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地球環境保全
Environmental Responsibility

私たちは、脱炭素・循環型社会の実現、生物多様性の保全を重要な経営課題と捉えています。
自らが事業活動を行う上での環境負荷を認識し
お客さまとともに社会全体の負荷をできる限り低減していくことこそ
企業市民としての使命であると考えています。
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環境ビジョンとアクションプラン

2020年5月に策定した「NTTグループ環境エネルギービ
ジョン」に基づき、環境保全の取組みを行っています。また、
ドコモグループでは、2030年に向けたドコモグループの環
境目標「Green Action Plan 2030」を策定し、活動を推
進してきました。2022年7月にこの目標を見直し、「Green 
Action Plan」として、社会全体の持続的な発展と地球環境
に貢献するためのアクションを定めています。

ドコモグループではこれらの方針・環境目標のもと、引き
続きグループ全体で環境保全活動を進めていきます。

基本的な考え方

NTTグループ環境エネルギービジョン
NTTグループは、2020年5月に「NTTグループ環境エネル

ギービジョン」を策定しました。2021年9月には、Well-
being社会の実現に向けて、ESGへの取組みによる企業価値
向上をめざし、「事業活動による環境負荷の削減」と「限界
打破のイノベーション創出」を通じて、環境負荷ゼロと経済
成長を同時実現する、新たな環境エネルギービジョン 「NTT 
Green Innovation toward 2040」を策定しました。

「NTT Green Innovation toward 2040」における目標
環境負荷ゼロに向けて、2040年度NTTグループ全体の

カーボンニュートラルを目標に設定しました。2030年時点
では、グループ全体に先駆けてモバイル（NTTドコモ）、デー
タセンターのカーボンニュートラルを実現し、NTTグルー
プ全体で、温室効果ガス排出量を2013年度比で80％削減

することを目標に設定しました。なお、2021年12月に本
目標はSBTより、1.5℃水準と認定されました。

基本方針
私たちNTTグループは、ありのままの自然を未来につなぎ、人と自然が共生した新しい豊かさの創造に貢献していきます。その
ために、事業活動による環境負荷の削減と技術・イノベーションの創出により、環境問題の解決と経済発展の両立を図っていき
ます。

行動指針
1.  温室効果ガスの削減	 	

IOWNの導入や再生可能エネルギーの開発・利用拡大、カーボンニュートラルに貢献するサービス提供等により、NTTグループ
の事業活動および社会における温室効果ガス削減に取組みます。

2. 	資源循環の取組み  
消費型から循環型経済への転換に向け、製品・システムの調達から利用・廃棄に至るまでのライフサイクル全体を通じて、資
源を有効利用する取組みを推進します。

3.  生態系保全の取組み  
事業活動および社員活動を通して、自然に寄り添い、生態系保全に関する取組み（自然資本への配慮）を推進します。

4.  法規制の遵守と社会的責任の遂行  
環境問題に関する世界各国・各地の法令を遵守し、高い倫理観を持って行動します。

5.  環境マネジメントシステムの確立と維持  
NTTグループは、代表取締役副社長を委員長とする『Green Innovation委員会』を設置するとともに、環境問題に関する基
本戦略、活動の実施状況、情報開示について、議論し、取組みを推進していきます。

6.  ステークホルダー・エンゲージメント	 
NTTグループのバリューチェーンすべてを対象にステークホルダー・エンゲージメントを実施することにより、環境問題の解
決に貢献します。

NTTグループ環境エネルギービジョン
基本方針・行動指針
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環境データ 気候変動への対応 TCFD提言への対応 循環型社会の形成 生物多様性の保全環境マネジメント環境ビジョンとアクションプラン

Green	Action	Plan
ドコモグループの環境目標「Green Action Plan 2030」

は、2022年7月に内容を見直し、「Green Action Plan」
へ改定されました。ドコモグループは、みなさまとともに自
然と共生している未来の実現に向け社会全体の持続的な発展
と地球環境保全に貢献するアクションを実施します。

1.  通信ネットワークの省電力化、再生可能エネルギーの利
用拡大、カーボンニュートラルに貢献する製品・サービ
ス提供等により、温室効果ガス削減に取組みます。

2.  製品・サービスの調達から廃棄に至るまでのライフサイ
クル全体を通じて、資源を有効利用する取組みを推進し
ます。

3.  事業活動及び社員活動を通して、自然に寄り添い、生態
系保全に関する取組みを推進します。

2030年カーボンニュートラル宣言
気候変動におけるさらなる取組みとして、2021年9月に

自社の事業活動での温室効果ガス排出量を2030年までに実
質ゼロにする「2030年カーボンニュートラル宣言」を発表
しました。また、自社のみならず、お客さま・パートナー企
業とともに社会全体のカーボンニュートラルに貢献するため
に、「あなたと環境を変えていく。」というスローガンを掲げ、
カーボンニュートラルに向けた取組み「カボニュー®」を開
始しました。（ P.29 ）

脱炭素社会の実現

資源循環型社会の実現

生物多様性・生態系の保全

•  CO₂排出量削減に寄与する技術の開発・導入とサービス・
ソリューションの提供

•  再生可能エネルギーの導入推進（再エネ指定の非化石証書
購入含む）

•  一般車両のEV化及び車両台数の見直し（ガソリン車の廃止
促進）

•  ネットワーク消費電力を削減する技術の開発・設備の導入
•  2030年カーボンニュートラル宣言の推進

•  3R活動の推進
•  携帯端末回収の促進

•   森林保全などの生態系保全活動の実施
•  社員教育の推進

指標 目標（2030年度）

温室効果ガス排出の削減 カーボンニュートラル＊

一般車両のEV化 100％

通信事業の通信量当たりの電力効率 10倍以上（2013年度比）

社会の温室効果ガス排出量の削減貢献量 4,000万t以上
＊自社の事業活動によるCO₂排出の削減（GHGプロトコルのスコープ1,2を対象）
＊再エネ指定の非化石証書などの活用による実質再エネ分含む

指標 目標（2030年度）

廃棄物のリサイクル率 99％

指標 目標（2030年度）

生態系を保全するための活動の推進 生態系保全活動の実施

主なアクション

主なアクション

主なアクション

環境マネジメント

グループ全体で環境保全活動を進めるべく、代表取締役社
長をトップとした環境マネジメントシステム（EMS）を構築
しています。

EMSの推進体制としては、最高意思決定機関として代表
取締役社長が委員長を務める「サステナビリティ推進委員
会」のほか、環境目標の達成に向けた取組みの企画・立案・
管理を行う専門部会などを設置しており、環境目標の進捗評
価や環境課題の解決に向けた討議を実施しています。

環境マネジメントシステム

 ［ ドコモグループの環境マネジメント推進体制 ］

＊1  トップマネジメントを含む経営層が出席する会議を含む
＊2  （株）ドコモCS、ドコモ・サポート（株）、ドコモ・システムズ（株）、 

ドコモ・テクノロジ（株）の各社

（2022年3月末時点）

トップマネジメント
（代表取締役社長）

統括・環境管理責任者
（サステナビリティ推進室長）

統括・内部環境監査員
内部環境監査員

各地域事務局

サステナビリティ
推進委員会＊1

経営企画部 
サステナビリティ推進室

グループ事務局

本社
グループ

北海道
グループ

東北
グループ

東海
グループ

北陸
グループ

関西
グループ

中国
グループ

四国
グループ

九州
グループ

各社事務局＊2
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環境ビジョンとアクションプラン 環境データ 気候変動への対応 TCFD提言への対応 循環型社会の形成 生物多様性の保全環境マネジメント

