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ＡＮＡホールディングス株式会社 
サステナビリティ・リンク・ボンド 
 

公表日：2021 年 5 月 19 日 

 

ESG 推進室 

担当アナリスト：西元 純 

 
格付投資情報センター（R&I）は、資金調達者を ANA ホールディングスとするサステナビリティ・リン

ク・ボンドについて、国際資本市場協会（ICMA）の「サステナビリティ・リンク・ボンド原則」に適合して
いることを確認した。オピニオンは以下の見解に基づいている。 
 

■オピニオン概要 

(1)資金調達者の包括的な社会的責任に係る戦略と SPTs との関係（KPI の選定） 
 ANA グループは、日本航空（JAL）グループとともに、国際線・国内線市場における大手航空会社であ

り、長距離移動・輸送のためのインフラを担う一翼として大きな役割を果たしている。グループの安全理

念において“安全は経営の基盤であり社会への責務である”としたうえで、社会的課題の解決などの社会

的価値を、収益などの経済的価値と同時に追求するなど、グループの経営方針や成長戦略は社会との関係

を強く意識している。今回のサステナビリティ・リンク・ボンドは、こうした取り組みに対する社会やス

テークホルダーの認知を高めることを目的としている。 
グループ運営の中核に据える ESG 経営は、経済的価値と社会的価値の創造を同時に行う実践手段と位

置付けられる。グローバル社会が抱える問題のうち、グループで解決すべき重要課題（環境、人権、ダイ

バーシティ&インクルージョン、地域創生）を外部意見も採り入れながら特定し、関連する取り組みを事業

活動に反映している。安全と社会的価値の創造を切り口に重要課題の解決を目指す戦略は、公共性の高い

グループの事業特性などを十分考慮しており、中長期に社会とともに持続的な成長を目指すシナリオとも

整合する。 
今回使用する KPI（重要業績評価指標）は外部機関（DJSI、FTSE、MSCI、CDP）の指標である。環

境、社会、ガバナンスの観点から評価しており、グループの重要課題やその解決につながる ESG 経営での

取り組みが反映される。評価結果を役員報酬に反映させるなど、目標達成に向け、ガバナンスの観点から

も手当てされている。評価内容を経営に活かしつつ、施策の成果を着実に上げることができれば、社会の

課題解決や発展への寄与につながる。 
 

(2)SPTs の設定 
SPTs として設定している目標は、「4 つの外部評価目標のうち、3 項目以上の達成」である。使用する外

部機関の指標は国内外で知名度が高く、有力な機関投資家も重視している。評価の視点はグローバルの最

新動向やステークホルダーからの要請も常に反映されており、結果は各機関のウェブサイトなどで確認で

きる。ESG 経営の進捗を自己評価だけでなく、外部の視点で客観的に確認し、経営にも活かしていく ANA
ホールディングスの方針に照らすと、今回選択した SPTs 目標は妥当である。 

4 つの外部指標は、それぞれ独自の視点や手法で評価している。評価項目は、社会の関心度に応じて適宜 
見直されるなど、構成銘柄の選定時に重視する要素やウエート付けが固定されているわけではなく、また 
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構成銘柄への選定率も総じて低い。DJSI や FTSE のように現時点ですでにクリアしている SPTs 目標が

あるとはいえ、それを維持していくことも容易ではない。現在の中期経営戦略の最終年度（2022 年度）ま

でに、SPTs 目標をクリアするハードルは極めて高く、野心的な内容である。 
 

(３)債券の特性 
今回、ANA ホールディングスが発行を予定しているサステナビリティ・リンク・ボンドにおいて、SPTs

未達時には一般に認知された法人・団体等へ社債発行額の 0.1%相当額/年の寄付を行うとしている。寄付

先は環境・社会に対してポジティブなインパクトを創出することを目的に活動している ESG 関連の法人・

団体等に限定しており、ANA ホールディングスでの取り組みに加え、寄付を通じたポジティブなインパク

トを追加的に創出することで、SPTs 未達時でも環境や社会にプラスの効果を与えることを目指した内容

になっている。本件の SPTs の達成は外部評価によって測定されることから、不測の事態によって測定不

能になることが考えられる。一部の SPTs が測定不能になった場合の代替方法が設定されていることを確

認している。 
 

(4)レポーティング 
 ANA ホールディングスは SPTs で掲げる 4 つの外部指標の各年度末時点における評価結果について、年

1 回ウェブサイトおよび統合報告書を通じて一般に開示する予定である。投資家は開示情報を通じて、SPTs
の達成状況に関する最新の情報を把握することができる。 
 

(5)検証 
 ANA ホールディングスは、SPTs 進捗状況として 2021 年度末（2022 年 3 月 31 日）時点の外部評価結

果を、SPTs 達成状況として 2022 年度末（2023 年 3 月 31 日）時点の外部評価結果を公表予定である。

R&I は、その開示内容を検証し、SPTs の進捗状況については 2022 年 8 月末までに、SPTs 達成状況につ

いては 2023 年 8 月末までにそれぞれ検証レポートを公表する予定である。 
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1. 資金調達者の包括的な社会的責任に係る戦略と SPTs との関係 

