
業界
運輸系企業

課題
国内大手メーカーから調達してきた
PCのコストパフォーマンスが悪く、
また世代の古い技術を搭載したモデ
ルしか入手できなかった

解決策
コストパフォーナンスに優れ、かつ
短納期で入手できるAMD Ryzen™ 
PRO プロセッサーを搭載した
Lenovoのノート型PCおよびデスク
トップ型PCを新たに採用

結果
同じ予算内でより性能に優れたPC
を調達できるようになった。また、
短納期で導入できたため、急なテレ
ワーク需要にも迅速に対応できた

AMDテクノロジー概要
AMD Ryzen™ PRO 5000シリーズ

テクノロジー・パートナー 

国内メーカーのPCは品質がいいものの
コストパフォーマンスに課題がー
鉄道やバスといった公共交通機関を運営する企
業は、単に人々に移動の手段を提供するという
だけでなく、地域の経済活動において中心的な
役割を担うことが多い。地方都市で鉄道やバス
の事業を広く展開するこの会社も、そんな企業
の1つだ。同社は周辺地域で最大規模の鉄道網や
バス運行網を運営するほか、不動産事業などを
通じて地域の生活および経済を長年に渡り支え
続けている。
そんな同社は現在、業務の生産性向上を目指し
てITの積極活用を進めている。社内のあらゆる業
務でPCが活用されており、社内では約700台のPC
が稼働している。また従業員が先進技術の恩恵
をより早く受けられるよう、毎年100台ほどのPC
を最新機種に入れ替えている。こうして最新の
PCを定期的に導入し、現場の従業員に活用して
もらうことで、業務生産性の向上や柔軟な働き
方の実現を目指している。

その一方で、かねてからPC調達に
関して幾つかの課題も抱えていたと
いう。同社のPC導入・運用に関わ
るすべての業務を一手に担う情報シ
ステム課で課長を務める人物は、こ
のあたりの事情を次のように話す。

「これまでは一貫して、某国内大手
メーカーのPCを採用し続けて来ま
したが、コストパフォーマンスの悪
さをずっと感じていました」 
海外メーカー製の同等スペックの製品と比較す
ると、やはり価格が高くなってしまうのがネッ
クだった。また最新テクノロジーが製品に反映
されるスピードも、海外メーカーと比べると遅
かった。既に海外製品では当たり前のように実
装されている新技術が、最新モデルになって
もまだ導入されていないこともしばしばあり、
以前から他メーカーの製品の導入を検討してき
た。 
実際、試しに海外メーカーのPCを試験的に導入
してみたこともあった。これらの製品は確かに
価格面や最新技術へのキャッチアップという点
では魅力的だったが、実際に使ってみるとさま
ざまな面で粗が目立ったという。やはりこれま
で使ってきた国内メーカーのPCと比べると故障

率が明らかに高く、またメーカーのサポート体
制も心許なかったため、正式採用にまでは至ら
なかった。 「このままコストパフォーマンスの
悪さに目をつぶって、国内メーカーの製品を使
い続けるしかないのだろうか……」
　そう諦めかけていたところ、PCの調達を依頼
していた社外のパートナー企業から提案を受け
たのが、Lenovo製のPCだった。

コストパフォーマンスに優れたAMD 
Ryzen™ PRO プロセッサーを搭載した
LenovoのPCを採用

Lenovo製PCの提案を受けた際の印象について、
同社 情報システム課の係長は次のように述べ
る。「弊社ではこれまで、Lenovo製PCを導入し
たことは一度もありませんでした。しかし業務
外で触れたり見聞きする機会はこれまでもあ
り、その範囲内では悪い評判を聞いたことはあ
りませんでした。また国内大手メーカーへの供

給を行っていることから、品質の点
でも信頼できるのではないかと考え
ました。そこで実際に評価機をお借
りして、その性能や使い勝手を検証
してみることにしました」 
ノートPCのディスプレイのサイズ
の違いによる使い勝手や生産性の
違いを評価するために、異なるサ
イズのノート型モデルを複数台借
りて検証を行った。加えて、ディ
スプレイサイズと並ぶもう1つの重
要な評価項目として挙げていたの
が、「CPUの違い」による使い勝手