ドコモ各支社

地域グループ各社

主な組織の位置付け
［サステナビリティ推進委員会］
EMSに関する報告機関。サステナビリティ推進委員会メン
バー（社長を委員長として、副社長、監査等委員・取締役、
関連部の各部長）で構成し、トップマネジメントを含む経営
層が出席する会議を含む。

［サステナビリティ推進室］
EMSに関する企画・立案および管理を行う組織。

［専門部会］
環境目標の達成に向けた取組みの企画・立案および管理を行
う部会。

［統括・内部環境監査員］
内部環境監査を統括する責任者。サステナビリティ推進室担
当部長が担う。

［グループ事務局・各地域事務局］
EMSに関する各組織の取りまとめなどの運営実務事務局。

ISO14001の統合認証を取得
通信設備の省電力化や使用済み携帯電話の回収などの環

境保全活動をグループ全体で効率的に進めていくために、
EMSに関する国際規格「ISO14001」の統合認証を取得し
ています。

2021年度も、外部審査の結果、EMSが効果的に運用さ
れていることが確認され「ISO14001」の認証取得を維持
しています。（2022年3月末現在）

部会の体制

ISO14001の認証を取得した組織および範囲
［審査登録機関］
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited

［登録日］
2008年1月1日

［審査登録範囲］
電気通信事業、その他事業および関連サービス

［認証範囲に含まれる組織］
グループ15社：NTTドコモおよび機能分担子会社12社＊1、
その他の子会社2社＊2（2022年3月末現在）
＊1  P.2  参照 
＊2 （株）ドコモ・バイクシェア、（株）ドコモ・ためタン

［認証登録番号］
ISO14001-0067788

具体的な年度活動目標・アクションプランは、年1回、環
境に関する「気候変動対策部会」「循環型社会推進部会」「社会
貢献部会」で検討の上決定します。各部会会長は、ドコモグ
ループ環境目標達成のため、メンバーの中から改善項目を管
理するアクションプラングループ責任者を指名の上、アク
ションプラングループ責任者が、各地域・グループの担当者
と連携し、取組みを推進します。年度目標ならびにアクショ
ンプランの進捗は、年1回サステナビリティ推進委員会に報

環境に関する部会

告されます。その他、議論されるべき事項がある場合には適
宜付議し、対応について検討をしています。

サステナビリティ推進委員会

主な取組み部会名

・  CO₂排出量削減
・  省電力化推進
・  再生可能エネルギー導入推進

気候変動対策部会

・  携帯電話リユース・リサイクル推進
・  プラスチック削減
・  廃棄物削減・リサイクル推進

循環型社会推進部会

・  生態系保全の推進社会貢献部会

サービス・
ソリューション

創出部会
多様性

推進部会
循環型社会
推進部会 社会貢献部会気候変動

対策部会
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部会ごとのアクションプランと実績（2021年度）

専門部会 2030年目標 2021年度目標 目標達成のための主なアクションプラン 実績

気候変動対策部会

社会のCO₂ 排出削減貢献量：
4,000万t以上

社会のCO₂排出削減貢献量
4,000万t

• CO₂排出削減貢献量の進捗管理（半期ごと）
• CO₂排出削減貢献量の発信
• 緩和と適応事例の情報収集、発信（公式HP、SNSなど）

社会のCO₂排出削減貢献量4,277万t

スマートフォンへの移行促進によるCO₂削減への貢献 ▲

ユビキタスモジュール導入推進によるCO₂削減への貢献 ●

自転車シェアリングサービスの利用促進によるCO₂削減への貢献 ▲

通信事業の電力効率：
10倍（2013年度比）

各種設備の電力低減 低消費電力装置の積極的な導入、および装置更改タイミングでの導入 ●

市場技術を利用した環境負荷低減 インテリジェント空調の導入による消費電力量抑制 ●

電力需要シミュレーション 中期電力需要予測の策定を実施 ●

省エネ効果の高いネットワーク設備の
開発

• NTTグループ省エネ性能ガイドラインへの対応
• 省エネ効果の高い装置開発の推進 ●

循環型社会推進部会

リサイクル率99%以上
（廃棄物最終処分率：1.0%以下） 廃棄物最終処分率：1.4％以下

• オフィス廃棄物最終処分率1.1%以下に向けた進捗管理
• ゴミ分別などの取組み推進事例などの社内発信検討
• 建設廃棄物の最終処分率3.0%以下に向けた進捗管理
• 撤去通信廃棄物の最終処分率0.5%以下に向けた進捗管理

最終処分率2.9%

― 販促ツールの作成重量7,300t以下 作成重量・廃棄率の進捗管理および関連部門に対するフィードバックの実施 作成重量3,982t

使用済み携帯電話回収数：
（2017〜2020年度累計）1,828万台

回収台数：1,828万台
（2017〜2020年度累計） リユース・リサイクルを目的とした回収機会の創出およびPR

回収台数2,075万台
（2017〜2021年度累計）
2021年度単年：323万台

社会貢献部会 ―

ドコモの森整備活動の実施
（年1回以上）

整備活動の進捗管理 ●
その他の生態系保全活動の実施・拡大
検討（年1回）

生態系保全活動の情報収集・発信
（四半期に1回）

• 生態系保全に関する情報発信
• 社外イベントの企画、実施 ●

●：計画達成および計画どおり実施　▲：計画未達成
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ドコモグループでは、EMSが有効に実施されていること
を確認するために内部環境監査を実施しています。監査は、
専門的な知見を持った内部監査のスタッフが本社から各拠点

（支社・グループ会社）に対し、主に事務局の活動を重点的
に監査するとともに事務局が持っている組織を以下の3つの
観点から監査します。

❶		監査基準に適合し、かつ有効に実行されているかを確認
（システム監査）

❷		ドコモグループの環境目標と整合し、有効に実施、継続
的改善されているかを確認（パフォーマンス監査）

❸		適用される環境法規制（条例含む）が適正、かつ有効に順
守されているかを確認（順法監査）

2022年4月に制定した「NTTドコモ グリーン調達基準」
に基づき、地球環境保全に取組むことを目的に、安全で環境
負荷の少ない原材料、部品、製品を積極的に調達するグリー
ン調達を推進しています。サプライヤの環境保全活動および
調達する製品に関して、「企業評価」および「製品評価」に
より新規サプライヤの選定および既存サプライヤの評価を実
施しています。

❶	環境マネジメントシステムの構築（サプライヤの取組み）
取引開始に際しては、環境関連活動調査表により、環境マ

ネジメントシステムの構築・運用状況や、事業所・製品にお
ける環境負荷低減などを環境経営の実行力として評価するこ
とで、サプライチェーン全体で環境法令を順守し、環境負荷
を低減する体制を確立しています。

❷	製品に関する環境負荷低減（製品アセスメントの実施）
含有化学物質の使用や、温暖化防止対策など、製品設計の

段階で製品が与える環境影響を製造・物流サイクルの各段階
で評価する製品アセスメントを実施し、必要に応じて設計変
更を行い、環境影響の低減を図っています。新規調達品に関
しては、サプライヤに対し製品含有化学物質調査回答書の提
出を通して、RoHS指令＊に代表される条約・法令・条例な
どへの準拠を要請し、特定有害物質の使用・含有を制限して
います。
＊ RoHS指令：電気電子機器への有害物質の含有を禁止するEUの規制

EMSを適切に運用していくために、内部環境監査員を養
成して、公正かつ厳正な環境監査を実施しています。また、
その結果に基づいてEMSを見直し、継続的な改善を図って
います。2021年度は、ISO14001（2015年版）に即した
重点項目にて、一層実行性の高い監査の実施をめざしまし
た。具体的には、各組織における業務と環境のかかわりにつ
いての把握状況の確認や、各組織のリスクとそれに対する取
組み状況の確認、また外部委託事業を中心に、ライフサイク
ルの視点を考慮した事業活動がなされているか重点的に確認
しました。その結果、各組織ともISO14001の規格要求事
項に適合しており、活動も環境マニュアルなどに準じておお
むね適切に行われていることを確認しました。

