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持続可能な社会の実現に向け、挑戦を続けます

ごあいさつ

代表取締役社長

　 SDGs達成へ、みなさまとともに
　2021年は、「『新しいドコモ』への挑戦の年」と

位置付け、サステナビリティ戦略を大きく飛躍させ

た一年でした。まず社会面では、新型コロナウイル

スの広がりに機動的に対応し、職場における対策

を徹底しながら、通信サービスの安定的な提供、

お客さまサービスの維持に取組みました。一方で、

新たな社会の在り方を見据え、地方創生や遠隔医療、

遠隔作業支援のための各種ソリューションを、各地

で積極的に提供しました。

　環境面では、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。ドコモの事業

活動でのCO2排出量を実質ゼロにし、さらにお客

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”をコンセプトとして、カーボン

ニュートラルの実現に向けて主体的に取組むこと

を宣言しました。

　人材面でも、女性活躍や外部人材の積極的な採

用などによる多様性推進、リモートワークを基本と

するワークスタイル変革を推進しました。

　これらの取組みは、2021年7月に一新したブラ

ンドスローガン「あなたと世界を変えていく。」を

体現していくものであり、SDGs（持続可能な開発

目標）達成に向けて大きな意義を持ちます。その

成果を、当冊子から実感いただければ幸いです。

　 新しいドコモグループの挑戦
　2022年1月、NTTコミュニケーションズと

NTTコムウェアをドコモグループに迎えました。

3社の経営方針を統一し、迅速な意思決定と機動

的な事業運営により、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、

新たな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まいります。
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SDGs「行動の10年」に即した
ドコモの挑戦は、
一層の広がりを見せ、
社会のみなさまとの協働が、
日本各地で芽吹き、育まれています。

目標3	 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

目標5	 ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを行う

目標7	 すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへの
	 アクセスを確保する

目標4	 すべての人々に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、
生涯学習の機会を促進する

目標8	 包摂的かつ持続可能な経済成長およびすべての人々の完全かつ
生産的な雇用とディーセント・ワークを促進する

目標9	 レジリエントなインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進および
イノベーションの推進を図る

目標10	 各国内および各国間の不平等を是正する

SDGsハイライト2022

ごあいさつ ドコモのCSR戦略とSDGs 戦略ハイライト

広がる貢献、さらなる挑戦に向け
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目標11	 包摂的で安全かつレジリエントで持続可能な都市および人間居住を実現する

目標13	 気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じる

目標17	 持続可能な開発のための実施手段を強化し、
	 	 グローバル・パートナーシップを活性化する

目標12	 持続可能な消費と生産のパターンを確保する
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社会とドコモ
行動の成果は
日本各地へ
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ドコモの CSR 戦略とSDGs

SDGsは、2030年に向けたグローバルな挑戦の枠組みです。ドコモは、SDGsへの確かな貢献を

実現するため、まずグループのCSR方針へとSDGsの理念を加味し、その上で具体的な貢献施策を

CSR重点課題に即し計画・実践しています。												

　CSRは事業活動と別にあるものではなく、事業活動

そのものと捉え、社会に貢献するために新たな価値

を提供していくこと、通信事業者としての責任を

果たすことを事業の根本としています。

　「Innovative	docomo」と「Responsible	docomo」

という2つの側面からCSR方針を策定し、SDGsと

結び付け、ステークホルダーと協働し、持続可能な

社会を創造していくことが、ドコモのCSRです。

CSR方針

CSR重点課題

ICTによる社会・
環境への貢献

情報セキュリティ
対策

コーポレート・
ガバナンスの強化

通信サービスの
安定性と信頼性の確保

お客さま満足の向上
と青少年の保護

安全・健康・福祉の
推進

人権と多様性の
尊重

気候変動への対応と
資源の有効利用

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽
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20302030
カーボンニュートラルな

社会の実現

+

戦略ハイライト

2021年9月、ドコモは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。

「あなたと環境を変えていく。」というスローガンを掲げ、⾃社のみならず、社会全体のカーボンニュー

トラルに貢献することで、持続可能な社会の創造をめざします。

カーボンニュートラル宣言のポイント

2030 年カーボンニュートラルへ 、挑戦の開始

ドコモのめざすもの ドコモが進めるアクション

ドコモの
カーボンニュートラルを

達成 *

お客さま・
パートナー企業とともに

地球をカーボンニュートラル
にする取組みを推進

1.	自社のカーボンニュートラルに
向けた取組み

2.	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

3.		ドコモのサービスを起点にお客
さまやパートナーのみなさまと
協力しながら、カーボンニュート
ラルの実現に向けた輪を広げて
いきます

●	通信ネットワークの省電力化やドコモ専用の太陽光発電所からの直接調達、非化石証書
などを活用した、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%化

