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はじめに

ビジネスの成長と 
イノベーションを実現する 
最大の機会

中堅・中小企業のデジタルトランスフォーメーションGorilla 
Guide To...® (Express Edition) をご覧いただきありがとう
ございます。本書は、現状を改善したいと考えるお客様に最適

な内容となっています。

今日の環境では、従来型のツールやテクノロジーがイノベー

ションの足かせとなり、生産性や収益性を低下させる可能性が

あります。中堅・中小企業をはじめとする、あらゆる規模の企業

が、ITインフラストラクチャの最新化と効率化を実現するデジ 
タルトランスフォーメーションの効果やメリットを認識し始めて

います。また同時に、イノベーションを推進し、成果を向上させ、

販売サイクルを短縮してテクノロジー支出のROIを向上させる
機会を模索しています。

HPEは、IT資産のセットアップ、構成、展開、管理に必要な時間 
を短縮する自動化ツールなどにより、中堅・中小企業における 
デジタルトランスフォーメーションの推進をサポートしていま

す。HPEでは、中堅・中小企業のワークロードに対応した新
しいIT機器の選択をサポートするソリューションウィザード
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に加えて、新しいサーバーを瞬時に展開できるIntelligent 
ProvisioningおよびRapid Setup機能を提供しています。

今あるIT資産を最大限に活用するということは、プロアク 
ティブなトラブルシューティングなど、AI主導の管理機能を 
活用することでもあります。HPEは、InfoSightテクノロジーに
より、中堅・中小企業がこうした機能を利用できるようにサポート 
しています。HPE InfoSightでは、人工知能と機械学習を活用 
して顧客基盤から有益な情報を引き出し、中堅・中小企業のIT
環境に関する推奨と問題予測を行うことが可能です。

この簡単なガイドでは、中堅・中小企業のデジタルトランス

フォーメーションがもたらす価値とコスト、HPEのサポートに 
より大きな中断なしにデジタルトランスフォーメーションを実現

する方法、およびビジネスの成長とイノベーションを実現する 
最大の機会について説明します。

HPEとともにデジタルトランスフォーメーションの世界に足を
踏み入れ、発見の旅を始めてください。まず最初に、変革を妨げ

る要因について概説します。



第1章

レガシーテクノロジーの課題

レガシーシステムには、かつて広く使用されていたハードウェア

とソフトウェアが含まれており、その当時は最先端だったものも

今や時代遅れとなり、新しい製品に交換されたり、改良された

りしています。テクノロジーは急速に進化するため、最新のテク 
ノロジー投資もすぐに陳腐化してしまいます。

問題なのは、古くなったテクノロジーが、同等またはより高性能

の新しいテクノロジーと比べて、効率とROIの面で劣ることで
す。つまり旧式のテクノロジーでは、最新または最良のユーザー 
エクスペリエンスを提供できていない可能性もあります。 
さらに気がかりなことに、旧式のテクノロジーは、企業が 
顧客のニーズに合わせて迅速かつ安全にエクスペリエンス

を提供するのを妨げている可能性があります。特にセキュリ

ティの問題はさらなるリスクをもたらしており、コンプライ

アンス要件を満たしていない企業には罰金や罰則が科せら

れることになります。

多くの小規模企業 (と経営者) が、耐用期間を超えてレガシー
システムを使い続けているという残念な事実があります。 
実際には、古くなったテクノロジーを稼働し続けることで、 
コストが増えるだけでなく、生産性も低下する可能性があり
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ます。つまり、旧式のテクノロジーを交換することで得られる 
メリットは、レガシーシステムを維持することで負うリスクを 
大きく上回っています。

レガシーでは対応できない分野

レガシーシステムでは多額のコストがかかり、ビジネスの崩壊

につながる問題を引き起こしかねない分野がいくつかありま

す。図1に示すように、次の分野が該当します。

• メンテナンス レガシーシステムのメンテナンスに費やす時間、
労力、コストは、予算の管理と最適化に努める小規模企業に

とって大きな負担となります。

コンプライアンス
の問題

技術的制約

低い
パフォーマンス

高い
メンテナンスコスト

移行

低い
メンテナンスコスト

高い
パフォーマンス

不十分な
セキュリティ

スケーラブルな
アプリケーション

新しい
システム

最適な
コンプライアンス

強力な
セキュリティ

レガシー
システム

図1: 中堅・中小企業が抱えるレガシーシステムの問題 
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• セキュリティ ソフトウェアとハードウェアのベンダーは、脅威 
や脆弱性に対処するためのパッチ、アップデート、修正を 
定期的に提供していますが、遅かれ早かれ、すべてのプログ 
ラムとプラットフォームがサポート終了 (EOL) を迎えます。
新しいテクノロジーでは、セキュリティの新機能が頻繁に 
追加されますが、古いテクノロジーには追加できません。

• コンプライアンス さまざまな規制の枠組みや制度 (HIPAA、 
PCI、SOX、GDPRなど) に従わなければならない企業で 
は、テクノロジーのセキュリティを確保してサポートすると 
ともに、コンプライアンスを確認する監査でそれを裏付け

る必要があります。コンプライアンスに違反すると、民事上 
または刑事上の罰則、および制裁金を科せられる場合が 
あります。

• 故障率の上昇  システムが老朽化すると、平均故障間隔 
(MTBF) の上限値を超えるようになり、ダウンタイムが 
発生します。システムにアクセスできなくなったり、使用でき

