
いまや、CIO が決定権のあるメンバーと
なっています。CIO の約 4 分の 3 が、コ
ロナ禍で新たな責任を負うようになった
と回答しています。1 彼らは現在、まず何
が提供できるかを考える必要があります。

昨年は、CIO の67％がデジタル戦略とトランスフォーメーショ
ンに取り組みましたが、2022 年はテクノロジーの最適化と管
理の根幹に集中しなければならかったことから、その割合は
60% に減少しています1。優先順位の縛りによって、76% 以
上のCIO がビジネス・イノベーションとオペレーショナル・エ
クセレンスという2 つの重要目標のバランスに頭を悩ませて
います。1

適切なテクノロジーパートナーがいれば、CIOIT の意思決定
者は選択する必要がなくなります。よりスマートなデジタル
ワークプレイスソリューションによって、生産性、ビジネスの
迅速性、インフラの整合性の水準が高まり、戦略的な組織改
革に集中できるようになります。実際、CIOIT 部門の意思決定
者の83% が、世界に良いものを提供できるようなデジタルト
ランスフォーメーションのチャンスを積極的に求めており、組
織改革に集中できるようになることを望んでいます。2

ビジネス・イノベーションと 
オペレーショナル・エクセレンスを両立させる方法

83% のCIO がデジタルトランスフォー
メーションを求めています。

Lenovo TruScale DaaS は、インテル ® vPro® 搭載 ThinkPad® X1 
Nano やインテル ® Evo ™デザインなど、IT のニーズとユーザーが
求めるものに合わせて作られた、最新のテクノロジーを従業員に
提供します。



01. 生産性とコラボレーション
優れたテクノロジーは、生産性とコラボレーションの基本であり、
ハイブリッドな職場をサポートして従業員をつなぎ、どこからで
もデータやデバイスを保護することができます。テクノロジーが
うまく機能すれば、最高のパフォーマンスを発揮できるようにな
り、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。平
均して、従業員の 4 分の 3 が、ビジネステクノロジーによって生
産性と権限が高まったと評価しています2 。また、CIO の 60% が、
ユーザーのテクノロジー体験の向上に取り組むことによって、従
業員体験 (EX) のスコアが向上したと評価しています。3

連携して働けるように最適化された、高い信頼性のある、最新
のイノベーションでデータと従業員を保護できるようなテクノ
ロジーを探してみましょう。

Lenovo は、PC やスマートフォンからスマート・コラボレーショ
ン、AR/VR（拡張現実）技術に至るまで、ハードウェア、ソフトウェ
ア、サービス、アクセサリーといったポートフォリオを提供してい
ます。

さらに、リモート管理および自動化技術の革新によって、手動
プロセスにかかる時間を最大50% 削減できます5 。ThinkPad® 
X1 Carbon のような最新デバイスは、ハードウェアおよびソフ
トウェアベースのセキュリティと管理ツールであるWindows 11 
Pro とインテル® vPro®、インテル® Evo ™デザインを採用するこ
とで生産性を高めるなど、IT ニーズとユーザーが求めるものに
対応できるよう設計されています。5

テクノロジーがうまく機能しないと、CIO
はイノベーションを後回しにして、ヘル
プデスクやセキュリティの緊急事態への
対応、パッチの適用、進化するビジネス
ニーズに対応するための新製品の調達
に振り回されることになります。

現在、CIO の約半数が運用面でのIT の改善に長い時間を費や
しており、26％がIT 危機への対応に追われています。1

テクノロジー自体が自らを管理して、安全を確保できるとしたら、
どうでしょうか？

02. アジリティと最適化
ビジネスの変革は拡張性に左右されることが多く、そのために
はミッションクリティカルなテクノロジーを迅速に導入すること
が必要です。しかし、一部の企業ではテクノロジーに迅速にアク
セスするのが難しく、その結果、IT チームが古い機器の管理に
多大な時間を費やしています。

as-a-service ソリューションを提供するテクノロジー・プロバ
イダと提携すれば、その問題を簡単に解決できます。Lenovo 
TruScale によって、デバイス、インフラストラクチャ、サービス、
およびサポートのすべてを簡単に拡張できるため、進化するビ
ジネスニーズに対応できます。ポケットからクラウドまで、すべ
てをオンデマンドで、単一の窓口から費用対効果の高いOpEx
モデルで利用できます。CIOIT の意思決定者のプロセスを合理
化し、資産の廃棄に伴うセキュリティリスクに対処して、会社とし
てのサステナビリティへの目標達成をサポートします。