●	IOWN光電融合技術を活用した、通信の高速化と省電力化の推進

●	再生可能エネルギープランの導入などを通じた、ドコモショップの実質再生可能エネル
ギー比率100%化

●	サプライヤーの事業機器の省電力化や再生可能エネルギー利用の促進、環境配慮型製品
の積極採用

●	脱炭素に貢献する新たなサービスの提供
●	パートナー企業の、脱炭素を推進する環境配慮型商品・サービスを、ドコモのさまざま
な媒体やサービスと連携して提供

自社のカーボンニュートラルに向けた取組み

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

お客さまやパートナー企業のみなさまとの取組み

カーボンニュートラル宣言に即した活動の事例はP8、P14も併せてご覧ください。

*	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				



•地域医療提供体制の確保および医療格差の是正
•限られた医師資源の効率活用

社会にもたらす価値

遠隔医療の
品質向上

KEY ACTION
SDG IMPACT
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SDGs ハイライト2022 Case 01

SDG3 すべての人に　
 健康と福祉を

2030年までに、各地の健康水準を向上させる

ため、医療や福祉、安全衛生面の解決策を多彩

に創造し、誰もが十分に利用できるようにする。

SDG3達成に、遠隔地の医療サービスの網羅・

充実は必須であり、官民連携した意欲的な施設

整備とイノベーションが期待されています。

　ドコモは、取組むべき主要な社会課題として「健康・医療」を掲げ、ICTを活用したヘルスケア事業を

推進してきました。収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症の問題もあり、安心・安全を支える

医療体制の確保に社会全体で取組む必要性が一層高まっています。なかでも遠隔地の医療品質を向上

させるイノベーションは、ドコモの持つ5G技術が発揮されるテーマといえ、ドコモは各地で地域の

みなさまとの協働を意欲的に続けています。

　ドコモ四国支社は、全国でも高齢化が進む四国において、各県・⾃治体と連携し、医療サービスの

DXに取組んでいます。

自治体とともに遠隔医療を革新
　愛媛県では、2021年2月から医師不足が深刻化している愛南町で遠

隔医療支援システムの運用を開始しています。具体的には、5Gにより、

在宅患者の状態を地域の医療機関や訪問介護事業所・訪問看護事業所

がタブレット端末で撮影した高精細な映像を共有することで、医療の支

援につなげるほか、研修医や看護師らの不安解消を図り、人材確保につなげています。

　さらに、2021年8月には、心エコーなどの映像を4K高精細映像で伝送することにより、専門医が遠隔

地から、検査を行う医療従事者への診療支援が可能かどうかを検証し、十分に診断に使うことが可能で

あることを確認しました。

　ドコモは5Gソリューションを通じて、遠隔医療のDXを四国各地で支えています。

2021 年度ハイライト

四国で進む、「5G 遠隔医療支援システム」の実装・実証

SDGs ハイライト2022
ドコ モ の 活 動 の 広 がり



06

主な利用者の声

きめ細かい教育の
実現

KEY ACTION
VOICE

シロイルカプールの体験では、水族館の職員さんのかけ声に合わせて子どもたちが画面越し
でジェスチャーをすると、それに応えてシロイルカがバブルリングを出してくれました。成功
すると子どもたちは大興奮！「楽しかった」「うれしかった」などのうれしい感想を貰えました。