なくなったりすると、顧客や収益を完全に失うなどの深刻 
な事態に陥る可能性があります。

• 互換性の問題 レガシーシステムの多くは、新しいシステム 
との互換性がないため、新しいテクノロジーから締め出され

た状態となっており、クラウドベースのサービスやソリュー

ションを導入したり統合したりすることが、(不可能ではない
にしても) 非常に困難となっています。
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• 低いモビリティ 配送サービス、物流、建設、コンサルティング 
などに従事する従業員を抱える企業では、レガシーシス 
テムがサポートの妨げとなる場合や、モバイルデバイス 
を使用して在庫、会計、顧客のデータやその他の機能に 
アクセスできない場合があります。モバイルデバイス (特に 
スマートフォンやWLAN内蔵のハンドヘルド/ノートパソ
コン) は、これまで以上に現場での効果的な運用に不可欠
となっているため、モビリティの低さが企業の収益にも悪 
影響を及ぼす可能性があります。

中堅・中小企業が、レガシーテクノロジーをアップデート、アップ

グレード、交換する十分な根拠を探し回る必要はありません。 
重要なのは、TCOを低減し、対応エリアを拡大して生産性を 
向上させ、より多くの機会を生み出して既存の製品やサービス

を強化しつつ、新しい製品やサービスを生み出すことです。

レガシーからの脱却

新しいテクノロジーを導入してレガシーテクノロジーから脱却 
する最大の理由は、レガシーテクノロジーのメンテナンスや 
運用が企業にもたらす機会費用にあります。

• IT部門がレガシーテクノロジーの維持管理に膨大な時間と
労力を費やしていると、スタッフが新規顧客の開拓や新しい

エクスペリエンスの開発に取り組めないばかりか、既存顧客

が満足するエクスペリエンスも提供できなくなります。
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• また、老朽化した現行システムの維持に多くのリソースが 
割り当てられていると、IT部門で研究開発を進めることも
できません。それにより、イノベーションの機会や、競争力を 
高める機会が奪われることになります。

• ITスタッフが現在の業務をより効果的 (かつ迅速) に遂行 
することができれば、成長や改善も容易に実現できます。 
テクノロジーを最新の状態に保つとともに、テクノロジー 
投資のROIを最大化することがIT部門の役割だと主張 
する人もいます。

レガシーかそうでないかを問わず、 
セキュリティが重要

企業がリスク、損害、損失を防ぐには、セキュリティの向上に 
真剣に取り組む必要があります。これは、個人情報 (PII)、財務 
データや会計データ (アカウント、トランザクション、クレジット 
カード情報など) を含むさまざまな種類の顧客データ、および
コンプライアンス制度や規制管理のその他のデータ主体を 
管理する際に、特に重要となります。

今日では、新しいセキュリティ脅威が毎日数千件も出現して 
います。レガシーテクノロジーは、セキュリティ脅威や攻撃に 
対して特に脆弱です。長く使われる中で、(詳細に記録され
た)  経路や攻撃手段の情報が大量に蓄積されているから 
です。また、レガシーテクノロジーは、(2020年7月に無効と
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なったEU-US Privacy Shieldのように) 目まぐるしく変化 
するコンプライアンス要件に対応できない可能性があり 
ます。このため、企業が代わりとなる新しいテクノロジーを導入 
できるようになるまで、潜在的なリスクにさらされることに 
なります。ほとんどの企業が、許容範囲を超えるリスクに不本意

にさらされています。

レガシーテクノロジーのセキュリティコストの高さ

CSO Magazine (2020年3月) によると、2019/2020年に
発生したセキュリティ侵害の60%に、パッチが提供されてい
たにもかかわらず、適用されていなかった脆弱性が含まれて

いました。非常に多くの組織 (その中でもセキュリティ侵害の
報告件数が最も多いのは中堅・中小企業) が、窃盗、ダウンタ
イム、名誉毀損に伴う損失を経験しています。これは、セキュリ

ティリスクを管理して軽減するための簡単な予防措置をとっ

ていない (とることができない) ためです。前のセクションで 
述べたように、自動化は、特にこのような領域で大きな影響力

と効力を発揮します。レガシーテクノロジーは、脆弱性や攻撃の

影響を受けやすいものですが、特にプリブート環境 (ファーム 
ウェア、BIOS、UEFIなど) でその傾向が顕著に表れます。これ
は、多くのベンダーで、デバイスの使用年数が5～10年を超え
るとこれらの環境のパッチやアップデートを提供しなくなるた

めです。脆弱性や攻撃の標的がレガシーハードウェアである 
場合、それを回避するためのパッチや修正を提供してもらえる

ことはまずありません。

https://www.zdnet.com/article/its-time-to-say-goodbye-to-the-eu-us-privacy-shield/
https://www.csoonline.com/article/3153707/top-cybersecurity-facts-figures-and-statistics.html
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自動化のメリット

最後に、新しいテクノロジーは、ITスタッフの生産性を飛躍的 
に高める付加機能を提供します。特に、新しいテクノロジー 
が職場に提供する自動化機能  (HPE InfoSight、HPE 
Integrated Lights-Out、HPE OneViewなど) は、導入した
中堅・中小企業に大きなメリットをもたらします。自動化により、

