルダーからの信頼回復に向けて
ANAグループは、ステークホルダーの皆様との「安心と信頼の確立」を第一の目標とし、
CSRを推進してまいりました。
特に、「安全は経営の基盤であり、社会への責務である」という経営理念のもと、航空機の
運航をはじめとする、グループにおけるすべての事業活動において、安全最優先の価値観
共有や行動化を推し進めてまいりました。
しかしながら、2008年度を振り返れば、国内線旅客搭乗手続きシステムの不具合、運航乗
務員の乗務前アルコール検査に起因する運航遅延、サービス広告ならびに通信販売商品
の表示内容における不当景品類及び不当表示防止法抵触など、ステークホルダーの皆様
の信頼を大きく損なう事例を発生させてしまいました。ご迷惑をおかけしたお客様をはじ
め、すべてのステークホルダーの皆様に対し、この場をお借りして深くお詫び申し上げる
次第でございます。
発生事例につきましては、速やかに徹底的な原因分析を行い、再発防止策を実施いたしま
した。また、経営トップが負の連鎖を断つ決意を直接グループ全役職員に伝え、すべての

職場においてコンプライアンス面および業務プロセス面での緊急点検を実施いたしました。
これらの活動を通じ、「組織の枠を超えた情報共有や課題解決力不足」「徹底したステー
クホルダーの視点の欠如」といった、ANAグループにおける組織風土・企業体質上の課
題が見えてまいりました。グループ内の各業務が専門化された反面、縦割りとなる傾向

があり、組織横断的な調整力不足に陥っていたこと、ステークホルダーの皆様の期
待や要請を的確にとらえる組織力が不足していたことを痛感いたしました。

全ステークホルダーの皆様からの信頼を回復すべく、再発防止・未然防止に
向け、グループ役職員一人ひとりの意識改革による組織力向上に、経営を

司る者として、全力をあげて取り組んでまいりたいと考えております。
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社会から信頼されるANAグループとなるために
世界的不況に新型インフルエンザの影響が重なり、航空業界は非常に厳しい環境に置かれ
ています。需要は徐々に回復基調にありますが、依然として予断を許さない状況が続いて
います。しかしながらANAグループは、50年あまりの歴史の中で、幾多の困難を全員が気
持ちを一つにすることで乗り越えてまいりました。2010年には成田・羽田空港の発着枠拡
大という、大きなビジネスチャンスが待っており、グループ3万人が、現在の苦境の先にあ
る成長を見据え、アジアを代表する企業グループを目指し、日々努力を重ねております。
こうした激動の時代において、社会的責任や一貫性のある事業運営が、これまで以上に求
められることは言うまでもありません。日本のみならず世界の一員として、事業活動を通じ
て社会に貢献し、社会とともに成長し続けることにこそ、ANAグループの真の発展がある
と考えております。
また、ANAグループは2008年11月、環境省より「エコ・ファースト企業」に認定されまし
た。航空事業における燃料消費やCO2の排出という環境課題を認識しつつ、今後も環境保
全活動を一層推進するとともに、地球温暖化対策にも積極的に取り組み、持続可能な社会
の形成に貢献してまいりたいと考えております。
ANAグループにとって、CSRは経営基盤であります。いかなる状況にあっても安全が社会
への責務であることを忘れることなく、すべての事業活動において、社会とともに歩み続
けることをお約束します。
これからも、皆様の変わらぬご愛顧とともに、一層のご指導ご支援を賜りますよう、よろしく
お願い申し上げます。

2009年6月

全日本空輸株式会社　代表取締役社長
ANAグループCEO
CSR推進会議　総括
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重要なご報告

①広告に対する排除命令の受領について
【概要】 2008年8月25日、国内線新サービス「プレミアムクラス」の導入告知として新聞に掲載した広

告が、不当景品類及び不当表示防止法（景表法）に抵触するとして、公正取引委員会より排除
命令を受領しました。

 従来の「スーパーシートプレミアム」から新型座席を含めたトータルな品質として新たに生まれ
変わる「プレミアムクラス」のブランドイメージを伝える目的で広告を実施しました。実際にはご
利用の時期や使用機材により広告に掲載した座席が利用できるとは限らないものでしたが、
2008年2月から3月にかけて掲載した新聞広告では「プレミアムクラス」を利用すれば、広告に
使用した座席を必ず利用することができるかのような誤解を与えたという判断が公正取引委員
会によりなされました。

【再発防止策】 以下の対策を実施し、再発防止に努めています。
 ● ANAグループ全体での本事例の共有
 ● 全社的なコンプライアンス教育
 ● 広告制作担当者に対する、景表法にかかわる教育
 ●  広告制作や営業企画などを担当する部署において、各種法令に準じた運用が行われているこ

とがチェックできる体制の整備

②2008年9月14日の国内線旅客搭乗手続きシステムの不具合について
【概要】 9月14日未明に発生した国内線旅客搭乗手続きシステムの不具合により、当社国内線におい

て多くの便に欠航・遅延が発生し、お客様には多大なるご迷惑をおかけしました。
 これはチェックイン端末を管理する端末認証管理サーバにおける暗号化認証機能の有効期限

切れによるものでした。
 2005年に導入した端末認証管理サーバでは、暗号化認証機能は利用しておらず、有効期限は

初期設定の3年である2008年9月14日1時44分のままでした。その後、2007年9月に新た
に導入したチェックイン端末は暗号化認証機能を利用したシステムとなりましたが、サーバ側の
有効期限は更新されず、初期設定のままでした。そのため、9月14日1時44分以降、全国の
空港においてチェックイン端末が認証エラーとなり、始発便からの搭乗手続き業務で端末が利
用できなくなりました。

 端末開発過程において暗号化認証機能の有効期限の確認を怠るという、社内のチェック漏れが
根本的な原因となっています。

 2007年5月27日にも通信ネットワークのトラブルにより多くのお客様にご迷惑をおかけし、ネッ
トワーク構成の見直しや監視体制の強化などの対策に取り組んでいる段階で、このような事例
が発生しました。

【再発防止策】 今回は端末開発過程における機能要件のチェック漏れが原因となっているため、以下の対応によ
り、再発防止の徹底を図ります。

 ●  システム開発の過程における標準化を推進し、個人のスキルに依存しないマニュアルやチェッ
クシートの充実（見える化）を図る。さらに、見える化された内容を社内においてダブルチェッ
クする体制を強化する。

 ● 社外第三者による開発プロセス審査体制を構築する。

04
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有識者コメント

郷原信郎　名城大学総合研究所教授・コンプライアンス研究センター長
プロフィール
東京地検検事、法務省法務総合研究所研究官、長崎地検次席検事などを経て、
2005年より桐蔭横浜大学法科大学院教授・コンプライアンス研究センター長
2006年検事を退官し、2009年より現職
著書： 『思考停止社会～「遵守」に蝕まれる日本』（講談社現代新書）
 『「法令遵守」が日本を滅ぼす』（新潮新書）など多数

航空会社の業務上のトラブルは乗客など多くのステークホルダーに重大な影響を与え
る。それだけに、発生した問題をどのように受け止め、今後の活動にどのように生かす
のかが極めて重要であり、そこにCSR活動の真価が問われることとなる。

本レポートで取り上げられた二つの事例のうち、国内線「プレミアムクラス」の導入広告
に関する景表法違反の問題については、公取委からの排除命令で「違法行為」が指摘さ
れた「法令遵守」の問題だが、単なる法令問題としてではなく、サービスの内容につい
て利用者に誤認を与える航空会社の広告業務のあり方自体の問題ととらえ、担当者、関
連部署だけにとどまらず、グループ全体での問題共有や教育展開が迅速に行われた。

一方、昨年9月、旅客搭乗手続きシステムの不具合で大量の欠航・遅延が生じた問題は、
違法行為ではないが、乗客を安全・確実に目的地まで運ぶという業務の根幹への信頼
そのものに関わるもので、ANAグループのCSRにとって、より重大な問題と言えよう。
この問題についても、緊急点検によってシステム開発過程における根本原因が抽出さ
れ、マニュアル、チェックシートの充実など再発防止のための具体的施策が講じられた。

いずれの事例についても、問題を基本的な視点からとらえ、根本的な対策を講じようと
する姿勢は高く評価できる。しかし、これらの不祥事再発防止策も、そもそもそれが何
のためのものなのか、航空会社として社会から要請されていることは何なのかを常に
根本から問い直す姿勢がなければ、その本来の目的を達することはできない。
ANAグループのCSRへの真摯な取り組みが、利用者に一層の「信頼」と「安心」を与え、
世界への翼としてさらに大きな飛躍を遂げることを期待したい。
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私たちのCSR

ＡＮＡグループ経営ビジョン

CSRの基本的な考え方

グループ行動指針 6カ条

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」とともに歩み続けます。
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。

ＡＮＡグループ経営理念

具体的には、安全責任を中核として、次の3つの段
階でステークホルダーの皆様に対する責任を果たし
ていきます。
1. 安全責任、コンプライアンス責任を果たすことを

通じて、経済責任*を果たす（ベースライン）。
2. 品質向上と社員価値の増大を図るため、CS

（Customer Satisfaction = 顧客満足）とES

（Employee Satisfaction=社員満足）を向上させる。
3. さらに、社会的課題、環境問題などの解決に取り

組む。
*ここでいう経済責任とは、リスクマネジメントを徹底した有効で効率
的な事業運営を行う責任であり、コンプライアンス責任と合わせて内
部統制システムの充実を意味しています。

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　 になることである。

お客様

社員

行政

株主・
投資家

取引先

地域
社会

環境および社会的課題
への取り組み

ESCS 社員満足
（モチベーション向上）

お客様満足
（品質向上）

経済責任

コンプライアンス責任

安全責任

地球環境

ANAグループでは、社員一人ひとりが「ANAグループ経営理念」を実現するために安全責任を中核
として行動し、ステークホルダーの皆様に安心をお届けし、信頼を得ることができるようにCSRを
実践しています。

基本理念

― 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• 
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ステークホルダーの皆様とのかかわり

ANAグループにかかわりのあるステークホルダーは、お客様、株主・投資家、取引先、社員、
地域社会、行政など、さまざまです。ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを通じ
て、社会との共生を図りつつ、企業価値を向上させ、ステークホルダーの皆様に対する責任
を果たしていくことが、ANAグループのCSRの基本です。

お客様
安全運航の堅持を基盤に、お客様の
声を積極的に取り入れた、きめ細かな
サービスを提供します。

株主・投資家
株主価値の向上を目指し、安定的に
利益を生み出せる企業体質の構築を
進めます。

ANAグループに 
かかわりのある 
ステークホルダー

ANAグループの
アクション

社員
社員の人権を尊重し、年
齢・性別・国籍などにか
かわらず、社員の自律的
な成長と多様な働き方を
支援しています。

取引先
ANAグループ購買取引
行動指針に基づき、関係
法規を遵守して、公正な
取引を行います。

地域社会
ANAグループが事業を行う地域・社
会との交流を図り、人と地球のために
積極的に行動します。

行政
法令遵守や納税などの義務を果たす
とともに、環境および社会的課題など
の解決に積極的に取り組みます。

●   安全運航
●  高品質なサービス／ 
製品の提供

● 顧客満足の向上
● 多様なニーズへの対応

●  業界団体、国際航空運
送協会を通じた活動

●  官民共同プロジェクト

● 社会貢献活動
● 次世代への支援
● 環境への取り組み

● 雇用創出
● 社員満足の向上
●  仕事と家庭の両立支援
● 教育／研修
●  労使コミュニケーション
● 職場の安全衛生管理

● 株主価値の増大
　～配当、株主優待～
● 情報開示
　～株主総会～
　～投資家説明会～
　～アニュアルレポート～

●  製品やサービス
の共同開発

● グリーン購入
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CSRの基盤／内部統制

ANAグループは、CSRの基盤となる各種マネジメント体制の整備に注力しています。
ここでは、各体制の中核を担う部門と重要ポイントについてご紹介します。

コーポレート・ガバナンス
企業価値の継続的な向上を実現させていくため、「経
営の透明性」を維持し、「ステークホルダーへの説明責
任」を確実に果たしていくコーポレート・ガバナンス（企
業統治）の構築に努めています。

経営上の意思決定の仕組み
ANAグループの運営の基本となる案件は、代表取締役
社長が議長を務め、常勤取締役、常勤監査役ほかをメン
バーとする「グループ経営戦略会議」で審議し、意思決
定を行っています。また、会社法上の取締役会に諮る必
要がある案件については、取締役会で最終的な意思決
定を行っています。

取締役会は、取締役会長が議長を務め、社外取締役2名
を含む取締役全員に加え、社外監査役3名を含む監査役
5名も参加して開催しています。2008年度は12回開催
しました。

内部監査
社長直属の監査部が当社およびグループ会社の業務監
査、会計監査、および金融商品取引法における「財務
報告に係る内部統制報告制度」に対応した評価業務を
独立・客観的な立場から実施しています。監査にはリス
ク分析結果に対応し策定した年度計画に基づき実施する

「定例監査」と、経営層の意向などに基づき適宜実施す
る「非定例監査」があり、監査結果は社長へ毎月報告し、

株主総会

監査役室

監査役・監査役会

各部門・グループ会社

取締役・取締役会

執行役員

会長

社長

選任／解任 選任／解任

会計監査人

報告

報告 報告

報告

内部監査

会計監査

監査

報告

選任／解任

選任／解任　監督

指示／監督

指示／監督

2009年6月現在

監査部 グループ経営戦略会議

各種委員会

CSR推進会議

コーポレート・ガバナンス実施体制
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重要事項については当社監査役に対して四半期ごとに
報告しています。2008年度には本社・整備部門、海外
事業所等を中心に定例監査を実施しました。また、「財
務報告に係る内部統制報告制度」の初年度にあたり、当
社およびグループ会社の有効性評価を行いました。

執行役員制度
業務に精通した人材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
体制づくりを目的に、2001年に導入しました。経営の
実効性を高めるために、分野ごとに担当する執行役員
を配置しています。

監査役制度
5名の監査役のうち、社外監査役を3名とし、常勤監査
役にも社外監査役を1名選任するなど、監査役の機能
を強化し、外部からのチェックが十分に効果を発揮でき
る体制をとっています。各監査役はANAの事業所の業
務監査、ANAグループ会社の調査を実施し、監査役会
と代表取締役に報告しています。また、監査役室のス
タッフからの調査・報告に加え、監査部や監査法人と四
半期に1回、情報・意見交換を行い、会社の執行機能
を十分に監査できる体制を整えています。

会計監査
新日本有限責任監査法人がANAの各事業所、ならび
にANAグループ各社に対して、会社法と金融商品取引
法に基づく監査を実施しています。監査結果は経営層
と監査役会に報告されています。

経営諮問委員会
法制上の機関とは別に、各界の識者6名をメンバーと
する経営諮問委員会を設置して、ANAグループの経営
についての率直な意見やアドバイスをいただき、ANA

グループの経営に反映させています。2008年度は4

回開催しました。

内部統制システム
ANAグループにおいては、｢業務の有効性および効率
性｣｢財務報告の信頼性｣｢事業活動にかかわる法令な
どの遵守｣｢資産の保全｣の4つの内容を目的として、
内部統制システムを充実させてきました。2002年7月
にリスクマネジメント委員会を設置し、2003年4月には
コンプライアンス委員会を設置しました。また、同年4月
には内部監査を担当する監査部を新設するなどして、
内部統制システムを完成させました。

