
CIOはどのように
ビジョンを実現	
させているのか？
テクノロジーパートナー
による支援が不可欠

CIO が果たす役割が大きくなる
につれて、適切なテクノロジーベ
ンダーを選択し、そのようなベン
ダーと関係を深めることが、IT 投
資や企業の成功において重要な
要素となっています。
これまでにないほど、今日の CIO
は真のテクノロジーパートナーを
必要としています。ビジョンに共
感し、その実現をサポートする存
在、ビジネスの成果に焦点を当
てた戦略的かつ積極的な役割を
果たすパートナーが必要です。

CIO の見解
多くの企業はすでにこのようなかたちでテクノ
ロジーパートナーと連携しています。レノボの
委託により、500 人を超える世界中の CIO を対
象にした新たな調査が行われました 1。10 人
中 8 人が、テクノロジーベンダーが自社にうま
く融和し、これが CIO の全般的な生産性向上
につながっていると答えています 1。また、ビ
ジネスを有効的かつ継続的に運営していくに
あたり、テクノロジーベンダーを最重要あるい
は非常に重要な存在として位置付けている CIO
は、92% に上りました。

92%
のCIOが、ビジネスを有効的かつ継続
的に運営していくにあたり、テクノロジ
ーベンダーを最重要あるいは非常に重
要な存在として位置付けています



テクノロジーベンダーのサポート
によって効果が期待できる幅広い
ビジネス目標	
（CIOを対象に調査 1）

60% 53%

50% 45%

43% 43%

企業のアジリティ強化

コストの最適化

テクノロジー構成/	
デプロイメント/メンテナンスの

簡素化

システムやオペレーション
のセキュリティ対策

業界におけるベスト
プラクティスの推進

クラウドへの移行

職場環境におけるニーズが急速に変化する中、テクノロジーの
採用過程を簡素化し、これをスピーディに行うことが必要不可
欠です。以下の 4 つの領域に重点を置くベンダーは、IT 部門
に大きな価値を提供します。

•	 シングルベンダーソリューションにより、 
調達と統合のプロセスから複雑性を排除

•	 エンドツーエンドサービスが、計画からデプロイメント、 
メンテナンスまでをカバーし、IT 部門の負担を軽減

•	 使いやすいテクノロジーが従業員の期待どおりに 
機能し、サポートニーズを低減

•	 	リモート管理機能による効率的な可視性と制御性	



戦略的なアプローチを	
完璧なものにできる存在
消費モデルとも呼ばれる as-a-Service（aaS）モデルの重要性が、
より一層高まっています。デバイス、プラットフォーム、インフラス
トラクチャにおいて、その管理を委託しながら、モダナイズ、簡素
化、保護、スケーリングを実施できるためです。

戦略的なベンダーを受け入れれば費用対効果の高いデジタルトラ
ンスフォーメーションが実現し、IT 部門には余裕が生まれます。IT
部門は、企業が事業を推進するうえでのより大きな取り組みにおい
て、イノベーションに集中したり、頼れるアドバイザーとして協力
する役割を果たせるようになるでしょう。

CIO を対象としたレノボの調査で、4 分の 1 近くの回答者が、自社
のテクノロジースタックのうち 31 ～ 40％で as-a-Service が利用さ
れていると述べています。また、回答者の 92% が、向こう 2 年間
での新たな as-a-Service の導入について検討していました。

複数ベンダーの採用に	
まつわる課題
CIO を対象に行ったレノボの調査では、回答
者のうち 61% が、規模の拡大と分散化が一
層進む IT エコシステムの管理は、極めて困
難あるいは非常に困難であると答えています
1。ベンダーマネジメントシステム（VMS）は、
必要に応じた各種自動化により、審査、購買、
導入から、パフォーマンスの監視や請求に至
るまで、あらゆるプロセスの管理をサポートし
ます。

as-a-Service モデルの活用は、従
業員が出社と在宅のハイブリッド
形式で、新次元の薄型軽量を誇る
Intel	vProプラットフォーム（Intel®	
Evo ™デザイン）の法人向けノー
トパソコン Lenovo	ThinkPad®	X1	
Yogaや第 12世代 Intel®	Core ™	プ
ロセッサー搭載の ThinkBook	Plus	
Gen	3といった最新の PCやコラボ
レーションデバイスを使って業務を
行う際にも便利です。

31–40%		
の自社のテクノロジースタックでas-a-
Serviceが利用されているとCIOは述
べています。

Lenovo ThinkPad® X1 Yoga



コラボレーションの重要性
マッキンゼーが、複数のセクターにまたがる大企業 100 社以上を
対象に調査を実施しました。この調査で、日頃からサプライヤー
と協業している企業は、同業他社と比較して高い成長率、少ない
運用コスト、高い収益性を示していることが明らかになりました 2。
しかし、このようなメリットを享受するには新しい考え方、つまり
買い手と売り手の関係性におけるマインドセットの転換が必要で
す。これまで、両者はあくまでも取引関係、さらに言えば対立関
係であるという印象が強かったのではないでしょうか。コストと価
値が相対するものであると捉えられ、どちらを優先するかという見
方が主流でした。また、買い手と売り手との間で横断的なコミュ
ニケーションが行われず、情報のサイロ化に甘んじてきてしまいま
した。