ITスタッフは繰り返し行う作業をスケジュールが設定された 
ソフトウェアベースのツールに引き継ぐことができます。

ツールはこうした作業をはるかに短時間で正確に、かつ 
必要なタイミングで実行できます (このようなタスクはオン 
デマンドで実行することも、特定のイベントによってトリガー 
することも可能です)。

自動化の技術やツールを習得することは簡単ではありません

が、それによって即座に大きなメリットを得ることができます。 
自動化では、使用するたびに正常に動作することをテストおよ

び検証できるため、日常のタスクや業務がどれほどシンプルで

簡単なものであっても、反対にどれほど時間がかかって複雑な

ものであっても、ヒューマンエラーの影響を排除できます。
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自動化により、IT部門のさまざまな 
負荷を軽減

自動化は、ITライフサイクル全体に適用して、
ライフサイクルの各段階をサポートすることが

可能です。つまり自動化は、ITインフラストラク
チャ、サービス、アプリケーションなどの定義、 
構成、設定、展開で活用できます。

高度な自動化を利用すれば、オンプレミスか 
クラウドベースかを問わず (または最近増え
ている、その2つの組み合わせ)、仮想化環境と 
物理環境のプロビジョニングが行えます。同じ

自動化ツールが、パッチ、修正、アップデート 
などのメンテナンスと通常運用をサポートして

います (また、ファームウェア、BIOS、UEFIエレ
メントなどのOS起動前のコンポーネント、およ
びデバイスドライバー、API、フレームワークなど
もサポートしています)。

また自動化により、I T部門では、脆弱性 
スキャン、アップデートの展開、許可された 
場合の修復や軽減作業といったセキュリティ

監視および管理に確実に対応できるように 
なります。さらに、IT資産、関連する利用および 
ライセンス要件、ITリソース消費量のコスト 
最適化についても適切に管理できます。自動化

は、IT関連の幅広いタスクとアクティビティに 
活用することができます。
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貴重な時間を有効に活用

自動化の真のメリットは、当然ながら、レガシーテクノロジーの

メンテナンスに追われるITスタッフの負荷を軽減することに 
あります。それによって空いた時間は、新しい製品やサービス

の研究開発、新しいテクノロジーの選定や導入、顧客、従業員、 
経営者にさらなる価値を提供するよりよい方法の探求などに 
有効に活用できます。機会があれば時間や場所を問わずに 
自動化を活用するような賢明で経験豊富な中堅・中小企業は、

確実にメリットを得ることができます。

中堅・中小企業の経営者やITマネージャーがデジタルトラン
スフォーメーションの潜在的な価値を理解し始めると、何が

その価値を生み出しているのかを知りたいと考えるようにな

り、その概要や仕組みについても関心を持ちます。次の章で

は、デジタルトランスフォーメーションによる付加価値、すなわ

ち自動化および関連ツールがもたらすメリットの最大の要因

を明らかにします。特に、新しいテクノロジーの導入プロセス

を簡素化、効率化、迅速化する方法に重点を置いて説明しま

す。こうしたことが可能なのは、HPEが、新しいテクノロジー、 
ソフトウェア、システムのセットアップ、構成、展開に含まれる 
プロセスを通じて、中堅・中小企業の迅速かつ効率的な導入を

サポートできるためです。



第2章

セットアップ、構成、展開

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、こうした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にさらされていま

す。全体的な目標は、お客様、パートナー、サプライヤーをリアル 
タイムで結び付け、従業員の生産性を最大化できるように 
サポートすることにあります。

HPEは、効率化、アジリティの向上、イノベーションの促進という
3つの重要な成果をお客様にもたらします。

• 効率化  - タスクの自動化によってテクノロジーコストが 
削減され、その分の予算を他のプロジェクトや活動に割り 
当てることができます。

• アジリティの向上 - プロセスオーケストレーションによってよ
りタイムリーな実行が可能になり、ビジネスニーズへの対応

に必要な時間を短縮できます。
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• イノベーションの促進 - 効率とアジリティが向上することで、
従業員、時間、リソースを、新規または改善されたビジネス 
プロセスおよび機能の特定、実行、実装に活用できます。

HPEなら、テクノロジーのライフサイクル全体にわたって独自
のデジタルトランスフォーメーションを実現できるように中堅・ 
中小企業をサポートすることが可能です。そのために、HPEで
は中堅・中小企業におけるデバイスのセットアップ、構成、展開

に伴う問題への対処を支援しています。

セットアップ、構成、展開とは

新しいテクノロジー資産 (主にハードウェア、ただし各種ソフト
ウェアコンポーネントも該当する場合が多い) を取得したとき、
中堅・中小企業では、それらのセットアップ、構成、使用場所への

展開を行う必要があります。以下の定義を確認することで、こう

した用語の微妙な違いを正しく認識できます。

• セットアップ: 機器を構成する物理的な要素やパーツを組み
立て、電源を投入して基本的なテストを実施するとともに、 
注文したすべてのコンポーネントが揃っており、正常に動作 
することを確認する

• 構成: ネットワークアドレス、ローカルディレクトリサービス 
および管理者アカウントへのアクセス、適切なアクセス制御 
とファイルシステム構成など、適切な設定やオプションを 
追加して、デバイスとそのソフトウェアを使用できる状態に 
する
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• 展開: 使用場所に機器を設置し、すべての必要な接続 (論理
および物理) とテストを実施したうえで、セットアップと構成
が適切で、正常に動作すること、および機器とそのソフトウェ

