
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◼ 先進企業の自然エネルギー利用計画（第 25 回） 

ＮＴＴドコモ 

2030 年度にカーボンニュートラルへ 

基地局や通信ビルに太陽光発電の電力 
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1.  自然エネルギーの利用方針と導入計画 

 日本の通信サービスを 150 年以上にわたって担ってきたＮＴＴ（日本電信電話）は、いまやグループ

全体で 900 社以上に拡大した。従業員数は全世界で約 33 万人、売上高は 12 兆円を超えた。この巨大な

グループが国の目標よりも 10 年早く、2040 年度までにカーボンニュートラルを目指している。ＮＴＴ

グループの中でカーボンニュートラルの取り組みを率先するのが、携帯電話サービスのＮＴＴドコモだ。

グループの目標を 10 年前倒しで、2030 年度までにカーボンニュートラルを実現する計画である（図 1）。 

図 1．ＮＴＴグループの環境エネルギービジョン「ＮＴＴ Green Innovation toward 2040」 

 

出典：ＮＴＴ（日本電信電話） 

ＮＴＴドコモの温室効果ガス排出量は、ＮＴＴグループ全体の約 4 割を占めている。「われわれドコモ

が先陣を切らなければ、グループ全体の排出削減につながらない」（ＮＴＴドコモ 経営企画部 サステナ

ビリティ推進室 平井 芳幸サステナビリティ戦略担当課長）。ＮＴＴドコモの目標達成がグループ全体の

カーボンニュートラルを後押しする形になる（図 2）。 

図 2．ＮＴＴグループのカーボンニュートラル実行計画（スコープ 1・2 対象） 

IOWN（アイオン）：Innovative Optical and Wireless Network 

出典：ＮＴＴ 
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ＮＴＴグループのカーボンニュートラルに向けた施策は主に 2 つある。1 つは独自開発のネットワー

ク技術「IOWN（アイオン）」を活用して、通信サービスに必要な電力消費量を削減する。次世代のネット

ワーク技術である IOWN を使うことで大容量のデータを高速に伝送することが可能になり、電力消費量

を大幅に削減できる。第 1 弾として、ＮＴＴ東日本とＮＴＴ西日本が法人向けの通信サービスを 2023 年

3 月に開始する計画である。ＮＴＴドコモも IOWN を実装した通信サービスを検討中だが、本格的に提

供できるのは 2030 年代になる見込みだ。 

もう 1 つの施策は事業で使用する電力を自然エネルギー（再生可能エネルギー）に切り替えて、温室

効果ガスの排出量を削減していく。ＮＴＴドコモは 2030 年度にカーボンニュートラルを実現するため

に、電力を自然エネルギー100％で調達することに加えて、事業で使用する車両も電気自動車（EV）に

100％入れ替えて、ガソリンの消費に伴う CO2（二酸化炭素）の排出量をゼロに削減する（図 3）。 

図 3．ＮＴＴドコモの「Green Action Plan」 

 

ＮＴＴドコモが自社で所有する車両には、通信事業に欠かせない移動基地局などがある。このほかに営

業に使用するリースやカーシェアリングの車両もある。EV の導入台数は 2021 年度の時点で 115 台にな

り、2025 年度には 50％まで増やす計画だ。合わせてガソリン車の廃止を進めて EV の比率を高めていく。 

ＮＴＴドコモの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業名  ＮＴＴドコモ

電力使用量  34億0362万キロワット時 （2021年度）

自然エネルギー
電力の利用率

 実績：17.5％ （2021年度）
 目標：100％ （2030年）

営業収益  4兆7138億円 （2021年度）

社員数  8847人 （2022年3月31日現在）

主要事業
 通信事業、スマートライフ事業、
 その他の事業（補償サービス、法人IoT、
 システム開発・販売・保守受託など）
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ＮＴＴドコモが国内と海外の事業で使用する電力量は 2021 年度に 34 億 kWh（キロワット時）にのぼ

った。「今後も事業の拡大に伴って電力消費量は増えていくと想定している」（平井氏）。自然エネルギー

の利用率は 2021 年度の時点で 17.5％である。この比率を 2030 年に向けて 100％へ引き上げる。 

ＮＴＴドコモが排出する温室効果ガスの 95％以上は電力の使用によるものである。しかも排出量全体

の 90％以上を通信設備の消費電力が占めている（図 4）。カーボンニュートラルを達成するためには、通

信設備の電力消費量の削減と自然エネルギー電力の利用拡大を同時に進めていく必要がある。 

図 4．ＮＴＴドコモの温室効果ガス排出量 

 