や安定性の検証だった。Lenovoは以前からAMD 
Ryzen™ PROプロセッサーを自社製品に積極的に
採用しており、そのコストパフォーマンスの高
さについて多くのユーザーから高い評価を受け
ていた。同社もAMD搭載製品に着目し、ぜひIntel
製CPUを搭載した製品との比較検証を行いたいと
考えたのだ。
情報システム課のメンバーの間では、もともと
AMD製APUの評価は上々だったという。課長は
AMD製品の印象について「かつては自作PC用の
インテル互換CPUというイメージが強かったの 
ですが、近年ではビジネス用途でも広く採用さ
れており、かつコストパフォーマンスは昔と変
わらず圧倒的に高いので、試す価値は十分ある
と感じていました」と話す。

「価格はAMD搭載機
の方が若干安いにも関
わらず、性能は逆に高
いことが分かり、その
優れたコストパフォー
マンスをあらためて実
感することになりまし

た。」-
運輸系企業 

情報システム課 課長
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AMD Ryzen™ PRO・プロセッサーを搭載した
モデルの採用で「より安く、より速い」
PCの調達を実現
AMD Ryzen™ PRO搭載Lenovo製PCの新規導入で社内のPC環
境を大幅にグレードアップ



紹介企業について
本ケーススタディーに紹介した企業は、西日本の地域交通
のトップ企業です。鉄道輸送、軌道事業、客車・チャータ
ー事業、不動産（宅地開発、土地・建物の売買・賃貸）、
広告など、幅広い事業展開をしています。このケーススタ
ディでは、お客様は匿名を希望されました。

Lenovoについて
Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) は、売上高600億米ドルの
フォーチュン・グローバル500企業であり、世界180の市場
でお客様にサービスを提供しています。すべての人にスマ
ートなテクノロジーを提供するというビジョンを掲げ、世
界を変えるテクノロジーを開発し、（デバイスやインフラ
を通じて）何百万ものお客様にパワーを与え（ソリューシ
ョン、サービス、ソフトウェアを通じて）、世界中のすべ
ての人にとってより包括的で信頼できる、持続可能なデジ
タル社会を創造しています。 詳細については、lenovo.com
をご覧ください。

AMDについて
AMDは 50 年以上にわたり、ゲーム、没入型プラットフォ
ーム、データセンターを構築するブロックの高パフォーマ
ンスコンピューティング、グラフィック、可視化テクノロ
ジーのイノベーションを推進しています。世界中の数億人
の消費者、フォーチュン 500 の主要企業、最先端の科学研
究施設がAMDテクノロジーを信頼し、日々の生活、仕事お
よびプレイ方法を改善しています。世界中のAMDの従業員
は、新境地を開く優れた製品の構築にフォーカスしていま
す。AMDがどのように未来を切り拓いているのか、詳細は
こちら以下のリンクをご覧ください。AMD Ryzen™ PRO

そしてもう1つ、AMD製APUの大きなアドバンテージだったのが「短納
期」だった。当時はIntel製CPUの供給が世界中で滞っており、これを搭載
したPCの納期も長期化する傾向が強かった。それに比べ、AMD製APUを搭
載したPCは比較的短い納期で安定的に供給されていたため、この点も大
きな魅力だったという。

　実際に標準グレードのIntel搭載機とAMD搭載機それぞれの性能をベンチ
マークテストで計測して比較してみたところ、AMD搭載機の方が良好な
結果を示した。

「価格はAMD搭載機の方が若干安いにも関わらず、性能は逆に高いこと
が分かり、その優れたコストパフォーマンスをあ
らためて実感することになりました。安定性やソ
フトウェアの互換性に関してもまったく問題な
く、世間一般でも高い評価を受けていることか
ら、正式にAMD搭載機を採用することにしまし
た」

速やかな調達でコロナ禍に伴うリモー
トワーク需要にも迅速に対応
AMD製APUを搭載したLenovo PCの導入は、2019
年後半から2020年初頭にかけて複数回に分け
て行われた。AMD Ryzen™ PRO プロセッサーを搭載したノート型製品
「ThinkPad」が38台と小型デスクトップ型製品「Tiny」が97台、合計135台
のPCが導入された。