アが使用できる状態にあることを確認する

自動化による処理時間の短縮とエラーの回避

セットアップ、構成、展開に含まれるプロセスで、手作業による

組み立てや機器の移動を含まないものは、自動化に適してい

ます。自動化では、管理者がスクリプトを作成するか、ツール 
を利用して大部分の作業を実行できます。面倒な1件ずつの手
作業での入力とユーザーインターフェイス (UI) によるナビゲー
ションを、検証済みの同等の命令に置き換えることで、処理時間

が短縮されます。また、人間のオペレーターがミスをする可能性

がほとんどなくなるため、エラーも回避できます。

中堅・中小企業のどのような状況が自動化に適しているでしょ

うか。2つの例を検討します。1つ目は、自動化によって中堅・中小
企業が、本来の目的に合った処理、ネットワーク、ストレージの

機能を備えた、適切なサーバーモデルを選択できる場合です。

納入されたサーバーは、正常に動作する信頼性の高いシステム 
をすぐに提供するように設計されたプロビジョニングツール 
およびセットアップツールと適切に連携することで、使用できる

状態となります。2つ目は、中堅・中小企業が、サーバー上で実行
されるデータベースまたは何らかのアプリケーションサービスを

展開することを選択する場合です。このケースでも、同じツール

セット (同じ生産性向上) を使用できます。
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この章で述べるように、HPEは、中堅・中小企業が前述の一般
的な状況のセットアップ、構成、展開に対処するうえで役立つ、

強力で使いやすいツールとテクノロジーを提供しています。

HPEソリューションウィザード
HPEには、適切なソリューションを探そうとすると、テクノロジー
ニーズのサイジング作業が複雑で大変な場合が多いという 
声がお客様から寄せられていました。HPEソリューションウィ
ザードは、いくつかの簡単なフィルターを使用してお客様の

ニーズを取り込み、わずか2分で最適なソリューションを提案し
ます。提示されるHPEの中堅・中小企業向けソリューションは、
テストおよび検証済みの構成であり、多くの中堅・中小企業の

ユースケースに適した規模の包括的な構成となっているため、

選択のプロセスが簡素化されます。

ソリューションウィザードにアクセスすると、通常の2分間のプロ
セスについての簡単な説明が表示されます。ウィザードの列見

出しは、ハードウェアの内部コンポーネントに関する最も関連性

の高い技術情報を示しています (図2参照)。

準備ができたら、上部にあるフィルターリストを確認します。 
このフィルターで、検索するソリューションを絞り込むことが 
できます。まずは、ビジネスニーズに合致するユースケース 
を選択します。
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次に、ニーズに合致する最適化方法を選択します。パフォー 
マンスサーバーは最も高性能です。バランス型はパフォー

マンスとコストのバランスがとれています。最後のコスト型

は、最もコスト効率に優れています。こうした最適化は、同じ

ユースケースで提案されるその他すべてのソリューション

と比較されています。

次に、拡張性を選択します。拡張性は、そのソリューションが 
デフォルト構成からどの程度まで拡張可能かを示します。ここ 
では、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワーキングが考慮され 
ます。通常、拡張性の高いシステムは、拡張性の低いシステムに

比べてコストが高くなります。

簡単かつ迅速なアクセス

まず、https://www.hpesmb-
solutions.com/smb/ （英語） 
に移動して、ソリューションウィ

ザードにアクセスします。初めて 
アクセスする場合は、2分間のプロセスについて簡単な説明が
あります。ソリューションウィザードは、短時間で簡単に実行でき

ます。これにより、ITのニーズに対応するために必要とされる
ハードウェアソリューションの種類を特定および構成する方法に

ついても簡単に説明されます。

https://www.hpesmbsolutions.com/smb/
https://www.hpesmbsolutions.com/smb/
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オペレーティングシステム (OS) とフォームファクターを選択 
して、対象を絞り込みます。

サイジングされた新しいソリューションの詳細情報を確認 
するには、右側の[Details]の見出しの下にある虫眼鏡の 
アイコンを選択します。アイコンをクリックすると、サーバーに

含まれるコンポーネント、ユースケースへの対応に必要とな

る追加のハードウェアとソフトウェア、新しいソリューション

を最大限に活用するために推奨されるハードウェアとソフト

ウェアが表示されます。

図2:  HPEソリューションウィザードでは、検索するソリューション
を絞り込むフィルターを使用して、わずか2分で中堅・中小
企業のお客様に最適なソリューションを選択できます
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また、このウィザードは、HPEストアでソリューションにアク 
セスしたり、iQuoteでソリューションを開いて任意のディストリ
ビューターと連携したり、部品表 (BOM) をエクスポートして 
同僚や任意のパートナーに送付したりする機能も備えてい 
ます。

すべての中堅・中小企業ソリューションには、ユースケースの

展開やソリューション概要 (システムの概要を示す資料) の 
確認に役立つ、主要なリソースがあります。これらのドキュ 
メントのリストには、サーバーに関する詳細な技術情報を提供

するQuickSpecsへのリンクが含まれています。

わずか数分で、HPEの中堅・中小企業向け検証済みソリュー
ションのサイジングと選択を適切に行うことができます。 
ソリューションは、iQuote （英語）またはHPEストア （英語）で購入
できます。最初からやり直す場合は、フィルターをリセットして

