
サステナビリティはもはや避けて通れないテーマです。気候変動目標
への取り組みに加えて、持続可能なビジネスプラクティスは、成功して
いる企業にとって最も重要な差別化の要因となっているのです。

IT 部門の意思決定者にとって、サステナビリティの重要性はこれ以上ない
ほど明らかです。大企業のIT 部門のリーダーのほぼ半数が、企業の価値観
に合わせ、従業員の定着率を高め、収益性を向上させるためにサステナビ
リティへの取り組みを始めています。その結果、そうした大企業の3 分の2
以上が自社の技術が業界最高の環境基準を満たすと予想しています。1

大多数が同意…
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01. 従業員のためにサステナブルな 
ワークスペースを構築する

慈善活動や単純なリサイクルプログラムは、サステナビリティへ
の取り組みの初期の段階では魅力的でしたが、今日では最低限
必要なものとなっています。従業員は今や、自分の会社が持続可
能な未来を構築するために、より有意義で目に見えるものにコ
ミットメントすることを期待しています。

その結果、大企業のほぼ半数が、エネルギー消費量が少なく、業
界のサステナビリティ基準を満たす製品を積極的に求めるよう
になりました。1 ハードウェアソリューションを購入する際には、大
企業の4 分の3 近くが、二酸化炭素排出量を削減する取り組みを
行っている企業による、よりサステナブルなテクノロジーを求め
ています。1

幸いにもサステナブル・イノベーションは消費者の要求に対応
できています。Lenovo Neptune ™ Direct-Water Cooling を活用
したソリューションは、例として電気料金を最大40% 節約します。

Lenovo の 効 率 的 な 梱 包 は、お 客 様 に
とって使いやすいだけでなく、2021 年時
点で3,240 トンの包材の廃棄を削減しま
した。2 
Lenovo ThinkPad® およびThinkBook® デバイスは、使用済みの
リサイクルプラスチックを活用し、その製造工程には低温はん
だ技術を使用しています。これにより、年間約253 万6,000 リッ
ター以上のガソリンに相当する温室効果ガスの排出が削減され
ます。Lenovo は、2025 年までにサプライチェーンの温室効果ガ
ス排出量を100 万トン削減するという目標を掲げています。また、
Lenovo 製品は信頼性が高く修理が容易で、寿命を最大限に延ば
し、環境への影響を最小限に抑えます。

02. サステナブルなインフラの構築

大企業のほぼ半数が持続可能なIT インフラを目標としており、
エネルギーと材料効率を優先するエンドツーエンドのテクノロ
ジーソリューションを求めています。1

Lenovo と提携することで、企業はテクノロジーのライフサイク
ル全体で、二酸化炭素排出量の少ない製造技術、海洋ごみから
製造された製品梱包材、エネルギー効率の高い運用、最高クラ
スの買い取りと廃棄などといった、サステナブルなベストプラク
ティスの恩恵を受けることができます。

IT 部門の意思決定者は、クラウドへの移行をサステナビリティ
の実現とみなすこともできます。ThinkAgile HX シリーズなどの
Lenovo ハイパーコンバージド・インフラストラクチャー(HCI)
アプライアンスといったクラウドコンピューティングテクノロ
ジーは、スケーラブルで省スペース・省電力なハイブリッドクラ
ウドプラットフォームを提供します。アクセンチュアの分析によ
ると、全世界でのクラウドへの移行により、年間5,900 万トンの
CO2 排出を削減できると推定されており、これは2,200 万台の
乗用車が道路から消えることに相当します。3

Lenovo のCO2 オフセット・サービスを通じてお客様は、植林、
再生可能エネルギー、太陽光発電などのCO2 オフセットプロ
ジェクトにクレジットを指定することで、自社のテクノロジー関
連の排出量を相殺できます。これにより、二酸化炭素排出量の
相殺はシンプルになり、組織内でコントロールできるようになり
ます。

そのための 3 つの方法を紹介。

組織と地球環境に良い影響を与えるサステナブルな 
テクノロジーを選びましょう

48%
の大企業が、従業員の採用と定着を高めるため
にサステナビリティへの取り組みを実施していま
す。2



03. as-a-service による最適化 

適切なコンピューティングリソースの配分はサステナビリティの根幹となる
原則であり、最適化に向けて取り組みを進める必要があります。リソースの
活用に際してas-a-service モデルを適用することで、企業は最新のテクノロ
ジーの利用と過剰投資の抑制を両立することができます。

Lenovo TruScale を使用すると、IT 部門の意思決定者は、進化するビジネス
ニーズにスケーラビリティを活用して対応できます。過剰な在庫を抱え込む
ことや、古いデバイスに関連するセキュリティリスクの管理について気をも
む必要がなくなります。TruScale DaaS は、IT を採用し管理するためのよりス
マートなアプローチであり、購入から廃棄まで環境への影響を最小限に抑
えた持続可能なエンドツーエンドサービスを提供し、リフレッシュサイクル
の代替手段を提供します。

資産の買い取りは、IT 部門の意思決定者にとって最優先事項です。中規模
企業の40% 近くが、使用済みデバイスの管理が大きな経済的負担になって
いると述べています。2