（KPI の選定） 
 
評価対象の「資金調達者の包括的な社会的責任に係る戦略と SPTs の関係」は、以下の（１）、（２）の観点

からサステナビリティ・リンク・ボンド原則に適合している。 
(1) 包括的な社会的責任戦略と SPTs 

① 資金調達者の包括的な社会的責任に係る戦略 

ANA ホールディングスは、国内航空最大手の全日本空輸を中核とする ANA グループの持株会
社。営業利益の大半を稼ぐ航空事業のほか、航空関連事業、旅行事業、商社事業をグループで手掛
ける。1952 年にヘリコプター2 機から事業を開始して以来、国際線の定期便運航の開始や路線拡大、
ボーイング 787 型機のような最新鋭機材の世界に先駆けた導入など、革新性をもった挑戦をベース
に、グループシナジーを活かしながら業容を拡大してきた。 

コアビジネスの航空事業は、JAL グループとともに国際線・国内線市場の大部分をカバーしてい
る。航空産業は長距離移動・輸送のためのインフラとして必要不可欠で公共性が高い。その一翼と
して、ANA グループが社会で果たす役割も大きく、グループの経営方針や成長戦略でも社会との関
係を強く意識している。「安全」と「社会的価値の創造」を切り口に、社会的責任と社会への貢献を
全うしながら、グループの企業価値も高めていく方針である。 

2013 年の持株会社体制への移行時に、経営理念や経営ビジョンを刷新した。「安心と信頼を基礎
に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献」（グループ経営理念）していくうえで、安全を
「経営の基盤であり社会への責務」（グループ安全理念）と位置付けている。グループ経営ビジョン
で掲げる将来像「世界のリーディングエアライングループ」には、グローバルな社会的課題を ANA
グループらしい方法で解決し、経済的および社会的価値の同時創造を通じて到達することを目指し
ており、社会的価値の創造は安全とともに社会責務を果たすための重要な要素としている。 

社会との関わりを意識した取り組みを従来以上に力強く進めるため、2018 年に策定した「2018-
2022 年度 ANA グループ中期経営戦略」では、ESG 経営をグループ運営の中核に据えた。さらに、
社会が抱える問題の中で対処すべき重要課題として、「環境」「人権」「ダイバーシティ&インクルー
ジョン（D&I）」「地域創生」を特定している。ESG 経営ではガバナンス強化で安全性を担保しつつ、
重要課題の解決につながる施策を事業活動に反映し、社会の持続的成長への貢献を高めていく考え
である。 

ANA グループの ESG 経営は、安全で社会から「安心と信頼」を獲得し、社会的価値の創造を通
じて、社会の課題解決と発展に貢献するという姿勢で推進されており、その根底には創業時から受
け継がれる強み（挑戦の DNA、グループ総合力など）も強く反映されている。ESG 経営で扱う重
要課題もステークホルダーとの対話などを通じ客観的に設定されており、戦略の方向性と社会の要
請は整合が取れている。 

2020 年以降、新型コロナウイルスの感染拡大による影響が顕在化しているが、ESG 経営を軸に
中長期での持続的な成長を目指す戦略の方向性は変わらない。2020 年 7 月に CO₂排出量削減を中
心とする ESG に関する中長期目標を発表したほか、10 月に策定した事業構造改革およびその後の
公募増資のテーマとして ESG 経営の推進を掲げた。2021 年 4 月には中長期環境目標を刷新し、
2050 年の長期環境目標を進化させるとともに 2030 年中期環境目標を新たに策定するなど、ポス
ト・コロナを見据えた新たな社会的課題解決への体制作りにも余念はない。 

 

 

 



セカンドオピニオン 

 

 4/12 

 

[出所：ANA ホールディングス 統合報告書 2020 より抜粋] 



セカンドオピニオン 

 

 5/12 

 

② サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（SPTs） 

ANA ホールディングスは、2018 年にグリーンボンド（GB）、2019 年にソーシャルボンド（SB）
を発行してきた。グループの重要課題との関係では、GB が環境、SB が D&I への取り組みに対応
している。今回のサステナビリティ・リンク・ボンドは、人権や地域創生を含む全ての重要課題が
対象だ。コロナ禍の厳しい経営環境下でも、中長期の視点で経済的価値と社会的価値の同時創造を
追及していることを幅広いステークホルダーに認知してもらうことを目的としている。 

ANA ホールディングスは、自社の ESG 経営の推進状況を図る手段として、以下の外部評価の結
果を KPI として活用している。外部の評価機関の指標を使う理由は、グループの ESG に関わる取
り組みの価値を、自己評価よりも客観的に測ることができるためとしている。今回の SPTs は、こ
れら 4 つの外部指標の評価に紐づく目標のうち、「3 項目以上の達成」と設定している。外部評価の
結果を役員報酬に反映させるなど、取り組みの推進をガバナンスの観点からも機能させることで目
標達成を目指す。 

 

（本件の SPTs） 

 

[出所：ANA ホールディングス 資料より R&I 作成] 

 

 

 

 

 

 

 

外部評価機関 2021年5月19日時点 2022年度末（2023年3月31日）

DJSI
World Index
Asia Pacific Index に選定

World Index
Asia Pacific Index に選定

FTSE FTSE4Good Index に選定 FTSE4Good Index に選定

MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）に選定
Japan ESGセレクトリーダーズ指数
に選定

CDP B A－以上



セカンドオピニオン 

 

 6/12 

 