財務報告に係る内部統制報告制度への 
取り組み 

「的確な経営情報の開示」は企業の社会的責任の一つ
であり、常に適正な財務報告を行うことが求められて
います。この財務報告の信頼性を確保するための仕組
みとして、金融商品取引法に基づき、「財務報告に係
る内部統制報告制度」が2008年度に導入されました。
ANAグループとしては、企業の社会的責任を果たすこ
とが経営の基盤であることを認識して、「財務報告に
係る内部統制報告制度」を受け身で導入するのではな
く、内部統制を広く有効に機能させる体制を志向し、社
会からの要請に応えるために、グループをあげて日々
の業務の質を高めています。
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CSR推進会議

監査部

トータルリスクマネジメントの推進体制

リスク管理 危機管理

リスクマネジメント委員会

チーフCSR 
プロモーションオフィサー 
（CSR推進室担当役員）

CSRプロモーションオフィサー
（グループ各社）

CSRプロモーションリーダー
（各社・各部のリスク管理推進者）

コンプライアンス委員会

チーフCSR 
プロモーションオフィサー 
（CSR推進室担当役員）

CSRプロモーションオフィサー
（グループ各社）

CSRプロモーションリーダー
（各社・各部のコンプライアンス推進者）

取締役会

社　長

内部統制システム

リスク管理体制

リスクマネジメント部（事務局）

リスクマネジメント部会

情報セキュリティ部会

安全保障輸出管理部会

事業活動の阻害要因を最小限
に抑える観点から活動を推進

ERM： ANAグループの航空機にかかわる事故およびハイジャックへの対応を定める
CMM：上記以外の危機への対応を定める

2つのマニュアルに基づき、万一
の事態に対応する体制を構築

リスクの 
洗い出しモニタ 

リング 分析

評価
管理

（対策検討・ 
実施）

ERM
Emergency
Response
Manual

Crisis
Management
Manual

CMM

内部統制システムおよびリスク管理体制

トータルリスクマネジメントの推進体制
ANAグループでは、経営に影響を及ぼすリスクを予防
的な観点から把握・管理することを目的とした「リスク
管理」と、実際にリスクが顕在化した場合に迅速かつ
適切に対応する「危機管理」との2つの側面から、体制
構築に取り組んでいます。

トータルリスクマネジメントに関する基本事項は「ANA

グループ・トータルリスクマネジメント規程」で規定して
います。推進体制としては、CSR推進会議のもとにリ
スクマネジメント委員会を設置し、トータルリスクマネジ
メントに関する重要方針や重要事項を審議・立案してい
ます。そして、ANA各事業所およびグループ会社に配
置された「CSRプロモーションリーダー」が、リスクマ
ネジメント活動の推進者としての任にあたっています。

情報セキュリティ
情報セキュリティ推進の観点から、お客様の個人情報
の取り扱いにかかわる規程類・ガイドラインに引き続き、
2008年度は情報セキュリティ全般にかかわる規程類
の改訂を実施し、全社員の啓発ならびに情報を適切に
管理・運用できる体制の整備を行っています。
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事業継続
首都直下型大地震や新型インフルエンザといった特定
の事象に対しては、事業継続の観点から、有事の混乱
した状況下での意思決定などに対する負担を軽減し、
お客様や社員の生命・健康を最優先に、迅速・適切な
対応をとり、事業活動を早期に常態に戻すことを定め
た個別の対応マニュアルを準備しています。

安全保障輸出管理体制の強化
国の安全保障輸出規制強化の動きに連動し、2006年
7月に安全保障輸出管理に係わるコンプライアンスプロ
グラム（CP）を経済産業省に届出し受理されています
が、このCPを遵守するための体制強化を引き続き進め
ています。2008年度には法改正（通常兵器に係る輸
出規制強化）があり、これに合わせ輸出管理規程の改
訂を行いました。

コンプライアンス
CSR推進会議の下部組織である、執行役員を中心とし
た各部門の業務執行責任者で構成するコンプライアン
ス委員会のもと、コンプライアンスを推進しています。
チーフCSRプロモーションオフィサー（ANA CSR推
進室担当役員）がANAグループ全体のコンプライアン
ス推進に対する責任を負います。グループ各社におい

ては、それぞれのCSRプロモーションオフィサーが経
営者としてリーダーシップを発揮し、コンプライアンス
の徹底を図っています。実際の推進にあたっては、
ANA各事業所およびグループ会社に配置されたCSR

プロモーションリーダーが牽引役となります。
毎年10月に設定されるCSR推進月間に合わせて、コ
ンプライアンス・業務プロセスにかかわる点検を実施し
ました。
また、グループ内におけるコンプライアンス意識調査・
教育の実施により、社員一人ひとりの意識の啓発を図っ
ています。

内部通報窓口「ヘルプライン」
コンプライアンスにかかわる一般相談および内部通報
窓口としてグループ内および外部の弁護士事務所の
2ヵ所に「ヘルプライン」を設置しており、ANAグルー
プ全社員および派遣社員からの相談・通報を受け付け
ています。また、「公益通報者保護法」に対応し、ANA

グループが業務を委託する
企業の社員からの通報にも
応じるなど、企業グループ
の自浄機能を果たすべく体
制を整備しています。

ヘルプライン周知ポスター
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   株式会社 ANAケータリングサービス
http://www.anac.co.jp

ANAケータリングサービス（ANAC）成田事業部の取り組み
ANACは羽田空港・成田空港を発着する便に対し、機内食の製造・調製、
機内サービス用品の提供などを行うケータリング会社です。ANACでは、
食品衛生と品質保証の管理システムであるHACCP*システムを導入して
います。さらに、全社員への徹底した衛生トレーニングにより、エアライ
ン各社からの信頼に応えています。
ANAC成田事業部では、成田空港を発着するANAグループをはじめ、海
外エアラインへも機内食を提供しており、1日平均15,000食の対応が可
能です。

*  Hazard Analysis and Critical Control Point＝食品を製造する際に工程上の危害を起こ
す要因を分析して、それを最も効率良く管理できる部分を連続的に管理して安全を確保する
管理手法。

品質管理の流れ

調理場はメインディッシュなどを
調理するホットセクション、サラ
ダ、フルーツなどを調理するコー
ルドセクション、和食全般を調理
する和食セクション、ケーキやブ
レッドを調理するベーカリーセク
ションとに分かれます。食材の混
在が起きないよう、施設内では、
調理場を完全に分離しています。

厳重な温度管理のもとで、食材ごとの納品日が分
かる「7DAYSカード」を貼り、カードの色で納品
日を区別し、使用する食材ごとの期限をシンプル
に分かりやすく管理しています。

食材の納入・保管　　＞＞＞＞　　調理・盛り付け　　＞＞＞＞　　検査・保管　　＞＞＞＞＞＞＞＞　　 搭載

7DAYSカード カード色一覧 盛り付け

路線ごとのメニューに沿って、調
理・盛り付けを行います。調理場
にはタイマーがセットされており、
1時間ごとにブザーが鳴ります。
ブザーが鳴ると、全員が手を洗い
ます。加えて、衣服についた異物が
ないか、お互いにチェックします。

国際航空運送協会（ IATA）最優秀ケータラー賞を受賞
2009年2月、ＡＮＡケータリングサービス（ANAC）成田事業部は、食品取り扱いの安全およ
び品質について世界で最も優秀なケータラーとして、IATAによるケータリング会社品質監査
プログラムで全世界プラチナ賞を受賞し、さらにアジア・太平洋地域の金賞も受賞しました。
ANAはグループ全体で、安全で高品質なお食事を機内で提供する体制を整えています。

スペ
シャ
ルト
ピッ
ク20

09

調理場のタイマー

IATAから贈られた表彰状
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盛り付けされた機内食はトレイ
に並べます。完成したトレイは
異物探知機を通し、異物の混入
がないかをチェックします。

便が出発する約3時間から2時
間30分前に、カートを保冷機能
があるトラックに積み込みます。
トラックに積み込む際も、温度
チェックが行われます。

行政指導に基づき、食品の
検体は2週間保管されます。

提供

取り降ろし
検体

カート洗浄：フライトを終えたカー
トは、施設内にあるカート洗浄機
を使い71℃以上の熱水で洗浄・
殺菌されます。その際、温度検知
シールによって、確実に熱水によ
る洗浄・殺菌が行われたことを確
認します。
食器類のチェック：洗浄済みの食
器類は、社員の確かな目と手によ
り一つひとつチェックされ、割れ
や欠けがないかを確認します。

メインディッシュは機内
で再加熱され、お客様の
元へ届きます。

カートに収容された機内食は、 

一旦冷蔵室で保管されます。

探知機を通過済みのトレイ

食材の納入・保管　　＞＞＞＞　　調理・盛り付け　　＞＞＞＞　　検査・保管　　＞＞＞＞＞＞＞＞　　 搭載
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航空運送事業
で果たすべきANAグループの使

命

 
 

ANAグループ
安全理念

1

安全管理
規程

（SMS構
成要素を

具体的に規
定）

2
経営トップ

強いリーダ
ーシップを

発揮

安全統括管
理者

経営トップ
とともにSMSを

統括的に管
理・推進

法的要件

Act

安全方針

安全に関する
実行計画目標

6内部安全
監査制度改善

継続的
改善

より高い
安全性の実

現
未然防止

再発防止

       ANAグループの
安全文化の醸成

見直し

Plan Do

Check

4
5

3
報告制度

教育・訓練

7外部監査

リスクマネジメント

PDCAサイクル
安全の分野にPlan（計画）-Do（実施）-Check（点検）-Act（改善）の
4段階を組み込み、継続的な改善を図る

お客様の
期待、信頼、安心

安全管理体制（SMS：Safety Management System）

重要テーマへの取り組み

1
安全 SMSは、航空会社の経営トップから現場スタッフまで一丸となって、航空輸送のすべて

の分野で安全目標を達成するための仕組みです。ここではSMSの基本的な考え方と、
SMSを構成する機能について分かりやすくご紹介します。

SMSの概要
SMSでは、経営トップによる安全優先の経営方針のもと、安全を維持・向上するた
めの社内体制を構築し、それを継続的に実行することで、改善を図っていくことが
必要になります。図のようにPDCAサイクルが適切に機能することで、関係法令の
遵守、安全を最優先したオペレーションの実行、そして安全文化が醸成され、より高
い安全性を実現することがSMSの狙いです。
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   安全・運航情報
http://www.ana.co.jp/ana-info/ana/lounge

航空運送事業
で果たすべきANAグループの使

命

 
 

ANAグループ
安全理念

1

安全管理
規程

（SMS構
成要素を

具体的に規
定）

2
経営トップ

強いリーダ
ーシップを

発揮

安全統括管
理者

経営トップ
とともにSMSを

統括的に管
理・推進

法的要件

Act

安全方針

安全に関する
実行計画目標

6内部安全
監査制度改善

継続的
改善

より高い
安全性の実

現
未然防止

再発防止

       ANAグループの
安全文化の醸成

見直し

Plan Do

Check

4
5

3
報告制度

教育・訓練

7外部監査

リスクマネジメント

PDCAサイクル
安全の分野にPlan（計画）-Do（実施）-Check（点検）-Act（改善）の
4段階を組み込み、継続的な改善を図る

お客様の
期待、信頼、安心

次のページで、SMSの重要ポイントである
1 ～ について詳しくご説明します。7



16

 
 

2

ANAグループ安全理念

安全管理
規程

（SMS構成要素を
具体的に規定）

Act

6内部安全
監査制度

Plan Do

Check

4

5

3

報告制度

教育・訓練

7

1

外部監査

リスク
マネジメント

安全管理体制（SMS：Safety Management System）

ＡＮＡグループ安全理念
「安全」を経営の基盤と位置づけて、
会社、組織、社員の役割と責務を明
示し、安全運航の絶対堅持を誓って
います。
この理念をグループ社員全員で共有
し、安全を最優先とする文化を醸成し
ていくことで、お客様の安心と信頼を
決して裏切らない航空会社グループ
であり続けます。

安全管理規程
2006年10月 の 航 空 法 の 改 正 により航 空 会 社 に 義 務 づけられた 安 全 管 理 体 制（SMS：Safety 

Management System）は、運航、整備、空港、貨物など航空輸送の安全に関するあらゆる分野におい
て、経営トップの強いリーダーシップのもと、組織全体で安全目標を達成するための仕組みです。継続
的にPDCA（Plan-Do-Check-Act）サイクルを回しながら、ハザード（不安全要素）の特定とリスクマネジ
メントを行うことにより、リスクを受容可能な水準の範囲内で維持、管理していきます。これらを具体的に
規定したものが「安全管理規程」であり、当社の安全における最上位規程として位置づけています。

リスクマネジメント
SMSにおける中心的な要素で、安全報告情報や発生した安全にかかわる事象の重要度と頻度から判定
されるリスクレベルに応じて適切な措置をとり、リスクを受容可能な水準の範囲内に抑える仕組みで、
しっかりと評価・分析を行うことで事故やインシデントの未然防止を図る重要な活動です。

ANA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

1

2

3

安全管理のPDCAサイクル
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報告制度とヒューマンエラーへの対応
リスクマネジメントの仕組みがあっても、安全情報が正確に把握されていなけ
れば、全く機能しません。国や会社が定めた義務報告はもとより、「ヒヤリ・ハッ
ト」事象（ヒヤリとした、またはハットしたが、何も起こらずに済んだ事象）など
の安全情報も自発的に報告される制度を整備し、活性化を図ることが重要で
す。ANAグループの各航空会社では、報告環境の整備の一環として、自発的
な報告はもちろん、ヒューマンエラーに起因し、発生してしまった報告事象に
ついても、懲戒処分などの不利益な取り扱いを一切行わないこととしました。

教育・訓練
各部門の専門訓練のほか、2007年に開設したANAグルー
プ 安 全 教 育 センター（ASEC：ANA Safety Education 

Center）において、事故を風化させることなく事実と真剣
に向き合い、ANAグループ全社員の一人ひとりが安全運航
のために何ができるかを考え、日常の業務に活かすための
教育を行っています。

内部安全監査制度（SAFER：Safety Evaluation and Review Program）
ANAグループの航空会社における安全管理体制が適切に運用されているかを、グループ共通の安全
監査基準に基づいてチェックしています。決められた要件に従って養成された、高い知識を持つ経験
豊富な監査員が、国際的な安全基準に基づき、「組織外」からの視点で、組織の内側からは見えにくい
点を見つけ、適切な措置や改善につなげています。

外部監査
国（国土交通省）が実施する①運輸安全マネジメント評価や②安全監査立ち入り検査のほか、③IATA※が
実施する監査などがあります。①は、国が安全管理体制上重要な役割を担う、航空会社の社長、安全統
括管理者などの関係者に直接インタビューし、安全管理体制への関与状況や、体制の運用状況を評価
し、助言を行うものです。②は、安全監査専従組織の監査官による専門的かつ体系的な監査や抜き打ち
検査などが行われます。③は、IOSA（IATA Operational Safety Audit）と呼ばれる航空機の運航にか
かわる国際的な安全監査プログラムで、ANAは2004年に日本の航空会社として初めて登録されまし
た。これは現在ではIATA加入の要件にもなっており、ANAグループ航空会社ではすでに5社が登録さ
れています。（2009年5月現在）
※ IATA：International Air Transport Association＝国際航空運送協会