内部環境監査 環境法規制の順守 グリーン調達の推進

各種環境法規制に対応
ドコモでは、EMSの枠組みのもと、各環境法規制の順守

を徹底しています。具体的には、「エネルギーの使用の合理
化に関する法律」（省エネ法）、「容器包装に係る分別収集及び
再商品化の促進などに関する法律」（容器包装リサイクル法）、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）、「フ
ロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」（フ
ロン排出抑制法）といった各種環境法規制や、東京都総量削
減義務制度をはじめとする各自治体の温暖化関連条例など、
環境関連の法規制および条例の順守に努めています。

2021年度における環境関連法規制違反は0件でした。

PCB（ポリ塩化ビフェニル）廃棄物を適正に管理
PCB廃棄物については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適

正な処理に関する特別措置法」（PCB特措法）に従って、保
管・管理対象物品、保管場所、保管・管理方法、処分方法、
緊急時の対応などについて規定した「PCB物品管理手順細
則」を独自に定め、撤去したPCBを厳重に保管・管理して
います。PCB特措法では、PCB廃棄物を保管している事業
者に対して、地域ごとに定められた期限内に適正に処分およ
び処分委託を行うことが義務付けられています。

引き続き、ドコモを含むNTTグループでは、PCB含有機
器を計画的に撤去・保管し、期限内処分に向けた対応を進め
ています。

NTTドコモ グリーン調達基準
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 ［ サプライチェーン全体での温室効果ガス排出量（2021年度）］

スコープ カテゴリ（スコープ3） 算出方法 排出量（t-CO₂） 割合（%）

スコープ1 直接排出 47,615 1.1

スコープ2 間接排出 1,146,848 25.8

スコープ3 その他の間接排出 3,256,134 73.2

1. 購入した製品・サービス
サプライヤごとの取引額にサプライヤごと
の排出原単位（各社の公表値より算出）また
は取引内容に応じた原単位を乗じて算出

1,320,409 29.7

2. 資本財
サプライヤごとの設備投資額にサプライ
ヤごとの排出原単位（各社の公表値より算
出）または通信の原単位を乗じて算出

1,437,267 32.3

3.  スコープ1,2に含まれない燃
料およびエネルギー関連活動

使用した燃料・電力購入量に原単位を乗じ
て算出 196,498 4.4

4. 輸送、配送（上流） 販売拠点への配送料に、輸送の排出原単位
を乗じて算出 11,130 0.3

5. 事業から出る廃棄物 廃棄物の排出量に廃棄物種別・処理種別ご
との排出原単位を乗じて算出 1,628 0.0

6. 出張 交通費支給額を交通手段利用率で按分し、
各排出原単位を乗じて算出 2,333 0.1

7. 雇用者の通勤 通勤費支給額を交通手段利用率で按分し、
各排出原単位を乗じて算出 1,758 0.0

8. リース資産（上流） （算出対象外） ー 0.0

9. 輸送、配送（下流） （カテゴリ4.上流に含めて算出） ー 0.0

10. 販売した製品の加工 （算出対象外） ー 0.0

11. 販売した製品の使用 携帯電話販売数に、回線あたりの排出原単
位を乗じて算出 207,343 4.7

12. 販売した製品の廃棄 販売した携帯電話の部品別重量に、廃棄物
種類別の排出原単位を乗じて算出 74 0.0

13. リース資産（下流） （算出対象外） ー 0.0

14. フランチャイズ ドコモショップの延床面積に延床面積あ
たりの排出原単位を乗じて算出 77,695 1.7

15. 投資 （算出対象外） ー 0.0

合計 4,450,598 100

 ［ 燃料・熱使用量 ］

年度 単位 2018 2019 2020 2021

ガス 千m³ 21,652 21,427  20,924 18,601

重油 kℓ 64 75  85 113

軽油 kℓ 157 160  143 198
ガソリン

（自動車） kℓ 1,199 1,032  728 632

熱 GJ 120,746 112,702 107,198 99,143

 ［ 温室効果ガス排出量 ］

（年度）

（t-CO₂）
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4,000,000

1,000,000

2,000,000
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0
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購入量 発電量

3,084,765

2021
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 ［ 電気使用量 ］

※電力の数値は電力会社別換算係数を用いて算出しています。

年度 2018 2019 2020 2021

電力 1,489,503 1,406,483 1,348,761 1,141,197

内：通信設備 1,428,561 1,345,220 1,291,127 1,083,161

燃料・その他 61,052 59,585 57,242 51,538

その他の温室
効果ガス
排出量

2,011 1,969 1,892 1,728

合計 1,552,568 1,468,037 1,407,895 1,194,463

（単位：t-CO₂）

年度 2018 2019 2020 2021

購入量 3,023,296 3,039,518  3,113,987 3,349,887

内：通信設備 2,891,167 2,905,940  2,984,038 3,216,821

発電量 61,469 60,653  61,930 53,730

内：太陽光・
風力発電 1,066 1,299 1,288 1,229

合計 3,084,765 3,100,171 3,175,917 3,403,617

 （単位：千kWh）

年度 単位 2021

電気使用量 千kWh 3,403,617

再生可能エネルギー由来の電力 千kWh 595,444

購入量 千kWh 594,214

発電量（太陽光・風力発電） 千kWh 1,229
電気使用量に占める再生可能
エネルギー比率 ％ 17.5

 ［ 再生可能エネルギー使用量 ］

環境データ
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 ［ 廃棄物排出量と最終処分量の推移 ］

（年度）
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オフィス関連建設工事 通信設備 廃棄物排出量

2018 2019 2020

683

23,424

2021

最終処分量
683t

リサイクル量
22,741t

排出量
23,424t

 ［ ドコモグループ全体のリサイクル量（2021年度）］

主な廃材
･光ケーブル
･交換装置
･電力設備
･鉄くず
･コンクリートポール など

容器包装リサイクル（2021年度届出実績）
･プラスチック容器 284t
･紙容器  903t

年度 2018 2019 2020 2021

廃棄物排出量 30,006 32,919 27,496 23,424

オフィス関連 6,523 5,584 5,061 4,084

通信設備 15,917 17,381 13,430 8,926

建設工事 7,565 9,954 9,005 10,415

最終処分量 479 704 461 683

オフィス関連 101 63 48 48

通信設備 79 72 172 20

建設工事 299 570 240 615

最終処分率（％） 1.6 2.1 1.7 2.9

 （単位：t）

 ［ 紙資源使用量 ］

（t）
15,000

10,000

5,000

0
2018 2019

事務用紙ツール類 請求書

11,393

13,905

2020

10,099

（年度）2021

7,864

年度 2018 2019 2020 2021

事務用紙 619 591 422 395

請求書 1,381 1,357 1,289 1,226

ツール類 11,905 9,446 8,388 6,243

合計 13,905 11,393 10,099 7,864

 （単位：t）

 （単位：千m³）

年度 2018 2019 2020 2021

総使用量 1,486 1,474 1,149 963

上水 1,398 1,384 1,082 900

中水 88 90 67 63

 ［ 水使用量 ］
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※端数処理のため、合計値は必ずしも一致しません