から最適な設定に変更すると、ニーズに最も合致するソリュー

ションが表示されます。HPEは、中堅・中小企業にとって最も重要
である、顧客中心のビジネスへの変革をサポートします。

https://iquote.hpe.com/aspx/signin.aspx
https://buy.hpe.com/us/en/
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HPE Intelligent Provisioning 
およびRapid Setup
お客様にサーバーが納品されると、HPEが2つの高度に自動化
されたインテリジェントツールを使用して、残りの3要素 (セット
アップ、構成、展開) の自動化と迅速な処理をサポートします。 
その2つのツールが、HPE Intelligent Provisioning （英語）
とHPE Rapid Setupです。各ツールの説明は次のとおりです。

HPE Intelligent Provisioningは、ProLiantサーバー 
およびH P E  S y n e r g yコンピュートモジュールのH P E 
Integrated Lights Out (iLO) 管理ユーティリティに組み込
まれている、単一サーバー展開ツールです。これによってサー

バーのセットアップが簡素化され、信頼性の高い一貫した方法

でサーバーを展開できます。HPE Intelligent Provisioning
は、次のセクションで説明するRapid Setupツールに加えて、
Always On Intelligent Provisioningファシリティ、メンテ
ナンスユーティリティ、ファームウェアアップデート、改善された

インストールウィザード、高度なBIOS設定、ハードドライブ上の
すべてのデータを安全かつ完全に消去するEnhanced Secure 
Eraseなどの機能を備えています。

Always On機能では、サーバーを再起動することなく、iLOブラ 
ウザーのUIからIntelligent Provisioningにいつでもアク 
セスできます。高度なBIOS設定にすぐにアクセスできるため、
OSのロード前でも、サーバーの低いレベルでデバイスの有効
化、無効化、構成が行えます。

https://buy.hpe.com/us/en/software/server-management-software/server-ilo-management/ilo-management-engine/intelligent-provisioning/p/5219984
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Intelligent Provisioningでは、OSの起動からインストール
まで、カスタマイズされた包括的なサーバーセットアップを行う

ことができます。これは、独自のユースケースに対応するために

特別なサーバー構成を行う必要のある中堅・中小企業に最適

です。ただし、一般的な単一サーバーおよび中堅・中小企業の

ユースケースでは、 Intelligent ProvisioningのHPE Rapid 
Setupにより、さらに短時間での展開も可能になります。

HPE Rapid Setupが、HPE Intelligent Provisioning環境
でのサーバーおよびOS展開オプションとして使用できるよう
になりました (3.31以降のリリースのみ。HPE ProLiant 10、
100、300シリーズGen10サーバーで使用可能)。

Rapid Setupは、インストール済みコンポーネントのインベン 
トリを作成して、ベストプラクティスに基づいた推奨構成を提案

することで、サーバー展開を自動化します。推奨構成が承諾さ

れれば、OSインストールファイルの場所を示すだけで、Rapid 
Setupが自動的にサーバーRAID構成を行ってOSをインス 
トールし、必要に応じてドライバーとサーバーファームウェアの

アップデートも行います。

もちろん、推奨構成が要件に合わない場合は、シンプルな 
使いやすいインターフェイスを使用して、手動でサーバーを 
構成することも可能です。
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また、Rapid Setupでは、セットアップ、構成、展開を支援する 
以下の機能もサポートまたは搭載しています。

• Windows OSとHyper-VおよびVMware仮想化環境

• ClearOS 

• BIOS構成ユーティリティ

• ハードウェア検証ツール

• ソフトウェアおよびファームウェア アップデートツール

• HPEサポートおよびその他のオンラインリソースへの 
統合アクセス

今すぐデジタルトランス 
フォーメーションを開始するには

結論として、HPE Intelligent ProvisioningとHPE Rapid 
Setupは、最新のテクノロジーを利用して、中堅・中小企業に 
おけるセットアップ、構成、展開のプロセスを簡素化します。

百聞は一見にしかずと言われるように、まずはHPEにデモを
依頼し、そのメリットを実際に確認することをお勧めします。

YouTubeでは、HPE ProLiant Gen10 Rapid Setup （英語）の 
デモを視聴できます。また、ソリューションウィザード （英語）で直接 
確認することも可能です。次に、HPE Intelligent Provisioning 
（英語）のホームページにアクセスして、詳細情報、ダウンロード

https://www.youtube.com/watch?v=aI5rFT6JbTI
https://www.hpesmbsolutions.com/smb/
https://buy.hpe.com/us/en/software/server-management-software/server-ilo-management/ilo-management-engine/intelligent-provisioning/p/5219984
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ファイル、リソースをご覧ください。こうしたツールにより、中堅・

中小企業のお客様も驚くほど簡単にデジタルトランスフォー

メーションを開始することができます。

機器の購入、配送、設置、構成、展開が完了すると、実際のIT 
業務が始まります。一般的なITインフラストラクチャおよび機器
では、ライフサイクルの80%以上がメンテナンス、管理、維持に
費やされています。実際に、IT部門はそうした業務をすべて担っ
ています。生産性の向上、タスク完了までの時間の短縮、メンテ

ナンスモードでの精度と信頼性の向上に役立つものは、特に

それをすべて実現しつつ、業務を処理しなければならないIT 
スタッフにとって、大きなメリットとなります。次の章では、管理と

自動化のトピックに焦点を移し、自動化により、IT部門の時間と
負荷を削減すると同時に、問題に迅速に対応し、メンテナンス 
業務を適切かつ確実に処理する方法を説明します。