なお、ANAグループ航空会社の安全に関する各種情報（安全上のトラブル含め）や活動状況については、航空法第111条の6に基づく
『安全報告書』を年度ごとに作成し、ホームページに公表することによって情報開示しています。

　http://www.ana.co.jp/ana-info/ana/lounge

6

7

4

5

安全管理体制（SMS：Safety Management System）

ANAグループ安全教育センター館内
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環境

環境リーディング・エアラインを目指して

重要テーマへの取り組み
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ANAグループは、「世界の人々に『夢』と『感動』を届ける」企業であり続けられるよう、
地球規模での環境問題の解決に積極的に貢献していきます。

ANAグループは、クオリティ・顧客満足・価値創造においてアジアを代表する企業グルー
プになることを経営ビジョンに掲げていますが、「環境面でも世界のリーディング・エア
ラインであり続ける」という強い思いを込めて、2008年5月に 「ANAグループ エコ
ロジープラン2008–2011」 （以下、「エコロジープラン」といいます）を発表しました。
その内容は、世界の航空会社で初となるCO2総排出量削減目標や、新世代・省エネ機材
の積極的導入などを中心としており、環境への取り組みと社会的責任を重視する企業姿
勢を内外に強く示したもので、この一年間、その達成に精力的に取り組んできました。

2008年11月、ANAグループは、環境省が創設した「エコ・ファー
スト制度」において、当社グループの環境保全への取り組みに関し
て、環境大臣に「エコ・ファーストの約束」を行い、 航空業界、運輸
業界として第一号の「エコ・ファースト企業」に認定されました。

現在遂行中の「エコロジープラン」で示した環境への取り組みと社会的責任を重視する
企業姿勢が、高く評価されたものと考えています。

また同年12月には、「福田ビジョン」に基づく政府の「国内排出量取引制度（通称）」への
参加を決めました。今般の排出量取引制度への参加により、航空業界を代表して、ポス
ト京都議定書に向けて日本のCO2排出量削減につながる方策を提案、排出量取引制度
の有効性の検証を含め、制度の構築に積極的に貢献していきたいと考えています。

航空機は、他の輸送手段と比べて時間価値が格段に高く、皆様のかけがえのない出逢い
を創造する役割を担う、社会の大切な交通機関です。このような社会の一員として、人
と地球のために積極的に行動し、持続可能な地球環境と共生し続ける企業でありたいと
考えています。環境の変化や社会のニーズを鋭敏に感じ取り、その社会的責任を果た
していくため、ANAグループは挑戦を続けます。
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環境理念「地球環境への基本的な取り組み」

環境マネジメント推進体制

基本方針

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。

行動指針

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、環境保全に対する社員一人ひとりの意識向上を図ります。

環境リーディング・エアラインを目指して

重要テーマへの取り組み

  CSR・環境活動
　　　http://www.ana.co.jp/ana-info/ana/csr

CSR推進会議

地球環境委員会
（事務局：環境・社会貢献部）

地球環境部会

飛行環境WG* 事業所運営環境WG*地上オペレーション環境WG*

*ワーキンググループ

ANAグループの環境データは、ホームページに掲載していきます。
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環境リーディング・エアラインを目指して

環境保全

環境問題への取り組みは、企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、私たちは自主的、

積極的に行動します。私たちの企業活動は、環境に少なからず影響を与えていることを深く自覚し、

ANAグループの環境理念の下、事業を永続しつつ環境への負担を極力少なくする努力を怠らず、

あらゆる手段をもってその負担を少なくします。

事業活動に直接関係することのみならず、私たち自身の問題として、地球環境・資源保護の取り

組みには積極的にかかわっていきます。

ANAグループ行動基準（抜粋）

環境への取り組みの推移
時期 委員会組織 推進組織 実施項目

1973.11 空港部 1978年「環境対策ハンドブック」を発行。

1974.2 環境対策委員会 「総合評価」「飛行騒音対策」「地上騒音・大気汚染対策」
「工場環境対策」の各専門委員会を設置。

1990.7 環境保全推進室 1993年国内航空会社初の「環境報告書」第1号を発行。
1998年「環境理念」発表。

1999.5 地球環境委員会 「スターアライアンス環境宣言」に署名。

地球環境保全推進部 2003年「ANAグループエコロジープラン2003－2007」を
策定。
2003年国際環境絵本コンクール、植林活動を展開。

2004.4 環境・社会貢献部 環境保全活動の一環として、2004年「チーム美
ちゅ

らサンゴ」を
結成し、サンゴ植えつけ活動のプロジェクトを展開。

2007.4 CSR推進室
環境・社会貢献部

CSR活動を推進するため、組織改編を実施。

2008.5 CSR推進室
環境・社会貢献部

「ANAグループエコロジープラン2008－2011」を発表。

2008.11 CSR推進室
環境・社会貢献部

環境省より「エコ・ファースト企業」認定。
（運輸・航空業界第1号）

2008.12 CSR推進室
環境・社会貢献部

政府による試行的「国内排出量取引制度」に参加。
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地球温暖化防止への取り組み
● 航空機によるCO2排出量の低減
2007年度において、日本全体で排出された温室効果
ガスのうち、CO2は94.9%を占めています。このうち、
運輸部門の占める割合は全産業部門の18.5%、国内航
空輸送の占める割合は4.5%でした。
右のグラフは「エコロジープラン」で目標としている国
内線総排出量と国内線・国際線合計の有償輸送トンキロ

（RTK）あたりのCO2排出量の推移です。2008年度は、
世界的な景気減退に伴う利用率の低下で、RTKあたり
CO2排出量は1.22kgとなり、前年度より増加しました
が、省エネ努力により最小限の影響に抑えました。また、
省エネ努力に加えて投入機材の適正化などにより、
国内線総量では455万トン、国際線と合わせた総量で
は806万トンとなり、いずれも前年度（835万トン）より
削減しました。

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

455

1.22

2011
目標

年度

800

600

700

500

400

300

1.4

1.2

1.0

0.8

有償輸送トンキロあたり
CO 2排出量（右軸）

国内線 CO 2

総排出量（左軸）

（kg-CO2/RTK）(万トン）

年平均
470万トン以内

-10%

｢ANAグループ エコロジープラン2008－2011｣の目標と実績

項目 目標 2008年度の実績

地球温暖化 
対策

航空機燃料
（CO2）

国内線・国際線の有償輸送トンキロあたりCO2排出量
を、2011年度において対2006年度比で10%削減

対2006年度比で0.6%減少

国内線2008～2011年度のCO2排出量を年平均470
万トン以内に抑制

国内線の排出量は、455万トン

地上 
エネルギー

全事業所計で年1%削減 P27を参照

大気汚染 
対策

航空機 リース機を含め全機ICAO（国際民間航空機関） 
排出ガス基準適合

全機材がこの基準に適合

地上車両 ハイブリッド・電気自動車など、低公害車の積極導入 P41を参照

騒音対策 リース機を含め全機ICAO騒音基準チャプター4適合 全機材がこの基準に適合

省資源化促進
廃棄物削減、営業用紙5%削減 P30、31を参照

クローズド・リサイクル*を全事業所へ展開 P32を参照

環境社会貢献活動

全国50空港周辺での森づくり P33を参照

国際環境絵本コンクール P34を参照

サンゴ再生プロジェクトへの参画 P34を参照

次世代人材への環境教育支援 P34を参照

*クローズド・リサイクル：機内・空港内やグループ内事業所で発生する廃棄物を、再び機内・空港内やグループ内で活用すること

● ANAグループ行動基準（抜粋）
● 環境への取り組みの推移
● ｢ANAグループ エコロジープラン2008－2011｣の目標と実績
● 地球温暖化防止への取り組み
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環境リーディング・エアラインを目指して

● 省燃費型の航空機導入の歴史
CO2の発生を減少させること、すなわち燃料消費を減
らす最も有効な方法は、①最新のエンジンテクノロジ－
を駆使した効率の良いエンジンを採用し、②翼型など
の改善により空気抵抗を減少させ、③複合材料などに
より重量軽減された、燃料効率の良い新鋭機を導入す
ることです。ANAグループは早くからこの方法に取り
組み、効果を上げています。

機種別燃料消費率

0

24.5

32.3

26.9

33.3

37.2

38.5

10 20 30 40

B737-700INT（118席）

B777-300ER（247席）

B777-200ER（234席）

B767-300ER（216席）

B747-400（339席）

B747LR（326席）

（g／座席キロ）

国際線（9,260 km、満席）で計算した場合
（但し、B737-700INTは5,556 km）

■は退役済の航空機

0

22.3

27.2

24.7

22.0

25.0

19.3

23.3

23.0

22.3

26.3

22.5

21.1

26.9

26.2

31.6

35.3

37.2

36.2

10 20 30 40

B737-800（167席）

B737-700（136席）

B737-500（126席）

DHC8-400（74席）

DHC8-300（56席）

B777-300（525席）

B777-200（382席）

B747-400D（569席）

A320（166席）

F-50（50席）

B767-300（288席）

A321（195席）

B767-200（234席）

B747SR（536席）

L1011（341席）

B737-200（126席）

B727（178席）

YS11（64席）

（g／座席キロ）

国内線（926 km、満席）で計算した場合 ■は退役済の航空機

東京～札幌間の1座席当たりのCO2排出量比較
（2008年度データ）

保有機一覧

（kg）

ボーイング787-8型機　　
2010年～　

ボーイング727-200型機　
1990年退役

ロッキードL1011トライスター型機　
1995年退役

ボーイング747-100SR型機　
2006年退役

ボーイング767-300型機　
1987年～

ボーイング747-400型機　
1990年～

ボーイング777-300型機　
1998年～ 58.8

63.5

66.7

72.8

94.0

109.0

ボーイング767-300型機の
約20%減

ボーイング747- 400（15機）

ボーイング777- 300（20機）

ボーイング767- 300（54機）

ボーイング767-300F＆-300（6機） *貨物専用機

エアバスA320 - 200（30機）

合計210機

ボンバルディアDHC-8-400（14機）

ボーイング737-700ER（2機）

ボンバルディアDHC-8-300（5機）

ボーイング737-500（21機）

ボーイング737-700（16機）

ボーイング737-800（4機）

* これらのほか、グループ社外へ賃貸している航空機が5機あります。
（2009年3月31日現在）

ボーイング777- 200（23機）

新世代型航空機

地球温暖化防止への取り組み

【国内線】

【国際線】
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● 地球温暖化防止への取り組み

機内の減量

●  機内誌の減量、軽量化
ANAグループでは、機内誌（『翼の王国』『SKY SHOP』

『SKY CHANNEL』など）の紙質やページ数の見直しを
進めたり、予備で搭載する部数を削減するなど、機内の
減量に努めています。このうち、機内エンタテインメン
ト誌の『 SKY CHANNEL』は、プログラム数が倍増した
ものの1冊あたり9グラムの軽量化を図るなど、地道に
取り組んでいます。

●  飲料水の減量
国際線では、搭載する飲料水を方面別に綿密に管理し
ており、2008年4月から、ロサンゼルスおよびサンフラ
ンシスコ発の便では、合計で1日あたり約200リットル
の減量を図っています。

航空機の消費燃料の節減は、環境負荷低減に直結します。 
ANAグループでは早くから、運航面での工夫や地上でのさまざまな取り組みにより、燃料節減を
積極的に進めてきましたが、その取り組みをさらに進化させ、2008年春から“ECO FIRSTプロ
ジェクト”*を部門横断的に推進しています。以下、その取り組みの一例をご紹介します。

*ECO FIRSTプロジェクト
ANAグループでは、2008年1月に IATA FEGA

（Fuel Efficiency Gap Analysis：燃料節減診断）を
受診、その結果を受けて2008年4月に部門横断的
な燃料節減プロジェクトを立ち上げました。IATA 

FEGAでの指摘事項に加えて、これまで個別に実
施してきた燃料節減の取り組みを全社ベースでた
な卸しし、部門ごとに連携しながら取り組むことで、
実施施策とその効果を可視化することが目的です。
CSR推進室長をリーダーとし、全体プロジェクトと、

「フライト」、「オペレーション」、「客室」の3つの
ワーキング・グループで構成され、“ECO FIRSTプ
ロジェクト”の愛称で活動しています。
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環境リーディング・エアラインを目指して

出発準備時

出発経路 航空路 到着経路 進入 

滑走路 滑走路

従来の経路 
RNAV航法の経路 

航空保安
無線施設

航空保安
無線施設

航空保安
無線施設

RNAV航法のイメージ

●  地上電源装置（GPU＝Ground Power Unit）の 
積極的な使用
駐機中の航空機は、通常APU*を使って機内の空調や照
明などの電力を賄いますが、ANAグループでは1990

年よりAPUの使用に代えて、省エネ効果がより大きい
GPUを積極的に使用するようにしています。この取り
組みによる2008年度の燃料削減量は、GPUを使用し
ない場合と比較して、43,200キロリットルと算出され
ました。この量は、羽田～大阪（伊丹）間の約2,900往復

（ボーイング777-200型機）分に相当します。
* APU（Auxiliary Power Unit）とは、航空機に電力と圧縮空気を
供給する、航空機搭載の小型ガスタービン補助動力装置。航空機
燃料で作動するため、GPUと比べてエネルギー効率が低い。

巡航時

●  RNAV航法の活用
RNAV航法とは、航空保安無線施設や衛星・自蔵航法
機器を利用して自機の位置を算出し、任意の経路を飛行
する航法です。RNAV経路は従来の経路に比べて距離
や時間が短縮され、燃料節減、CO2排出量削減ととも
に、空港周辺の騒音軽減にも寄与しています。
ANAグループは、国内外でRNAV運用の一層の拡大に
努めています。
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空港到着時

省エネ降下方式のイメージ図

省エネ降下方式：
エンジン推力を下げたまま
継続的に降下する

一般的な降下方式：
エンジン推力を 
水平飛行時に上げる着陸滑走路

●  着陸時に逆噴射装置の出力を抑えた運用
従来は着陸時に滑走距離を短くするため、スラストリ
バーサーと呼ばれる逆噴射装置を作動させ、エンジン
の推力を上げて（この時にCO2を排出する）前方に噴射
していましたが、滑走路の状況などを判断して安全に止
まれることを前提に、可能な限りエンジンをアイドル状
態で運用し、CO2削減・騒音低減など、環境にやさしい

着陸を心がけています。

●  着陸後に一部のエンジンを停止した地上走行
着陸後、駐機場に入るまでに長い地上走行が必要な
空港では、誘導路や他の航空機の状況、気象条件、管
制塔からの指示などを総合的に判断し、安全性に支障が
ないことを確認した上で、一部のエンジンを停止し燃料
の節減を図っています。

降下時

●  省エネ降下方式の促進
降下開始点から水平飛行することなく、最終進入開始
点まで継続的に降下していく運航方式で、燃料節減、
CO2排出量削減、騒音低減に効果があります。
2009年5月より、関西国際空港に深夜帯に到着する航
空機は、この方式で運航しています。

● 地球温暖化防止への取り組み
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環境リーディング・エアラインを目指して

実運航の場面以外での取り組み

●  軽量タイヤの採用による機体重量の低減
ANAでは、最新構造の軽量タイヤを、2008年10月から
ボーイング777-300ER型機に採用しています。この航
空機用タイヤは最新ラジアル構造を採用し、12本のメイ
ンタイヤを従来型のタイヤから交換することで、約80キ