 （単位：百万円）
分類 主な取引内容

2020年度 2021年度 対前年増減額

投資額 費用額 投資額 費用額 投資額 費用額

（1）事業エリア内コスト 76 4,861 54 5,134 ▲ 23 274

（1）-1 公害防止コスト 水質汚濁未然防止、
PCBの適正処理 0 145 0 118 0 ▲ 28

（1）-2  地球環境保全 
コスト

eビリングサービスの
開発・運用など 73 2,515 40 3,265 ▲ 34 750

（1）-3 資源循環コスト 撤去通信設備の
リユースなど 3 2,200 14 1,751 11 ▲ 449

（2）上・下流コスト 使用済み端末等の
回収など 9 5,271 10 3,091 1 ▲ 2,180

（3）管理活動コスト ISO認証取得・
更新など 2 1,535 5 3,755 2 2,220

（4）研究開発コスト 通信設備の省エネ、
省資源に関する研究など 238 202 338 664 100 462

（5）社会活動コスト ドコモの森などの
植樹活動など 0 8 0 11 0 3

（6）環境損傷対応コスト 該当なし 0 0 0 0 0 0

合計 326 11,877 407 12,655 81 778

※端数処理のため、合計値は必ずしも一致しません

※エネルギー起源CO₂排出量とその他の温室効果ガス排出量の合算値です
※端数処理のため、合計値は必ずしも一致しません

効果の内容
主な環境保全効果を表す指標

指標の分類（単位） 2020年度 2021年度 対前年増減額

（1） 事業エリア内コ
ストに対応する
効果

1.事業活動に投入
する資源に関す
る効果

電気使用量
〈CGS発電量含む〉
（MWh）

3,175,917 2,887,342 ▲ 288,575

紙資源使用量（t） 10,099 7,864 ▲ 2,235

eビリング効果による
紙削減量（t） 6,382 6,530 148

2.事業活動から排
出する環境負荷
および廃棄物に
関する効果

温室効果ガス排出量
（t-CO₂） 1,414,035 1,036,802 ▲ 377,234

通信設備、建築物関連
産業廃棄物排出量（t） 22,491 19,902 ▲2,589

（2） 上・下流コスト
に対応する効果

事業活動から産出
する財・サービス
に関する効果

使用済み携帯電話な
ど回収数（万個） 572 558 ▲ 14

主な効果の内容 2020年度 2021年度 対前年増減額

収益 通信設備、建築物の撤去に伴う売却収入など 1,092 1,686 594

費用節減
低公害車の導入による燃料費の削減など 24,412 24,189 ▲ 223

撤去通信設備のリユースによる新規購入費用の節減 7,660 15,257 7,596

合計 33,165 41,132 7,967

 ［ 環境保全コスト ］

 ［ 環境保全効果 ］

 ［ 環境保全対策に伴う経済効果 －実質的効果－ ］

環境会計の対象範囲

2021年度（2021年4月1日〜2022年3月31日）対象期間

ドコモグループ15社集計範囲

環境省「環境会計ガイドライン2005年版」および「NTTグループ環境会計ガイドラ
イン」

集計基準

環境会計

環境保全の取組みに要したコストとその効果を定量的に把握し、環境経営の戦略に活用していくための指針として環境会計を導入しています。

 （単位：百万円）

 （単位：百万円）
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環境ビジョンとアクションプラン 環境マネジメント 環境データ TCFD提言への対応 循環型社会の形成 生物多様性の保全気候変動への対応

気候変動への対応

地球温暖化の原因とされるCO₂をはじめとした温室効果
ガスの排出をいかに削減していくかは、重要な社会課題に
なっています。ICTの発展に伴う電力使用量の増加に対し
ても省エネルギー化の要求が高まっています。その一方で、
ICTは社会全体の省エネルギー化、CO₂排出量削減に寄与
することも期待されています。

当社グループは、脱炭素社会を実現している未来へ向け
て、ICTサービスや最先端技術の提供、および再生可能エネ
ルギーの積極的な活用により、CO₂排出量削減と気候変動
への適応に貢献します。

NTTドコモは、2021年9月に「2030年カーボンニュー
トラル宣言」を発表しました。自社の事業活動での温室効果
ガス排出量を2030年までに実質ゼロにすることに加え、お
客さま・パートナー企業とともに社会全体のカーボンニュー
トラルに貢献していきます。

自社のカーボンニュートラルに向けた取組み

1. ネットワークの省電力化
基地局のスリープ機能の高度化、自己学習機能を備える空

調制御システムや5G省電力装置の積極的な導入をはじめ、
基地局装置の集約化、送電ロスの少ない高電圧直流装置から

基本的な考え方

2030年カーボンニュートラル宣言

の直送供給などによって省電力化を図ることで、通信ネット
ワークの消費電力を削減する技術の開発・設備の導入を推進
します。

2. 再生可能エネルギーの導入
グループ会社のNTTアノードエナジー株式会社と連携し、

ドコモ専用の太陽光発電所等から直接調達した再生可能エネ
ルギーの導入を推進します。同時に再生可能エネルギー指
定の非化石証書などの購入をすることで、事業活動全体で
消費する電力の実質再生可能エネルギー比率100％をめざ
します。

3. IOWNなどのイノベーションの開発
ドコモでは次世代ネットワーク、情報処理基盤のさらな

るイノベーションを推進し、通信の高速化と省電力化を実
現するため、2030年までの導入をめざし、NTTグループ
全体で研究開発を進めるIOWN光電融合技術は、通信ネッ
トワークにおける電気信号処理を光信号処理へ移行すること
で、電力効率の大幅な向上を図ります。

取組み1 	オフサイトPPAの設置
オフサイト型コーポレートPPA＊1（オフサイトPPA）を活

用し、2022年4月からNTTアノードエナジーが鳥取県鳥
取市に新設する太陽光発電所から再生可能エネルギー由来電
力を調達し、ネットワーク設備を収容しているNTTドコモ
岡山ビルへ導入しました。加えて、再生可能エネルギー指定
の非化石証書＊2とあわせることで、ドコモ岡山ビルで消費
する電力の実質再生可能エネルギー比率を100％にします。
安定的な再生可能エネルギーの調達は、当社の持続可能な事
業の実現に不可欠です。今回導入を行うNTTドコモ岡山ビ

ルにおける温室効果ガス排出量の削減効果（非化石証書を
含む）は、年間約1万トンとなる見込みです。
＊1  コーポレートPPA （電力購入契約：Power Purchase Agreement）は、需要

家が発電事業者から再生可能エネルギー由来の電力を長期に購入する契約で
す。オフサイトPPAはオフサイト型コーポレートPPAの略で、遠隔地の発電設備か
ら送配電網を介して需要家（本件のケースではNTTドコモ岡山ビル）へ送電する
モデルです

＊2  非化石証書とは、ゼロエミ価値（温対法上のCO₂排出係数が0kg-CO₂/kWhで
ある価値）および環境表示価値（小売電気事業者が需要家に対して付加価値を表
示し主張することができる価値）を有する証書です

取組み2 	グリーン基地局の建設
ドコモが消費する電力の約7割は、全国の基地局で使用さ

れています。このため、ドコモでは基地局電力消費による
CO₂排出削減のため、既存基地局にソーラーパネルや大容
量蓄電池を導入した「グリーン基地局」の整備に注力してお
り、2021年度末時点で273局の運用を行っています。ソー
ラーパネルで発電した電力は無線装置の給電に使われるとと
もに、余剰電力はリチウムイオン電池などに蓄えることで、
停電時への対応力も高めています。2021年度は、基地局設
備が入る収容函の上に太陽光パネルを設置する収容函型グ
リーン基地局を導入しました。これにより、地上に太陽光パ
ネルの設置スペースがない基地局でもグリーン基地局の構築
が可能になります。

収容函型グリーン基地局（静岡県）
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取組み3 	社有車の100%EV化
ドコモは2018年にNTTが「EV100＊」に加盟したこと

を受け、2030年度末までに社有車の100%EV化を実現し
ます。

事業運営とESGを一体的に推進し、サステナブルな社会
の創造をめざすドコモは、2022年5月時点で全国で67台
のEV車用充電器を設置済みです。今後はノードビルや全国
のドコモショップで一般向け充電ステーションを展開するこ
とで、よりEVを利用・拡大しやすい環境を整えます。
＊EV100：企業による電気自動車の使用や環境整備促進をめざす国際イニシアチブ