第3章

管理と自動化

セットアップ、構成、展開はそれほど頻繁には発生しない (通常 
は、新しい機器が納入されたとき、または既存機器のアップ 
グレードが必要となったときに限られる) ため、IT部門にとっ
て、これらのタスクは比較的簡単に行えます。一方で、管理と

メンテナンスはソリューションの根幹であり、毎日業務が発生し

ます。HPEは、繰り返し行われる通常業務を少しでも改善するこ
とが、長期的に見て、大きなメリットをもたらすと考えています。

また、ヒューマンエラーを減らし、タスク完了までの時間を短縮 
する効果も得られます。この章では、IT部門の能力、生産性、 
対応範囲を強化するにあたり、適切な管理ツールと自動化の 
活用が果たす重要な役割を明らかにします。「生産性向上」が 
求められる時代に、IT組織は管理と自動化により、生産性、 
スピード、そして成果を向上させることが可能になります。

中堅・中小企業のインフラストラクチャ
における管理と自動化

ITにおける管理とは、システム、資産、インフラストラクチャを
ただ監視してサポートすることだけではありません。管理には、

最初のニーズおよび要件の確認から、テクノロジー、ツール、 
プラットフォームの評価と選定、購入価格やサポートコストに 
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関する交渉、インストールと構成、維持/メンテナンスと継続的
な見直し、さらにはサポート終了時の廃止および適切な超過 
運用、または完全な廃棄 (機密データに使用されている古い 
ストレージメディアなどで推奨) に至るまで、ITライフサイクル
のすべての段階が含まれています。

実は管理は、30年以上にわたって正式なIT分野の1つですが、
これだけの時間が経てば、当初の管理モデルが時代遅れとな

り、より新しく強力なモデルに置き換えられるのも無理はあり

ません。初期モデルは、FCAPSと呼ばれることがありました。
これは、そのモデルに含まれるすべての管理カテゴリである、

fault (障害)、configuration (構成)、accounting (会計)、
performance (パフォーマンス)、security (セキュリティ) 
を表しています。今日のIT管理は、ITサービスマネジメント 
(ITSM) のカテゴリに含まれています。最近では、ITSMはIT 
ライフサイクルを理解することを意味しており、質の高いITを
いかに提供するかが、CI/CD（継続的インテグレーションと継続 
的デリバリ) と呼ばれる、アジャイルDevOpsの影響を受けた 
アプローチに続く、独立したサービス分野となっています。

ITの自動化とは、一般的に、ITプロフェッショナルが (コマンド
の入力、ユーザーインターフェイスの実行、ツールやユーティリ

ティの使用などにより) 手作業で行うタスクを、記録された反復 
可能な命令または指示を使用して、プログラムで行うことを指

します。自動化が完了すると、人間がほとんど操作することなく、

ソフトウェアツール、フレームワーク、アプライアンスがタスク

を処理できます。ITの自動化には、単一の操作から、具体的な 
一連の命令、さらにはセキュリティインシデント、ユーザー行動、
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特定のイベント/値のトリガーに対応する本格的なIT展開に 
至るまで、広範な領域が含まれています。

自動化ツールやフレームワークを適切に使用することで、IT 
(および中堅・中小企業をはじめとする、あらゆる規模の企業) 
の生産性を向上させ、ユーザーや関係者に迅速に対応すること

ができます。まず、自動化すると、人間とコンピューターのやり取

りに比べてはるかに短時間で処理することができます。実際に、

(特に簡単なルーチンタスクでは) 人間の数百倍から数千倍の
スピードで入力できます。適切に自動化した場合、自動化され

た攻撃と同じスピードで防御できるため、特にインシデント対応 
に役立ちます。次に、自動化では、厳格な検証を行うことで、 
エラーや問題が発生することなく正常に動作することを確認で

きるため、本稼働後は、人間による入力よりも信頼性が高くなり

ます。また自動化では、分析結果、コストまたはパフォーマンス 
監視データへのアクセスが許可されており、コストが規定の 
最小値を上回ったとき、またはリソース消費量が急増したとき

に、リソース消費量を制限する措置を講じることも可能です。

通常は、自動化を適切に利用することで、IT (およびITが 
サポートする企業) の生産性を向上させ、需要やリソース要件
の変化に迅速に対応することができます。中堅・中小企業の 
運用におけるIT自動化の一般的な使用事例は、次のとおり 
です。

• ネットワーク、サーバー、クライアントの稼働状況の監視

• 脆弱性とアップデート状況の追跡
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• パッチ、修正、アップデートの展開自動化

自動化により、ITの生産性と処理速度が向上し、信頼性も 
高まることは、リソース (特に人員) に関して厳しい制約のある
中堅・中小企業のITチームにとって、大きなメリットとなります。

次のセクションでは、特に中堅・中小企業とそのIT組織に 
メリットをもたらすHPEの製品について詳しく説明します。

AI/MLによって有益な情報を提供する
HPE InfoSight
人工知能と機械学習 (AI/ML) は、中堅・中小企業のIT組織に
さまざまなメリットをもたらす可能性があります。AI/MLが提供 
するインテリジェンスや有益な情報は、人員に余裕がなく、戦略

的な分析やプランニングに使用する予備の帯域幅を確保でき

ない組織には、特に有効であることが実証されています。ITの
分野ではAIOpsと呼ばれる管理手法が登場していますが、こ
れにより、AIモデルや分析によって引き出された有益な情報を 
瞬時に活用することで、組織が (オンプレミスとクラウドの両方
で) 使用できるIT資産やリソースを、より適切かつ有効に利用
できるようになります。言うまでもなく、こうした機能で重要な