ロ機体重量が軽くなりま
す。2009年度中には、
ボーイング7 7 7 - 3 0 0 

ER型 機13機すべてに
装着する予定です。

●   エンジンの換装
長期使用に伴い、燃料効率が低下したボーイング767、
747-400、777型機のエンジンを、新しいエンジンに取
り換えることにより、燃料消費量を節減しています。

●   コンプレッサー部の水洗によるエンジンの性能回復
エンジンは使用するにつれてコンプレッサー（圧縮器）
部分に微小な埃が付着し、燃費が悪くなります。ANAで
は2003年度から圧縮器部分を定期的に水洗して、エン
ジンの燃費を回復させています。
2008年度の燃料削減量は、水洗しなかった場合と比
較して24,000キロリットルと算出されました。この量
は、羽田～大阪（伊丹）間の約1,600往復（ボーイング

777-200型機）分に相当します。

●   シミュレーターによる燃料削減効果
ANAグループでは燃料節減や騒音問題、空域狭隘など
の改善のため、運航乗務員の訓練・審査の大部分をシ
ミュレーターで実施しています。
2008年度のシミュレーターの総使用時間は54,000時
間で、実機を使用した場合と比較して、燃料で28.7万
キロリットルの削減効果がありました。この量は、ANA

グループの2008年度全運航で使用した燃料の8.8%＝
羽 田～大 阪（伊 丹）間 の 約19,000往 復（ボーイング
777-200型機）分に相当します。
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その他の取り組み

● 地球温暖化防止への取り組み

●  軽量型コンテナの導入
ANAグループでは、2006年10月より国際線用軽量型コ
ンテナを導入し、2009年4月現在で1,030台を保有して
います。このコンテナは、底盤および骨格を除く外壁部
分をケブラーⓇ*素材、開閉部分をキャンバス素材に変更
したもので、従来のコンテナより28kgの軽量化を実現し
ました。
欧米路線で使用しているボーイング777-300型機の場
合、1機当たり最大で1,232kgの軽量化が可能です。成
田～サンフランシスコ線で試算すると、片道で約495リッ
トルの燃料＝CO2換算
で1,220kgの排出削減
となります。
*  ケブラーⓇは米国 

デュポン社の登録 
商標です。

● 機内搭載品軽量化の取り組み
ANAグループでは、2003年から機内搭載品を小型化・
軽量化し、搭載数・品目の見直しや、新規搭載品の開発
を継続的に実施しています。
特に、国際線のファーストクラス、ビジネスクラスにおい
ては、2005年から特殊軽量食器を導入しています。こ

れは、特殊な原料を配合し、素地の中に微細な気孔を多
数形成させた陶土を使用したもので、軽いだけでなく保
温性にも優れています。導入前のものと比べてお皿1枚
当たり最大約30%（▲170g）の軽量化を図りました。国
際線仕様ボーイング747-400型機では、1機当たり約
40㎏もの減量となっています。
また、2007年9月に就航したムンバイ線のビジネスクラ
スでは、いろいろなジャンルの機内食に対応できる軽量
食器を新規開発して搭載しています。一般素材のお皿と
比べて1枚当たり最大約15%（▲70g）の軽量化を実現
しています。

●  航空機以外の地上エネルギーの削減
ANAグループのエネルギー消費量の98%は航空機によ
るものです。地上エネルギーは全体の2%に過ぎません
が、2007年度実績で原油換算で約54,000キロリットル
という大きな消費量となっており、2004年度からほぼ横
ばいの状況です。

「ANAグループエコロジープラン2008－2011」の中で
掲げた、全事業所総計で年1%（原単位当たり）のエネル
ギー消費削減を達成するため、2007年度に今後10年に
わたる省エネ設備工事計画を策定し、2008年度より順
次実施しています。

ANAグループでは2003年から、サービスの低下とならないことを大前提に、機内搭載品の各アイテムを小型化・軽量化し
たり、搭載数量を細かに調整するなど搭載物品の継続的な見直しを行っています。2008年度は、シートポケット物品の機
内エンターテインメント誌「SKY CHANNEL」9g、「SKY SHOP」15gの軽量化、国際線の食器類搭載数の見直しなど
を実施しました。
客室乗務員においても、持ち込み手荷物を削減するなど軽量化に努める意識が浸透しています。
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MRJの主な特徴
（イメージ）

新世代機材の導入

● 次世代リージョナルジェット｢MRJ｣

ANAは、ボーイング787型機のローンチカスタマー（初
めての発注会社）として設計・開発段階から参画し、世
界に先駆けて50機を発注しています。ANAの主力機

材であるボーイング767型機の後継機種として、羽田
空港の再拡張を視野におき、2010年より就航する予
定です。

三菱航空機株式会社により製造される次世代のリー
ジョナルジェット機「MRJ」を、ローンチカスタマーと
して合計25機を発注しました。
同機はリージョナル機として初めて主翼・尾翼に複合

材を本格採用しています。最先端の技術を駆使した新
型エンジンにより環境負荷が大幅に軽減され、また最
新の空力設計により、現行機材に比べ燃料消費量が
約40%改善します。

機体形状
主翼やフラップなどの形状
を研究し、風切り音を減ら
すなど、低騒音化を実現

エンジン
同サイズ他社小型ジェット機より
も2割の低燃費と低騒音を実現

コックピット
4つの大型液晶ディスプレイ
がパイロットの飛行状況認識
を容易にし、安全性を向上

機体素材
機体全体のおよそ3割の部品を炭素繊維
複合材で構成し軽量化を実現

スリムシート
快適な座り心地と広 と々し
た足元まわりを確保する新
構造のシートを採用

塗装素材
複合材に使用可能な耐久
性の高いペイントが開発さ
れ、再塗装回数の削減を
実現

整備コスト
短距離多頻度運航に適し
た推力制御方式も開発さ
れ、エンジン部品の劣化の
抑制による整備コストの低
減が期待される

機体
炭素繊維複合材料などの先進素
材を多用することで軽量化を実
現し、燃費効率が約20%向上*エンジン

ロールスロイス社製の「トレント
1000」を採用し、離陸時の騒音
を約40%削減、排出ガスもCO2

を約20%、NOxを約15%削減*
空力特性は、機体空気抵抗の最
小化を追求

ボーイング787型機の主な特徴

*既存の同クラス航空機との比較

（イメージ）

● ボーイング787型機

環境リーディング・エアラインを目指して
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ANAグループが保有する航空機は全機、ICAO騒音
基準で最も厳しいチャプター4基準に適合しています。

また、地上に与える騒音影響を少なくするよう、種々
の運航方式を工夫しています。

騒音対策

ANAが実施している主な騒音軽減運航方式

方式 概要

離陸 急上昇方式
通常より高い高度（3,000フィート）まで離陸上昇を継続し、高騒音を極力空港地域
内に収めるとともに、住宅地での高度を確保し騒音を抑制する。

着陸

ディレイドフラップ 
進入方式

フラップと脚を下げる操作を遅くし、機体の空気抵抗を減らして、必要なエンジン 
推力を減らし、騒音を抑制する。

低フラップ角 
着陸方式

最終着陸時使用するフラップ角を小さくセットし、機体の空気抵抗を減らして、 
必要なエンジン推力を減らし、騒音を抑制する。

離着陸

優先滑走路方式
滑走路の一方に住宅地がない場合、風向、風速から可能な限り、その方向で離着陸
を行う。

優先飛行経路方式
空港周辺（低高度）で旋回などにより、住宅地を極力迂回したり、河川上の経路を 
選択する。

V-NAVアプローチ 
連続降下方式

降下時、極力空港近くまで高高度を維持し、その後連続的に降下を行い、 
エンジン推力の変化を抑え、騒音軽減を図る。燃料削減効果もある。

FMSを利用した 
飛行方式

空港周辺でFMS*1／LLZ*2／RNAVを利用し、経路短縮とともに住宅地を避けて 
飛行する。深夜帯の羽田到着便は木更津（陸上）を通らず、海上でショートカットして 
着陸進入する。

*1  FMS：Flight Management System。飛行条件に応じて最適な速度や経路を計算し、エンジン出力調整や操縦などの飛行管理を自動的に行う装置。
*2  LLZ：Localizer。着陸時に、滑走路の中心から左右のずれを航空機に対して電波で示すシステム。

● 新世代機材の導入
● 騒音対策



環境法令とコンプライアンス

● 環境関係の法令の適用を受ける事業所
ANAグループでは384件の法律と接点を有しており、
1事業所あたり平均7件の環境法令の適用を受けてい
ます。なお、2008年度は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。

環境リーディング・エアラインを目指して

ISO14001認証

ANAC 2007年取得 成田整備地区 2002年取得

適用される法律名

適用される法律名 適用される事業所数

1 特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） 56

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 56

3 自動車リサイクル法 21

4 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法） 45

5 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律（フロン回収破壊法） 47

6 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 2

7 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（PRTR法） 18

8 エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法） 13

9 大気汚染防止法 14

10
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法

（自動車NOx・PM法） 21

11 水質汚濁防止法 17

12 下水道法 7

13 浄化槽法 6

14 騒音規制法 8

15 振動規制法 7

16 悪臭防止法 6

17 工場立地法 1

18 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（公害防止組織整備法） 1

19 毒物及び劇物取締法 20

20 容器包装等リサイクル法 8

21 建設資材リサイクル法 2

22 建築物における衛生的環境の確保に関する法律 7

23 食品リサイクル法 1
合計 384
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● 使用済み自動車などの適正処分の
　全国ネットワーク

ANAグループでは全国で約3,000台の車両を使用し
ています。その多くは特殊な車両のため、処分には運
搬手段や処理能力などの点で種々の困難が伴います。

これら使用済み自動車などの処分を漏れなく適正かつ
効率的に行い、廃棄物処理法と2005年4月より施行さ
れた自動車リサイクル法のいずれにも対応できるよう
に、全国ネットワークを構築しました。
これは、北海道、東北・関東、北陸、関西・中部、中国、
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● 環境法令とコンプライアンス
● 省資源化の促進
● 資源消費の節減

北海道地区

東北・関東地区

沖縄地区
(沖縄本島、石垣島、

宮古島)

北陸地区

中国地区

関西・中部地区

四国地区九州地区

★千歳市

★小山市★富山市

■大阪府

★うるま市

★広島市
★松山市★福岡市

使用済み自動車の処分 
全国ネットワーク

省資源化の促進

ANAグループでは、機内・空港内やグループ内事業所
で発生した廃棄物を再びグループ内で活用していくク
ローズド・リサイクルに努めています。特に紙資源につ
いては、成田・羽田・関西・新千歳の各空港で使用済み
となった機内誌『翼の王国』の一部を回収して再生紙の
原料としています。中でも羽田および新千歳空港で回
収したものの一部は、再び機内誌や時刻表、事務用封
筒の原料として活用しています。

紙資源の「クローズド・リサイクル」のイメージ図 
（計画中のものも含む）

四国、九州および沖縄の各地域に、十分な能力と信用
のある運搬業者と処分工場を選定し、そこを拠点とし
て地域内の空港で使用済みとなった自動車などを適正
かつ効率的に処分する仕組みです。
2008年度は、このネットワークを通じて、全国の空港
で使用した56台の自動車などを廃棄物処理法および
自動車リサイクル法に沿って、適切に処分しました。そ
の他、非自走車150台を廃棄物処理法に沿って、適切
に処分しました。また、これらは金属重量に換算して
560トン*になります。

*使用済みの特殊自動車および非自走車を含むすべての車両

資源消費の節減

● 「スキップサービス」による紙使用量の削減
このサービスは2006年10月より開始し、スキップ予
約（予約・購入・事前座席指定）を済ませたお客様が、
直接空港の出発保安検査場にお進みいただき、紙の
航空券なしでご搭乗いただけるものです。これによ
り、航空券用紙や使用済み航
空券の半券の処分量が大幅に
削減されます。導入前に年間
約180トン使用していた航空券

用紙を、2008年度は120トン程度まで削減することがで
きました。

● 機内サービス用品
エコノミークラスのメニュー
カードを、回覧できる料理写
真パネルに変更し、繰り返し使
用することで紙消費の節減を
図っています。

機内や空港などでの再利用

事務所 
などでの再利用

機内誌

時刻表

名刺

事務用封筒

機内用 
「安全のしおり」

事務所 
OA紙

機内誌
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環境リーディング・エアラインを目指して

 ● 機内・空港内およびグループ内での
 「CLOSED RECYCLE」の促進
機内・空港内やグループ内事務所で発生する廃棄物
を、再び機内・空港内や自社・グ
ループ内で活用していくクローズ
ド・リサイクルに努めています。
これにより、使用済みの雑誌、時
刻表や期限切れの未使用品など
が、確実かつ効果的に再利用さ
れています。

リサイクルの促進

ご搭乗されたお客様に｢空の上から地球環境につ
いて 考えていただく｣ 時 間と空 間をご 提 供 する
e-flight。3回目を迎えた2008年は、7月の洞爺湖
サミットの開催に合わせて6月1日～7月10日に国
内線全便を対象に実施し、国内線仕様のボーイン
グ777型機20機にe-flightロゴを付けて運航しまし
た。機内では、C.W.ニコル氏のナビゲーションに
よる「空からのメッセージ」を上映し、国産間伐材

を使用したお箸（プレミアムクラスのみ）、e-flight

のメッセージを込めた紙コップをご提供しました。

e-flight ～空の上から地球を考える～

その他の取り組み

航空機整備 航空機の重心測定方法の変更（搭載済み燃料を廃棄せずに測定）

 航空機塗装作業で使うシンナーなどの溶剤を委託会社で浄化して再利用

超高圧水でエンジン部品を洗浄して洗浄剤の使用量を削減

機内空調用活性炭、航空機格納庫排水処理用の活性炭の再利用

航空機エンジン部品、修理用アルミ端材を金属素材としてリサイクル

航空機内 国際線機内から出るごみ（ビン、缶）を分別回収

航空貨物部門 貨物防水・防塵用ビニールシートを固形燃料、ごみ袋としてリサイクル

地上施設・設備 雨水と厨房排水処理水（中水）の利用

空港内で使用した自動車などを金属素材としてリサイクル

原材料の一部として使用済み
『翼の王国』を使用する社用封筒

● 制服のリサイクル
客室乗務員や地上係員の使用
済み制服を元の繊維状態に戻
して、自動車の吸音材として
再利用しています。



33

● リサイクルの促進
● 環境社会貢献活動

● 森づくり
ANAグループが就航する国内50空港を対象に、その周
辺での森づくり活動を、2004年から10カ年計画で進め
ています。2008年度は新たに熊本、岡山、成田、三宅
島、米子、中部の6カ所で、またそのほか8カ所の森で
も、継続して地域のボランティアの方々と森づくりを実
施しました。
特に三宅島では、2000年の噴火以来運休していた羽
田～三宅島線の運航再開を記念して、「三宅島空港・ア
カコッコの森」において、天然記念物のアカコッコが安
心して生息できる緑の島の再生を願いながら、在来種
のツバキ、ヒサカキなど1,000本を植林しました。ま
た、ANA「旅達」会員限定ツアーでもボランティアを
募集し、島外の方にもまだ復興の途中である三宅島の
生活を肌で感じていただく機会となりました。