バリューチェーンのカーボンニュートラルに向けた取組み

1. ドコモショップのグリーン電力化
ドコモショップへの太陽光パネル設置を販売代理店の協力

を得て推進し、太陽光パネルからの直接給電を店舗で活用
することで電力ロスを減らします。また電力会社が提供す
る再生可能エネルギープランを積極活用するなどして、ドコ
モショップで消費する電力の実質再生可能エネルギー比率
100％をめざします。

2. サプライチェーンの温室効果ガス排出量を削減
バリューチェーン全体でのカーボンニュートラルを視野

に、サプライヤと連携してネットワーク装置や端末など、環
境に配慮した製品の積極的を導入し、サプライヤの事業活動
における環境負荷低減の促進やCO₂排出量削減に取組んで
います。

お客さまやパートナーのみなさまとの取組み

1. 再生可能エネルギーを活用したサービスなどの展開
・グリーン5G

ドコモの総電力消費量に占める実質再生可能エネルギー＊

の比率が、ドコモの総契約数に占める5G契約数の比率より
も上回ることで、温室効果ガスの排出をしない環境に配慮し
た5Gにします。

・ドコモでんきGreen
NTTアノードエナジーとの連携のもと電力事業に参入し、

取次事業者として2022年3月から「ドコモでんき™」の
提供をスタートしました。プランの一つに再生可能エネル
ギー＊を積極的に活用した「ドコモでんきGreen」を提供す
ることで、社会全体のカーボンニュートラルに取組んでいき
ます。

2. 環境に配慮したサービスなどの提供
・THEO＋ docomo

THEO＋ docomo

3. カボニュー・コミュニティサイトの提供
地球にやさしいアクションが集まるWEBサイト「カボ

ニュー・コミュニティサイト」を2022年4月にオープンし
ました。カボニュー・コミュニティサイトには、暮らしの中
で感じたことや取組みを紹介する「カボニューノート」、各
地のイベントを紹介した「カボニューイベント」、マイペー
ジでは、パスが利用状況に応じて自分だけのデザインに変化
する「カボニューパス」などのコンテンツがあります。また、
日本最大級の地球環境イベント「アースデイ東京2022」に
出展し来場者へ環境にやさしい取組みを体験していただきな
がら「カボニュー・コミュニティサイト」を紹介しました。

・about SUSTAINABLE FASHION
about SUSTAINABLE FASHION

・Green Action by dショッピング
Green Action by dショッピング

・ドコモ・バイクシェア
ドコモ・バイクシェア

・dカーシェア
dカーシェア

＊再生可能エネルギー指定の非化石証書なども含めた、実質的な再生可能エネルギー 

＊再生可能エネルギー指定の非化石証書の利用を含む
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社内浸透に向けた取組み
カーボンニュートラルの達成に向けて、社内の理解を促進

するため、全社員向けのeラーニング研修、社内広報のサイ
ト・動画を用いた取組み内容の発信、加えて、社内各拠点で
積極的な情報発信や行動推進を行うためのカボニューアンバ
サダーの募集を開始し、2021年度は全国約300名のカボ
ニューアンバサダーによる社内浸透を進めています。

SBT	1.5℃目標の認定を取得
ドコモは2030年度に向けた温室効果ガス排出削減目標を

策定しており、2021年2月には国内の移動通信キャリアで
初めてSBT（Science Based Targets）イニシアチブの認定
を取得しました。

SBT認定された温室効果ガスの排出削減目標を達成するた
め、再生可能エネルギーの積極的な活用やサプライチェーン
全体の温室効果ガス排出量削減に取組み、ICTの活用によっ
て脱炭素社会の実現をめざします。

項目 温室効果ガスの排出削減目標

Scope1および
Scope2

2030年度までに2018年度比で50％削減
（SBT1.5℃水準）

Scope3 2030年度までに2019年度比で14％削減

 ［ ドコモグループの温室効果ガスの排出削減目標 ］

ソリューション環境ラベル
NTTグループは、ICTサービスを利用することによる社

会へのCO₂の削減効果を定量化してお客さまにわかりやす
く伝えるために、「ソリューション環境ラベル制度」を推進
しています。ラベル認定を得るための基準は、「ICTサービ
スを利用することで削減可能なCO₂排出量が、ICTサービ
スを利用しない場合のCO₂排出量と比べて15％を超えるも
の」としています。ドコモでは、「LTEサービス」「docomo
のLoRa®ソリューション」および「docomo sky Cloud」
について、ソリューション環境ラベルを取得しています。

今後も、便利で快適な通信環境やさ
まざまなICTを活用したソリューショ
ンサービスを提供することにより、社
会全体の環境負荷の低減にも寄与して
いきます。

ガバナンス
ドコモグループでは、気候変動に関する課題への取組みに

ついて、経営層が定期的に確認し、議論するために、サステ
ナビリティ推進委員会を設置しています。

サステナビリティ推進委員会は代表取締役社長を委員長とし
た取締役会の主要なメンバーで構成され、取締役会は気候変動
に関する取組み状況や今後の方針について報告を受けるととも
に、その進捗に対する監督を行い、対応を指示しています。

従って、取締役会での事業戦略の見直し・指示は、気候変
動への対応を含むサステナビリティ推進委員会での議論を踏
まえて実施されています。

リスク管理
「リスクマネジメント規程」に基づき、毎年度ビジネスリ

スクを定期的に洗い出し、代表取締役社長を委員長とする内
部統制委員会において全社横断的な管理を要するリスク（全
社リスク）を特定しています。

気候変動リスク・機会については、グループ全体の環境推
進を専任で担当しているサステナビリティ推進室が、気候変
動に伴う外部および内部環境の変化をモニタリングし、事業

CO₂削減効果認定ソリューション

「ＬＴＥサービス」 98.9 %削減

「ＬｏＲａ®ソリューション」 35.6 %削減

「docomo	sky	Cloud」 37.1 %削減

TCFD提言への対応

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）＊が2017
年6月に報告した最終報告書「気候変動関連財務情報開示タ

＊ TCFD：G20からの要請に基づき2015年にFSB（金融安定理事会）により設立さ
れたタスクフォース。最終報告書では、企業の気候変動リスク・機会を適切に評価・
格付けするため、組織運営における４つの中核的要素（ガバナンス、戦略、リスクマ
ネジメント、指標と目標）を中心に情報開示することを推奨。

スクフォースによる提言」に対して、ドコモは2019年6月
に賛同を表明しました。TCFDの提言を踏まえ、気候変動リ
スク・機会について適切な情報開示を行っていきます。
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に影響を与える気候変動リスク・機会を洗い出しています。
その後、影響度・発生頻度による評価・分析を通して、影

響度の高いものについては内部統制委員会が全社リスクとし
て特定します。

サステナビリティ推進室では、内部統制委員会において特
定された全社リスクおよび全社リスクとしては特定されな
かった気候関連リスクをあわせて、取組むべきリスク・機会
を決定し、「リスクおよび機会登録表」を作成しています。

また、ドコモグループの活動・製品・サービスを7つの
「領域」に整理し、この7つの領域において、環境によい影
響や悪い影響を与えるものを抽出することで、取組むべき課
題を識別します。