役割を果たしているのが自動化です。自動化がもたらす信頼性

の高い検証済みのフレームワークでは、プログラムによる迅速

なIT管理が可能になるためです。

AI/MLを利用して、インフラストラクチャに影響を及ぼす前に
ITの問題に対処する予測分析ツールであるHPE InfoSight
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は、10年以上にわたり、テレメトリデータの収集とMLモデルの 
再トレーニングを行ってきました。途切れることなく、数百万回 
のセンサー測定を行い、何千という組織のシステム、サブシス 
テム、周辺のITインフラストラクチャの状態をキャプチャー 
しています。このデータは、HPEの世界のインストールベース
全体で収集および分析されています。データが増えれば、それ

だけ有益な情報も増え、HPE InfoSightにおいて、よりイン
テリジェントな意思決定や推奨を行うことが可能となります。 
その中心にあるのが、グローバルインテリジェンスエンジン 
です。ここでは、クラウドベースのMLが活用され始めています。
HPE InfoSightは、インテリジェンスエンジンが提供する有益
な情報を利用して、以下の機能を提供しています。

• 推奨事項の提示

• グローバルな学習機能による、プロアクティブな健全性

維持、監視、適応行動

• ワークロードフィンガープリントの作成と適用

• 予測分析の適用

• 可能な場所およびタイミングでのサポートの自動化

HPE InfoSightは、世界のHPEの顧客が運用する膨大な数の
プラットフォームで収集された分析結果を利用して、観察-学習
-予測-推奨-対応というサイクルを無数に繰り返しています。 
このプロセスにより、高度なビジュアル化とダッシュボードが

ユーザーに割り当てられ、完全にワークロードに最適化された

インフラストラクチャがサポートされます。
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大多数の中堅・中小企業では、HPE InfoSightによってITの 
パフォーマンスを最適化することができます。これは、グロー

バルなデータパターンにより、問題が深刻化する前に予測して

回避できるようになるためです。また、HPE InfoSightを利用
して、現在の状況や環境に最も効果のある対策を確認して繰

り返し行うことで、中堅・中小企業単独でインフラストラクチャ

の効率化や継続的な改善を実現できます。このようにHPE 
InfoSightは、中堅・中小企業がIT資産の可用性と信頼性を 
高めるとともに、アプリケーションパフォーマンスの最適化、 
およびITリソース拡張のプランニングを行えるようにサポート
します。HPE Pointnext Servicesの利用を開始すると、コンサ
ルタントが、ワークロードを最適化して生産性を向上させるた

めのさらなる推奨事項を提示します。

HPE Integrated Lights-Out (iLO) 
機能による管理の効率化

HPE Integrated Lights Out (iLO) 機能は、サーバーを効率 
的に管理し、問題を迅速に解決してビジネス継続性を確保で

きるように設計されたツールセットです。それに加えて、iLOは 
あらゆる場所で稼働し、インストールやアップグレードに必要と

されるすべてのファームウェア、ドライバー、ツールを提供する 
ことができます。また、HPEサーバーのプロビジョニングや構成
を即座に行うことも可能となります。

iLOの統合システムとOS構成ツールにより、サーバーのインス
トールとセットアップが簡単かつ短時間で完了するだけでなく、 
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Rapid Setup機能がサポートされており、HPE OneViewの
自動化に使用することができます。また、iLOは重要なセキュリ
ティ機能も提供しています。こうした機能には、ブートプロセス  
(およびOSスタートアップ) が完了する前にマルウェア (特に

 HPE POINTNEXT SERVICESが
デジタルトランスフォーメーションを
サポート

HPEのPointnext Servicesは、コンサル
ティングスタッフ (中堅・中小企業が社内で培
うことはほぼ不可能なスキルを保有) の専門
知識を利用して、IT組織のスムーズなプラン
ニングと実行をサポートすることが可能です。

また、従来のハードウェアサポートの枠を超

えて、ワークロードの最適化と運用を適切か

つ迅速に、そして低コストで行う方法をアドバ

イスできるようにサポートします。つまりHPE 
Pointnextは、IT運用が効果的かつ最適な状
態で行われていることを把握することで得ら

れる「安心感」という価値あるものを中堅・

中小企業に提供しています。HPE Pointnext
は、エキスパートと有益なITコンサルティン
グを通じて、中堅・中小企業が独自のデジタ

ルトランスフォーメーションを設計できるよ

うにサポートします。

https://www.hpe.com/jp/ja/services/pointnext.html
https://www.hpe.com/jp/ja/services/pointnext.html
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ルートキット) がハードウェアに侵入するのを防ぐ、Silicon 
Root of Trust (シリコンレベルの信頼性) などがあります。
iLOは、サーバーコンフィギュレーションロックによって不正 
な変更を防止するとともに、One-Button Secure Erase 
ツールにより、新しいサーバーイメージがインストールされる

と古いコンテンツをすべて削除します。HPE iLOは通常、世界
標準の安心サーバーをサポートしています (詳細については、
『HPE Secure Compute Lifecycle: 世界標準の安心サー
バー上に構築してセキュリティ環境を最適化』のホワイトペー