イノベーションのための時間を確保する上で、as-a-service パー
トナーの選択ほど大きな決定はありません。インフラからエン
ドユーザー・デバイスまで、すべてが最適化され、更新されて、
世界のどこにでも配備できる状態であれば、優れた運用がおの
ずと実現されることでしょう。

のCIO が、既存技術の 
半分以上を置き換えたいと 
考えています。6

57%

エンドツーエンドのソリューションプロバイダーが3 つの重要な方法で 
業務を最適化し、お客様をサポート。

テクノロジーパートナーに求められていること



03. インテリジェントなインフラ
企業は、インサイトまでの時間の短縮、アプリケーションパフォーマンスの向
上、セキュリティの強化、管理性の向上を実現するインフラストラクチャを必
要としています。

クラウドコンピューティングは、その重要な一端を担っています。2022 年現
在、世界中の企業データの60% がクラウドに保存されており、7 その結果、オ
ペレーショナル・エクセレンスの実現が大幅に容易になります。

ハイブリッドクラウドコンピューティングによっ
て実現される継続性、回復力、効率性により、ク
ラウドに 移 行してからわ ず か 数カ月以内 に、
80% の企業が業務改善を報告しています。8 
Lenovo のThinkAgile アプライアンスに搭載されているインテル® Xeon® 
Scalableプロセッサーによって、ワークロードを最適化して効率化させ、デー
タ処理能力を大幅に向上させることが可能です。柔軟なクラウドストレージ
によって、CIO は、単一のカスタマーポータルからリモート管理サービスや
サポート分析にアクセスすることもできます。全体の可視性を高め、テクノロ
ジーをリモートで管理できるようになったことで、組織を圧迫するダウンタ
イムを大幅に削減し、変革のための時間を確保できるようになります。

よりスマートなCIO は、単独で行動することはあ
りません。CIO の92% は、テクノロジーベンダー
が会社全体の成功に重要な役割を果たすと考
えています。6

60%
の全世界の企業データが、現在クラウドに 
保管されています。

92%
の CIO は、テクノロジーベンダーが 
企業全体の成功に重要な役割を 
果たしていると考えています。

80%
の企業がクラウドへの移行後、 
数ヶ月以内にクラウドコンピューティングによって
業務改善がもたらされたと報告しています。



成功例

Istituto Technico Superiore (ITS) 
Angelo Rizzoli

Lenovoのプレミアムソリューションのポートフォリオが、イタ
リア有数の職業教育訓練学校の生徒たちの学習、コラボレ
ーション、技術スキルの向上に役立っています。400人以上
の学生がLenovoのテクノロジーを利用して、人工知能、アプ
リケーションおよびWeb開発、サイバーセキュリティ、デジタ
ルコミュニケーションなどのアプリケーションを学習してい
ます。

「LenovoとHSCシステムのおかげで、財務と経営の両面に
おいて非常に効率的かつ持続可能なソリューションを確立
することができました。限られた予算の中で、学生たちに新
しいハードウェアの開発の最先端を提供できるように、私た
ちは調達モデルの改善に努めてきました。」

「また、Lenovo のサポートによって、デバイスの設定と保守を
合理化できました。それによって、学生たちが新しいラップトッ
プを即座に使用できるような、「すぐに使える」ソリューションを
提供できるようになりました。その一方で、私たちのチームが
ラップトップを管理するのは非常に簡単で、増え続けるデバイ
スを簡単かつコスト効率よくサポートできます。」

ITS Angelo Rizzoli 本部長 ロベルト・セラ氏

すべて読む >>>

成功例

ハリスコ州政府
メキシコのハリスコ州政府は、Lenovo とNutanix のハイ
パーコンバージド・インフラストラクチャ・ソリューションを
使用して、デジタル政府サービスを非常に高速かつ低コス
トで提供しました。この新しいプラットフォームは、州政府の
ワークロードの70% 以上を担い、25 の政府機関の運用を単
一のハイブリッドクラウドプラットフォームに統合しています。

“私たちは、長く使用できるインフラストラクチャー・プラット
フォームを求めていました。Lenovo には、適切なテクノロ
ジーと経験、そしてイノベーションに対する高い評価があると
考えました。Lenovo と提携することで、私たちは投資を安全
に行うことができ、時間とともに進化する柔軟性のあるプラッ
トフォームを手に入れることができました。」

ハリスコ州政府　ガバメント・イノベーション担当
統括コーディネーター　マリオ・アラウズ・アバルカ氏

すべて読む>>>

信頼できるパートナー 
Windows 11 Pro とインテル® vPro®、インテル® Evo ™デザイ
ンを採用したLenovo ThinkPad® X1 Nano のようなデジタル・
ワークプレイス・ソリューションは、IT のニーズとユーザーが求
めるものを考慮して構築されており、優れたパフォーマンスと信
頼性を提供します。ハードウェアとソフトウェアベースの機能に
よって、優れたセキュリティとリモート管理性が実現します。

