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本書の内容

デジタルトランスフォーメーションは通常、中堅・中小企業に新たな収益源と 

新たな働き方をもたらしますが、それを進めるにはコスト、時間、労力が必要 

です。HPEファイナンシャルサービス (HPEFS) なら、中堅・中小企業がそうした 

コストを管理し、展開、テスト、および初期の本稼働フェーズを前倒しで進める
ための資金を得られるようサポートすることが可能です。

本書では、中堅・中小企業がこのようなデジタルトランスフォーメーションの妨げ
となる資金の障壁を乗り越え、ビジネスの財務面の活力を向上させるのに役立
つ、HPEFSが提供する数多くのプログラムについて詳しく解説します。
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• 自社のすべての優先事項と目標に沿って予算を管理できる

• レガシー資産の価値を見出し、それらに代わる新しいテクノロ
ジーの資金を調達できる

• 新しいテクノロジーの資金調達のニーズに対応し、ビジネスの
継続性と実現性を確保できる

• コスト効率の高い方法でイニシアチブとそのライフサイクル
全体の資産を管理できる

HPEFSは、財務とテクノロジーの両面で長年の経験があり、それ
らを組み合わせることで中堅・中小企業が利用可能な融資オプ
ションを知るに役立つITプレイブックを作成できるようお客様を
サポートしています。このITプレイブックは、中堅・中小企業が最適 

な融資ソリューションを活用してアジリティを維持し、ビジネス 

目標を達成するうえで大きな効果を発揮します。

中堅・中小企業の興味を引く 
HPEFSのプログラム
業界標準のIT融資オプションに加え、HPEFSでは、キャッシュフ
ローを圧迫したり、ビジネスの生産性を低下させたりすることなく、
中堅・中小企業がテクノロジーリフレッシュやデジタルトランス 

フォーメーションのコストを賄えるよう設計された、多数の融資 

プログラムを用意しています。HPEのプログラムは、図1に示され
ているように、企業が自社のリソースを補完するための資金が必
要になった場合に財務とテクノロジーのギャップを解消する設計
となっています。以降のサブセクションでは、このようなプログラム
の5つについて説明します。

デジタルトランスフォーメーションとは、新しいデジタルテクノロ
ジーの機会と機能を最大限に活用できるようにするために、ビジ
ネスアクティビティ、プロセス、コンピテンシー、およびモデルを 

進化させることを指します。中堅・中小企業をはじめとする今日の
企業は、デジタルトランスフォーメーションを実現するための新し
いテクノロジーを実装して成長と改善を図らなければならないと
いう大きなプレッシャーを感じています。その目標は、顧客、パー
トナー、およびサプライヤーをリアルタイムで連携させて従業員が 

生産性を最大限まで高められるようにすることにあり、これには、
デジタルトランスフォーメーションの財務面の課題に対応したり、
将来の成長とデジタルトランスフォーメーションのメリットを実現
するためのIT資産の資金調達と管理の方法を検討したりといった
ことが含まれます。

HPEは、効率、アジリティ、およびイノベーションの面でお客様に
いくつかの大きな成果をもたらしています。

• 効率はタスクの自動化によって向上します。効率が向上すると
ITのコストが削減され、他のプロジェクトやアクティビティに 

資金を投じられるようになります。

• アジリティはプロセス編成によって向上します。アジリティが 

向上するとタイムリーな業務の遂行が可能になり、業務要件に
迅速に対応できるようになります。

• イノベーションは、効率とアジリティが向上し、新しい、また
はより優れたビジネスプロセスや機能を特定、追求、実装
するための作業に人員、時間、リソースを投入できるように
なったときに起こります。

中堅・中小企業の財務面の懸念または 
制限の克服

HPEは、中堅・中小企業がコストを管理しながらデジタルトラン
スフォーメーションを実現できるようサポートすることが可能で
す。中堅・中小企業は、常にキャッシュフローを確保したり、支出
を遅らせるか減らしたり、容量不足やデリバリの遅延を解消した
りする方法を模索していますが、HPEファイナンシャルサービス 

(HPEFS) は、そうした目標の達成に向けて、融資、サブスクリプ
ション、資産ライフサイクル管理プログラムなどのIT投資に対する
ポートフォリオアプローチで財務面の活力を向上させます。