また米子では、他の航空会社との間では初めてのケー
スとして、アシアナ航空との共催で実施しました。韓
国からアシアナ航空のメンバーも多数参加し、国際色
豊かな森づくりとなりました。
ANAの社有林「千歳空港・らんこしの森」と「羽田空
港・天城湯ヶ島の森」では、1人の人間が1年間に排出
するCO2量に換算して「らんこしの森」は40人分、「天
城湯ヶ島の森」は35人分を吸収しているという林野庁
の通知を受けています。
2009年3月には林野庁の推進する国民運動「美しい
森林づくり全国推進会議」にも参画表明しており、
ANAグループは今後も継続して森づくりを行い、「持
続可能かつ次世代に引き継ぐ」環境活動を推進してい
きます。

2008年度の森づくりのあゆみ

森の名称 関連空港 回数 内容

 5月18日 阿蘇くまもと空港の森 熊本空港 初回 植林

 5月31日 岡崎嘉平太の森 岡山空港 初回 植林

 6月 8日 白神の森 大館能代空港 2回目 植林

 6月14日 らんこしの森 千歳空港 4回目 下草刈り

 6月14日 糸原海岸の森 大分空港 3回目 下草刈り

 7月12日 信州の森 羽田空港 4回目 間伐

 8月 2日 アサヒの森 広島空港 4回目 植林

 9月21日 白神の森 大館能代空港 3回目 植林

10月18日 八百津の森 中部空港 3回目 間伐

10月18日 千葉若葉の森 成田空港 初回 植林

10月25日 アカコッコの森 三宅島空港 初回 植林

11月 9日 ハマヒルガオの森 米子空港 初回 植林

 3月14日 佐布里の森 中部空港 初回 植林

 3月29日 白兎の森 鳥取空港 2回目 植林

環境社会貢献活動

ANAグループは、「人と地球を考える」をテーマに、「私の青空」と称した「地球環境を大切にする心の輪」を広げ
る活動に取り組んでいます。

鳥取空港・白兎の森

成田空港・千葉若葉の森

三宅島空港・アカコッコの森
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● 国際環境絵本コンクール
このコンクールは、次世代を担う子供たちに「環境、自
然、生き物、資源を大切にする」心を伝えるとともに、

「家族や友人同士で環境について話し合う」機会を提供
することなどを目的に、2003年度にスタートしました。
2008年度は第6回を迎え、国内24都道府県と海外10

カ国、年齢も6歳から67歳までの幅広い方々から475

作品のご応募をいただきました。作家のC.W.ニコル
氏を委員長とする審査委員会での選考の結果、大賞に
はホノルル在住のジェシカ・ヘブラーさん（10歳）の「こ
の色なあに？（WHAT COLOUR IS THIS？）」が選ば
れました。

● チーム美
ちゅ

らサンゴ
ANAグループは沖縄県内外の企業とともにサンゴ再生
プロジェクト「チーム美らサンゴ」を結成し、2004年か
ら沖縄県恩納村でサンゴ群集の回復・保護活動を行っ
ています。
このプロジェクトでは、日本サンゴ礁学会が定めたガイ
ドラインに沿って、恩納村海域に生息するサンゴをド
ナーとして採取し、陸上施設で養殖したサンゴをボラン
ティアダイバーの手によって植えつけています。2008

年は春・秋に2回ずつ開催し、232名が参加しました。

● 次世代人材への環境教育支援
2008年に新しい取り組みとして、佐賀県立武雄高等学
校との共催で｢～SAGAそう!!私の青空～環境社会体験
プログラム｣と題した体験プログラムを実施しました。
これは、生徒が自ら考え行動する課題探究型プログラ
ムを通じて、地域の自然環境の再発見や地域活性化を
考える機会と、企業・社会人とのふれあいの場を提供
するものです。

大賞作品は、世界の多くの子供たちが自然の美しさ、
大切さについて考える機会の一つになればとの願いか
ら日英2カ国語併記で10万部製本し、2009年春より
ANAグループ航空機内をはじめ国内・国外の保育園、
幼稚園、小学校などにもお届けしました。

また、「国際サンゴ礁年2008」活動の一環として、サン
ゴ 礁 保 全 啓 発 に 取り組むプ ロジェクト「Save the 

Coral」との共催
で、サンゴフォー
ラムを開催しま
した。

チーム美らサンゴHP http://tyurasango.com

9月28日、佐賀空港｢空の日｣イベントで、2年生の生
徒5チーム・20名による企画提案発表会を開催し、武
雄市が直面している環境問題、そして武雄市の素晴ら
しい自然環境や
文化遺産などに
ついて、プレゼ
ン テーションを
実施しました。
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● 環境社会貢献活動
● 大気汚染対策

● 予期せぬ着陸による燃料投棄
2008年度のANAグループ機による燃料投棄は2件（急
病人と離陸後のエンジン不具合（鳥衝突））でした。

大気汚染対策 
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燃料投棄回数と投棄量の推移
（kl） （件）

● 排出ガスの少ない航空機の導入
ANAグループは航空機からの有害排出ガスを減らす最
も効果的な方法として、改良型の新型エンジンを装備
した最新鋭機を積極的に導入しています。ANAグルー
プが保有する航空機のエンジンは、すべてICAO付属
書16の排出基準をクリアしています。

● 大気汚染と航空のかかわり
ANAグループの事業による大気汚染の主な原因は、航
空機からの排出ガスと、地上用車両からの排出ガスに
よるものです。航空機からの排出ガスについては、国
際民間航空機関（ICAO）の排出基準として、ICAO付属
書16で、航空機の離着陸を模擬したLTO（Landing／

Takeoff）サイクルでエンジンを運転した際に排出され
るNOx（窒素酸化物）、HC（炭化水素）、CO（一酸化
炭素）、SN（煙濃度）の単位推力当たりの排出ガス量を
規制しています。国内の航空法にも同内容が、「航空
機の発動機の排出物基準」として航空法施行規則の附
属書第3に定められています。

着陸時の高度3,000フィートから、離陸上昇時の高
度3,000フィートまでを離着陸サイクルとして、エン
ジンをこの条件で運転し、各排出量を計測するもの
です。
エンジンテストは下表の出力状態および作動時間が
条件となっています。

出力状態（%） 作動時間（分）

離陸 100 0.7

上昇 85 2.2

降下 30 4.0

地上走行 7 26.0

地上走行 

離陸 

3,000フィート
上昇

 

降下 

ICAO離着陸サイクル

ANAグループ ANA単体

NOx（窒素酸化物） 6.47 5.45

HC（炭化水素） 0.78 0.69

CO（一酸化炭素） 5.05 4.06

2008年度　エンジンからの排出ガス量（単位：千トン）

燃料投棄とは？　航空機の不具合や急病人の発生により予定外の着陸を
する場合、もし航空機重量が着陸限界を超えていれば安全のために重量
を減らす必要があります。このため、やむをえず燃料を投棄するものです。
空港などにより投棄場所や高度が指定されており、市街地域を避けて洋
上などで行われます。高々度で投棄された燃料は霧状となり拡散されるた
め、地上への直接的な影響はありません。

■ 投棄量  投棄回数 
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●  PRTR（環境汚染化学物質排出・移動登録） 
法への対応

ANAグループでは当該物質の正確な把握と確実な法
定届出を行うよう、購入品目と数量、成分および出庫
量を関連づけてデータベース化し、一元的に管理して
います。また、グループ会社での情報全体も集約でき
るように、組織連携を強化してきました。2008年度の
ANAグループ使用実績は、種類で42物質、取扱総量*

では19,600kgで、前年度より約61%削減しました。

2008年度ANAグループで使用した主な第一種指定化学物質

多い順 指定化学物質 用途（含有品目） CAS No.* 改善／その他

1 トリクロロエチレン メッキ前の蒸気洗浄に 
用いる溶剤 79-01-6 蒸気の拡散を防ぎ、溶液を回収する方法で削減中

2 ジクロロメタン ペイント剥離剤 75-09-2 大部分を非塩素系の剥離材（E-1092T）で代替中

3
無水クロム酸 

（三酸化クロム） メッキ材料（クロム） 1333-82-0
クロムを使用しない溶射方式によるメッキ方法の 
導入を検討中

4 トリブチルホスフェート 飛行機の作動油 126-73-8

5 トルエン ペイントなどの希釈剤 108-88-3 揮発成分の少ない塗料を選定

6 キシレン ペイントなどの希釈剤 1330-20-7 取扱量は1トン以下

7 ホウフツ化ナトリウム メッキ材料 13755-29-8 同上

8 フェノール ペイント剥離剤 108-95-2 同上

化学物質の使用削減

これは、グループ企業の機体塗装時におけるペイント
剥離剤、メッキ作業時における洗浄剤の使用削減によ
るものです。

* 排出量と移動量の合計

今後も、環境への負荷を考慮した適切な作業の実施は
もとより、指定有害物質を含まない代替材料や技術の
研究などにより、改善を進めます。

* 化学物質特定に係る国際的標準番号
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■ 使用水量  実施回数 

ANAグループの水洗使用水量と実施回数
（千トン） （回）

●  航空機の水洗と排水処理
羽田空港、成田空港では、夜間に航空機の水洗を実施
しています。2008年度のANAグループの水洗使用水
量と実施回数は、除雪・防氷回数の減少により、また
使用水量は作業の改善により、共に減少しました。作
業後の水は、空港内の排水処理施設にて適正に処理し
た後、排水しています。

● 化学物質の使用削減

●  航空機の外装ペイント作業における  
PRTR物質や揮発性ガスの排出削減

ANAグループでは、水質・土壌汚染対応としてペイン
ト剥離剤に（PRTR法適用外の環境にやさしい材料）
「非メチレンクロライド系中性剥離剤」を導入していま
す。また、2002年度からは、揮発性ガスの発生が少な

●  防・除雪氷剤の使用削減
航空機は安全のために、翼や動翼、胴体などに雪氷が
付着したままでは離陸できません。お湯または圧縮空
気で除雪し、続いて防氷剤を塗布してから出発します。
ANAグループは1996年以降、PRTR法適用外のプロ
ピレングリコールに全面転換し、かつ使用量を減らすた
めの機材開発と作業改善に努めています。
2008年度は、暖冬により雪が少なく回数、使用量とも
減少しました。

（kl）
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い「低VOC（揮発性有機化合物）外装塗料」を導入し、
その後全機適用に向けて拡大しています。前年度から
は、それまでのMEK（メチルエチルケトン）に代って、
有害化学物質を含まない新洗浄剤MPK（メチルプロピ
ルケトン）を導入するなど、環境にやさしい材料への転
換を積極的に進めています。
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ANAグループ環境データ

環境に関する2008年度のデータをまとめました。ANAグループが環境や社会に及ぼしている影響
について、数値やグラフでご報告します。

2008ANAグループ 環境データ（一覧）
単位 ANA単体 ANAグループ 

合計

オゾン層 破壊 ハロン・フロン（航空機） 全排出量 kg 0.00 0.0

水資源 水資源の消費 （建物での使用）合計 万トン 30.5 58.2

自然生態系破壊 水質汚染 廃水処理（建物での使用）量 万トン 4.2 12.8

航空機防除氷液の使用量 kl 右記に含む 1,202.0

有害物質 PCB（ポリ塩化ビフェニール）保管量 トン 4.0 11.1

地球温暖化 森林破壊 紙の使用量 トン 4,483.0 8,880.0

エネルギー エネルギー消費（原油換算） 総計 原油万kl 264.1 315.2

航空機エネルギー（原油
換算）消費 原油万 jkl 260.0 309.6

地上エネルギー（原油換算）消費
（機体へ電力供給含む） 原油万 jkl 4.1 5.6

航空機　燃料消費 万kl 274.6 327.0

消費量（提供座席キロ当
たり） L／100ASK 3.62 3.66

大気汚染 全保有数 航空機 機 右記に含む 210

自動車 台 右記に含む 3,429

低公害車保有割合 ％ 17.0 20.0

CO2 （二酸化炭素）排出量 総計 万トン-CO2 683.3 815.3

航空機（総排出量） 万トン-CO2 676.6 805.6

航空機排出量（提供座席
キロ当たり） g-CO2/ASK 88.2 89.8

地上設備・自動車（総排
出量） 万トン-CO2 6.7 9.6

NOx（窒素酸化物） （航空機のLTOサイクル*
での排出量） 万トン-NOx 0.55 0.65

HC（炭化水素） （航空機のLTOサイクル*
での排出量） 万トン-HC 0.07 0.08

CO（一酸化炭素） （航空機のLTOサイクル*
での排出量） 万トン-CO 0.41 0.51

上空投棄 燃料:航空機 総投棄量 kl 91.0 91.0

回数 回 2 2

廃棄物 廃棄物 排出量 総計 万トン 2.07 2.36

機内ごみ・し尿ごみ 合計 万トン 1.72 1.72

（地上） 全廃棄物合計 万トン 0.35 0.64

上記のデータは、2008年度におけるANAおよび連結子会社の一部（航空輸送、航空機整備、グランドハンドリング、ケータリング、車両整備、ビル管理
など）の環境にかかわるものを集計したものです。なお、連結子会社の一部データは集計に含まれていません。
* 航空機のLanding/Take off Cycle：ICAOの定める離発着標準モデル
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航空機のCO2排出量の推移 主要事業所でのCO2排出量
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事業所別電力消費の構成比

主要事業所のエネルギー
消費の推移（原油換算）

地上エネルギー消費の内訳 　5.6万原油kl
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ANAグループのエネルギー総消費量は315万kl（原油換算）です。

航空機エネルギー
98

（%）

（%） （%）

IT推進室（羽田）15

その他 56

運航訓練室（羽田） 12

機体メンテナンスセンター
（羽田） 9

施設用燃料合計 5

電力 73
冷水・温水・ 
蒸気の供給 8

ガス使用合計 2

自動車燃料合計 12
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● 廃棄物の排出量
概況
ANAグループ全体では23,500トンの排出量となり
ました。
そのうち航空機からのゴミ（トイレからの汚水、機内ゴ
ミ）が全体の約7割を占めます。残りは地上から出るゴ
ミですが、産業廃棄物の中で多くを占めているのは廃
棄プラスチックで全体の3割を占めています。機内ゴ
ミ、廃棄プラスチックの削減が、廃棄物の排出量削減
を促進する上での課題です。

廃棄物の排出量の推移

ANAグループの紙の消費量
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■ 産業廃棄物（一般＋特別） 

■ 一般廃棄物（地上系） 

■  一般廃棄物（航空機系）

■ OAコピー用紙 

■ 航空券 

■ カレンダー 

■ 機内誌『翼の王国』
■ 時刻表：国内線 

■ 時刻表：国際線 

■ 旅行パンフレット

（%）

（%）

廃棄物の内訳

産業廃棄物の内訳

● 紙の消費量
概況
ANAグループ全体で8,900トンの消費となりました。
消費量のほとんど（95%）が時刻表、パンフレット、ポ
スター、機内誌など、営業活動に使用するものです。
一方、事務所内で使用するコピー用紙などは全体の
4%で2007年度とほぼ同じ実績（約400トン）となりま
した。

推移
機内誌、時刻表、旅行パンフレットの減少により全体と
して2007年度より11%減少となりました。

推移
2007年度より総排出量が3%（770トン）増加しました。
整備地区の新工場への移転、その他事業所の移転も含
め、移転が主な要因となっています。

 産業廃棄物（一般+特別） 11

航空機汚水 
59

機内ゴミ  
18

一般廃棄物 
（地上系） 12

廃油 7
廃酸 1
廃アルカリ 7

汚泥
15

廃プラスチック 
34

金属 
くず
17

木くず 6

植物性残さ 13

ANAグループ環境データ
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● ANAグループ環境データ

自動車保有台数の推移

2004
0
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2,000
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■低排出ガス車　
■車両総台数
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保有する自動車の内訳
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● グリーン購入の推進
ANAでは事務用品をはじめとする間接品の電子購買
を進め、グリーン購買の実績把握と促進に役立ててい
ます。2008年度の事務用品類のグリーン購入率は
76%、また紙類のグリーン購入率は40%でした。