③ サステナビリティ目標と SPTs の関係 

グループが特定している重要課題は公共性の高い事業特性と関連性が強く、その解決は将来の自
社および社会の持続的な成長につながる。SPTs に設定した外部機関の指標は、環境、社会、経済の
観点から評価しており、重要課題の解決の実践手段である ESG 経営の取り組みを反映している。
グループが施策の成果を着実に上げることができれば、企業価値の向上や社会の課題解決および持
続的な成長に寄与し、SPTs の達成も視野に入る。 

主力事業の航空事業は、現状は化石燃料に大きく依存している。ANA グループの場合、重要課題
の 1 つに挙げる環境への対応は、「環境に関する基本的な考え方」「ANA グループ環境方針」に基づ
き、早くから積極的に取り組んでいる。航空機からの CO₂排出量削減では、省燃費機材の導入を進
めているほか、化石由来に代わる代替燃料の購入・使用も進めている。食品廃棄の削減など環境負
荷低減への取り組みも強化している。 

CO₂排出量の削減に取り組んでいることが示すように、グループの企業価値向上に向けての活動
が環境や社会にもたらすネガティブなインパクトへの課題認識は強く、施策には解決に向け方針が
反映されている。一方、SPTs の 4 つの外部指標の評価結果は、環境への対応を含め、グループが認
識する課題全体について、自己認識だけでなく、客観的な視点からも取り組みを促す役割を果たす。
新たな課題の把握漏れや取り組みの遅れなどのようなリスクを低減させるという点でも期待できる
部分が多い。 

上記①、②および③に関して、ANA ホールディングスは自らの包括的な社会的責任に係る戦略に定め
ているサステナビリティ目標と、その目標が SPTs と整合することを投資家へ明確に伝えている。 

 

(2) 投資家への事前説明 

ANA ホールディングスはウェブサイトおよび統合報告書の中で、ESG 経営を中核とする成長戦略を
掲げており、2020 年度の統合報告書では同経営の進捗や価値を図るうえで重視する外部評価指標と、目
指す目標およびその達成時期を開示した。ANA ホールディングスは SPTs をこの文脈の中に位置づけて
いる。 
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2. SPTs の設定 

評価対象の「SPTs の設定と資金調達者のサステナビリティの改善度合の測定」は、以下の（１）~（３）
の観点からサステナビリティ・リンク・ボンド原則に適合している。 
(1) SPTs の設定方法 

ANA ホールディングスは SPTs の客観性、計画の妥当性、レポーティングなどを踏まえて SPTs およ
び債券発行条件を設定した。 

(2) SPTs の内容 

今回のサステナビリティ・リンク・ボンドの SPTs で使用する外部指標の評価結果は、評価機関のウ
ェブサイトや構成銘柄に選定された企業のニュースリリースなどで確認することができる。グローバル
の競合他社の銘柄への採用状況も把握可能である。ANA ホールディングスの場合、今回の外部指標を以
前からグループの ESG 経営の進捗評価に使用しており、過去の選定実績に関するトラックレコードは
統合報告書などでチェックすることができる。 

評価を外部機関に委ねており、結果として ANA グループの認識と評価結果の間に一定の乖離が生じ
る可能性はある。もっとも、4 つの外部指標は知名度が高く、有力な機関投資家が重視している。ESG
に関するグローバルの最新動向や各ステークホルダーからの要請も常に評価に反映されている。客観性
を持たせて、異業種を含む他社と相対的に比較し、経営にも活かしていく ANA ホールディングスの方
針に照らすと、グループ運営の進捗評価をみるうえで外部機関を活用する仕組みは有用である。 

SPTs に使用する外部指標のうち、DJSI、FTSE、MSCI が環境、社会、経済、CDP は環境を評価対
象としており、それぞれ独自の視点や手法で評価が行われている。評価アプローチが異なるだけでなく、
構成銘柄に選定される比率は総じて低い。目標達成時期は、現在の中期経営戦略の最終年度である 2022
年度と短期で設定されている。こうした点を踏まえると、今回の SPTs の「4 つの外部評価目標のうち、
3 項目以上の達成」のハードルは極めて高く、野心的な内容である。 

   [出所：各評価機関のウェブサイトや公表資料を基に R&I 作成] 

 

 

 

外部指標 更新・公表 調査方法・使用データ 評価対象 評価クライテリア 過去の採用実績

DJSI World 2017年から4年連続

DJSI Asia Pacific 2016年から5年連続

FTSE4Good Index 年2回 対象企業の公開情報 持株会社体制移行前から連続

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ 年2回 対象企業の公開情報 過去に採用実績なし

CDP 年1回 対象企業に質問票の送付 環境 2017年に「A－」評価を獲得

評価項目について、
グローバルでの関心
や情勢変化をみて、
適宜更新

年1回 対象企業に質問状の送付

環境、社会、経済
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外部指標の個別の概要および目標達成の難易度・野心性は以下の通りである。 
 

① Dow Jones Sustainability World Index （DJSI World）、同 Asia Pacific Index（DJSI 

Asia Pacific） 

■概要／DJSI World および DJSI Asia Pacific 

DJSIは、米国 S&P Dow Jones Indices社とスイスのRobecoSAM社が提携して開発した SRI（Socially 
Responsible Investment、社会的責任投資）の指標で、経済、環境、社会の 3 つの側面から企業活動を
分析し、持続可能性に優れた企業を選定している。1999 年に開始したインデックスの構築は世界初であ
り、サステナビリティ指数の分野を切り開いてきたパイオニア的な存在として広く認知されている。20
年以上の実績を背景にグローバルで重要視されるベンチマークの 1 つである。 