 

t-CO2：CO2 換算トン 

とはいえ電力の調達量は増え続けている。2021 年度は携帯電話やインターネットサービスの利用量が

拡大して、ＮＴＴドコモの電力調達量は前年度から 7％も増加した（次ページの図 5）。今後も通信量の

増大が見込まれるため、省エネ対策を実施しながら電力の消費量を抑制していく方針だ。 

省エネの指標になるのが、通信事業の電力効率である。通信量あたりの電力消費量を表す電力効率を

2030 年度に 10 倍以上（2013 年度比）に高めることが目標である。「すでに 2021 年度の時点で電力効率

を 12.6 倍まで高めることができた。さらに 2030 年度に向けて効率を改善できれば、事業が成長しても

電力消費量の増加を抑制できる。」（平井氏）。 
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図 5．ＮＴＴドコモの電力調達量 

 

 

kWh：キロワット時 

ＮＴＴドコモの電力消費量のうち約７割は、全国各地に 20 万カ所以上ある携帯電話サービス用の基地

局で消費する。携帯電話のネットワークが高速で大容量になるほど、基地局の電力消費量は増えていく。

「現在は 5G の設備を増強しているところで、従来の 4G の設備よりも電力消費量は大きい。さらに今後

は次世代の 6G の設備の構築も始まる」（平井氏）。急速に進む通信設備の増強に合わせて、基地局の電力

効率を高めることが重要な省エネ対策になる。 

新たな施策の 1 つとして、基地局にスリープ機能を 2022 年 11 月から導入開始した。深夜などに通信

量が低下した場合に、通信に使う一部の周波数を自動的に停止して、基地局の電力消費量を抑制する（図

6）。最大で 30％程度の電力消費量を削減できる見込みだ。 

図 6．基地局のスリープ機能の運用イメージ 
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さらに基地局で消費する電力を自然エネルギーで供給する「グリーン基地局」を拡大中である。太陽光

発電の電力を使って温室効果ガス排出量を削減するとともに、停電が発生しても基地局の運転を継続で

きる防災対策になる。 

グリーン基地局では蓄電池も設置して、停電対策を強化している（写真 1）。太陽光発電の電力はほぼ

全量を基地局の設備で消費するため、電力会社から購入する電力を蓄電池に充電する。太陽光発電と蓄電

池の電力を組み合わせて停電に備える。グリーン基地局の数は 2022 年 3 月の時点で全国 273 局に拡大

した。 

写真 1．「グリーン基地局」 

 

太陽光発電設備と蓄電池設備を収容函（通信機器を収容）に設置 

基地局のほかに、電力消費量の大きい事業所でも自然エネルギーの電力を増やしていく。岡山県の通信

設備を収容したビルでは、2022 年 4 月から自然エネルギーの電力を 100％利用している。発電・小売電

気事業のＮＴＴアノードエナジー（ＮＴＴ AE）グループと、太陽光発電によるオフサイト PPA（電力購

入契約）を締結した。ＮＴＴ AE がドコモ専用の太陽光発電所を新設して電力を長期に供給する。さらに

オフサイト PPA で需要を満たせない分については、非化石証書を組み合わせて自然エネルギー100％で

電力を供給する契約になっている（図 7）。 

図 7．通信設備を収容したビル向けのオフサイト PPA 

PPA：電力購入契約 
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 「国全体の CO2 排出量を削減するためにも、新設の発電設備による追加性のある電力を全国の事業所

で増やしていきたい。ただし一般的には、太陽光発電によるコーポレート PPA で調達できる電力量は需

要の 20～30％程度。しかも太陽光発電が可能な地域は偏在している。コーポレート PPA で調達できる電

力量とコストをもとに、非化石証書の購入と合わせて今後の拡大計画を検討している」（平井氏）。 

沖縄県の通信設備では 2021 年 12 月から、県内で発電した自然エネルギーの電力や非化石証書の購入

を開始した。地元の沖縄電力が販売する太陽光や風力で発電した電力に加えて、県内で発生した建築廃材

などを燃料に利用したバイオマス発電由来の非化石証書も購入する。一部の離島にある基地局を除いて、

県内すべての通信設備で使用する電力を地産地消型の自然エネルギーに切り替えていく。 

 携帯電話の事業の最前線を担う「ドコモショップ」では、路面店の屋根を利用してオンサイト PPA に

よる太陽光発電を順次導入している。オンサイト PPA では事業者が無償で発電設備を屋根に設置して、

発電した電力をドコモショップが購入する（図 8）。店舗で太陽光発電の電力を自家消費して CO2 排出量

を削減できるほか、災害などで停電が発生した時に店舗の利用者に携帯電話の充電サービスを提供する

ことも可能になる。 

図 8．オンサイト PPA によるドコモショップの太陽光発電の利用モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：ＮＴＴスマイルエナジー 