SDGs ハイライト2022 Case 02

　現在、日本では、障がいのある児童・生徒の健やかな成長を促すべく、教育的ニーズの把握と適切な

指導・支援を行う「特別支援教育」が学校教育法等のもと、推進されています。ドコモは、これまでタブ

レット端末やLTE回線、5G・AIなど先進技術を活用した同教育の可能性を模索してきました。この度、

ドコモ中国支社では島根県教育委員会および島根県立大学と連携協定を締結し、2021年3月より県内

の特別支援学校へのICT活用トライアルを開始しています。

　2021年11月、島根県立江津清和養護学校では、島根県立しまね海洋館アクアスの協力のもと、児童が

水族館でリモート校外学習を行いました。学校の教室にいる児童がタブレット端末からAI機能を持つ

⾃律走行型テレプレゼンスロボット「temi*」を遠隔操作し、職員の方より解説を受けながら館内を見学

しました。コロナ禍のなか、ICTを活用した取組みにより、身体の障がいや病状にかかわらず、体験的な

活動や時間・場所にとらわれない新しい学びの形として、児童の知的好奇心の醸成が実現できました。

*	temiは、米国temiUSA社が開発したロボットです。多様な市販端末からアプリケーションで操作できる特徴を持ちます。

よりよい特別支援教育、および、ICT人材育成の促進に向け
　同協定は、ICTを活用した特別支援教育の充実と同時に、地域

にICTを活用する人材を育成し、将来の地方創生に貢献すること

をめざしています。今後も継続的に同様の機会を提供し教育メ

ニューを改善する一方、従事する人材の育成とICT活用推進を図

り、きめ細かく持続可能な特別支援教育を模索していきます。

2021 年度ハイライト

島根県立江津清和養護学校での「リモート校外学習」

SDG4 質の高い教育を
 みんなに

世界のすべての人が、未来に向け、先進的で充実

した教育を受けられる社会をつくる。

SDG4では、地域・経済・健康などの各種状況

に応じた、柔軟で網羅的な教育施策の提供が、

教育の高度・先進化と並ぶ重要な課題と位置

付けられています。

ドコ モ の 活 動 の 広 がり
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女性管理者比率

10.7％
（2022年3月末見込み） （2021年度採用）

新卒採用　女性比率

39.2％
女性の活躍の
継続的な推進

KEY ACTION
社会にもたらす価値SDG IMPACT

SDG5 ジェンダー平等を
 実現しよう

誰もが等しく尊重され、いきいきと活躍する社会

の実現。ジェンダー平等は世界的に推進される

ダイバーシティ（多様性）の価値観のなかでも

中核的な課題の一つです。すべての企業には、

女性の活躍を推進する施策の整備と企業風土の

醸成を、継続的に強化・実施することが求められ

ています。

　ドコモは現在、日本の経済・社会状況に沿った女性活躍推進への挑戦を開始しています。具体的に

は、「2025年度までに女性管理職15%、女性役員比率25-30％」「2022年度末までに、リモートワーク

率70%、男性の育休取得率100%」など、さらなる女性の登用に向けた企業の仕組み整備はもちろん、

より多様な活躍の在り方に向け、社員一人ひとりの就労意識の大きな転換を促すような、意欲的なもの

となっています。

　ドコモは、社員一人ひとりが特別な存在と考え、多様な価値感に寄り添い力を最大限に発揮させる

仕組みづくりをめざしています。それを着実に推進するため、登用制度の整備に加え、女性のキャリア

意識啓発、階層別のキャリア開発支援「Win-d活動」、ダイバーシティフォーラム、異業種交流研修など

を実施し、意識向上を積極的に図っています。2021年度は昨年度に続きオンラインセミナーにて交

流会等を開催し、情報共有の場としました。

新たな働き方への挑戦も進める
　ダイバーシティの推進は、イノベーションを起こし、社会を変えていく原動力だと、ドコモは考えてい

ます。今後の「働き方」の模索として、社内副業としてのダブルワークや、NTTグループがめざす

「リモートワールド」に資する各種リモートワーク制度の整頓、それらを可能とする業務インフラ整備、

DX推進にも着手しています。

　これらを通じ、ドコモは、誰もがいきいきと働ける仕組みの実現、ひ

いては多様性が尊重される社会への貢献に継続的に挑戦していきます。

SDGs ハイライト2022 Case 03

ドコ モ の 活 動 の 広 がり

2021 年度ハイライト

多様性施策の継続強化と、意識浸透の推進
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CO2フリーの再生可能エネルギー

100％（「ドコモでんきGreen」で提供する電力）
社会の脱炭素化の

推進

KEY ACTION
社会にもたらす価値SDG IMPACT

*LNG火力などの電源に非化石証書を使用することでCO2排出量実質ゼロを実現。

SDG7 エネルギーをみんなに
 そしてクリーンに

異常気象、気温上昇といった気候変動が世界

共通の課題として対策が急がれるなか、世界各国

で再生可能エネルギーを活用する脱炭素化の

取組みが急ピッチで進んでいます。日本政府も

2020年10月、2050年までにカーボンニュート

ラル*1社会の実現をめざす旨、宣言しました。
*1	 社会全体で見たとき、排出される二酸化炭素と吸収される二酸化
炭素が同じ量である状態。

　ドコモは2021年9月、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。実現に向けた行動の柱の一つが、「お客さま・