ベンダーからパートナーへ
サプライヤーとの関係性を緊密にすると、理解やインサイトが深
まり、強いコミットメントを得ることもできます。緊密な関係性は、
ビジョンや価値の共通理解、コラボレーション、そして信頼の上
に成り立つものです。戦略的なパートナーに相応しいベンダーの
特徴として、以下のような点が挙げられます。

	
学ぶ：企業のニーズ、目標、特有の課題、 
IT に関する視点を理解

教育する：実行可能な対策を指南し、ソリューションの
カスタマイズを推奨するとともに、様々な選択肢を提供

サポートする：企業の目標および予算に適したペースで
スケーリングやアップグレードを実施

関与する：構成、デプロイメント、サービス、次期の
戦略計画に参画

継続的に共有する：業界の知識、トレンド、新しい技
術的イノベーションに関する知識を共有し、アドバイス
を提供

顧客とサプライヤーの
関係性のレベル	
	

•	 取引関係：購入と契約の遂行という単純な関係

•	 パートナーシップ：情報、目標、ビジネスロードマッ
プを伝えたうえで、サプライヤーが頼れるアドバ
イザーとなる長期契約の関係

•	 戦略的な提携関係：ビジネス目標を共有し、共
通のソリューションでビジネスを推進する長期的
な関係。独占契約となることが多い。



出典

1 LenovoおよびZeno、『SSG Global Study of CIOs』、2022年1月
2 McKinsey & Company、『Taking supplier collaboration to the next level』、2020年7月

ともに価値を創造する
製品やサービスを考えるとき、その価格に焦点を置くと限界が
生じます。こうした限界の先を見据える企業は、コスト管理か
ら収益の共同創出へと前進することができると、マッキンゼー
の レ ポ ー ト『Taking supplier collaboration to the next level

（サプライヤーとのコラボレーションを次のレ ベルへ）2』 に
おいてアナリストが提言しています。収益の共同創出の例とし
て、製品の共同開発、サプライチェーンの最適化に向けた統合
的アプローチ、廃棄物削減プロセスの共同再設計のほか、予
測、計画、キャパシティ管理における連携などが挙げられます。 

ともに未来を構築する
テクノロジーベンダーとの関係性に新時代が到来しています。新
しい働き方が導入されたときに多くの側面でそうだったように、コ
ラボレーションが中心的かつ重要な役割を果たします。コラボレー
ションが可能なテクノロジーパートナーを探す際に考慮すべき 3
つの重要な領域について、当社はチェックリストを作成しました。 

ベンダーをお探しですか？	
見つけるべきはパートナーです。
レノボは業界のリーダーと連携しながら、ビジネス課題を解決する
スマートなソリューションを提供いたします。企業の皆様は、最終の
目標であるイノベーションを実現することができます。ご希望に応じ
て、いつでもサポートいたします。

レノボのアカウント担当者または地域のビジネスパートナーにお問
い合わせください。ウェブサイトもご覧ください。

www.lenovo.com/Pursue-Innovation

買い手と売り手が協業したいと考え、 
実際にそれが可能なとき、両者にとって 
メリットとなる新しい重要な価値が 
得られる方法を見つけられることが多い。

マッキンゼー 2

http://www.lenovo.com/Pursue-Innovation


ビジョンを共有できるテクノロジーベンダーを見つけるには、自社で大切にされていることが何なのか、 
時間をかけてじっくりと分析する必要があります。ベンダーの選択に際しては、ニーズや期待が 
明確であればあるほど適切な判断が可能です。以下に、考慮すべき3つの重要な領域を示します。

01. パートナーシップ
目標の達成に向けて、志を共有して連携できる
真のパートナーを探しましょう。

□  IT関連のタスクを片付けるのみにとどまらず、ビジネスにおける 
成果に向けて尽力できること

□ ビジョンを共有し、その実現に向けたサポートがあること

□ 透明性が高く、コラボレーションが可能であること

02. ソリューション
実績があることはもちろん、未来にイノベーションを見据える
テクノロジーの専門家を探しましょう。

□ 異なるコンポーネントで対応するのではなく、連携して機能し、 
スケーリングすることを意図した一体型ソリューションに 
注力していること

□ ハードウェア、ソフトウェア、サービスを含むエンドツーエンドの 
ソリューションであり、IT管理の負担を軽減するように設計されて 
いること

□ デバイスがそのライフサイクルにおいて一貫して保護されるよう、
ゼロトラストのエンドツーエンドポートフォリオで総合的なセキュリ
ティが施されること

□ 未来志向であること。イノベーションや新たなas-a-Serviceモデル
を取り入れ、価値を共創する機会を持てること

03. 価値
目標の達成に向けて、志を共有して連携できる
真のパートナーを探しましょう。

□ トレンドの理解とともに、戦略的な選択を行う際に有用な知識、 
インサイト、リソースが共有されること

□ 特定のニーズに合わせてソリューションを調整する柔軟性を 
備えていること

□ 広範な選択肢とともに既存インフラストラクチャとの互換性を 
提供する業界パートナーシップを有していること 
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戦略的なパートナーに相応しいコラボレーションが
可能なベンダーを見つける

レノボは業界のリーダーと連携しながらビジネス課題を
解決し、目標の達成に向かうスマートなソリューションを
提供いたします。ご希望に応じて、いつでもサポートいたし
ます。

レノボのアカウント担当者または地域のビジネスパート
ナーにお問い合わせください。

ウェブサイトもご覧ください。

www.lenovo.com/Pursue-Innovation
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