導入作業自体は極めてスムーズに運んだという。製品の調達は遅れること
なくほぼスケジュール通りに行われ、わずかに発生した初期不良もLenovo
のサポートチームが迅速に対応したおかげで事なきを得た。この導入作業
に直接携わった情報システム課のメンバーは、「Lenovoさんのサポート窓
口に迅速に対応いただいたおかげで、初期不良の影響も最小限で済みまし
た。またその後も何度かLenovoさんのサポートにはお世話になっています
が、いつも素早く対応していただき本当に助かっています」と語る。

現場に展開を終えて運用を開始した後も、ThinkPad、Tinyともに安定して
稼働している。国産製品と比べ明らかに故障が多かった他の海外メーカ
ーの製品とは異なり、Lenovo製PCは極めて故障が少ないとともに、サポ
ート体制も充実しているので安心感が高いという。現場でPCを利用する
従業員からも「筐体デザインがかっこいい」と評判は上々だ。また「Intel
入ってる」のキャッチコピーで一般にも広く知られるIntel製のCPUではな
く、AMD Ryzen™ PRO プロセッサーを搭載していることに対する不安や戸
惑いの声は、ユーザーからは一切聞かないという。

なお同社は現在、コロナ禍に伴いリモートワークを導入している。従業員
のために快適なリモートワーク環境を提供する上でも、
今回新たに導入したLenovo製PCは大いに役立っているという。

「在宅勤務をしている従業員は、自宅のPCから会社のPCにリモートデスク
トップを介して接続・遠隔操作して作業を行います。そのため、会社で使
っているPCの性能や使い勝手が、そのままリモートワーク環境での生産性
に直結します。その点今回導入したLenovo製のPCは、旧機種と比べはるか
に性能に優れるため、快適なリモートワーク環境を実現する上でも大いに
役立っています」
またコロナ禍に伴う緊急事態宣言に対応するために、短期間の内にリモー
トワーク環境を整備する必要があったが、この点においてもAMD搭載モデ
ルは短期間のうちに調達できたためとても助かったという。なお今回のPC
調達はコロナ禍以前に計画したものだったため、ノート型PCよりデスクト

ップ型PCを多く導入したが、今後の調達においてはリモ
ートワーク環境における使い勝手を考慮し、ノート型の
割合が増える見込みだという。

今後もAMD製APUを搭載したLenovo PCの導入
を積極的に検討

今回のPCリプレースを通じて、情報システム課のメンバ
ーはあらためてAMD製APUの良さを実感したという。

　「AMDのモバイル・プロセッサーというと、これまで
は『デスクトップ型の自作PCに搭載するもの』というイメージが強かった
ので、ノートPCでも広く使われていることは正直知りませんでした。しか
し今回、実際にAMD製APUを搭載したThinkPadを評価してみて、Intel製CPU
を搭載した同グレードの機種よりベンチマークの結果が良かったことか
ら、AMD製品に対する認識を新たにしました」（係長）

「20年ほど前にAMDプロセッサーを使ってPCを自作した際にはIntelの後追
いという印象もあり安定性にも若干問題があったことを覚えていますが、
今のAMD製品はむしろ技術の先を進んでおり、そうした不安は一切なさそ
うですね」（課長）

こうした導入効果を踏まえ、同社では今後のPC調達においてもLenovoおよ
びAMDの技術を採用した製品の採用を積極的に検討していきたいとしてい
る。今後もPC調達の都度、その時々でコストパフォーマンスや納期の面で
有利な製品を選んでいく予定だが、「今回導入したRyzen搭載のLenovo製
PCは価格および性能の面でとても満足していますから、今後のPC調達にお
いても納期が確実に担保されるのであれば、ぜひ導入を積極的に検討した
いと考えています」（課長）という。

「20年ほど前にAMD Ryzen™ モバイル・
プロセッサーを使ってPCを自作した際
にはIntelの後追いという印象もあり安
定性にも若干問題があったことを覚え
ていますが、今のAMD製品はむしろ技
術の先を進んでおり、そうした不安は

一切なさそうですね」-運輸系企業 情報
システム課 課長

ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
セキュリティを強化した
AMD Ryzen™ PROシリーズを選択可能 

優れた処理能力やグラフィック性能を発揮し、ス
ムーズに作業を行うことができます
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