さまざまなタイプの事業拠点で太陽光発電の利用を拡大することによって、電力の調達コストと CO2

排出量の両方を削減できることに加えて、携帯電話の事業に欠かせない基地局や店舗を災害時でも運営

できるメリットが得られる。カーボンニュートラルを推進する活動が事業の継続にも生かされる。2030

年度にカーボンニュートラルの目標を達成することは、気候変動の抑制に貢献するだけではなく、ＮＴＴ

ドコモの経営基盤の強化につながる。 
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2.  期待する効果と今後の課題 

ＮＴＴドコモはコンシューマ（消費者）向けの通信事業に加えて、法人事業とソフトウェア開発の機能

を強化するために、2021 年 7 月 1 日に大規模な事業統合・再編を実施した。法人事業のＮＴＴコミュニ

ケーションズ、ソフトウェア開発のＮＴＴコムウェアを統合して、新ドコモグループとして競争力の強化

に取り組む体制になった（図 9）。 

図 9．ＮＴＴドコモグループの新体制（2021 年 7 月 1 日から） 

NW：ネットワーク、R&D：研究開発 

MVNO/ISP：仮想移動体通信事業者/インターネットサービスプロバイダー 

中核のコンシューマ通信事業は収益を維持して将来の成長に備える。さらに携帯電話サービスの顧客

基盤を生かして、金融・決済、映像・エンターテイメントなどの生活サービス（スマートライフ事業）を

成長させる。生活に欠かせない電力やメディカルの領域においても、携帯電話と連携したサービスを展開

していく。 

スマートライフ事業の電力分野では、「ドコモでんき」のブランドで利用者数を伸ばしている。2022 年

9 月末の時点で契約者数は約 50 万件に達した。ドコモでんきのメニューには、自然エネルギーの電力を

提供する「ドコモでんき Green」と通常の電力を供給する「ドコモでんき Basic」の 2 種類がある。契約

者の約半数がドコモでんき Green を選んでいる。 

ドコモでんき Green は基本料金が地域の大手電力よりも月額で 500 円高い代わりに、使用量に応じた

電力量料金を加えた支払額の最大 10％をドコモのポイント（d ポイント）で還元する。基本料金と電力

量料金の合計が毎月約 5000 円を超えれば、大手電力よりも実質的に安くなる仕組みだ。利用者は電気料

金の削減とともに、電力の使用に伴う CO2 排出量の削減に貢献する。ＮＴＴドコモにとっては、携帯電

話サービスの利用時に排出する CO2 を削減して、サプライチェーン全体の排出量（スコープ 3）を削減す

る効果がある。 
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 気候変動は通信事業に大きな影響を及ぼす（図 10）。災害の発生によって基地局の機能が停止すれば、

通信サービスを継続できなくなる可能性がある。いまや多くの人の日常生活に欠かせなくなった携帯電

話サービスの停滞は社会的な問題になりかねない。基地局の災害対策を強化するだけでは不十分で、さま

ざまな対応策を迅速に実行していくことが求められる。 

図 10．気候変動のリスクと対策

 

IoT：さまざまなモノのインターネット、ICT：情報通信技術 

顧客からは個人・法人を問わず、CO2 を排出しないサービスを望まれるようになる。最近は若者を中心に、

CO2 排出削減に貢献する商品やサービスを選択する傾向が広がってきた。カーボンニュートラルの取り組みが

遅れると、いずれ大量の顧客を失うことになりかねない。2030 年度までにカーボンニュートラルを達成する

ことは、ＮＴＴドコモの競争力の維持・拡大に重要な意味を持つ。 

携帯電話サービスの主力になる高速・大容量の通信が可能な 5G の利用者を拡大するために「グリーン 5G」

と呼ぶコンセプトを導入した。ＮＴＴドコモの事業で使用する自然エネルギーの電力の比率を、5G の利用者

の比率よりも高い水準に保つことを目標に定めた。 
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5G の契約数は直近の 1 年間で 2.3 倍に拡大して、2022 年 9 月末の時点で 1600 万に達した。事業の成長を

ふまえて厳しい目標を設定することにより、カーボンニュートラルを実現する意欲を社内外に示した。 

新ドコモグループの温室効果ガス排出量は、統合前のＮＴＴドコモ単独の場合と比べて約 1.2 倍に増えた。

それでも 2030 年度にカーボンニュートラルを達成する目標は変わらない。統合によって事業面の相乗効果を

発揮しながら、温室効果ガスの排出削減においても統合の効果が求められる。 

 

 

 

＊図と写真は出典を記載したものを除いてＮＴＴドコモの提供によるものです。 
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