パートナー企業のみなさまとともに地球をカーボンニュートラルにする取組み」です。現在、実践策を

多数構築中ですが、その一つとして、2022年3月に開始したお客さま向けサービスが「ドコモでんき

Green」です。

　「ドコモでんきGreen」は、再生可能エネルギーを活用した電力の使用を通じて、環境に貢献しなが

ら、最大10%のdポイントが還元となるプランです。具体的には、NTTアノードエナジー株式会社が小

売電気事業者として電力の供給を担い、ドコモが取次事業者として、お客さまへサービスを提供しま

す。CO2排出量実質ゼロ*2の、地球にやさしいプランです。

*2	 LNG火力などの電源に非化石証書を使用することでCO2排出量実質ゼロを実現。

より多くのみなさまと、脱炭素化に協働できる仕組み
　現在の電力会社への解約手続きや、工事の立会いなどは

一切不要です。お申込みからご利用開始まで電気が止まること

もありません。電力量料金は地域電力会社と変わらず、dポイン

トもたまる同プランは、日本全国のより多くの方に、社会の脱

炭素化へと気軽に行動いただけるものであり、ドコモは、「あ

なたと環境を変えていく。」を合言葉に、積極的に提案を行っ

ていきます。

SDGs ハイライト2022 Case 04

2021 年度ハイライト

「ドコモでんきGreen」の提供開始

ドコ モ の 活 動 の 広 がり
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対応スマートグラスの稼働能力

-20度～50度

多様な産業分野
への提供DX を活用した

生産性向上

KEY ACTION
社会にもたらす価値SDG IMPACT

SDG8 働きがいも
 経済成長も

働きがいある処遇を得ることと、生産的で活力

ある仕事を続けること。生産性の継続向上を

ディーセント・ワークの徹底と並ぶ世界の持続

的成長の源と位置付けるのがSDG8です。産業

の健全な育成にICT・デジタル技術の持つ可能

性は高く、さまざまな業種で取組みが加速して

います。

　ドコモはかねてより、ICTを活用した遠隔作業支援ソリューションの開発に積極的に取組み、その

一つとしてAR*1スマートグラスに着目してきました。活躍の場を一層拡大するため、より多くのOSや

端末から操作できることと、幅広い作業環境に耐えうることを模索した結果開発したのが、2021年

10月より提供開始となった遠隔作業支援ソリューション「AceReal	Assist」です。　

*1	 拡張現実。実在する風景にバーチャルの視覚情報を重ねて表示する技術。

　同ソリューションは、従来の遠隔作業支援ソリューション「AceReal®	for	docomo*2」の内容を拡充

し、マルチデバイスに対応させたアプリケーション「AceReal	Assist*3」を活用したパッケージです。遠

隔作業支援の基本機能はそのままに、利用可能なスマートグラスの機種を拡大。対応OSもWindows

にmacOSが追加され、遠隔支援を行う側のPC・端末の選択肢も一層増えました。

*2			「AceReal®」はサン電子株式会社の登録商標です。
*3			「AceReal	Assist」はサン電子株式会社が提供している業務支援アプリケーションサービス。

幅広い業種で、採用が加速
　たとえば稼働可能な温度が-20度～50度となるなどスマー

トグラスの選択肢が広がったこと、ドコモオープンイノベー

ションクラウドを利用することでセキュアかつ高品質な作業

環境を実現できることなどにより、建設業や製造業に加え、

医療、農林水産業、運輸などの産業分野での活用が開始され

ています。

SDGs ハイライト2022 Case 05

ドコ モ の 活 動 の 広 がり

2021 年度ハイライト

活躍の場を広げる、「AceReal Assist」
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各地の
イノベーションへの貢献