DJSI は、World、Regions、Countries の 3 つの地理的区分で構成される。今回の SPTs のうち、DJSI 
Asia Pacific は Regions の中に属するインデックスである。DJSI のインデックスの構成銘柄を選ぶ際に
は S&P グローバル ESG スコアをベースにしている。同スコアは毎年行われるコーポレート・サステナ
ビリティ評価（CSA）に基づき算出される。CSA は毎年 4 月に開始され、9 月に評価結果と DJSI の構
成銘柄が公表される。 

CSA はグローバルの資本市場の 95％を占める 7300 社を対象に、業種を 61 に分け、各業界における
ESG 要素に注目した質問票を企業に送付して行われる。企業からの回答にスコアを付与し、最終的に
ESG スコアを集計するのが基本だが、未回答の場合は、アナリストチームが入手可能な開示資料に基づ
き評価する。質問票を利用する理由は、公開情報のみの場合、開示しているだけの企業が高く評価され、
実際のパフォーマンスが適切に行われているかの評価が不十分になる可能性があるためとしている。 

CSA では、一般的な質問のほかに、業界固有の質問票も用意しており、ESG 要素の重要性が業界間で
異なる状況にも対応できるようにしている。質問項目は最大 120 あり、各質問には複数の項目が含まれ
ているケースもある。提供される企業データは最大で 1000 あり、企業の ESG に関する取り組みを詳細
な視点から評価している。評価方法は毎年見直されているほか、深刻な事象が発生した場合には、社内
委員会を経て、構成銘柄から削除されることもある。 

 

② FTSE4Good Index 

■概要／FTSE4Good Index 

FTSE4Good Index を提供する FTSE Russell は 1995 年に設立され、ロンドン証券取引所の情報サー
ビス部門に属する。株式や債券などのグローバルなインデックスの算出のほか、ESG Rating など機関
投資家向けに様々な情報、分析サービスを提供している。SPTs である FTSE4Good Index は、FTSE 
Russell が扱うインデックスのうち、ESG 要素が強いインデックスで 2001 年に提供が始まった。構成
銘柄の選定は同社が扱う ESG Rating をベースに、特定の ESG スコア以上の企業を対象としている。 

ESG Rating は、対象企業の事業特性をもとに潜在的な ESG リスクに対する取り組みを評価してい
る。1 社につき、毎年 4 月～翌年 2 月までの間で年 1 回調査を実施し、その結果を ESG Rating として
年 2 回（6 月末、12 月末）公表している。調査時期は基本的に対象企業の決算期に依存する。企業の ESG 
Rating に基づき、FTSE4Good Index など FTSE Russell が手掛けるインデックスの構成銘柄を決定し
ている。 

評価にあたっては、ESG に関する 14 のテーマ（環境 5 つ、社会 5 つ、ガバナンス 4 つ）を設定して
いる。評価は公表資料を用いて行われる。FTSE Russell の調査員が初期調査としてテーマごとの調査項
目について、対象企業のすべての公開資料を確認しスコアを算出する。初期調査の結果は企業に送付さ
れ、フィードバックを受け付けているが、修正依頼は公開情報に基づく内容に限定される。その後、追
加調査を行い最終結果を決定し、ESG Rating を算出している。 
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調査項目は対象企業の事業特性に依存しており、全ての ESG テーマが適用されるわけではないが、
リスクが大きい業種ほど、回答必須の項目数が多く設定されている。クライテリアは適宜更新されるほ
か、ESG テーマに紐づく調査項目の内容についても、規制や社会からの関心などの最新の動向に合わせ
て更新している。過去に評価していた調査項目が削除され、新たに加わった項目への対応が不十分であ
れば、評価にマイナス影響が出ることになる。 

ESG Rating は 0～5 のスコアで評価され、最高評価を 5 としている。ANA ホールディングスが対象
となる先進国市場の FTSE4Good Index については、ESG Rating が 2.9 未満のもの、または 1 つ以上
の ESG テーマが高エクスポージャーと評価され対応スコアが 0 の場合は構成銘柄から削除されるリス
クがある。このほか、タバコなど一部の製品の製造に関与する企業など、除外要件も規定されている。
2020 年度の ANA ホールディングスの ESG Rating は「3.2」である。 

■目標達成の難易度・野心性／DJSI World および DJSI Asia Pacific、FTSE4Good Index 

 ANA ホールディングスは、DJSI World および DJSI Asia Pacific、FTSE4Good Index のいずれも現
時点で構成銘柄に選定されており、SPTs 目標をクリアしている。評価実績として、DJSI World は 2017
年から 4 年連続で、DJSI Asia Pacific は 2016 年から 5 年連続で構成銘柄に採用されている。2020 年
には、航空業界部門で最も評価が高い企業である Industry Leader に 2 年ぶりに選ばれた（2017 年、
2018 年にも選定された実績あり）。FTSE4Good Index は持株会社体制移行前から構成銘柄に入ってい
る。 

 もっとも、環境面などで社会が認識する課題の変化に応じて、選定の際に重視する項目やウエートは
定期的に見直されており、選定実績があるとはいえ、過去の構成銘柄への採用時の条件が将来的にも維
持されるわけではない。競合他社も社会的課題の解決を意識し、ESG の要素を重視した経営に舵を切っ
ている。現時点では目標をクリアしているとはいえ、グループが推進する ESG 経営の質を落とさず、継
続的に高めていくことが欠かせない。 

