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ドコモのビジョン
DOCOMO’s Vision

私たちは「新しいコミュニケーション文化の世界の創造」に向けて、
個人の能力を最大限に生かし、お客さまに心から満足していただける、
よりパーソナルなコミュニケーションの確立をめざします。
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ドコモのブランドビジョン ドコモの中期取組みブランドスローガン ドコモの企業理念トップメッセージ

未だ続くコロナ禍への対応のみならず、社会全体として多
くの課題への対応が求められています。とりわけ地球温暖化
など深刻さを増している環境問題については喫緊の課題だと
認識しています。そのような中、ドコモは使命感を持ってさ
まざまな社会の課題の解決に貢献し世の中の役に立つため、
自らの変革も進めてまいりました。
「新ドコモグループ」としてさらなるカスタマーファース
ト、DX推進などを図る体制を整え、従来のCSRおよび環境
関連方針類を「サステナビリティ方針」として見直し、これ
までもこれからもお客さまやビジネスパートナーとともに世
界をよりよくするため、「あなたと世界を変えていく。」のス
ローガンの下、チャレンジを続けてまいります。

新しいドコモグループ
2021年10月にNTTコミュニケーションズ（以下、コミュ
ニケーションズ）とNTTコムウェア（以下、コムウェア）お
よびそれぞれのグループ会社を、ドコモの傘下に迎えるグ

TOP MESSAGE

変革へのチャレンジ
株式会社NTTドコモ
代表取締役社長

ループの再編について公表しました。
以降、2022年1月にコミュニケーションズ・コムウェア

の子会社化が完了し、7月に組織の見直しと人員の異動を行
い新たな体制での営業をスタートしました。3社のシナジー
によって、新ドコモグループとしてモバイルからサービス・
ソリューションまで事業の領域を拡大し、イノベーションを
加速させて社会・産業のDXに貢献していきたいと考えてい
ます。
これからは通信事業をベースとしながら、「新たなライフ

スタイルの創出」と「社会・産業の構造変革」を柱に、グルー
プ一丸となって取組んでまいりますのでご期待ください。

新しいサステナビリティ方針
従来のCSR方針を制定した当時から、特に脱炭素をはじ

めとする環境分野における社会の関心はさらに高まり、その
ほかのESG課題に対しても、企業の取組みが求められる範
囲や度合いは日々変化を続けています。

そのような変化に対応し、幅広い課題に対するドコモの取
組み姿勢を明確にするため、従来方針を見直し2022年7月
に「サステナビリティ方針」を制定しました。CSR＝企業の
社会的責任に加え、「誰一人取り残さないサステナブルな社
会の創造」に貢献することを表明し、「環境」「社会」「人材」「公
正」の4分野それぞれにおける取組みの方向性を示しました。
また、同じく7月に、環境憲章をはじめとする各種方針を、

「Green·Action·Plan」に整理・統合を行い、昨年発表した
「2030年カーボンニュートラル宣言」とともに、引き続き
脱炭素化、循環型社会の実現、生物多様性の保全などへの取
組みを推進してまいります。
ドコモは社員やその家族のみならず、お客さま・ビジネス

パートナーなどのあらゆるステークホルダーのみなさま＝あ
らゆる「あなた」と力を合わせて「世界を変えていく」こと
をこれまで以上にめざしてまいります。

2022年9月

NTT DOCOMO GROUP SUSTAINABILITY REPORT 2022

ドコモの
サステナビリティ 地球環境保全 研究開発・

イノベーション
お客さま・地域との
エンゲージメント

安心・安全で
レジリエントな社会

多様な人材・社員の
働きがい

公正な
事業活動5 ドコモの

ビジョン



トップメッセージ ドコモの中期取組みブランドスローガン ドコモのブランドビジョンドコモの企業理念

ドコモの企業理念

ドコモのブランドビジョン

私たちは「新しいコミュニケーション文化の世界の創造」
に向けて、個人の能力を最大限に生かし、お客さまに心から
満足していただける、よりパーソナルなコミュニケーション
の確立をめざします。

私たちドコモは、すべてのお客さまにより便利で快適な生
活をご提供するために作ってきた土台の上に、より新しい生
活、社会を創り上げていきたいと考えています。
それはドコモだけでめざすのではなく、あらゆる「あなた」