事務用品類のグリーン購入率
（%） 

低排出ガス車の内訳

● 自動車保有状況
概況
グループ全体で、3,429台（リース車を含む）の自動車
を使用しています。地上消費エネルギーの12%を占め
ており、環境に与える影響もけっして小さなものでは
ありません。
保有車両のうち8割以上が空港内制限地区のみで使用
される非登録車（主にグランドハンドリング車両）です。

推移
低公害車の保有が75台増加しました。低公害車保有
比率は20%と、2007年度より1%増加しました。

登録車
18

 非登録車 82

（%）

 ガソリン／軽油 低排出ガス車
（良、優、超） 568台 85%

 ガソリン／軽油  
低排出ガスハイブリッド車 
16台 2%

電気自動車 85台 13%

669台
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お客様の声に徹底的にこだわる

重要テーマへの取り組み

ANAグループは「お客様の声に徹底してこだわります」という行動指針のもと、お客様 の生の声から積極的に
課題を見出し、サービス向上に努めています。ここでは、ANAグループのCS（顧客満 足）に対する考え方と、
その具体的な取り組みについてご紹介します。  * CS: Customer Satisfaction

お客様の声から生まれるサービス

クローズド・ループ

「お客様の声」および「係員
の声」を組織を通じて集約・
分析し、商品・サービスの企
画・改善に活用する仕組みの
総称。

常に変化するお客様の声
にダイナミックに対応し、
継続的に革新し続けるグ
ループ企業を目指す。

The Closed Loop

Report

Action

Analysis

お客様から直接いただいた声や、
フロントラインが気づいたことを
組織的にレポートする。

各部署、または専門部会を
通じて解決策を立案し
実施する。重要事項
はCS推進会議で
審議。

お客様の声や
係員の声の中から、
構造的な課題を
抽出し分析する。

お客様の声に
徹底的にこだわる

声の収集

改善策の立案・実施

課題の抽出・分析

ANAグループは、提供する商品・サービスのクオリティ
を向上させるために、現状のクオリティを評価し、改善
策を検証・実施する仕組みを確立しています。
カスタマーデスクに集められたお客様のご意見や、フ
ロントライン（現場）の係員の声をレポートにまとめ、課
題の抽出を行っています。
2008年度はグループ全体で約58,874件ものレポート
を作成しました。こうして集めた声から課題を抽出・分
析し、改善策の立案・実施へとつなげ、また声を聞くと
いう、お客様の声に徹底的にこだわった課題解決のサ
イクルを、「クローズド・ループ」と呼んでいます。こう
したサイクルを活用することにより、常に変化するお
客様の声に柔軟に対応しています。クローズド・ループ
は顧客満足度を高める大切な仕組みなのです。

商品・サービスの 
提供

顧客満足度調査
•機内アンケート調査
•インターネット調査

クオリティチェック
•各種品質チェック
•モニタリング調査

クローズド・ループ
•「お客様の声」の分析

•サービスフロントのレポート

部門別品質管理

CS推進会議

職場の改善活動

商品戦略の立案

クオリティの明確化

Plan Do Check Action

サービス・クオリティ・マネジメント全体図

3
CS
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ブランドビジョンに込めた想い
ANAグループは、「お客様と共に最高の歓びを創る」を
ブランドビジョンとして掲げています。お客様の満足し
てくださる姿や、「ありがとう」の一言が、私たち自身
の歓びや、やりがいにつながっています。
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、CSの向上につながり、CSの向上こそが、
ブランドの構築とブランド価値の向上につながるものと
考えています。
ANAグループでは、従業員のマインド啓発や、お客様
の声に基づく商品とサービスのクオリティマネジメント
を中心に、CS活動を展開しています。

中国では2006年度より、中国国内9支店合同でCS推進
活動「中国地区ひまわり組プロジェクト」を展開していま
す。現地スタッフも、ANAの企業価値である「ANAらし
さ」を理解し、行動に移すことができるようにするため、
現地スタッフからプロジェクトメンバーを募り、活動を始め
ました。
2008年度は、これまでの経験・ノウハウを基に、プロジェ
クトメンバーが中心となってさまざまな活動に取り組みま
した。日本語アナウンス能力向上のための「アナウンスコ
ンテスト」の開催や、8月の北京オリンピック開会式当日にANAをご利用いただいたお客様へ記念品をお
贈りしたほか、中国の春節（旧正月）期間中には、ご搭乗いただいたお客様への感謝を込めて、スタッフ
手書きのグリーティングカードをお渡ししました。

ANA

お客様

コミュニケーション

ANAブランドビジョン

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

ANAらしさ

あんしん、
あったか、
あかるく元気！

お客様と共に
最高の歓びを創る

重要テーマへの取り組み

ANAグループは「お客様の声に徹底してこだわります」という行動指針のもと、お客様 の生の声から積極的に
課題を見出し、サービス向上に努めています。ここでは、ANAグループのCS（顧客満 足）に対する考え方と、
その具体的な取り組みについてご紹介します。  * CS: Customer Satisfaction

海外での取り組み：中国でのCS推進プロジェクト



44

お客様の声に徹底的にこだわる

ANAスカイアシストデスク

ANAスカイアシストデスクは、空港
へ直接お出かけになる際、さまざま
なお手伝いが必要となるお客様に、
事前にお話を伺い、それぞれのお
客様に合ったお手伝いを行ってい

ます。例えば、普通に座ることが困難なお客様に、い
かにしてお座りいただくか、補助具などを使用しての
ご提案も実施しています。また、ご病気などで寝たま
まのお客様が航空機のご利用を希望されるケースも増
えています。その際、ストレッチャー（航空機装着専用
の担架）の取り付けが可能か、関係部署に確認し、必要

書類の準備や持ち込まれる医療機器の確認をお客様、
関係部署、時には医療関係の方とも相談しながら進め
ています。

● ツアーアシストデスクを設置
ANAセールスでは、ご高齢のお客様やおからだの不自
由なお客様にも安心して気持ち良く旅行をお楽しみい
ただけるよう、ユニバーサル・ツーリズムの充実に努め
てきました。このたび、ユニバーサル・ツーリズムの専
門デスクとしてツアーアシストデスクを新たに設置しま
した。ここでは専門知識や経験の豊富な4名のスタッフ
が、海外旅行「ANAハローツアー」および国内旅行

「ANAスカイホリデー」をご利用いただくお客様からの
お問い合わせに、的確かつ迅速に対応しています。

ユニバーサル・ツーリズムの充実
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おからだの不自由なお客様のご利用状況

（人）

●  予約から旅行先まで、シームレスにお手伝
いが可能

ANAセールスはエアライングループの旅行会社である
ことから、予約から空港、機内、そして旅行先に至るま
でシームレスにお手伝いができ、それがお客様の安心
感につながっていると考えています。
実際の例としては、歩行困難で、酸素ボンベを使用さ
れているお客様に対し、ツアーアシストデスクでは下
記のお手伝いをさせていただきました。

●  チェックインカウンターから搭乗口までの車いすの
手配

●  酸素ボンベの機内持ち込み手続きをご案内、書類の
説明、準備のお手伝い、酸素ボンベ供給会社への 

連絡
●  航空会社（ANAスカイアシストデスク）への依頼 

連絡

ツアーアシストデスクのスタッフ
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   ANAスカイアシスト 
http://www.ana.co.jp/share/assist

   ツアーアシストデスク 
https://tabidachi.ana.co.jp/user/39595

「通路側ではなくて、窓側に座りたいよ。空から
地上を観るの大好きなんだ」―車いすの仕事仲
間の希望に、窓側の席を譲って出張に行った。以
前は車いすの仲間たちとグループで旅行する際に
は座席の希望も言いづらかったが、今はスカイア
シストデスクに安心して座席の希望を伝えることが
できる。
「今回は聴覚障がい者が多いんです」―聴覚障が
い者の方と旅行する時はその旨を先に伝えておく
ようにしている。手話のできる客室乗務員も多い
ので、機内でも楽しく過ごすことができるように
なってきている。

「高齢者は高齢扱いされると寂しく感じることが 

多い」と話すと、そこからサービス内容を見直す勉
強会が始まった。

ANAのお客様満足に対するサービスへの対応は実
に柔軟だと感じる。「障がい者、高齢者にも優しい
サービスを」とはどこの企業でも考えていること
だ。しかし、実際に何が嬉しいサービスかは一人ひ
とり異なる。それに対する細かい心遣いが最近の
ANAのサービスには増えてきたように感じる。一
律のマニュアルによらない、多様なお客様それぞ
れが大切にされるサービスへの挑戦。嬉しいこと
である。さらに進化して欲しい。

内山早苗　株式会社UDジャパン 代表取締役

『いまなぜユニバーサルイベントなのか』共著 
（日本イベントプロデュース協会編　2000年）など著書多数

有識者コメント

ANAグループの障がい者旅客へのサービスについて 
～多様なお客様それぞれが大切にされるサービスへの挑戦～

施設面の不備など物理的に難しい場合を除いて、一般
のお客様が参加する同じ行程に参加し、同じように楽
しめるためのサポートを推進していきます。
今後は、お客様へのサービスの向上を図るとともに、
ツアーアシストデスクをユニバーサル・ツーリズムに関
する情報発信源として位置づけ、ANAグループ内のノ
ウハウの共有を目指す考えです。

おからだの不自由なお客様のANAハローツアー 
ご利用実績
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カスタマーデスクに集められたお客様のご意見やフロントラインの係員の声は、レポートにまとめられて社内で共
有され、活用されています。ここでは、2008年度レポートの概要をご報告します。
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お客様の声に徹底的にこだわる

2008年度 お客様の声に基づく改善活動（総括）

0
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80,000
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22,516

34,591

54,472 56,942
61,83564,026 62,135

「お客様の声」レポート件数の推移 2008年度レポート内訳

「お客様の声」レポート件数概要

（件）

● 2008年度の「お客様の声」レポート件数は62,135件*で、件数全体としては前年度と比べ、 
ほぼ横ばいとなりました。

 *  レポートの集計方法を変更したため、冊子版のCSRレポート（2009年6月発行）と数値が異なります。

CS
34%

客室
33%

空港
13%

販売
20%

（CS、客室、空港、販売レポート合計） （%）
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会員種別構成比
（2008年度／%）

内際別構成比
（2008年度／%）

声の種類別構成比
（2008年度／%）

カスタマーレポートの動向　
概要
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● カスタマーデスクに寄せられた声（カスタマーレポート）は21,074件と、前年度に比べ4%の
増加となりました。

● 月別では、上半期は前年度を上回って推移し、特に9月は国内線旅客搭乗手続きシステムの不
具合によりお客様にご迷惑をおかけしたことを背景に、件数が大きく伸びました。一方、旅客
数の減少も背景に、10月から年末にかけては件数が大きく減少しました。

● 声の種類別では、「お叱り」が全体の約半分を占め、「要望・意見」「お褒め」がそれぞれ
27.7%、15.8%を占めました。

ダイヤ
8.8

その他
65.2

ブロンズ
8.5　

プラチナ
17.5 国内

62.9

その他
9.5

国際／海外発

国際／日本発

お叱り
47.6

要望・ 
意見
27.7

お褒め
15.8

不明 0.1

 不明
 その他
 お褒め
 要望・意見
 お叱り

13.5

14.1

その他 8.8

（件）
レポート件数の推移
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お客様の声に徹底的にこだわる

声の種類別動向

● 9月の国内線旅客搭乗手続きシステムの不具合のため、「お叱り」が大きく増えました。
● 2008年4月にプレミアクラスが導入されたことを契機に多数のご要望・ご意見が寄せられたこ
とや、燃油サーチャージをはじめ運賃関係のご要望・ご意見が増加したことなどを背景に、
2008年度は全体に占める「要望・意見」の割合が高くなりました。

声の種類別レポート件数推移

声の種類別構成比の推移

（件）

（%）

 お叱り
 要望・意見
 お褒め
 その他
 不明

 お叱り
 要望・意見
 お褒め
 その他
 不明
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旅客100万人当たりレポート件数の推移（声の種類別）
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年度合計（件）

1 客室乗務員 3,747

2 発券・チェックイン 2,752

3 フライトイレギュラー 1,308

4 マイレージ関連 962

5 チェックイン後～搭乗 871

6 座席、客室設備関連 818

7 その他 788

8 機内食、飲物 759

年度合計（件）

9 手荷物事故・遺失物 743

10 エンターテインメント、機用品､ 機内販売 706

11 運賃・航空券 701

12 ラウンジ 575

13 予約センター 573

14 運航ダイヤ 560

15 販促宣伝など 557

上位15項目
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項目別動向 

月別推移

● 項目別では、「客室乗務員」「発券・チェックイン」が常時上位を占める結果となりました。
● 9月は国内線旅客搭乗手続きシステムの不具合により、「フライトイレギュラー」関係の件数が
大きく増加しました。

項目別レポート件数推移

（件）
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2009
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年
月

 客室乗務員
 発券・チェックイン
 フライトイレギュラー
 マイレージ関連
 チェックイン後～搭乗
 座席、客室設備関連
 その他

（上位7項目）
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お客様の声に徹底的にこだわる

これまでの「お客様の声」改善例のご紹介

お客様の声 国内線

「子供と一緒に快適に飛行機に乗りたい」
実家への帰省の際に利用しています。特に2歳と0歳の子供を連れて出掛ける時に飛行機は移動時間も短く助かっ
ています。しかし子供との移動は大変なこともあり、スタッフの方にお手伝いをお願いしたいこともあります。小さ
な子供連れへのサービスを教えてください。（35歳 女性）

改善しました

快適に空の旅をお過ごしいただくための分かりやすいガイドブックを 
作成いたしました
赤ちゃんと一緒のご旅行向けガイド「ベビーとすいすい空の旅」とお子様向けキッズらくのりガイド「おおぞらのた
びがはじまるよ」をご用意いたしました。「ベビーとすいすい空の旅」には、赤ちゃんと一緒のご旅行時に知ってい
ると便利な情報や空港・機内でのサービスなどを掲載しています。また「おおぞらのたびがはじまるよ」にはご搭
乗の準備から到着までのポイントを掲載しており、お子様に楽しみながら学んでいただけます。空の旅にぜひお役
立ていただき、お子様連れのお客様、一人旅のお子様もどうぞ安心してANAをご利用ください。

*  ガイドブックはANAホームページ「ANAファミリーらくのりサービス」「ANAキッズらくのりサービス」のページからダウンロー
ドができます。またお客様のご希望に応じ、空港または機内に（「ベビーとすいすい空の旅」のみ）ご用意もございます。

*  このガイドブックは、お客様のご意見および赤ちゃんと一緒の旅行を経験しているANAグループ社員の声を基に作成しました。

「ベビーとすいすい空の旅」 「おおぞらのたびがはじまるよ」

「ANAファミリーらくのりサービス」 http://www.ana.co.jp/dom/checkin/rakunori/family/baby.html
「ANAキッズらくのりサービス」 http://www.ana.co.jp/dom/checkin/rakunori/kids/index.html
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改善しました