構成銘柄への選定率の低さもSPTsの目標達成のハードルといえる。銘柄への採用率については、DJSI 
World は母数約 2500 に対し 10％台前半（日本企業のみでは 1％台）、Asia Pacific は母数約 600 に対し
20％（同 10％台前半）、FTSE4Good Index は約 3000 の母数に対し 30％前半～半ば（同 5～6％程度）
にとどまる。2020 年度実績で航空産業に限れば（グローバルベース、ANA ホールディングス含む）、
DJSI World は 2 社、Asia Pacific は ANA ホールディングスのみ、FTSE4Good Index は 9 社と狭き門
となっている。 

以上を踏まえると、今後も継続して構成銘柄に選定される保証はない。DJSI Asia Pacificに関しては、
一時期構成銘柄から外れたこともある。今回の SPTs 目標である継続的に銘柄に選ばれることを目指す
取り組みはチャレンジングといえよう。 

 

③ MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 

■概要 

MSCI は 1998 年モルガン・スタンレーとキャピタル・グループを株主としてニューヨークに設立さ
れ、2007 年にニューヨーク証券取引所に上場している。SPTs である MSCI ジャパン ESG セレクト・
リーダーズ指数（以下、本指数）は日本株を対象とするインデックスである。 

構成銘柄は、親指数（母数）の MSCI ジャパン IMI トップ 700 指数の銘柄の中から、各業種で ESG
格付が相対的に高い企業が選ばれる。親指数は、日本に上場する大・中・小型株を対象としたインデッ
クス（MSCI ジャパン IMI 指数）のうち、浮動株（市場で流通する可能性の高い株式）を修正した時価
総額上位 700 銘柄を対象とする。親指数と本指数の構成銘柄は年 2 回（5 月、11 月）にレビューを行い、
見直される。 

銘柄構築にあたっては、親指数の構成する企業を世界産業分類基準（GICS：MSCI と S&P が作成し
た産業分類）に基づいて業種分けしたうえで、各セクターの浮動株修正時価総額の 50％を構成銘柄企業
群でカバーすることを業種カバレッジ目標としている。GICS の業種分類は 10 のセクターがあり、ANA 
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ホールディングスが属する「資本財・サービス」は、「資本財」「商業・専門サービス」「運輸」の産業グ
ループで構成される。 

銘柄の選定は、MSCI ESG リサーチが提供する MSCI ESG 格付と不祥事スコアの基準を用いて行わ
れる。同格付は、環境（E）、社会（S）、ガバナンス（G）におけるリスクをどの程度管理できているか
を、AAA（最上位）、AA、A、BBB、BB、B、CCC（最下位）の 7 段階で評価している。不祥事スコア
は企業の操業・製品・サービスから ESG に関してネガティブな不祥事が発生した場合に評価するもの
で、最も低い 0 から 10 までのスケールで付与している。 

ESG 格付を行う際に使用する情報は、企業の公開情報に加え、専門的な学術、政府、NGO のデータ
やニュースなど関連情報も活用する一方、企業の内部情報や機密情報は使用しないとしている。企業に
対しては、年次の格付更新の前後に企業に対しアラートメールを送付し通知している。更新データや評
価内容に関する企業からの質問については常時受けている。ただ、企業からのフィードバック情報には、
情報が公開されている場所の開示を求めている。 

■目標達成の難易度・野心性 

MSCI からの評価という点で、ANA ホールディングスは、本指数と同じ親指数の構成企業から性別多
様性に優れた企業が評価される「MSCI 日本株女性活躍指数（WIN）」の銘柄に継続して選定されてい
る。ESG 格付は、過去数年間「A」（上から 3 番目）を維持し、国内の同業大手の JAL の同格付（BB）
より高い水準にある。本指数の他の構成銘柄には ESG 格付「A」の企業も多く選ばれている。銘柄への
選定率も母数 700 に対し 30％台前半～半ばと、DJSI や FTSE の日本企業のケースほど低くはない。 

ただ、本指数の銘柄構築における業種カバレッジ目標のガイドラインでは、ESG 格付の水準だけでな
く、時価総額の大きさや既存銘柄かどうかも重視するとしている。ANA ホールディングスの属する「資
本財・サービス」には鉄道、陸運、海運などの他の運輸業だけでなく、商社、流通業、建設・土木、電
気設備など多様な産業からなり、大手企業も多い。銘柄選定では、求められる ESG 格付の水準や不祥事
スコアの基準について、既存銘柄の方が重視される傾向になっている。 

SPTs である本指数での ANA ホールディングスの選定実績はなく、航空業界全体でみても選定されて
いる企業はない。比較的広く括られた業種区分や既存銘柄優先の傾向といった状況を踏まえると、短期
間で新たに構成銘柄に選ばれることへのハードルは高い。ANA ホールディングスが銘柄に選ばれるに
は、ESG 格付や時価総額などの評価につながる要素について、施策での成果と連動して高めていけるか
どうかが鍵となろう。 

 