 ［ 7つの領域 ］

「調達」
領域

「研究開発」
領域

「オフィス」
領域

「NW 設備」
領域

「販売」
領域

「お客さま」
領域

「端末」
領域

製造 研究開発 オフィス通信設備 販売 お客さま リサイクル
センター

 ［ リスク管理プロセス図 ］

気候変動リスク・機会洗い出し

影響度・発生頻度による評価・分析

リスク区分

内部統制委員会における
対応策の検討

影響度の高いリスク その他のリスク

サステナビリティ推進室に
おけるモニタリング

気候変動に伴う外部・内部環境モニタリング

各シナリオで参照したものは以下のとおりです。
①  物理的影響が顕在化するシナリオ：Intergovernmental 

Panel on Climate Change（IPCC）第５次評価報告書、
IPCC1.5℃特別報告書

②  急速に脱炭素社会が実現するシナリオ：International 
Energy Agency（IEA）World Energy Outlook 2018 
Sustainable Development Scenario（SDS）、IEA 
Energy Technology Perspectives 2017 Beyond 
2℃ Scenario（B2DS）

上記に基づき、将来起こりうる事象と、今後の自社の事業
展開を踏まえ、「ドコモへの影響」を特定しています。その
上で、想定される影響に対してどのように対応していくか、

「ドコモの取組み」を整理しました。

ドコモでは、物理的リスクの極端なケース、移行リスクの
極端なケース双方についてシナリオ分析を試行した結果を報
告します。

戦略

設定したシナリオSTEP 1

❶		物理的影響が顕在化するシナリオ
　 （平均気温が4℃上昇する未来）
• 有効な気候変動対策がとられない
•  気温上昇、降水量の地域差拡大、海面水位の上昇、

北極圏海氷域の消失
• 異常気象の増加 など

❷		急速に脱炭素社会が実現するシナリオ
　 （2℃未満の目標（1.5℃など）が達成される未来）
•  社会全体が脱炭素社会へシフトし、  

CO₂削減に向けた動きが急速に進行
•  世界でカーボンプライシングなどの規制強化 など

〈バウンダリ〉 ドコモの全事業を対象
〈 時 間 軸 〉  技術イノベーションなど、通信業界を取

り巻く環境変化の速さを踏まえ、2030
年までを時間軸として設定

シナリオ分析
ドコモでは、「あなたと世界を変えていく。」をブランドス

ローガンとして、あらゆる「あなた」と一緒に新しい世界の実
現に向けて挑戦しています。ドコモの挑戦を実行する４つの柱
の１つに「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」を設定していることからもわかるように、事
業の根本にサステナビリティを据えて、ドコモを取り巻く多様
なリスクと機会を踏まえながら、その実現に取組んでいます。

リスク・機会の中でも特に気候変動については、これまで
もドコモグループ環境目標「Green Action Plan」のもと
活動を進めてきましたが、TCFD提言を受け、さまざまな
気候関連のシナリオ下で事業影響・戦略のレジリエンスを検
討しています。

事業が影響を受けやすいリスク要因を特定・評価STEP 2 P.33

特定したリスク・機会要因に対し潜在的な対応を検討STEP 3 P.33

気候関連シナリオを参照しシナリオを設定STEP 1

 ［ シナリオ分析のプロセス ］

NTT DOCOMO GROUP SUSTAINABILITY REPORT 2022

ドコモの
ビジョン

ドコモの
サステナビリティ

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32 地球環境保全



環境ビジョンとアクションプラン 環境マネジメント 環境データ 気候変動への対応 循環型社会の形成 生物多様性の保全TCFD提言への対応

シナリオ分析試行結果STEP 2

物理的シナリオ ドコモのリスク ドコモの取組み・機会

急性 大雨・豪雨
洪水の増加
台風の増加

・ 基地局の停波
・ 通信サービスの不安定な供給
・ 信頼性の低下
・ 製品・サービスの需要の減少、売上の減少

・災害に強い通信ネットワークの構築
　（具体例）
　　— 複数基地局によるエリアカバー
　　— 中ゾーン基地局・大ゾーン基地局の整備
　　— 基地局設備のかさ上げ
　　— 遠隔でのエリアコントロール
　　— 予備電源強化、伝送路二重化　など 
・「災害等対策マニュアル」の策定

・ 基地局の損傷 ・ドコモショップへの蓄電池配備
・基地局、ビルの非常用電源強化

・ 販売代理店の操業停止、収入の減少

・ サプライチェーン寸断による製品・サービスの中止 調達先の多様化

慢性 真夏日の増加 設備冷却用空調電力の消費量増加による電力コスト
増加

通信設備・データセンターの空調エネルギー効率改善
（気流改善・外気冷熱を活用した高効率空調装置）

移行シナリオ ドコモのリスク ドコモの取組み・機会

政策・
法規制

規制強化（エネルギー効
率向上、カーボンプライ
シングなど）

・ 地球温暖化対策税の引き上げ
・ 新たなカーボンプライシング
・ エネルギー効率向上に関する規制が導入されること

による、電力コストの増加

・  通信事業の電力効率化の推進  
（装置の省エネ化、高効率機器の研究、インテリジェ
ント空調の導入、グリーン基地局導入）

・ 電力会社との最適契約

業界団体（GSMAなど）
からの提言

「2050年までにCO₂排出ゼロ等」提言が課された場合
の5Gへの移行・IoTの拡大等への障壁

市場 顧客・法人顧客などから
の脱炭素化要求の高まり

（調達要件化）

取組みが不十分とみなされた場合の新規契約減少・
解約の増加

・ CO₂排出量削減に寄与するサービス・技術の開発・
提供

・ ICTサービスの活用によるCO₂排出量の低減効果の
積極的発信

・ 通信事業の電力効率化の取組みの情報発信評判 気候変動対策に対する
評判リスクの高まり

取組みが消極的であるとみなされた場合の顧客離れや
株価への影響・企業イメージの低下

❶		物理的影響が顕在化するシナリオ（平均気温が4℃上昇する未来）

❷		急速に脱炭素社会が実現するシナリオ（2℃未満の目標（1.5℃など）が達成される未来）

リスクタイプ リスク要因 リスクの詳細

物理的リスク 慢性的 設備冷却用空調電力の消費量増加によ
る電力コスト増

※物理的リスク：気候変動によってもたらされる急性あるいは慢性的なリスク

 ［ 物理的リスクへの対応 ］

特定したリスク・機会への対応STEP 3

異常気象に伴う洪水などの自然災害の発生や、長期的な気
温上昇に伴う海水面の上昇など気候変動に起因する物理的リ
スクが顕在化する中、ドコモでは、平均気温上昇により、設
備冷却用空調電力の消費量が増加することによる、電力コス
トの増加をリスクとして認識しています。ドコモの情報通信
サービスを担っている通信設備やデータセンター用の機器は
全国に設置・運用されています。これらは常時、周囲の温度
条件を10℃〜35℃に設定していますが、平均気温の変化に
より、35℃を超える状況となってしまった場合、オペレー
ションシステムのシャットダウンや故障の発生など通信サー
ビスの継続が困難になる事象が発生し、ドコモの8,000万
以上の契約者に影響が出る恐れがあります。そこで、ドコモ
グループでは内部統制委員会において、「故障・障害時の対
応遅れによる収益悪化」を全社リスクとして特定しました。

リスク管理手法としては、最適なバックアップ体制の確立
や可用性の高い設備などの構築・運用等の適切な対策を取る
という管理方針を決定し、ネットワーク部などが主管部とな
り、対応策を実施しています。当該リスクが発生した際に
は、主管部にて、技術支援体制・緊急体制の立ち上げ、早期
の故障回復措置、フロント／お客さまへの情報展開、幹部へ
の報告など、幅広い対応を行います。物理的リスクは長期的
視点での管理が必要であり、リスクの最小化を図るため、同
委員会においてモニタリングを行っていきます。
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 ［ 移行リスクへの対応 ］

脱炭素経済の移行に伴い、法規制、技術、市場などさまざ
まな変化をもたらす移行リスクについて、ドコモグループで
は信頼性・企業イメージの低下による収入減が、自社に重大
な財務的影響（substantive financial impact）をもたらす
ことから、重大なリスク（material risk）であると捉えてい
ます。