KEY ACTION
同協定に即したDXプロジェクト

7件

参加している地域企業・団体

53企業・団体
（2022年1月末時点） （新潟市内外　2022年1月末時点）

社会にもたらす価値SDG IMPACT

SDG9 産業と技術革新の
 基盤をつくろう

先進的で強靱（レジリエント）な経済活動と日常

生活の基盤を構築し、誰もが享受できる持続

可能な産業発展へとイノベーションを推進する。

将来指向の強いSDG9は、各地の経済・産業

インフラの革新へと、国や⾃治体、企業などに

計画的かつ具体的な取組みを促しています。

　ドコモは各地で、地域経済の将来を見据えた革新を促す、産学官連携協定に携わっています。大き

なテーマの一つが「5Gを活用した、地域の産業基盤のイノベーション」です。それらの結果、各地で、

多くの地域企業の参加を伴った産学官DXプロジェクトの実現、および地域経済の未来を支える

研究開発基盤の革新に携わっています。2021年から開始した新潟市での取組みは、その代表的な

事例です。

　ドコモは2021年4月、新潟市、新潟大学、国際総合学園新潟コンピュータ専門学校（NCC）との間で、

5Gなどを活用し新たな地場産業創出を推進する連携協定を締結。開始から1年を前に具体的な成果を

生み出しつつあります。若年層を中心とした都市部への人口流出などの社会課題を見据え、新たな地場

産業の創出をめざす同協定では、同市が産業振興センター内「5Gビジネスラボ」を拠点に市内外の企業が

参加する「DXプラットフォーム」を立ち上げ、新規ビジネス創出への実証実験を進めています。またドコモ

と両教育機関が協力して学生への5G環境整備ならびに啓発を実施。将来人材の育成を図っています。

着実な開始
　これらの結果、参加する地域企業は53企業・団体、新規ビジ

ネスへのプロジェクトも製造から物流、小売りに至るあらゆる

分野で7件創出されています。また5G関連の研究に携わる生徒

数も両教育機関で500人を超えるなど、5Gで結ぶ地域産業の

革新が着実に進行しています。

SDGs ハイライト2022 Case 06

ドコ モ の 活 動 の 広 がり

2021 年度ハイライト

新潟市で進む「5G時代の新たな産業創出に向けた産学官の取組み」

NSG	esportsスタジアム
（運営管理	新潟コンピュータ専門学校）
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障がい者の
社会進出

KEY ACTION

障がいの「壁」の除去　
新たな働き方の可能性

社会にもたらす価値SDG IMPACT

SDG10 人や国の不平等
 をなくそう

国内、国家間それぞれで、残念ながら格差や

不平等は存在します。「誰一人取り残さない」

の実現には、年齢や性別、国籍、文化の差異は

もちろん、障がいの有無にもかかわりなく、

すべての人が多様性を活かしながら活躍できる

よう、「壁」を取りのぞく社会の仕組みが必要

です。

　クラウド技術やAI技術の発展、そしてICT端末のさらなるスマート化は、ドコモの活躍の可能性を

一段と広げつつあります。そのフィールドの一つは、SDG10がめざす、すべての人が多様性を壁と

せず参画できる社会の実現につながるサービスの開発にあると、ドコモは確信しています。5Gサー

ビスの提供が拡大する現在、この考えに基づき、障がい者の新たな働き方、社会進出の在り方を模索

する試みを、ドコモは積極的に進めています。

　ドコモと大分県は、2019年より連携協定を結び、5Gの社会実装を契機とした地域施策の実証を行って

きました。その一環として2021年12月に実施したのが、遠隔操作が可能な分身ロボット「OriHime*」

と5Gを活用した、障がいを壁としない新たな働き方の模索です。具体的には、別府市の社会福祉法人で

ある太陽の家のみなさんが、5G通信を経由して分身ロボット「OriHime」を遠隔操作し、株式会社オリィ

研究所が運営する東京の「分身ロボットカフェDAWN	ver.β*」で

リモート接客を実施。接客サービスに挑みました。同実証では、障

がいがある方でも接客が十分可能であり、また5G回線により遠

隔地から遅延なく従事できることも確認されました。

*「OriHime」「分身ロボットカフェ」は株式会社オリィ研究所の登録商標です。

さらなる就労機会の模索へ
　遠隔操作を通じた就労の可能性は、5Gサービスの提供エリアが広がるほどに高まると、ドコモは

考えています。飲食業での接客サービスはもちろん、公共施設などでのコンシェルジュなど、NTT

グループの推進する「リモートワールド」の一つの形として、ドコモはこれからも検証を続けます。

SDGs ハイライト2022 Case 07

ドコ モ の 活 動 の 広 がり

2021 年度ハイライト

大分県　分身ロボットを活用した、障がい者の新たな働き方の試み
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強靭で持続可能な
まちの実現