と共に考え、ドコモが培ってきたテクノロジーをオープンに
し、挑戦したいという想いを新ブランドスローガン「あなた
と世界を変えていく。」に込めています。

コンセプトツリー

私たちは
個人の能力を
生かします。

私たちは
お客さまに満足して
いただきます。

私たちは新しい
コミュニケーション文化の
世界を創造します。

新しいコミュニケーション文化の世界
より新しい、より豊かなコミュニケーション文化の世界を

実現させるため、私たちはサービス品質の改善をはかり、人
にやさしい高度なヒューマンインターフェースをめざした技
術開発や、より多彩なサービスの企画開発を積極的に進める
とともに、より広いエリアでサービスを提供していきます。

お客さまの満足
私たちは、まずお客さまへの応対を充実させ、サービス品

質の改善や独自ネットワークの構築、機能の充実、サービス
エリアの拡充をはかります。さらには、より充実したサービ
スを低廉な料金で提供することにより、さまざまなお客さま
の満足にお応えしていきます。

個人の能力を生かす
人材育成制度を充実し、人事育成一体化を推進することに

より、個々の能力活用をはかるとともに、環境・労働条件の
向上、福利厚生の充実など、働きがいのある職場づくりを
行っていきます。

ドコモがこれまでやってきたこと。

それは、世界を変えるための土台作りでした。

日本中の人やモノや街や、あらゆるものが

高品質のネットワークでつながり合う。

私たちには、使う誰もが信じられる場を

つくりあげてきた、という自負があります。

いまこそ、この見えない土台の上に、

胸のときめく新しい生活や社会を、

つくりあげていくとき。

けれどそのすべてをドコモだけで

実現するのは、もちろん不可能です。

だから「あなた」と妄想したいのです。

企てたいのです。実現したいのです。

世界を驚かせるエンターテインメントを。

格差のない教育や医療のかたちを。

孤独という言葉がなくなる生活を。

0歳も100歳も、誰も取り残されることなく、

上機嫌で暮らせる街を。

テクノロジーをオープンに。

あなたと世界を変えていく。

それがドコモの新しい挑戦です。

ドコモブランド総合サイト　ドコモの想い
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ドコモは、あらゆる「あなた」と一緒に新たな世界を実現したいという想いを込めて、新ブ
ランドスローガン「あなたと世界を変えていく。」を発表しました。
そして、NTTコミュニケーションズ（以下、コミュニケーションズ）とNTTコムウェア（以下、
コムウェア）をグループに加え、新しいドコモグループとして、新たな世界の実現に向けて挑
戦していきます。

ドコモの中期取組み

新しいドコモグループの挑戦

挑戦の実行・実現に向けて
新しいドコモグループの挑戦は、4つの柱で実行し、その実現に向けて3つのバリューを
大切にしていきます。

新しいドコモグループ
新しいドコモグループとして、モバイルからサービス・ソリューションまで事業領域を拡大

し、新しい世界を創出していくため、コミュニケーションズとコムウェアを子会社としました。
3社の経営方針を統一し、機能統合と事業責任の明確化を進めることで、迅速な意思決定と機
動的な事業運営を実現します。これにより、法人・スマートライフ事業のさらなる成長と通信
事業の構造改革を推進し、新ドコモグループとしてイノベーションを起こし、社会に大きな変
化をもたらしていきます。

新しいドコモグループの挑戦

国内で培ったサービス・ソリューション・
テクノロジーを活⽤し、

グローバル に事業を展開

事業運営とESGを⼀体的に推進し
サステナブル な社会の創造に貢献

後追いでなく、先を予測して進み、
ポジティブ思考でチャレンジ

お客さまやパートナーの皆さまとともに
イノベーションを起こす

有⾔実⾏と公正な取引によりお客さま・
パートナーの皆さまの信頼を得る

カスタマーファーストを追求し
お客さまの期待を上回る新たな価値を提供

事業運営のデジタル化とデータ活⽤を
加速しCXの向上と事業構造改⾰を実現

One Step Ahead

Openness

Trust

0 3

新ドコモグループとして、モバイルからサービス・
ソリューションまで事業領域を拡⼤し、新しい世界を創出

コミュニケーションズ・
コムウェアの⼦会社化

3社の機能統合

事業責任の明確化

通信事業の構造改⾰と法⼈・
スマートライフ事業の拡⼤

04

機能統合によるシナジー
3社の機能を統合することにより、新しいドコモグループとして大きく3つのシナジーを創

出していきます。

機能統合によるシナジー

サービス創出・
開発⼒強化とDX推進

ネットワークの
競争⼒強化

法⼈事業の拡⼤ 新ドコモグループとして法⼈事業を統合し、すべての法⼈の
お客さまをワンストップでサポート、社会・産業のDXに貢献

移動・固定融合により⾼品質で経済的なネットワークを実現し、
低廉で使いやすいサービスを提供、6G・IOWNへの進化を加速

ドコモのR&D、コミュニケーションズのサービス・ソリューション、
コムウェアのソフトウェア開発⼒を統合し⾰新的サービスを
いち早く創出するとともに新ドコモグループのDXを推進