この考えのもと、内部統制委員会により、「Green Action 
Planを達成できない場合の評判低下」を全社レベルのリス
クとして特定しました。当該リスクに対する管理手法とし
て、サステナビリティ推進室が主管部となりリスク管理方針
案を策定しました。具体的には、「Green Action Plan」の
達成に向けて、環境マネジメント推進体制のもと専門部会の
設置、その専門部会ごとのアクションプランの策定、代表取
締役社長を委員長とした取締役会の主要なメンバーで構成さ
れる「サステナビリティ推進委員会」への取組み状況の報
告、対応の審議、決定を行うものです。これを受けて内部統
制委員会においてリスクを緩和する行動が必要であると判断
し、「2030年目標の確実な達成」という管理方針を決定し
ています。この管理方針に基づき、サステナビリティ推進室

リスクタイプ リスク要因 リスクの詳細

移行リスク 政策および
法律

地球温暖化対策税の引き上げなどに伴
い電力料金などに対する価格転嫁の影
響を受けるリスク

移行リスク
評判

（ステーク
ホルダー）

取組みが消極的であるとみなされた場
合の顧客離れや株価への影響・企業イ
メージの低下

※ 移行リスク：気候変動に関する規制や、技術開発、市場などの変化によってもたら
されるリスク

消費者全体が環境に配慮した移動手段を選択するようにな
るという、消費者選好の変化に伴う機会最大化に向けて、グ
ループ会社のドコモ・バイクシェアが自転車シェアリングの
事業を展開しています。

この自転車シェアリングによる需要増の機会を最大化する
ため、自治体との連携を強化しており、今後はパートナー協
創による利用手段の拡大や環境整備の拡充により、自転車
シェアリングサービスのさらなる利用拡大をめざします。

機会のタイプ 機会要因 機会の詳細

製品・
サービス

低公害商品・
サービスの
開発・拡大

パリ協定の批准により、より一層温室
効果ガス排出量の規制が厳しくなるこ
とが予想される。これにより、消費者
全体が環境に配慮した移動手段を選択
するようになり、現在のドコモグルー
プの自転車シェアリング事業の需要喚
起となりうる。

環境規制の強化により、温室効果ガス
排出量の削減が求められるのに伴い、
AIを活用したモビリティサービスの需
要増加が見込まれる。

レジリエンス

レジリエン
ス確保に関
連したサー
ビスの需要
拡大

気候変動により、大雨や台風の増加な
ど自然災害による水害、雷害、停電な
どの被害が多発することで、法人向け
早期復旧サービスや、衛星電話を含む
モバイル通信サービスなどの需要が高
まる。

 ［ 機会への対応 ］

はアクションプランの実行の推進およびサステナビリティ推
進委員会にて状況報告を行いました。引き続き同委員会にお
いて、リスクの最小化を図るため、移行リスクに関するモニ
タリングを行っていきます。

今後の取組み
シナリオ分析の試行から導き出された「気候変動が将来ド

コモに与える可能性のある影響」は、現在、中期戦略である
「新ドコモグループ中期戦略」およびドコモグループ環境目
標「Green Action Plan」の達成に向けてドコモが進めてい
る取組み（備え）によって、おおむね対策が講じられているこ
とがわかりました。シナリオ分析の試行結果をもとに、今後
は自社への財務的な影響についても検討を進めていきます。

気候関連のリスクと機会を管理する目標と実績の開示は以
下のとおりです。温室効果ガス排出量の実績は P.26  を
参照ください。

指標と目標

2030年度目標（Green Action Plan）

社会のCO₂排出削減貢献量

温室効果ガス排出の削減　カーボンニュートラル＊

4,000万トン以上

通信事業の電力効率 10倍以上（2013年度比）

一般車両のEV化 100％

＊ 自社の事業活動によるCO₂排出の削減（GHGプロトコルのスコープ1,2を対象）
＊ 再エネ指定の非化石証書などの活用による実質再エネ分含む

NTT DOCOMO GROUP SUSTAINABILITY REPORT 2022

ドコモの
ビジョン

ドコモの
サステナビリティ

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34 地球環境保全



環境ビジョンとアクションプラン 環境マネジメント 環境データ 気候変動への対応 生物多様性の保全循環型社会の形成TCFD提言への対応

（年度）

（万t）
5,000

3,000

4,000

2,000

1,000

0
2018 2019 2030

（目標）

4,010

2020

4,123 4,0003,840

2021

4,277

 ［ 社会のCO₂排出削減貢献量 ］

（年度）

（倍）
14.0

8.0

10.0

12.0

4.0

6.0

2.0

0
2019 2030

（目標）

9.6

2020

10
11.0

2021

12.612.6

 ［ 通信事業の電力効率（2013年度比）］ ［ 温室効果ガス排出量（スコープ1, 2）］

 ［ 一般車両のEV化 ］

（年度）

（t-CO₂）
2,000,000

0

1,000,000

1,500,000

500,000

2018 2019

1,468,037

2021 2030
（目標）

その他の温室効果ガス排出量電力 燃料・その他

1,552,568

1,194,463

2020

1,407,895

0

（年度）

（台） （%）

600

800

200

400

0
2019 2030

（目標）

26

2020

100

117

2021

114114

100

0

循環型社会の形成

当社グループは、資源循環を実現している未来へ向けて、
通信設備の3R推進やICTの活用により、資源の有効活用に
貢献します。

基本的な考え方

当社は、携帯電話の開発・販売やネットワーク設備の建
設・運用、店舗の運営、オフィスでの業務などで多くの資源
を使っています。それら資源の必要量を正確に把握して、無
駄なく大切に使うことで廃棄物の発生量を削減するよう努め
ています。しかし、それでも発生してしまった廃棄物につい
てはリユース・リサイクルし、最終処分量をゼロに近付ける
ことをめざしています。たとえば、設備などの撤去に伴って
発生する光ケーブルや鉄くず、コンクリートポールなどの廃棄
物については、可能な限りリユース・リサイクルしています。

廃棄物の削減に向けて（事業活動）

紙資源の削減に向けて（事業活動）

また、通信設備や建物の新設・更新にあたっては、「建物グ
リーン設計ガイドライン」に基づき、リサイクル素材やリユー
ス・リサイクルが可能な材料を積極的に使用しています。

そのほか、リサイクルを委託する事業者についても、不法
投棄の防止や適正処理の確保、マニフェスト伝票の発行管理
を徹底しています。

2021年度は前年度に比べて廃棄物排出総量は減少しました。
2022年度以降は、目標値を廃棄物リサイクル率に設定

し、リサイクル率向上をより意識した取組みに尽力していき
ます。

全体的な取組み
使用量が対前年度以下となるよう実績のモニタリングを行

い、必要に応じて対応を行っています。オフィスにおける取
組みでは、事務用紙使用量削減施策を実施するとともに、使
用量の見える化を行い社員の意識醸成を図っています。

次年度以降も継続的な削減に取組みます。

オフィスや店舗での取組み
オフィスや店舗での紙の使用量削減と廃棄物のリサイクル

率向上に取組んでいます。
2021年度のオフィスにおける事務用紙使用量は、各部

門・支店における１人あたりの毎月の紙使用量を見える化
し、社員の使用量削減に対する意識を高めたことにより、1
人あたりの月平均紙使用枚数で前年度比11%減となりまし
た。今後も、社内Web会議システム、パソコン、タブレッ
トなどを活用したペーパーレス会議を推進し、より一層の使
用量削減に取組んでいきます。
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一方、店舗では、ドコモが導入した各種ツールの適正作成
数・配備数の分析システムにて、各店舗へのツール配備数の
適正化、作成数の最適化を図り、紙使用量の削減に努めてい
ます。また、ドコモショップの顧客管理システムを据え置き
のパソコンに加えてタブレットを追加で配備し、お客さまの
ニーズにあわせ電子交付にも対応することで紙の使用を削減
しています。2021年度は、ツール類の見直しによりページ
数を削減するとともに、全国ドコモショップへのデジタル
サイネージの設置を通じて、紙使用料全体の削減に取組み
ました。