Lenovo の機器買取サービスは、寿命を迎えた
製品の買い取りを容易にするだけでなく、最先
端の再資源化技術により法人で使用されたパ
ソコン関連商品の寿命の延長にも取り組んでい
ます。
as-a-service ソリューションは、従業員に最新の最も効率的で持続可能な
環境を提供します。Qualtrix の最近の調査によると、全世界の従業員の70%
は、会社が提供するテクノロジーに不満を感じています。4 この問題はas-a-
service テクノロジーで解決できます。

サクセスストーリー

Debeka Group

Debeka Group がLenovo と提携してモバイル
分野の販売スタッフに機器を支給する際、持続
可能性はパッケージの一部でした。

• サステナブルな配送。ノートPC の配送に航空
機ではなく列車を使用することで、配送工程の
CO2 排出量を94% 削減しました。

• 効率化されたバルク梱包。8 台のデバイスの
出荷に段ボール箱を１つだけ使用することで、
Lenovo はDebeka Group の梱包に関する環
境への影響を87% 削減する一役を担いました。

•	 ペーパーレス処理。360℃の回転ヒンジとタッ
チスクリーンを統合し、内蔵型充電式アクティ
ブ ペン を 備えたLenovo ThinkPad® X1 Yoga
により、現場での取引成立に必要なデジタル
署名が可能になりました。

「私たちは、廃棄物と環境への影響を減らすのに
役立つ、カスタマイズされた非常にサステナブ
ルな技術ソリューションを導入したことを誇りに
思っています。」

Debeka Group、クライアントデバイスの 
ライフサイクル管理チームリーダー、Marcel Wirth 氏

続きはこちらから>>>

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_Debeka.pdf?refId=8df65e1a-70d9-4401-a609-1e38272e990f


起動時から始まるサステナビリティ

Windows 11 で稼働するLenovo デバイスは、ソフトウェアレベルで環境へ
の影響を管理するのに役立ちます。

• Carbon-aware 機能	はリアルタイムの電力網情報に基づいて更新プロ
セスを最適化することにより、二酸化炭素排出量を削減します。たとえば、
PC はエネルギー負荷が最も効率的な時を選んで更新を完了します。この
機能はデータが入手可能な場合のみ実行されます。

• Microsoft	Cloud	for	Sustainability	は、組織のカーボンフットプリントの
追跡、測定、管理に役立ちます。 

Lenovo デバイスはWindows 11 用に最適化されています。

提携の詳細はこちら>>>

およそ 40%
の中規模企業が、使用済みデバイスの管理が 
大きな経済的負担になっていると述べています。

世界中の 70%
の従業員は会社が提供するテクノロジーに不満
を感じています。

1 Reach3 Insights と Lenovo 「Human-centered insights to fuel IT’ s vision」、2022 年 7 月
2 Lenovo Group Limited の「2020-2021 環境、社会的およびガバナンスレポート」2021 年
3 アクセンチュア、「クラウドの裏側のグリーン」レポート、2020 年 9 月
4 Qualtrix、「2022 年従業員エクスペリエンストレンドレポート」、2021 年 11 月

https://www.lenovo.com/us/en/windows-11/


■ 直接水冷設計。 CPUとGPU用のLenovo Neptune™ Direct-
Water Coolingにより、電気代が最大40%節約できます。

■ リサイクル材料。 Lenovoは海洋プラスチックをリサイクル
し、サーバー梱包用の従来のポリエチレン袋の代わりに使用
しています。ビジネス用ノートパソコンには使用済みプラス
チックを活用し、原材料の消費を最小限に抑えます。

■ 機器買取サービス。包括的な使用済み製品の買い取りと
再資源化により、環境への影響と、機器の廃棄に伴うデータ
セキュリティリスクの両方が軽減されます。

■ クラウドへの移行。全世界で、クラウドへの移行により、年間
5,900万トンのCO2排出量を削減できると推定されており、こ
れは、2,200万台の乗用車が道路から消えることに相当しま
す。5  Lenovoのハイブリッドクラウドソリューションでスケー
ラビリティとパフォーマンスを両立します。

■ 低温はんだ技術による製造。Lenovoの製造工程は積極的
に温室効果ガスの排出量を削減します。

■ 二酸化炭素排出の相殺。LenovoのCO2オフセット・サービ
スにより、お客様は、植林、再生可能エネルギー、太陽光発電
などのCO2オフセットプロジェクトにクレジットを指定するこ
とで、テクノロジーに関連するCO2排出量を相殺できます。詳
細はこちらから。

■ 責任ある梱包。Lenovoの合理化されたパッケージングによ
り、2021年時点3で3,240トンの包材を廃棄から救い、Debeka 
Groupが梱包による環境負荷を87%削減するのに役立ちまし
た。

■ As-a-serviceソリューション。PCからエッジ、クラウドに至る
まで、一貫性を持って最適化します。Lenovo TruScaleがあれ
ば、過剰な在庫を抱え込んだり、古いデバイスを管理する必
要なしに、スケーラブルなソリューションを手に入れることが
できます。

チェックリスト

企業の環境目標を後押しする技術革新
テクノロジーは着手しやすい領域です。地上からクラウドまで、以下に記載する項目は 
サステナビリティに関するイノベーションのほんの一部です。
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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.
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