テクノロジー資産とビジネス目標を整合させることにより、中堅・
中小企業は次のようなメリットを得られます。

• サブスクリプションプログラムによって現金を確保し、コストを 

予測できる

Figure 1:  内部資金だけでデジタルトランスフォーメーションの 
コストを賄えない場合は、HPEFSがサポートいたします。

新しいテクノロジーの取得の妨げと

なる資金調達の障壁を取り除く

成長をサポートして運用を効率化する

IT資産とITリソースを管理

競争力を維持できるようイノベーションと

拡張のための準備をプロアクティブに

整える
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せることが可能な購入済みの機器の支払いに関して最大1年間の 

猶予が与えられるため、中堅・中小企業はその機器がコストを 

相殺する収益を創出するようになって初めて料金を支払うことに
なります。

レガシー環境の最適化

中堅・中小企業が特定の一般的な状況に低コストで対応できるよ
う、HPEFSではHPEの認定中古機器テクノロジーを提供していま
す。このようなテクノロジーは、レガシーアプリケーションをサポート
したり、ビジネスの継続性を確保したり、コンピュート、ストレージ、
およびネットワーキングリソースのピーク需要や季節的需要に対
応するために容量や機能を追加したりする必要がある中堅・中小
企業にとって価値のあるものと言えます。

容量不足やデリバリの遅延を解消する 
短期レンタル

最後に、HPEFSでは、HPEの中古機器テクノロジーに関しては 

3～12か月、新しいHPEのPCに関しては最大12か月の短期レン 

タルを行っています。このように、HPEFSは、移行またはビジネス
に対する予期せぬ影響 (大半の中堅・中小企業で在宅勤務の体制 

がほぼ普遍的となり、リモートワーカーに適したPCが必要になっ
たことでもたらされた影響など) によって生じたギャップを解消
できるよう中堅・中小企業をサポートしています。このようなテク
ノロジーは、中堅・中小企業の仕様に合わせて工場で構成してか
ら出荷されます。また、標準保証が付いており、HPE Pointnext 

Servicesのサポートを受けたり、保証期間の延長も可能です。

中堅・中小企業向けのその他の 
オプション

このようなプログラムに加え、HPEFSでは、中堅・中小企業の 

お客様の興味を引くと思われる次のようなオプションも提供して
います。

• HPE Adaptable Use Models: HPEFSでは、構成可能な機能
を含む投資ソリューションとして、お客様にこのようなモデルを
提供しています。中堅・中小企業は、事前に計画した不測の事態
やニーズに基づいて支払い額を増減できるオプションを含む
月払いプランを選択することが可能です。このようなアプローチ
により、中堅・中小企業は延長したスケジュールをより柔軟に 

管理できるようになります。また、中堅・中小企業がIT需要を
予測したり、パイロットプロジェクトに関連するリスクを負ったり
するうえでの不確実性に対処するのにも役立ちます。

既存の資産から資金を調達

HPEFSは、中堅・中小企業が既存のテクノロジー資産から価値
を引き出し、それを新しいテクノロジーやアップグレードされた 

テクノロジーを購入するための資金に充てられるようサポートしま
す。このようにして増加した資本は、IT支出のギャップを解消する
のに役立ちます。またこうした資本により、中堅・中小企業はビジ
ネスのその他の部分の資金をより柔軟に調達できるようになりま
す。さらにHPEFSは、中堅・中小企業がもう必要としていない余分
な新世代のテクノロジーを買い戻すこともでき、2018年以降、その
ような資産から6億4,200万ドルを中堅・中小企業の顧客とお客様
に還元しています。

包括的なITソリューションの 
サブスクリプション

適切なITツールやテクノロジーを低コストでタイムリーに利用
できるこれまでにない機会を中堅・中小企業に提供するため、
HPEFSでは、新しいテクノロジーの購入をサポートするサブスクリ
プションプランを用意しています。サブスクリプションを開始してす
ぐにデリバリとインストールが行われるため、中堅・中小企業は短
時間のうちに新しい機能の使用を開始できます。このプログラム
には、シームレスなアップグレードとリフレッシュが含まれているた
め、プログラムを利用する中堅・中小企業は、当面のアップグレード
とアップデートの費用を自動的に支払っていることになります。