国内線運航状況のご案内ホームページに福岡空港の到着ターミナルを 
表示いたしました
ご不便をおかけいたしました。2008年10月中旬よりANAホームページと携帯モバイルサイトの国内線運航状況
のご案内ページに、福岡空港ご到着時のターミナルを表示いたします。当日の到着時刻だけでなく、到着予定の
ターミナルを事前にご確認いただけます。お客様やご家族のお出迎えの際にどうぞご利用ください。
*  運航状況により到着ターミナルは変更する場合がございます。

改善しました

国際線予約案内センターAMCサービスに関するお問い合わせ窓口の受付時間を、 
2008年10月から延長しました
ご不便をおかけいたしました。国際線
予約案内センターおよびAMCサービ
スに関するお問い合わせ窓口の受付
時間を右のとおり延長しました。

お客様の声

「国際線予約案内センターおよびANAマイレージクラブ（AMC）に関する問い合わせ
窓口の受付時間を拡大してほしい」
翌日分の予約の変更をしようと国際線予約案内センターに土曜日の17時過ぎに電話をかけましたが、すでに営業
時間は終了とのアナウンスが流れました。もう少し長く営業してもらえませんか。（45歳 女性）

お客様の声 国内線

「運航状況照会にて、福岡空港の到着ターミナルを知らせてほしい」
いつも福岡空港を利用しています。ANAのホームページの運航状況照会では福岡空港の到着ターミナルが表示さ
れません。迎えの車の駐車場の位置によっては重い荷物を持って長い距離を移動しなければなりません。事前に
到着ターミナルが分かれば、近い駐車場に迎えの車を停めてもらうことができ便利です。（男性）

対象センター 対象日 従来の営業時間 変更後の営業時間

国際線のご予約・ 
お問い合わせ

平日 8：00～19：00 8：00～19：00（変更なし）
土日祝 9：00～17：00 8：00～19：00

AMCサービスに 
関するお問い合わせ

平日 9：30～17：00 9：00～19：00

土 9：30～17：00 9：00～17：00



52

お客様の声に徹底的にこだわる

声の種類別内訳

● 声の種類別に内訳を見ると、「お叱り」は「発券・チェックイン」「客室乗務員」 
「フライトイレギュラー」で40%以上を占める結果となりました。

● 「要望・意見」はさまざまな項目に、比較的分散して寄せられました。
● 「お褒め」では「客室乗務員」が過半数を占め、次いで「発券・チェックイン」「運航乗務員関連」
の割合が高い結果となりました。

お叱り項目別内訳（2008年度）
（%）

要望・意見項目別内訳（2008年度）
（%）

■ 運航ダイヤ 7.6%
■ 発券・チェックイン 7.0%
■ マイレージ関連 6.8%
■ エンタメ、機用品、機内販売 6.6%
■ 機内食、飲物 6.3%
■ 座席、客室設備関連 6.2%
■ 運賃・航空券 6.2%
■ 客室乗務員 4.9%
■ ラウンジ 4.5%
■ チェックイン後～搭乗 4.2%
■ 販促宣伝など 3.9%
■ 電話以外の予約手段 3.8%
■ その他 3.8%
■ フライトイレギュラー 3.6%
■ 機材関連 2.7%
■ その他計 21.9%

■ 客室乗務員 53.7%
■ 発券・チェックイン 14.3%
■ 運航乗務員関連 5.5%
■ 到着エリア 3.5%
■ チェックイン後～搭乗 3.0%
■ 予約センター 2.6%
■ 機内食、飲物 2.1%
■ その他計 15.2%

■ 発券・チェックイン 17.5%
■ 客室乗務員 16.3%
■ フライトイレギュラー 9.8%
■ チェックイン後～搭乗 5.1%
■ マイレージ関連 4.8%
■ 予約センター 4.3%
■ 手荷物事故・遺失物 4.2%
■ 座席、客室設備関連 3.7%
■ 運賃・航空券 2.8%
■ 機内食、飲物 2.6%
■ 空港保安検査 2.4%
■ 販促宣伝など 2.2%
■ ラウンジ 2.2%
■ 到着エリア 2.0%
■ その他計 20.2%

お褒め項目別内訳（2008年度）
（%）

お叱り
47.6%

不明
0.1%

要望・意見
27.7%

その他
8.8%

お褒め
15.8%

声の種類別
構成比

（2008年度）
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顧客満足度調査

ANAグループは顧客満足度調査を年に4回実施し、お
客様の満足度を定期的にモニターしています。お客様
から評価していただいた結果は、CS推進室を中心に
各部署で徹底的に分析を重ね、各種サービスの改善に
つなげています。調査以来確実に顧客満足度は向上し
ており、ANAグループはこれからも、クオリティの向上
を積み重ねることで顧客満足を追求し続け、真の価値
創造企業を目指します。

2001 2002 2004 2005 2006 2007 20082003

高い

低い

国内線 　　国際線

顧客満足度

今年1月に予約システムに関するクレームを出し、
2月後半に改善されたことを確認しましたが、先日
機内で何気なく読んでいた機内誌の「お客様の声
にこだわっています」のページを見て驚きました。
最初は自分と同じ境遇の人がいるものだと思った
ら最後に「37歳男性」とあったので、この内容が私
のものだと沸き立ちました。
1月にクレームを伝えて翼の王国3月号に掲載され

るのは考えられない速さです。その場で感動、思
わず周りの人に掲載部分を大きく指さして言いふら
したくなるくらい嬉しくなりました。さすがANA、
私はANAが大好きで良かったと思いました。あれ
からずっと人と会う度にこの機内誌を見せて自慢し
ています。「この速さがANAの凄さなんだよ！」と！

お客様の声

●お客様からの声を社員に届ける 
 －賃金明細書－

ANAでは2004年10月より、社員に毎月渡される賃金
明細書の表紙にお客様からいただいたお褒めやお礼
の言葉を掲載しています。
社員のCSマインドの向上と、お客様の声をより身近な
ものとして徹底的にこだわり、顧客満足度の向上につ

なげるために、社員の発案によ
り始めました。ANAグループが
掲げる「お客様とともに最高の歓
びを創る」というブランドビジョ
ンの実現に向けた取り組みの一
つです。

CSマインドを高める活動



社会
社会的諸問題への対策

個人
働きやすい環境づくり

企業
経営戦略の一環

① 「こども職場参観日」を実施
し、ワーク・ライフ・バランスを
推進する気運づくりを実施。
② 育児と仕事の両立支援の一
環として、育児休職者を対象と
したセミナーを実施。
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いきいきと働ける職場づくり

重要テーマへの取り組み

ANAグループの成長を力強く推進するためには、社員一人ひとりの能力が発揮され、
いきいきと働き続けられる環境づくりが不可欠です。ここでは、ANAグループでの
ワーク・ライフ・バランスと人材育成への取り組みをご紹介します。

● 働き方を見直す
社会情勢の変化に伴い、企業を取り
巻く環境や人々の価値観は絶えず変
化します。日本においては、厳しい経
営環境に加えて、少子高齢化に伴う
労働力人口の減少が大きな問題と
なっています。こうした中、企業は、
性別や年齢、国籍などにかかわらず、
社員の多様な働き方を受け入れて競
争力を高めることが求められていま
す。ANAグループでは、社員一人ひ
とりが自らの働き方を見直し、いきい
きと、より長く活躍できる環境を整え
ることが、社会・企業・個人それぞれ
の活性化につながると考えています。

ワーク・ライフ・バランスの推進

4
E S

–6%
 業務の効率化や労働時間管理
の徹底により、残業時間は全対
象部門において前年比約6%

削減。

2008年度の取り組みと成果

残業時間
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   ワーク・ライフ・バランスプロジェクト 
http://www.ana.co.jp/ana-info/ana/csr/wlb

● 3つの重点項目
「2008～2011年度ANAグル ープ
中期経営戦略」では、戦略を支える
推進力は「人財」であるととらえてい
ます。ANAグループはすべての社員
が「仕事」と「生活」を両立させ、イノ
ベーションにつながる創造性の高い
仕事に注力できるような環境・風土
づくりを積極的に推し進めています。
2008年度は、「労働時間に対する取
り組 み」「多 様 な 働き 方 の 推 進」

「ワーク・ライフ・バランス推進のた
めの啓発活動」の3つの重点項目を
設定し、それぞれの活動に取り組み
ました。

 2009年2月より在宅勤務の
トライアルを開始。

厚生労働省の「仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）推進
プロジェクト」に参画。
社内でも外部講師によるセミナー
の開催、パンフレットの作成・配
布により、ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する理解を促進。

重要テーマへの取り組み

少ない時間で高い成果を！  
～労働時間に対する取り組み

 大胆な業務の見直しと効率化• 
 労働時間管理の徹底• 
 自分の時間を見直そう• 

 　働き方を変えるための意識改革

仕事も家庭（私生活）も「あんしん、あったか、あかるく元気！」 
～多様な働き方の推進

 仕事と育児・介護をいきいき両立• 
 　育児・介護関連制度の充実と環境整備

 働く時間や場所を柔軟に• 
 　テレワークの導入の検討

いきいき社員のススメ 
～ワーク･ライフ･バランス推進のための啓発活動

 ワーク･ライフ･バランスセミナーの開催• 
 パンフレットの作成• 
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いきいきと働ける職場づくり

● 人材育成への取り組み
いきいき人財投資戦略
ANAグループでは、首都圏空港発着枠拡大などの事
業拡大のチャンスを確実にとらえて成長するため、そ
の推進力となる「人財」への積極的投資に向け、「2008

－2011年度グループ3万人いきいき人財投資戦略」を
策定しました。「人財」である社員が、より働きがいを
感じ、能力を発揮できる仕組みづくりを、「安全」「グ
ループ」「イノベーション」「グローバル化」をキーワー
ドに実現していきます。

人財への投資「価値創造の源泉は人」

•  安全とオペレーションを支える人材を育成
し、高く評価します。

•グループの総合力を引き出します。
•多様な人材と多様な働き方でイノベーション

を生み出します。
• 事業のグローバル化を支える人材を育成し、

広く世界に貢献します。

必須教育 選択型研修 国際化研修

全社・専門 グループ研修 階層別教育 キャリア研修 オープンセミナー 自己啓発支援 制度・研修

ANA人材開発体系（概要図）
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企業によるワーク・ライフ・バランス（WLB）支援を
見ると、誤解に基づく取り組みも少なくない。既婚
女性など特定の社員層のみを対象としたり、育児
休業などの制度を導入したりすることで社員の
WLB支援が実現できると考えることなどがそれに
あたる。こうした中にあって、ANAグループの取り
組みは適切なものと言える。多様な働き方を受け
入れることができる職場風土の醸成や、時間生産
性向上のための仕事管理・時間管理の見直しなど、
社員全員を対象としたWLB支援の「土台」作りの
取り組みを最優先の課題としていることが高く評価
できる。

今後は、企業によるWLB支援に加えて、社員一人
ひとりが自分の生活のあり方を見直し、各人が希望
するWLBを実現するための取り組みが重要となろ
う。仕事や仕事以外の生活を含めて、どのような生
活を実現したいのかを各人が考え、その実現のた
めに必要な行動をとることである。たとえば、家族
とすごす時間や自己啓発のための時間を確保でき
るよう、メリハリある働き方を心がけるなど、希望
するWLBを自 分 で 獲 得 するのである。社 員 の
WLB実現のための環境整備は企業や管理職の役
割となるが、WLBを実現するのは社員一人ひとり
なのである。

有識者コメント

希望するワーク・ライフ・バランスは自分で実現する
佐藤博樹
東京大学社会科学研究所教授
厚生労働省『仕事と生活の調和推進委員会』座長

多様な育成施策
ANAグループ社員一人ひとりが自律的かつ積極的に
成長することは、大きなイノベーションにつながりま
す。ANA人財大学では、既存の教育・研修部署と連携
して、社員の意欲と個性をさらに伸ばすための多様な
プログラムを提供しています。
2008年度ANA人財大学では、階層別研修や自己啓発
につながるオープンセミナー、通信教育に加え、年齢
に応じたキャリア研修を中心としたキャリア支援学部、
ANAグループ内の中堅層や監督層を対象としたリー
ダーシップやマネジメント研修を中心としたチーム協育
学部、人間力を高める座禅研修やアドベンチャー研修
を中心としたイキイキ人財学部を提供し、多くのANA

グループ社員が受講しています。
ANA人財大学では、それぞれの成長による「人材の質

的強化」が仕事の質を高め、ANAグループの価値を高
めると信じ、すべての社員に等しく成長の機会を提供
し続けます。

女性の活躍を支援
ANAグループ内でいきいきと働く女性の多様なロール
モデルを社内で紹介し、女性がますますいきいきと働
けるための支援を行っています。
女性のキャリア支援を目的とした研修やフォーラムも
開催し、個々の
能力と持ち味を
活かすことので
きる環境整備を
進めています。

女性キャリアアップセミナー
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いきいきと働ける職場づくり
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懐妊育児休職制度利用者

●  「仕事」と「家庭（私生活）」の両立支援に 
向けて

ANAでは育児休職は懐妊直後より取得可能であるほ
か、2008年4月からは短時間勤務制度や育児日（月3

日間の休暇）を小学校3年生まで適用拡大しました。ま
た、休職中の社員を対象とした「育児休職者セミナー」
の開催や、社内専用ホームページに両立支援に関する
情報を提供するなど、制度を利用しやすい風土づくり
にも取り組んでいます。さらに客室乗務員には、配偶
者の転勤に合わせて勤務地変更ができる「かがやき
サポート」プログラムを導入しました。加えて、多様化
する働き方のニーズに対応するため、就労時間が選
択できる部分就労型客室乗務員制度なども導入して
います。

また、介護関連については、2008年4月には介護など
で利用できる特別繰越休暇の積み立て限度日数を120

日まで拡大するなど、より一層の充実を図っています。
2008年度の介護休職制度の利用者は9名となってい
ます。

詳細なご報告

（人）

ANA汐留事業所では、政府・経団連が進める「家族の日」「家族の週間」への協力、ならびにワーク・ライ
フ・バランス推進のためのより具体的な取り組みの一環として、「こども職場参観日（ANAきっずでい）」を
毎年実施しています。ANAグループ社員の子供を会社へ招待し、お父さん、お母さんの働く職場を見学、
体験してもらうことで家庭における親子の会話が広がり、また職場の同僚の家族に会うことで、互いのワー
ク・ライフ・バランスを尊重する風土や意識の醸成を図っています。

こども職場参観日（ANAきっずでい）

次世代育成支援認定マーク（愛称「くるみん」）
ANAは、2009年8月、次世代育成支援対策推進法に基づき
厚生労働省より「次世代の育成支援に積極的に取り組む企業」
として認定を受けました。

こども職場参観日での名刺交換
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ANAの女性管理職の推移

●  女性の活躍を支援
ANAグループでは、客室乗務員や空港の旅客係員をは
じめ多くの女性社員が働いており、女性社員比率はグ
ループ 全 体 で 約45%、ANAでは50%以 上となりま
す。総合職事務職、整備職や運航乗務員への女性の採
用も積極的に行っており、2008年度のANA新卒総合
職事務職の採用内定者数は、女性が40%以上となりま
した。また、国内の航空業界初の女性役員を誕生させ
るなど、女性管理職比率も拡大しています。
さらに、2008年度より社内ホームページにて、女性社
員がよりいきいき働き続けるためのロールモデルの紹

● シニアがよりいきいきと働くために
公的年金制度の支給開始年齢の段階的引き上げへの
対応と、社員の持つ高いスキル・ノウハウを活用して
ANAグループの品質向上を図るために、「雇用延長制