④ CDP 

■概要 

CDP は企業の環境活動に関する情報開示と、行動を促すことを目的として 2000 年に設立された英国
の NPO である。投資家やサプライヤーの要請を受けて気候変動、水セキュリティ、フォレストの 3 種
類の質問書を企業に配布・回収・集計し、評価する。気候変動スコアは、3 つの質問書のうち、気候変動
の質問書に回答した企業に与えられる評価で、①環境活動に関する開示、②リスクに対する認識、③リ
スクマネジメント、④リーダーシップの観点から「A、A－、B、B－、C、C－、D、D－」の 8 段階で
表される。CDP の気候変動スコアは企業の回答書と共に CDP のウェブサイトに公開される。 

CDP スコアは質問書に対する企業の回答をもとに採点される。企業は CDP のセクター分類に応じて
自身が該当するセクターの質問書に回答する。2020 年の気候変動質問書の質問は 112 問あり、質問ご
とに情報開示、認識、マネジメント、リーダーシップの 4 つのレベルで採点され、各レベルの順に設定
された閾値を満たしたところで評価している。 

■目標達成の難易度・野心性 

SPTs 目標として取得を目指す「A－」以上について、ANA ホールディングスは 2017 年に「A－」評
価を受けた実績があるが、2018 年～2020 年は「B」評価（A－の 1 つ下の評価）となっている。グロー 
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バルでみた航空会社の平均的な評価である「C」評価を上回っているものの、2020 年度実績では United 
Airline Holdings のみ「A」評価で、ANA ホールディングスを含むその他の企業は「B」評価以下にと
どまる。 

CDP 気候変動スコアの評価に当たって最も重要なのは GHG 削減である。とりわけ削減目標について
は SBT に基づく目標が設定されていることが重視される。CDP の質問書は、セクターによって質問書
の構成が異なるほか、スコアリング基準や質問カテゴリー毎のウエートもそれぞれに設定されており、
GHG の高排出セクターは概して高評価を得にくい設計となっている。そのほか閾値やウエート、質問
内容は TCFD などの社会的な要請などに応じて改定される。 

ANA グループでは、グローバルレベルで業界に先駆けて環境活動に積極的に取り組んでいる。2021
年 4 月には中長期環境目標を刷新し、2050 年長期環境目標として航空機の運航で発生する CO₂排出量
総量を実質ゼロとすることを発表した（以前の目標は 2050 年までに 2005 年比で 50％削減）。さらに新
たに策定した 2030 年中期環境目標では同量を 2019 年度以下（実質）にするとしている。一方、SBT に
関しては、「科学と整合した目標を設定することにコミットしている企業」の 1 つに挙げられているもの
の、現時点では SBTi からの承認を取得済みの企業ではない。 

環境改善への貢献を目指すグループの戦略の方向性は、CDP での高評価獲得につながる内容ではあ
る。ただ、多くの回答企業がより高評価を求めて努力している中、評価のベースとなる質問項目も絶え
ず見直されており、かつて ANA ホールディングスが「A－」評価を獲得した頃の状況とは異なる。今回
設定している SPTs の目標達成は容易ではない。環境活動についても、業界内で一歩先を行く姿勢をと
りつつ、実績を出していく必要がある。 

今回使用する SPTs は、ANA グループが対処すべき重要課題に関連した野心的かつ有意義なもので、
事前に設定する SPTs のベンチマークに関連して ANA ホールディングスのサステナビリティの改善に
結びつけられている。SPTs は目標達成時期の 2022 年度まで適用されるが、同年以降も外部評価を重視
したグループ運営の進捗把握に努める方針である。ANA ホールディングスの企業活動が環境や社会にも
たらすポジティブおよびネガティブなインパクトを包括的に捉え、サステナビリティに関連するポジテ
ィブなインパクトが大きいものとなっている。 

 

(3) SPTs の適切性 

SPTs の適切性については独立した第三者機関である R&I からセカンドオピニオンを取得している。
SPTs 目標として掲げる外部指標は、ESG 要素の評価の面で、すでにグローバルで幅広く認知および利
用されており、今回使用することに問題はない。 

SPTs として設定する指標の選定に関しては、ANA ホールディングスのグループ ESG 経営推進会議
で検証されている。R&I はそれに依拠してセカンドオピニオンを作成している。R&I のセカンドオピニ
オンは、R&I のウェブサイトにおいて少なくとも債券が残存する期間は開示される。 

 

３．債券の特性 

ICMA の原則では、サステナビリティ・リンク・ボンドを「発行体が事前に設定したサステナビリティ／
ESG 目標の達成状況に応じて、財務的・構造的に変化する可能性がある債券の総称」と定義している。発行
体は事前に設定した時間軸の中で、自社のサステナビリティ目標達成に向けて将来改善することを明示的に
表明することとなっている。 

今回、ANA ホールディングスが発行を予定しているサステナビリティ・リンク・ボンドにおいて、SPTs
未達時には一般に認知された法人・団体等へ社債発行額の 0.1%相当額/年の寄付を行うとしている。寄付先
は環境・社会に対してポジティブなインパクトを創出することを目的に活動している ESG 関連の法人・団体
等に限定しており、ANA ホールディングスでの取り組みに加え、寄付を通じたポジティブなインパクトを追
加的に創出することで、SPTs 未達時でも環境や社会にプラスの効果を与えることを目指した内容になって
いる。本件の SPTs の達成は外部評価によって測定されることから、不測の事態によって測定不能になるこ
とが考えられる。一部の SPTs が測定不能になった場合の代替方法が設定されていることを確認している。 
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4．レポーティング 
 