KEY ACTION
仙台市とドコモ、進行中のまちづくりプロジェクト

35件超
（2022年1月末現在）

社会にもたらす価値SDG IMPACT

SDG11 住み続けられる
 まちづくりを

すべての人が安全で快適な暮らしを送れる、強靭

（レジリエント）で先進的な都市・居住環境を、

世界に整備し続ける。利便性と持続可能性に

配慮した公共インフラの継続的な刷新は、日本

においても重要な社会課題であり、近年、各地

の⾃治体が取組みを加速しています。

　現在、各省庁が進めるスマートシティプロジェクトなども背景に、公共インフラの刷新ならびに地域

活性化に向けた施策とICT技術の活用は、一層不可分になりつつあります。ドコモは2016年より仙台

市とICTを活用したまちづくりに関する連携協定を結び、「将来にわたって活力のあるまちづくり」の

実現に向けてさまざまな取組みを積極的に進めてきましたが、近年、SDG11にかかわりが深い「防災・

減災」「地域活性化」の取組みでも着実に成果を上げ続けています。

　まず「防災・減災」では、「モバイル空間統計」の防災計画等への活用検討や「津波避難広報ドローン」

の効果的な活用に向けた実証実験などを実施するとともに、仙台BOSAI-TECHイノベーションプラッ

トフォームに参画し、「仙台防災枠組」の理念の実現に向けた体制を整備しています。

　また「地域活性化」では、2021年4月に「仙台市のデジタル・トランスフォーメーション（DX）推進」に

関する覚書を締結し、「まちのデジタル化」「行政のデジタル化」に向けた取組みを加速しています。具

体的には、デジタルデバイド対策に向けた「ドコモスマホ教室」によるサポート、まちの経済活性化施策

への各種データ活用検証などを進めています。

将来にわたる活力づくりに向け
　上記に加え、「近未来技術の実証」として、5G・IoT・AIといった

各種技術を活用した、より先端的な実証実験も市内各所で開始して

います。これらのようにドコモと仙台市の協働プロジェクトは現在

35件を超えるに至り、同市のSDG11推進に着実に貢献しています。

仙台市で成果を上げる、ICTを活用したまちづくり

SDGs ハイライト2022 Case 08

ドコ モ の 活 動 の 広 がり

2021 年度ハイライト
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消費者とともに
資源を活かす

KEY ACTION
社会にもたらす価値SDG IMPACT

スマホアプリ 「my daiz」経由でのecobuyフォロワー数

420万人
（2022年2月時点）

SDG12 つくる責任 
 つかう責任

資源とゴミの問題を直視する。そして、限りあ

る世界の食料生産能力を大切にする。各国政府

の推進姿勢も背景に、サーキュラー・エコノ

ミー（循環型経済）実現に向けた取組みが加速

しています。特に消費者の巻き込みは重要で

あり、さまざまなサービスの開発が期待され

ています。

食品ロス削減に消費者と挑戦する「ecobuy」

　日本でも食料問題への意識は高まっています。特にスーパーや小売店などの店先に並ぶ食品が期限

切れで廃棄される「食品ロス」の問題が社会問題として注目され、2019年にはこれに国を挙げて取組

むため「食品ロス削減推進法」が施行されました。ドコモも、食品ロス削減に寄与することを大切な社

会課題貢献策として重視し、そこにICTの力を活かす取組みを推進しています。その結果生まれたサー

ビスが「ecobuy（エコバイ）」です。

　スーパーやコンビニといった食品小売市場での廃棄は、日本の食品ロスの大きな割合を占めます。言

い換えると消費者がかかわる現場でどれだけロスを抑えるかに、課題解決への大きな可能性があります。

「ecobuy」はここに着目した、モバイル通信事業者ならではの消費者参加型サービスです。

お得感をもちつつ、社会課題に貢献するサービス
　「ecobuy」では、スマートフォンでアプリを登録し、普段利用する店舗をお気に入り店舗登録すること

で、賞味期限が迫った対象商品の通知が届きます。その商品を購入しアプリからレシートを撮影すれば

ecobuyポイントを獲得できます。ドコモのｄポイントだけでなく他25社のポイントサービスとも交換

できるため、お得感をもちSDGsに貢献できます。同サー

ビスは消費者の関心も高く、2021年10月に正式サービ

スを開始して以降、ドコモのスマホアプリ「my	daiz」経由

でのecobuyフォロワー数は急増を続けており、2022年

2月時点で420万人に達しました。

SDG13 気候変動に
 具体的な対策を

要photo

SDGs ハイライト2022 Case 09

ドコ モ の 活 動 の 広 がり

2021 年度ハイライト
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自社の低・脱炭素化
の徹底

KEY ACTION
社会にもたらす価値SDG IMPACT

温室効果ガスを排出しない、
5Gサービスの実現
（ネットワーク通信のグリーン電力化）

SDG13 気候変動に
 具体的な対策を

要photo

頻発する異常気象や、歯止めがかからない気温

上昇。気候変動問題への対応が世界的な課題と

認識されて久しいものの、明確な改善がみられ

ていません。いち早く抜本的な対応が望まれる

なか、企業には、事業活動を通じたCO2排出

を積極的に抑制する施策の実施が求められて

います。

　ドコモは2021年9月、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。実現に向けた行動の柱の一つが、「お客さま・