1 CIO.com、 「CIO の現状、2022 年：IT のファンダメンタルズにフォーカス」 2022 年 3 月
2 Reach3 Insights、Lenovo、 「人間中心のインサイトが IT のビジョンを実現」 2022 年 7 月
3 Lenovo、インテル、 Forrester、 「従業員体験に投資して、収益向上に貢献」
4 「ガートナー、2022 年第 1 四半期の世界 PC 出荷台数は 6.8％減と発表」
5 Salesforce.com、Pulse、 「グローバル IT 調査 2020」 2022 年 8 月アクセス 
6 6 IDG、 「2022 年 エグゼクティブサマリー CIO の現状」 2022 年
7 Statista.com、 「2015 年から 2022 年にかけて世界のクラウドに保存された企業データのシェア」 

2022 年 8 月アクセス
8 Zippia、 「クラウド導入に関する 25 の驚くべき統計」 2022 年 5 月

https://www.lenovo.com/content/dam/lenovo/cross-bu-campaigns/fy-22-23/smarter-technology-solutions/phase-1/case-studies/global-english/Smarter_Solutions_CaseStudy_ITS.pdf?refId=4977b8e9-4e7b-400c-97ae-c90ae096ab5f
https://www.lenovo.com/content/dam/lenovo/cross-bu-campaigns/fy-22-23/smarter-technology-solutions/phase-1/case-studies/global-english/Smarter_Solutions_CaseStudy_Jalisco.pdf?refId=9963d36d-a932-4e31-a698-cad5093ad72f
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弊社ウェブサイトで、お客さまのデジタルを通じたトランスフォーメーションを支える最新のテクノロジーをご確認く
ださい。デジタルワークプレイスソリューションとフレキシブルなハイブリッドクラウドソリューションの詳細はこちら 
www.lenovo.com/smartersolutions.

適切なテクノロジーパートナーがいれば、IT 部門の意思決定者はビジネス・イノベーションとオペレーショナル・
エクセレンスのどちらかを選択する必要がなくなります。エンドツーエンドのテクノロジーパートナーは、その両
方を確実に実現します。

ポイント:
■ 幅広いポートフォリオ

組織には選択肢が必要です。生産的なマルチタスク用に設計
された、ハードウェア、ソフトウェア、サービスなど、あらゆるソ
リューションにご期待ください。

■ 専門知識 

多くの選択肢の前ではガイダンスが必要です。Lenovoの多様
なグローバル視点と、ローカルな洞察力、業界横断的な専門
知識によって、物事を別の角度から見ることができるようにな
ります。お客様のニーズに対する理解を深め、お客様のビジ
ネス成果を達成するためのソリューションを創造的に提供し
ます。

■ 互換性のあるテクノロジー 

インフラ、デバイス、ソフトウェア、周辺機器、アクセサリーの一
貫性を確認します。

■ 規模に応じたサービス  

必要なときに、どれだけ早く新しいテクノロジーにアクセスで
きますか。as-a-serviceソリューションによって、いつでもテク
ノロジーを拡張できます。Lenovo TruScale DaaSは、インテル
® vPro®搭載ThinkPad® X1 Nano、インテル® Evo™デザインな
ど、ITのニーズとユーザーが求めるものに合わせて作られた、
最新のテクノロジーを従業員に提供します。

■ 窓口を一本化

複数のベンダーと契約を取り交わすのは、非効率的でありコ
ストがかかります。Lenovoは、お客様の多様でユニークなニ
ーズに対応するために、パートナーのネットワークで一元的に
サポートします。

■ サステナビリティの取り組み

お客様も従業員も、持続可能なテクノロジーを求めていま
す。Lenovoは、包括的な使用済み製品の回収、CO2オフセッ
ト、省エネルギーに向けたプログラムによって、徹底したサス
テナビリティの取り組みを行っています。Lenovoの製品とパッ
ケージは、エネルギー消費を抑え、廃棄物を削減し、二酸化炭
素排出量を最小限に抑えるように設計されています。

■柔軟なクラウドコンピューティング 

ITの意思決定者は、クラウドによって業務の効率化とセキュリ
ティの向上が実現すると述べています。必要なときにいつで
もクラウドキャパシティを追加できるベンダーを探しましょう。

■ リモートのセキュリティと管理  

クラウドベースのポータルでテクノロジーを管理することで皆
さんと従業員の時間を節約できます。

https://www.lenovo.com/jp/ja/