評価対象の「レポーティング」は、以下の観点からはサステナビリティ・リンク・ボンド原則に適合して
いる。 
 ANA ホールディングスは SPTs で掲げた項目の各年度末時点の評価結果について、年 1 回ウェブサイ

トおよび統合報告書を通じて一般に開示する予定である。これにより債券を購入する投資家は SPTs の
達成状況に関する最新の情報を入手できる。 

 ANA ホールディングスは今回の資金調達がサステナビリティ・リンク・ボンドに基づくものであること
を表明することを企図している。SPTs に関する公表前・公表後の情報を一般に開示することによ
り、透明性を確保する。 

 

5．検証 

評価対象の「検証」は、以下の観点からサステナビリティ・リンク・ボンド原則に適合している。 

 今回のサステナビリティ・リンク・ボンドでは、SPTs 達成の判定時期を 2022 年度末（2023 年 3 月 31
日）に設定している。 

 ANA ホールディングスは、SPTs 進捗状況として 2021 年度末（2022 年 3 月 31 日）時点の外部評価結
果を、SPTs 達成状況として 2022 年度末（2023 年 3 月 31 日）時点の外部評価結果を公表予定である。
R&I は、その開示内容を検証し、SPTs の進捗状況については 2022 年 8 月末までに、SPTs 達成状況に
ついては 2023 年 8 月末までにそれぞれ検証レポートを公表する予定である。 

 
 
 

以 上 
 
 

 セカンドオピニオン商品は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定される関連業務（信用格付

業以外の業務であって、信用格付行為に関連する業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置と、信用格付と

誤認されることを防止するための措置が法令上要請されています。 

 セカンドオピニオンは、企業等が環境保全および社会貢献等を目的とする資金調達のために策定するフレームワークについての公的機関または民間

団体等が策定する当該資金調達に関連する原則等との評価時点における適合性に対する R&I の意見です。R&I はセカンドオピニオンによって、適合性

以外の事柄（債券発行がフレームワークに従っていること、資金調達の目的となるプロジェクトの実施状況等を含みます）について、何ら意見を表明

するものではありません。また、セカンドオピニオンは資金調達の目的となるプロジェクトを実施することによる成果等を証明するものではなく、成

果等について責任を負うものではありません。セカンドオピニオンは、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではなく、またその

ように解されてはならないものであるとともに、投資判断や財務に関する助言を構成するものでも、特定の証券の取得、売却又は保有等を推奨するも

のでもありません。セカンドオピニオンは、特定の投資家のために投資の適切性について述べるものでもありません。R&I はセカンドオピニオンを行

うに際し、各投資家において、取得、売却又は保有等の対象となる各証券について自ら調査し、これを評価していただくことを前提としております。

投資判断は、各投資家の自己責任の下に行われなければなりません。 

 R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報は、R&I がその裁量により信頼できると判断したものではあるものの、R&I は、これらの情報の

正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&I は、これらの情報の正確性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への適合

性その他一切の事項について、明示・黙示を問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。 

 R&I は、R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報、セカンドオピニオンの意見の誤り、脱漏、不適切性若しくは不十分性、又はこれらの

情報やセカンドオピニオンの使用に起因又は関連して発生する全ての損害、損失又は費用（損害の性質如何を問わず、直接損害、間接損害、通常損害、

特別損害、結果損害、補填損害、付随損害、逸失利益、非金銭的損害その他一切の損害を含むとともに、弁護士その他の専門家の費用を含むものとし

ます）について、債務不履行、不法行為又は不当利得その他請求原因の如何や R&I の帰責性を問わず、いかなる者に対しても何ら義務又は責任を負わ

ないものとします。セカンドオピニオンに関する一切の権利・利益（特許権、著作権その他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、R&I に帰属しま

す。R&I の事前の書面による許諾無く、評価方法の全部又は一部を自己使用の目的を超えて使用（複製、改変、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳及び翻案

等を含みます）し、又は使用する目的で保管することは禁止されています。 

 セカンドオピニオンは、原則として発行体から対価を受領して実施したものです。 
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サステナビリティ・リンク・ボンド 

独立した外部レビューフォーム 
 
外部レビューのガイドラインは、推奨されるテンプレートを通じた要約形式および／または全体の
いずれかで外部レビューを公開することを推奨している。これは、市場の透明性に寄与し、発行体
の本原則への整合性を明確にするものである。 
 
セクション 1. 基本情報 
 
発行体名: ANA ホールディングス株式会社 
 
サステナビリティ・リンク・ボンドの ISIN:- 
 
発行前にセカンドオピニオンを提供した独立外部レビュー実施者名 (sections 2 & 3): 
格付投資情報センター 
 
発行前のセカンドオピニオンの完了日:2021 年 5 月 19 日  
 
発行後の検証を実施した独立外部レビュー実施者名 (section 4): - 
 
発行後の検証完了日: - 
 
 

発行時の債券の構造: 
 

☒ 金利ステップアップ型 ☐ 償還元本・期日の変動 
 
 
セクション 2. 発行前レビュー 
 
2-1 レビュー範囲 
レビューの範囲を要約するために、必要に応じて以下の項目を利用又は改定する。 
 
本レビューは: 
☒ 以下の要素を全て評価(完全なレビュー) し、   ☐ 一部のみ評価 (部分的なレビュー)し、: 
 
☒ KPI の選定 ☒ 債券の特性 

☒ SPTs の設定 ☒ レポーティング 

☒ 検証   
 

☒ サステナビリティ・リンク・ボンド原則（以下、SLBP）との整合性を確認した。 
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2-2 独立した外部レビュー実施者の役割 
 