パートナー企業のみなさまとともに地球をカーボンニュートラルにする取組み」であり、その取組み

の一つが「グリーン5G」です。

　「グリーン5G」は⾃社の事業活動における温室効果ガス排出量削減とも連動したサービスであり、

積極的に取組みを拡大中です。

　モバイルネットワーク通信は基地局や交換局を稼働させるために多くの電力を消費し、温室効果

ガスを排出しています。ドコモは、このモバイルネットワーク通信の消費する電力のグリーン化を重

視し、特に5Gを再生可能エネルギー100%*の電力で提供していきます。具体的には、太陽光発電を

利用したグリーン基地局や、ドコモ専用に設置した太陽光発電所等で発電した再生可能エネルギー

などを利用することにより、温室効果ガスを削減します。
*		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。

高速でカーボンニュートラルな通信サービスを
　ドコモは、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、総契約数に占める5G契約数の比率より上

回ることをめざします。なお「グリーン5G」はすべての5G

料金プランを対象としており、ネットワーク品質は落とさず

環境にやさしい通信サービスを実現し、「2030年、温室効

果ガス排出実質ゼロ」を推進します。

「グリーン5G｣ の積極展開

ドコ モ の 活 動 の 広 がり

2021 年度ハイライト

SDGs ハイライト2022 Case 10
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協働の輪を、
広げ続ける