請求書・明細書の電子化（ｅビリング）
口座振替やクレジットカードで料金をお支払いいただいて

いるお客さまに、毎月お届けしている「口座振替のご案内」
や「ご利用料金のご案内」を郵送しないかわりに、毎月のご
利用額などをスマートフォン・パソコンで確認できる「eビ
リング」を2015年2月ご請求分（1月ご利用分）より標準と
してきました。

2021年度末現在で「eビリング」の契約数は約2,300万
件となり、多くのお客さまにご選択いただいています。その
結果、紙の削減量はA4用紙に換算すると年間約16億枚が
削減されたことになりました。

その他のサービスにおいても電子化を進めています。
•  クレジットサービス「dカード」の利用代金明細書の
「Web明細サービス」の標準設定化
•  2011年度以降発売の全Androidスマートフォンとタブ

レット端末の取扱説明書を電子化し、アプリ形式の「取扱
説明書（eトリセツ）」を搭載。

環境に配慮した施設による水使用の削減
ドコモでは、「建物グリーン設計ガイドライン」に準拠し

た施設にて、水使用などの環境負荷の軽減を行っています。
「建物グリーン設計ガイドライン」は、建物の建築・運用の
面で地球環境保護に貢献するため、設計段階において配慮す
べき基本的な考え方を示すもので、建物のライフサイクル全
体にわたる環境への負荷を可能な限り削減することをめざ
しています。当ガイドラインにより建設されたNTTドコモ
代々木ビルにおいては、水利用の抑制や雨水の再利用などに
よる環境負荷の軽減を図っています。このようにドコモでは
設備のアプローチから水使用の削減に取組んでいます。

スマートフォンのプラスチック削減に向けた取組み
スマートフォンの筐体で使用されるプラスチックの削減に

向け、22年夏モデルから再生プラスチック材や、廃棄予定
の漁網を一部使用したモデルを採用するなど、環境に配慮し
た素材を積極的に推進しています。

docomo	select（アクセサリ）の取組み
あんしん安全なスマートフォンアクセサリを提供してい

るdocomo selectでは、リサイクル素材の活用を推進して
います。パッケージはプラスチックから紙パッケージへ順次
切り替えを行っています。また、スマートフォンケースは
100％リサイクル素材を使用した製品を発売するなどプラ
スチック削減に向け取組んでいます。

使用量が対前年度以下となるよう実績のモニタリングを行
い、必要に応じて対応を行っています。オフィスにおける節
水の取組みでは、節水施策を実施するとともに、使用量の見
える化を行い社員の意識醸成を図っています。

ドコモではプラスチックを含めて、資源の有効活用は重要
な環境課題として認識し、自社の廃棄物のリサイクル率目標

（2030年度目標：廃棄物のリサイクル率99％）を立て、廃
棄物のリサイクルに積極的に取組んでいます。お客さまへお
渡しした容器包装については、法律に基づき、公益財団法人
日本容器包装リサイクル協会と連携し、再資源化に努めてい
ます。

水使用の削減（事業活動）

プラスチックへの対処について

紙袋素材を“脱プラスチック”にリニューアル
ドコモショップで使用していた紙袋には、表面にプラ

スチック素材によるラミネート加工がされていましたが、
2020年度よりプラスチックを一切使用せず100％紙を使用
したものに切り替わりました。使用するインクも環境にやさ
しい水性インクにし、環境負荷低減を図っています。

リニューアル後のドコモ紙袋
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ドコモでは、docomo Certified（ドコモ認定リユース品）
として、中古スマートフォンの取扱いを開始しています。基本
性能をチェックし、電池残量が80％以上のスマートフォンの
外装をクリーニングし、市場へ再度流通させるものです。こ
のようなリユース品を取扱うことによって、循環型社会に貢
献すると同時に、新商品の製造や配送が効率化されることに
よるサプライチェーン上のCO₂排出量の削減が期待されます。

携帯電話には、金、銀、銅、パラジウムなどが含まれてお
り、鉱物資源の少ない日本にとっては貴重なリサイクル資源
といえます。そこでドコモでは、1998年から使用済み携帯
電話の回収・リサイクルに取組んできました。

2001年には、通信事業者の事業者団体である（一社）電気
通信事業者協会と連携して、自社・他社製品を問わずに回
収する「モバイル・リサイクル・ネットワーク」を構築し、
2021年度は約323万台、累計で約1億2,155万台の携帯
電話をドコモショップなどで回収しました。

また、希少金属が使われている基盤部分以外にも、たとえ
ば本体に使われるプラスチック部分などはプラスチックの油
化技術を使ったリサイクルに取組んでいます。

端末の回収・リサイクル（お客さま向け）

貴重な資源の有効活用のために
携帯電話のリユース・リサイクルを推進

回収実績（2021年度）
･携帯電話 323万台
･電池 183万台
･充電器 53万台

再生された主な資源（2021年度）
･銅
･金
･銀
･パラジウム

27,050kg
32kg

115kg
1kg

 ［ 携帯電話回収台数の推移（年度別、概数）］
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生物多様性の保全

生物多様性の保全への基本方針として、生物多様性と事業
とのかかわりを把握し、生物多様性を将来世代に引継ぐため
の取組みを推進します。事業活動による生物多様性への著し
い影響は2021年度はありませんでした。また、植林などの
生態系保全活動を推進するとともに、ステークホルダーのみ
なさまと協働した取組みにも努めています。

ドコモは、自然環境保護活動の一環として「ドコモの森」
づくりに取組んでおり、林野庁の「法人の森林」制度＊1や

（社）国土緑化推進機構の「緑の募金」制度＊2、「企業の森づ
くり」サポート制度＊3などを活用して全国各地で森林整備
活動を進めています。2021年度は39回開催308名が参加
しました。

「ドコモの森」活動とは、社員やその家族が、下草刈りや
枝払いなどの森林整備を通じて、自然とふれあいながら環境
保護やボランティアに対する意識を高めることを目的とした
活動です。「ドコモの森」は、2022年3月末現在、全国47
都道府県、49か所に設置しており、総面積は野球場（グラ
ウンド面積1.3ヘクタール）の約161個分に相当する約210
ヘクタールとなっています。豊かな自然にはぐくまれた大地
は、雨水をろ過し、きれいな地下水を生み出してくれます。
美しい自然を次世代に残すために、今後もこの活動を継続
し、自然環境保護や生物多様性の保全に貢献していきます。
＊1  林野庁と法人が森林を育成・造成し、伐採後の収益をわけあう制度
＊2  緑の保全、森林の整備、緑化の推進、緑を通じた国際協力などの森林づくりのた

めの募金
＊3  都道府県や都道府県緑化推進委員会などが中心となり創設された制度

基本的な考え方

「ドコモの森」での森林整備

ドコモの森整備活動 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 

開催回数 47回 43回 11回 39回

参加人数 1,720名 1,314名 57名 308名

「ドコモカムイシリの森」（北海道）での
植林活動中における体験学習の様子

「ドコモ群馬の森」（群馬県）での植林活動

ドコモでは、街頭や河川の清掃活動、田植え、打ち水など、
地域の特色にあった生態系保全活動を実施しています。21
年度は全国各地で125回の活動を実施しました。

地域の特色にあった生態系保全活動
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ドコモの
ビジョン

ドコモの
サステナビリティ

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37 地球環境保全
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