度」を導入しています。最長65歳まで就労できる環境
を整備し、60歳以降の就労については、フルタイムに
加え、部分就労（少日数勤務型および短時間勤務型）
も導入しています。

介や、自分らしいライフキャリアを見つけるためのセミ
ナーを実施するなど、キャリア支援と活躍推進を一層
充実させています。

（%）
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ANAの障がい者雇用率● 障がい者雇用の拡大推進
航空業界初の特例子会社としてANA・ウィング・フェ
ローズを1993年に設立し、活躍の場の拡大を進めると
ともに、羽田空港内にバリアフリー設計の事務所スペー
スを設け、働きやすい環境を整備しています。
2009年の障がい者雇用率は1.77%（166名）であり、
法定雇用率1.8%を再び達成すべく、引き続きより多く
の方が活躍できるよう取り組んでいきます。

* ANA、ANA・ウィング・フェローズの合算

（%）
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いきいきと働ける職場づくり

● 人権尊重に関する取り組み
「社会とともに歩み続ける企業として、社会に存在す
るさまざまな人権問題の解決に取り組む」を基本方針
として、「ANA人事部人権啓発室」に専任の担当者を
配置し、人権啓蒙活動についての企画立案を行ってい
ます。また、各事業所に配置されている推進役「CSR

プロモーションリーダー」の活動支援を継続的に実施
しています。

●  褒める企業文化の醸成
ANAグループでは、「ANAらしさ」の具現化と、独自
性・創造性あふれる企業文化の醸成を目的として、
2007年度より「ANAグループ社長賞」制度を設けて
います。また2008年度から「WOW！賞」を創設し、既
存の仕組みや価値観にとらわれない自由な発想を通じ
て、身近な職場で働く仲間に活力を与えるような社員
や職場を表彰していきます。

●  インターンシップ制度の導入
ANAではインターンシップ制度を導入し、学生の方々
に空港サービスの職場体験、実践を通して、「働く」イ
メージづくりの場を提供しています。今後も積極的に
機会の拡充を図っていきます。

「家族向け職場見学会」を企画実施した国際空港事業（株）スタッフ

画期的な教育訓練体制を開発した整備本部教育訓練部のメンバー
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●  社員とのコミュニケーション
ES（Employee Satisfaction）向上に向けて
2008年度の社員満足度調査（ES調査）では、回答率
92%、グループ54社、約26,000人の社員が参加し
ました。社員が、明るく元気にいきいきと活躍するこ
とが、企業の成長と顧客満足につながると考え、これ
からも働きがいのある職場づくりに向け取り組んでい
きます。

経営トップとのダイレクトトーク
ANAグループは、経営トップと現場で働く社員との直
接対話を積極的に進めてきました。経営環境やANAグ
ループが目指すものを、経営トップが自分の言葉で直
接語り、社員は現場の状況や問題点を経営トップに直
接伝え、双方向のコミュニケーションによって経営と現
場の距離を縮めています。

●  ANAバーチャルハリウッド
ANAバーチャルハリウッドは、大観衆を感動させるハ
リウッド映画のように、お客様に感動を与える企画を提
案し、実現しようという活動です。
ANAグループ社員であれば誰でも、自分の担当する
業務に関係なく自由に提案できます。協力してくれるメ
ンバーを募集してチームを作り、企画の実現に向けて
自主的に検討し、活動します。
これまでに「安全教育センター」、「滑走路を利用した
マラソン」、「退職した女性社員のSNS*」、「ボランティ
ア活動組織」などさまざまな提案が実現しました。
活動による副産物として、人材の育成や発掘はもちろ
んのこと、グループの一体感や風通しの良さ、イノベー
ションを起こしてグループ経営ビジョンである「アジア
No.1」をめざす風土醸成にも効果が出ていると考えて
います。
ANAバーチャル ハリウッドは2004年 度 に 開 始し、
2008年度までに約500名のANAグループ社員が参加
しました。

* Social Networking Service

2008年度バーチャルハリウッド・ディレクター

萩・石見空港マラソン全国大会
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いきいきと働ける職場づくり

●  安全衛生への取り組み
「社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」との認識の下、全国の事業所
に設置した安全衛生委員会を中心に、各事業所で自主
的な活動を展開しています。
ANAグループでは、生活習慣病予防とメンタルヘルス
対策のために、社員自身の意識改革やそれに伴う行 ANAグループ労働安全衛生方針

ANAグループは、労働安全衛生の維持向上
で社員価値の増大を実現します。

1.  労働災害の発生防止と社員の心とからだ
の健康の保持増進を促進します。

2.  施策の展開とマネジメントシステム（PDCA

サイクル）の運用で改善を図ります。
3.  法令や規定を遵守し、労働安全衛生活動

の周知を通じて社員の意識を喚起します。

●  ANA WELFARE PLAN　  
ゆとりと充実をもたらす福利厚生制度

入社からセカンドライフに至るまで、生きがい、働きが
いが感じられるように、社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「ANA 

WELFARE PLAN」を設けています。

●  労使関係
ANAグループの事業はさまざまな職種の社員の協働
作業により成り立っており、事業運営にあたっては、社
員、職場、労使間のコミュニケーションが極めて重要
です。また、社員の高い勤労意欲と能力が事業運営を
支える基盤となっていることから、それらを最大限に
活かす環境づくりが不可欠です。

「健康づくり」「資金づくり」「安心づくり」「暮らしを後
押し」「余暇の充実」「セカンドライフ」というカテゴリー
で、社員それぞれのライフスタイルに合わせて活用で
きる仕組みになっています。

こうした事業特性に対応するために、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
築き、安全の堅持、お客様へのサービス向上、基本品
質の向上をはじめとしたANAグループの使命を果たし
て、広く社会に貢献することを目指しています。

動の変容が重要であると考え、セミナーやウォークラ
リー、健康講話を各地で開催するなど、社員の健康増
進のためのきっかけづくりを含め、精力的に取り組ん
でいます。

ANAの業務上災害発生状況
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地域社会とのかかわり

ANAグループの事業は地域・社会と密接な関係を持っています。ANAグループは良き企業市民とし
て、地域や社会に広く貢献しています。そして、次世代を担う若者や子供たちへの支援のために、さ
まざまな取り組みを行っています。

●  中国河北省に小学校を寄贈
中国の文化・教育のさらなる振興と中国とのさらなる
親交を願い、中国民用航空局を通じ、中国政府が運営
する文化・教育振興募金事業「希望工程（プロジェク

ト）」に参加し、1997年に『灤平県全日空藍天希望小学
校』、2002年に『興隆県全日空藍天希望小学校』の2

校を寄贈、2008年には両校にパソコンを導入しマルチ
メディア教室を設置しました。

●  航空教室
ANAグループは、安全運航についてお客様にご理解
いただくために、CS活動の一環として航空教室を積
極的に開催しています。
航空教室は、一般の小中学校などから直接開催のご要
請をいただけるようにホームページで案内しており、
専用のアドレスでお問い合わせいただけます。

  http://www.ana.co.jp/dom/airinfo/viewpoint/ 
detail.html

社会貢献活動

「しあわせ」「幸福の訪れ」などの花言葉を持つすずらんの
プレゼントを、当社では1956年から50年以上にわたり続け
ています。2008年6月6日、ANAグループの客室乗務員と
各空港の地上スタッフが、赤十字病院をはじめとした全国
53カ所の病院を訪問し、入院患者の皆さんに、すずらんで
作った押し花のしおり17,000枚をお届けしました。この押
し花は、北海道の新千歳空港近郊に咲くすずらんを、全国各
地のANAグループの社員が、一つひとつ心を込めてしおり
にしたものです。

「しあわせの花 すずらん」をプレゼント

全日空藍天希望小学校
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●  アジアの国の人づくりを支援－岡崎嘉平太
国際奨学財団

岡崎嘉平太国際奨学財団は、岡崎嘉平太第二代社長の
遺志に基づき、アジアの国の人づくりを目的に1990年
に創設されました。同財団は、中国、フィリピン、ベトナ
ム、マレーシア、インドネシア、タイ、ミャンマーから毎
年数名の留学生を招聘して、日本の大学院（修士課程）
に進学する支援を行っています。
これまで85名の奨学生を支援し、卒業生は母国で教鞭
をとったり、政府機関や企業に就職したり、また日本で
研究を続けたりして、母国の発展と日本との友好に努め
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
族連れなど、幅広くご参加いただいています。見学に
訪れるお客様は年間5万人近くに上り、2009年4月に
累計見学者数が50万人を超えました。

  http://www.ana.co.jp/cp/kengaku

記念植樹をするアジアからの留学生の皆さん
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株主・投資家の皆様とのコミュニケーション

ANAは2009年3月31日現在、約20億株を発行し、約29万人の株主の皆様に支えられています。
株主の皆様に対する還元は経営の重要課題であり、経営環境や業績動向などを総合的に勘案して利
益配分を実施しています。そして、いかなる経営環境においても安定的に利益を生み出せる企業体
質の構築を進め、株主価値の向上を目指していきます。

ANAの株主全体の4割強を占める個人株主・投資家の
皆様とのコミュニケーションに積極的に取り組んでい
ます。

●  株主総会
定時株主総会は、株主・投資家の皆様との直接対話の
貴重な機会であり、より多くの株主の皆様からの声に耳
を傾けたいと考えています。2009年の定時株主総会
では3,230名のご出席があり、多数の株主の皆様から
ご意見、ご質問をいただきました。

個人株主・投資家の皆様

機関投資家の皆様

●  個人投資家説明会
個人投資家の皆様への説明会を開催し、事業の概要や
経営計画について詳細にご説明するとともに、当日出
席された個人株主・投資家の皆様からの多数のご質問
にもお答えしました。

●  株主優待
株主の皆様にANAグループをご愛顧いただくために、
国内線のご優待搭乗をはじめ、グループ各社でご利用
になれる株主優待を各種ご用意しています。

●  国内・海外でのIR活動
国内では、四半期ごとの決算発表後、証券アナリストの
皆様や機関投資家の皆様を対象に、決算説明会やカン
ファレンスコールを実施しています。
また、決算説明会を補完する目的で、IR担当役員とIR推
進室による国内機関投資家の皆様への個別訪問や、国内
IRカンファレンスへの参加を積極的に実施しています。

海外においては、欧州・米国・アジアなど世界各地の主
要投資家の皆様を個別に訪問し、ANAの事業内容への
理解を促しています。また、海外で実施される証券会社
主催のIRカンファレンスにも積極的に参加しています。
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迅速かつ適切な経営情報開示

●  ホームページ
経営に関する重要情報を発表と同時に公開しています。
決算に関する資料についても、さらなる開示の迅速化
を進 めるとともに、決 算 説 明 会 で 使 用した 資 料 や
Q&A、経営トップによるプレゼンテーションの動画もご
覧いただけます。

  http://www.ana.co.jp/ir

●  冊子類
個人株主の皆様には株主通信「 ANA VISION」を年
4回発行しています。また、国内外の投資家の皆様
に向けて「アニュアルレポート」と「ファクトブック」（英
文版、和文版）を毎年1回発行し、決算の内容や事業の
概要、経営戦略の詳細について分かりやすくご説明し
ています。

●   2008年度ディスクロージャー優良企業選定
で2位に

社団法人日本証券アナリスト協会による「2008年度ディ
スクロージャー優良企業選定」において、運輸部門で2

位に選ばれました。

株主構成
（%）

アニュアルレポート2009

金融機関
27.74

その他法人
20.57

政府・地方公共団体
0.06

自己株式
0.23

金融商品取引業者
0.50

個人その他
46.42

外国法人等
4.48
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取引先との関係

ANAグループがお客様に提供するサービスや商品は、
航空機をはじめとして、ジェット燃料、機内用品から事
務用品まで、取引先からの資材やサービスの調達の上

ANAグループは、ANAグループ行動基準に基づき、関係法規を遵守して、公正な取引を行っていま
す。また、取引先の皆様との協力により、新たな価値の創造に取り組んでいます。

ANAグループ購買取引行動指針

購買取引の基本方針

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に努めます。
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、人権保護に努めるとともに、取引先に対しても
ANAグループの取り組みに理解を求めます。

ANAグループ購買取引行動指針

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、取引先との連携を図りながら、CSRを
推進しています。
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会社概要

国内線ネットワーク（2009年5月現在）

都市数：51
路　線：114路線
便　数：754便／日

国際線ネットワーク（2009年5月現在）

都市数：26
路　線：45路線
便　数：688便／週

会社名 
全日本空輸株式会社
代表者 
代表取締役社長　伊東　信一郎
設立 
1952年12月27日
本社所在地 
東京都港区東新橋1-5-2　 
汐留シティセンター
ホームページ 
http://www.ana.co.jp

資本金 
160,001百万円
従業員数（2009年3月31日現在）

33,045人（ANAグループ）

使用機数一覧
2009年4月30日現在

ボーイング747-400 14

ボーイング777-300 20

ボーイング777-200 23

ボーイング767-300 62

ボーイング737-800 4

ボーイング737-700 18

ボーイング737-500 21

エアバスA320-200 29

ボンバルディアDHC-8-400 14

ボンバルディアDHC-8-300 5

合計 210

営業収入

株主構成

■ 金融機関 27.74%

■ 金融商品取引業者 0.50%

■ その他法人 20.57%

■  外国法人等 4.48%

■ 個人その他 46.42%

■ 自己株式 0.23%

■ 政府・
　 地方公共団体 0.06% 

自己資本／自己資本比率
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営業利益／営業利益率
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■ 営業利益　  営業利益率

（%）（億円）
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2008年度事業別収入構成比

航空運送事業収入 78.4%
■ 国内線 
 旅客事業収入 44.7%
■ 国際線 
 旅客事業収入 18.6%
■ 貨物郵便 
 事業収入 6.9%
■ その他航空  
 運送事業収入 8.2%

■ 旅行事業収入 12.1%
■ その他の事業 
　 収入  9.5%

18.6

44.7

6.9

8.2

12.1

9.5

27.74

20.57

0.23 0.06

0.50

46.42

4.48

※便数は1片道1便として算出。コードシェア便は除く。



69

社会的責任投資への組み入れ状況
ANAは、環境保全に向けた積極的な行動、ステークホルダーとの
建設的な関係構築、人権擁護に対する取り組み、贈収賄防止に対
する取り組みといった社会的責任に関するFTSE4Good Indexの
基準を満たした企業として、FTSE4Good Indexの対象銘柄に
継続して採用されています。あわせて、Storebrand社のBest in 

Class、モーニングスター社会的責任投資株価指数（MS-SRI）、
Dow Jones Sustainability Asia Pacific Indexなどの主要な指
標に採用されています。

外部からの評価

国連グローバル・コンパクトへの参加
2008年5月、ANAグループは国連が提唱する「グローバ
ル・コンパクト」に署名しました。グローバル・コンパクト
は、人権、労働、環境、腐敗防
止に関する10原則を実践するこ
とを求めています。ANAグルー
プは、グローバル・コンパクトへ
の参加を、社会の一員として事
業活動を行うためのイニシアチ
ブとして役立てていきます。



〒105-7133 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター

CSR全般について
 CSR推進室 リスクマネジメント部 E-mail: csr@ana.co.jp

環境活動について
 CSR推進室 環境・社会貢献部 E-mail: kankyou@ana.co.jp

http://www.ana.co.jp