KEY ACTION
社会にもたらす価値SDG IMPACT

埼玉県との連携協定

3領域18分野

自治体と締結中の連携協定

70件
（2021年3月の締結時点） （2022年1月時点）

SDG17 パートナーシップで 
 目標を達成しよう

持続可能な社会への実施手段を強化するため、

パートナーシップを活性化する。SDG17は、

SDGsを確実に実現するため、国や組織の枠を

超えた協力体制を構築することをめざしています。

より高い目標実現に向け、企業には経営資源を

活用した積極的な提案が期待されます。
「SDGs 未来都市」埼玉県とドコモが進める、多面的な協働

　現在、日本政府は、「SDGs未来都市」制度を設け、地方インフラの環境ならびに地方創生能力の向上

をSDGs達成に貢献する形で実現する意欲的な行動計画を表明した⾃治体を認定・支援する取組みを

多面的に推進しています。埼玉県も2021年度に認定を受け、持続可能なまちづくりや地域活性化に取

組んでいます。掲げた目標を達成するため、同県は産学官連携を推進していますが、その主要な枠組み

の一つとしてドコモとの連携協定を2021年3月に締結しました。

　同協定に即した協働は、「デジタル技術の活用とデジタルデバイドの解消」「ビッグデータを活用した

社会課題の解決」「ICTの活用による働き方改革支援」の3領域に沿い、18分野という多岐におよびます。

すでに、5Gエリアの積極的拡大や公共の場でのテレワークスペースの整備、県内市町村向けの「モバイ

ル空間統計」「AI運行バス」といったソリューションの活用啓発、県内官民組織へのICTツールを活用し

た働き方改革支援、特に高齢者を対象とした「ドコモスマホ教室」によるリテラシー向上支援などを実施。

DXの推進や産業振興に資する積極的な提案と緊密な連携を円滑に進行しています。　

日本各地で、持続可能な地域開発に貢献を続ける
　SDGs未来都市に限らず、ドコモは各地の⾃治体との間で、持続

可能な地域刷新に資する連携を推進しており、その数は2022年

1月現在で70に上ります。ドコモは、SDGsに賛同を表明した企業と

して、これからも各地で⾃治体のみなさま、地域のみなさまとの

協働を加速していきます。

SDGs ハイライト2022 Case 1 1

ドコ モ の 活 動 の 広 がり

2021 年度ハイライト
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広がる貢献

ドコモは、事業のさまざまな機会で、日々、

SDGs実現に貢献する方法を模索しています。

よりよい未来を創るため、私たちにできることを。

一人ひとりが考え、社会のみなさまとともに歩みます。

SDG14　海の豊かさを守ろう

サンゴの生態を学ぶ、楽しむ、水中ドローンの活用
　沖縄　慶良間諸島国立公園内のサンゴ生態調査による環境

保全（学ぶ）と観光促進（楽しむ）の両立に向け、水中ドローンによ

るサンゴやウミガメの映像、位置情報を活用した実証実験を座

間味村、同村観光協会、沖縄科学技術大学院大学とともに開始。

　環境省　慶良間⾃然保護官

事務所、地元の宿泊施設（オセ

アナポートヴィレッジ）などに

協力をいただき、取組みを継続

していきます。

SDG15　陸の豊かさも守ろう

世界自然遺産の多様性を守る、啓発の取組み
　世界⾃然遺産登録された奄美大島、徳之島、沖縄島北部、西表

島では、希少な野生動物が交通事故、密猟、外来種持ち込みなど

により棲息を脅かされています。ドコモは環境省、⾃治体、関係

団体・企業等と協働し、空港、港、観光スポット、ホテルなど人の

集まる場所で、Wi-Fi利用者に対し、

接続開始の都度「入域マナー啓発メッ

セージ」を表示し、注意喚起を行う取

組みを開始しています。

SDG1　貧困をなくそう

モバイル・コミュニケーション・ファンドを通じた
積極的な社会支援
　ドコモは、困窮や福祉といった問題に直面する人への支援と、

アジア諸国からの留学生と社会的養護出身者へ教育機会を提供

することを、企業市民としての重要な責務と位置付けています。

2021年度も46人に奨学金の

給付を行い、また市民活動団

体への支援も設立以来、累計

で1,022団体となりました。
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さらなる挑戦に向け

ドコモの事業と戦略は、NTTグループとともに進化を続けます。

「あなたと世界をかえていく。」を合言葉に、ドコモはこれからも、みなさまとともに行動します。

　2021年11月、NTTは、NTTグループサステナビリティ

憲章を制定しました。具体的には、3つのテーマのもと、9つの

チャレンジ、30のアクティビティを設定しました。

　NTTグループは、高い倫理観と最先端の技術・イノベー

ションに基づくIOWN構想の実現をはじめ、「企業としての

成長」と「社会課題の解決」を図り持続可能な社会を実現する

ための取組みを推進します。

　ドコモも、これを受け、今後、⾃らのCSR活動および目標へ

の加味を、随時進めていきます。

　2021年10月、ドコモは、NTTコミュニケーションズと

NTTコムウェアをドコモの子会社とすることを決定しました。

3社は新ドコモグループとして経営方針を統一し、モバイルから

サービス・ソリューションまで、事業領域の拡大を図ります。

　法人のお客さまへのワンストップ体制の強化や高品質・

経済的なネットワークの実現、ソフトウェア開発力の強化や

DXの加速など、新ドコモグループは、さらなる成長と構造

改革を推進し、お客さまやパートナーのみなさまとともに

イノベーションを推進します。

NTTグループサステナビリティ憲章の
制定について 新ドコモグループの発足について

https://group.ntt/jp/newsrelease/2021/11/10/211110d.html https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2021/10/25_00.html

NTTによるプレスリリース プレスリリース



https://www.docomo.ne.jp/special_contents/disaster/

災害対策の取組みの詳細
災害対策3原則をはじめとする各種方針や、具体的な

施策など、激甚化・広域化する災害を踏まえたドコモ

の災害対策をご紹介しています。

災害対策サイト ドコモのR&D

https://www.docomo.ne.jp/corporate/technology/rd/

研究開発の取組みの詳細
「5G	&	6G」「ライフスタイル共創ラボ」などの

ドコモの最新の研究開発の詳細をご紹介しています。

https://www.docomo.ne.jp/corporate/csr/

CSR の取組みの詳細
最新のトピックスや、さまざまな取組みの詳細など、

ドコモのCSRに関する情報をご紹介しています。

サステナビリティサイト
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もっとドコモを知りたい方へ

今回各ページでご紹介した事例には、ほかのSDGsにも同時に貢献しているものが多くあります。

またドコモはご紹介した事例以外にも多くの取組みでSDGsへ貢献しています。

より詳細な情報については、下記のサイトもご覧ください。



株式会社NTTドコモ CSR部
〒100-6150
東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー
TEL : 03-5156-1111
E-mail : csr@nttdocomo.com
URL : https://www.docomo.ne.jp/corporate/csr/

掲載されている会社名、商品名、サービス名は（株）NTTドコモあるいは各社の商標または登録商標です。
キャプチャ画像はすべてイメージです。

本冊子から許可なく転記、複写することを固く禁じます。

本冊子の掲載内容は2022年3月時点のものです。

見やすいユニバーサルデザイ
ンフォントを採用しています。