支払いと本稼働が一致

HPEFSは、中堅・中小企業がすぐにコンピュートおよびストレージ
容量を取得できる、段階的な展開プログラムを提供しています。容
量を取得した後、中堅・中小企業は支払いの前にシステムの構成、
テスト、および展開に必要な時間を取ることができます。これによ
り、中堅・中小企業は予算サイクルと実装のスケジュールに大き
な影響を与えることなく、必要不可欠なビジネスアクティビティを
維持することが可能になります。このプログラムでは、展開のスケ 

ジュールを12か月間延長できるようになっており、すぐに稼働さ

HPEファイナンシャルサービスは、財務
とテクノロジーの両面で長年の経験が 
あり、それらを組み合わせることで中堅・

中小企業が利用可能な融資オプションを

知るに役立つITプレイブックを作成でき
るようお客様をサポートしています。
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• HPE Subscription for Servers: これは、中堅・中小企業
が、ベストインクラスのコンピューター、ストレージ、ネットワー
キングハードウェア、ソフトウェア、アクセサリ、および月額料金 

を予測可能なHPE Pointnext Servicesを含む、一連の事前 

定義済みのオプションからニーズに合ったテクノロジーパッ
ケージを選択できる、HPEFSのソリューションの名称です。
中堅・中小企業は、必要に応じてテクノロジーをサブスク
ライブ、使用、返却、更新するとともに、サブスクリプション
にオプションを追加することにより、いつでも機能と容量を
増やすことができます。

HPEFSは、中堅・中小企業のお客様がデジタルトランスフォーメー
ションによってもたらされる効率、生産性、および収益性の向上
のメリットを活かせるよう、いつもでサポートすることが可能です。
HPEと連携するにあたっては、ITツールやテクノロジーを熟慮し
て慎重に取得することによってビジネスで最高の成果を得られる
よう、HPEFSがどのようなサポートを提供できるのかを必ず尋ね
るようにしてください。HPEFSなら、手頃な価格と最適な条件で 

ビジネスニーズを満たす最善の方法を見つけられるようお客様を
サポートすることが可能です。

詳細については、中小企業向けIT融資ソリューションかHPEFSの
ページをご覧ください。

• 資産リサイクルサービス 既存のレガシーIT資産を現金化し
て新しいテクノロジーを取得するための資金を調達することを 

選択した中堅・中小企業は、古いテクノロジーが悪用された
り、望ましくない情報の開示につながったりしないようにす
る必要があります。HPEの資産リサイクルサービスでは、下
取りしたすべてのストレージメディアを安全に上書きするとと
もに、再目的化するのか完全に廃棄するのかにかかわらず、
環境に責任を持って確実にすべてのテクノロジーの撤去と
リサイクルを行います。

• 支払延期と成長に応じた支払い: HPEFSでは、中堅・中小 

企業がデジタルトランスフォーメーションの資金を柔軟に調達 

できるよう (費用を柔軟に支払えるよう) さまざまな支払い 

プランを用意しています。支払延期では、場合によって支払い
を最大90日遅らせることができます (詳細については、HPEFS

までお問い合わせください)。成長に応じた支払いプランの
場合、中堅・中小企業は、新しいテクノロジーを展開するとき
に少額で開始し、テクノロジーの採算が取れるようになって 

収益が増加すると支払い額が増える、段階的な支払いを 

利用することが可能です。

• HPE Pre-Provisioning: このソリューションにより、中堅・中小 

企業は実際のニーズに先立って事前構成済みのすぐに稼働 

可能なサーバーやVMなどのテクノロジーにすばやくアクセスで
きます。HPEFSでは、ハードウェアとサーバー向けのさまざまな
事前プロビジョニングオプションを提供しているため、状況に
応じてそれらのオプションがビジネスの成長にどのように役立
つのかを必ず問い合わせるようにしてください。

適切な I Tツールやテクノロジーを低 
コストでタイムリーに利用できるこれまで

にない機会を中堅・中小企業に提供する

ため、HPEFSでは、新しいテクノロジーの
購入をサポートするサブスクリプション 
プランを用意しています。

HPEFSは、中堅・中小企業のお客様が 
デジタルトランスフォーメーションによって

もたらされる効率、生産性、および収益性

の向上のメリットを活かせるよう、いつも

でサポートすることが可能です。

https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/4AA6-1444JPN
https://www.hpe.com/jp/ja/services/finance-it-technology.html
https://www.hpe.com/jp/ja/services/financial-services.html
https://www.hpe.com/jp/ja/services/financial-services.html
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