☒ セカンドオピニオン  ☐ 認証 

☐ 検証  ☐ スコアリング/レーティング（格付け） 

注記：複数のレビューを実施又は異なる複数のレビュー実施者が存在する場合、それぞれ別々の用紙にご記
入ください。 
 
2-3 レビューのエグゼクティブサマリおよび／またはレビュー全文へのリンク （該当す
る場合） 
 
＜セカンドオピニオン＞ 
フレームワークがサステナビリティ・リンク・ボンド原則 2020 に則ったものである旨のセカンド

オピニオンを提供する。 
 
詳細はリポート本文を参照。 
 
 
 
 
セクション 3. 発行前のレビュー詳細 
レビュー実施者には可能な限り以下の情報を提供し、レビュー範囲を説明するためにコメントセクションを
利用するよう推奨する。 
 
 
3-1 KPI の選定 
 
セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）： 
 
リポート本文の「１． 資金調達者の包括的な社会的責任に係る戦略と SPTs との関係（KPI の選

定）」を参照。 
 
 
 
選定した KPIのリスト: 
  外部機関（DJSI、FTSE、MSCI、CDP）の指標 

 
定義、範囲、 パラメーター 
☒ 選定した各 KPI の明確な定義 ☐ 明確な計算方法  

☐ その他 （ご記入ください）：):   

 
選定された KPI の関連性、頑健性、信頼性 
☒ 選定された KPI は発行体のサステナビ

リティ及び事業戦略と関連性があり、

中核的で重要である 

☒ KPI が外部からの検証が可能である証拠  

☒ 選定された KPI は一貫した方法に基づ

き測定可能または定量的なものである 
☒ KPI のベンチマーク化が可能である証拠 

  ☐ その他 (ご記入ください): 
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3-2 SPTs の設定 
 
セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）： 
 
リポート本文の「２．SPTs の設定」を参照。 
 
 
 
要旨および野心の度合い 
☒ SPTs が大幅な改善に結びつく値である

ことの証拠  
☒ 選ばれたベンチマーク及びベースラインに

関連しており信頼性がある 
☒  SPTs が発行体のサステナビリティ及び

事業戦略に合致している証拠 
☒ SPTs は事前に設定した時間軸において策定

されている 
  ☐  その他 (ご記入ください): 

 
ベンチマーク手法 
☒ 発行体自身のパフォーマンス ☒ 同業他社 

☐ 科学的根拠 ☐ その他 (ご記入ください): 

 
追加の開示  
☒ 再計算又は調整が行われる場合の説明 ☒ 発行体による達成に向けた戦略の説明 

☐ SPTs の達成に影響を及ぼし得る重要な

要素についての説明 
☐ その他 (ご記入ください): 

 
 
3-3 債券の特性 
 
 セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）： 
 
リポート本文の「３．債券の特性」を参照。 
 
 
 
財務的インパクト: 
☐ 利率の変動  

☒  その他 (ご記入ください):  
リポート本文の「３．債券の特性」を参照。 

 
構造的特性: 
☐ … 

☒ その他 (ご記入ください):  
リポート本文の「３．債券の特性」を参照。 
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3-4 レポーティング 
 
セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）： 
 
リポート本文の「４．レポーティング」を参照。 
 
 
 
レポーティングされる情報: 
☒ KPI のパフォーマンス ☐ 検証保証報告書 

☐ SPTs の野心の度合い ☐ その他 (ご記入ください): 

 
頻度: 
☒ 年次 ☐ 半年に一度 

☐ : その他 (ご記入ください):  

 
開示方法 
☐ 財務報告書に掲載 ☐ サステナビリティ報告書に掲載 

☐ 臨時で発行される文書に掲載 ☒  その他 (ご記入ください):ウェブサイト、統

合報告書 
☐  レポーティングは外部レビュー済（該当する場合は、レポートのどの部分が外部レビューの対象で

あるか明記してください）：  
 
該当する場合は、「有益なリンク」のセクションに、報告書の名称、発行日を明記してください。 
 
レポーティングにおける保証レベル 
☐ 限定的保証 ☐ 合理的保証 

  ☐ その他 (ご記入ください): 

 
有益なリンク （例えば、 レビュー実施者の評価方法や実績、発行体の文書等。） 
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セクション 4. 発行後の検証 
 
 セクションに関する全般的なコメント（該当する場合）：- 
 
リポート本文の「５．検証」を参照。 
 
 
 
レポーティングされる情報: 
☐ 限定的保証 ☐ 合理的保証 

  

☒ 

その他 (ご記入ください):  

ANA ホールディングスは、SPTs 進捗状況とし
て 2021 年度末（2022 年 3月 31 日）時点の外部
評価結果を、SPTs 達成状況として 2022 年度末
（2023 年 3 月 31 日）時点の外部評価結果を公
表予定である。R&I は、その開示内容を検証
し、SPTs の進捗状況については 2022 年 8 月末
までに、SPTs 達成状況については 2023 年 8 月
末までにそれぞれ検証レポートを公表する予定
である。 
 

 
頻度: 
☒ 年次 ☐ 半年に一度 

☐ その他 (ご記入ください):  

 
重大な変更: 
☒ 対象範囲 ☒ KPI の測定方法 

☒ SPTs の設定  
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