05
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新ドコモグループは、「社会・産業の構造変革」と「新たなライフスタイル創出」であなた
と世界を変えていきます。

中期戦略

社会・産業の構造変⾰
地域社会のDX⽀援

新たな⽣活価値・
ライフスタイルの創出

⾼品質で経済的なネットワーク・期待を上回る顧客体験
次世代NW 事業構造改⾰移動固定融合 地域のICTサポート拠点OMO UX刷新 ・・・

・・・・・・5G IoT MaaS Smart City DX⽀援 ⾦融・決済 映像 XR メディカル 電⼒ 端末

6G・IOWNで世界をリード ⾰新的サービスをいち早く提供、DXの推進
最先端のテクノロジーと開発⼒でイノベーションを加速

通信事業

法⼈事業 スマートライフ 事業

R&D IT

収益の
過半を
創出 成

功
モ
デ
ル
を

�
�
�
�
ル
�
�
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「社会・産業の構造変⾰」と「新たなライフスタイル創出」で

国際事業

出資提携戦略

法人事業
コミュニケーションズを中核に新ドコ
モグループとして法人事業を統合し、営業
体制の強化と移動固定融合サービス・ソ
リューションの充実を図ります。そして、
2025年度には法人事業を2兆円以上に拡
大し、社会・産業DXのリーディングカン
パニーをめざします。

スマートライフ事業
会員基盤とデータ活用、サービスと多様
な端末とのシームレスな連携により、パー
トナーとともに新たな生活価値・ライフス
タイルを創出します。そのために、事業の

柱である「金融・決済」や「映像・エンタ
メ」など既存領域のさらなる強化はもちろ
んのこと、「電力」「メディカル」「XR」など
の新規領域の拡大にチャレンジします。そ
して、2025年度には新ドコモグループ収
益の過半をスマートライフと法人事業で創
出します。

通信事業
5Gの早期拡大と、ドコモとコミュニ

ケーションズのネットワーク機能統合によ
り高品質で経済的なネットワークを実現
し、低廉で使いやすい移動・固定サービス
を提供します。そして、多様なニーズに応

新ドコモグループ中期戦略

える料金・サービスと販売チャネルの変革
をパートナーとともに実現し、期待を上回
る顧客体験を創出します。これらの取組み
により、「顧客基盤の拡大」と「販売・ネッ
トワークコストの最適化」の構造改革を実
現し、通信事業の中期的な利益維持・成長
軌道への転換を図ります。

成功モデルをグローバル展開
ドコモとコミュニケーションズのケイパ

ビリティの融合やNTTデータ・NTT·Ltd.
との連携により、これまで培ってきたサー
ビス・ソリューションや新しいテクノロ
ジーを活用した成功モデルをグローバルに
展開していきます。

サービス創出・開発力強化
革新的サービスをいち早くお客さまに提

供し、グループ全体のDXを加速するためソ
フトウェア開発力を徹底的に強化します。

�最先端のテクノロジーで�
イノベーションを加速
オープンイノベーションをリードし、

パートナーとともに世界を変えていきま
す。6G・IOWNについては、NTT研究所
と連携し、早期の実用化をめざします。ま
た、衛星・HAPSを活用した非地上系ネッ
トワークの実現に取組みます。

サステナブルな社会の創造に貢献
事業運営とESG課題への取組みを一体的

に推進し、サステナブルな社会の創造に貢
献します。2021年9月に発表した「2030
年カーボンニュートラル宣言」を、新ドコ
モグループとして実現します。また、多様
性推進・ワークスタイル変革にもより一層
取組んでいきます。
▶︎ドコモのサステナビリティ（ P.9 ）

項目 実績
通信事業＊2 36,608億円
スマートライフ領域＊2 10,964億円

スマートライフ事業＊2 6,190億円
その他の事業＊2 4,774億円

dポイントクラブ会員数 8,908万名（2020年度実績·8,195万名）
携帯電話契約数 8,475万名（2020年度実績·8,263万名）
金融決済取扱高 88,600億円（2020年度実績·69,800億円）
決済・ポイント利用可能箇所 410万箇所（2020年度実績·309万箇所）

 ［ 2021年度実績＊1 ］

＊1·コミュニケーションズ・コムウェアの子会社化をはじめとするグループ再編前の数値
＊2·営業収益
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