パー （英語）をご覧ください)。

HPE ProLiantサーバーに組み込まれているiLOの基本機能
に加えて、次のようなアップグレードオプションが利用できます。

• グラフィカルリモートコンソール (2020年末まで無償提供)

• マルチユーザーコラボレーション

• ビデオ録画/再生

• OS、アプリケーション、ドライバー、ファームウェアの検出、
インベントリ作成、アップデート

こうした機能も備えるHPE iLOは、中堅・中小企業のサーバー
運用において重要な役割を果たしています。次のセクション

では、一般的なITインフラストラクチャ管理および自動化
ツールセットであり、すべてのHPE iLO機能を搭載する、HPE 
OneViewについて説明します。

http://www.hpezone.com/assets/pdf/Technical%20White%20Paper%20How%20HPE%20Build%20the%20Worlds%20Most%20Secure%20Industry.pdf
http://www.hpezone.com/assets/pdf/Technical%20White%20Paper%20How%20HPE%20Build%20the%20Worlds%20Most%20Secure%20Industry.pdf
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HPE OneViewによる 
インフラストラクチャの自動化

HPE OneViewは、統合型の汎用ITインフラストラクチャ管理 
プラットフォームを実現します。また、ワークフローによるIT 
運用の自動化、最新のダッシュボード (図3)、および包括的な
パートナーエコシステムをサポートしています。HPE OneView
では、ソフトウェア デファインド インテリジェンスと繰り返し 
簡単に使用できるテンプレートによって、インフラストラクチャ

のプロビジョニングを自動化することができます。こうしたテン

プレートにより、高い信頼性、整合性、および制御性が確保され

ることが、運用コストの削減につながります。

また、HPE OneViewにより、コンピューター、ストレージ、ネット
ワーキングなど、すべての共通のITリソースにおけるライフサ
イクル管理を簡素化することも可能です。IT管理者がオンプレ
ミスの物理インフラストラクチャを簡単かつ迅速に構成できる

のは、こうした物理インフラストラクチャがソフトウェアによって

定義されているからです。これにより、インフラストラクチャが

直接プログラム可能 (かつ自動化も容易) になり、単一の統合
APIを使用して、コードを管理するようにインフラストラクチャ
を管理することができます。さらにHPE OneViewは、パート
ナーエコシステム (Microsoft AzureおよびVMwareの各種
製品を含む。『HPEがインフラストラクチャの自動化を簡素化 
（英語）』の概要を参照) によるターンキーのプライベートクラウ 
ドインフラストラクチャをプロビジョニングすることにより、IT 
管理者がコアからクラウドまでのソフトウェア デファインド イン 

https://psnow.ext.hpe.com/collection-resources/4aa6-5815enw
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フラストラクチャを接続するうえで必要なツールを提供してい 
ます。

HPE OneViewは、サーバー、ストレージ、ネットワーク機器を
はじめとするHPEの製品ポートフォリオをサポートしていま
す。これらすべてのITエレメントにおいて、HPE OneViewが
インフラストラクチャおよび資産のシンプルかつ自動化された

管理を実現します。詳細については、HPE OneViewのホーム
ページをご覧ください。

図3:  HPE OneView Global Dashboardを使用すれば、世界
の複数のデータセンターにある最大75のHPE OneView
アプライアンスと20,000台のサーバーについて、ITスタッ 
フがアラートのトラブルシューティングを行いつつ主要な

インベントリデータを確認することができます

https://www.hpe.com/jp/ja/integrated-systems/software.html
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技術管理からコスト管理への移行

今日のIT運用では、管理ツールと有益な情報を通じて、シス
テムやインフラストラクチャの状況を把握して制御することが

できます。一方、中堅・中小企業は、ビジネスの中でデジタルト

ランスフォーメーションを推進するにあたり、コスト管理オプ

ションや資金調達オプションも必要としています。次の章では、

HPEファイナンシャルサービスが中堅・中小企業に提供して
いる各種プログラムおよびプランについて説明します。中堅・

中小企業はこれらを利用することで、デジタルトランスフォー

メーションの実現と収益化をサポートする新しいITツール 
およびテクノロジーをプランニング、実装、展開しつつ、ビジネス

継続性を確保できます。



第4章

コスト管理

中堅・中小企業も含めて、あらゆる企業は資金がなければ 
運営できず、(主に) 収益を得るために存在しています。HPE
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 
を調達する必要があり、利益が得られるようになるまでは、 
トランスフォーメーションの実施中にその費用を賄う手段を 
求めていることを理解しています。HPEファイナンシャルサー 
ビス (HPEFS) は、中堅・中小企業がデジタルトランスフォー
メーションを今すぐ開始し、その資金を長期にわたって返済で

きるよう支援する、革新的なプログラムおよび支払いプランを

数多く用意しています。テクノロジーサブスクリプションなど、 
中堅・中小企業がさまざまな方法で現在のコストと引き換えに

現在および将来の収益を得られるように設計された、各種プロ

グラムの詳細については以下をご覧ください。

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



中堅・中小企業のデジタルトランスフォーメーション 4 2

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

• 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

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。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。
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中堅・中小企業の興味を引く 
HPEFSのプログラム
HPEファイナンシャルサービスでは、業界標準のIT融資オプ 
ションに加え、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4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。

HPEFS支払延期
HPEファイナンシャルサービスは、90日間 
支払延期プログラムを提供しています。これ

によって中堅・中小企業は、新しいテクノロ

ジーをすぐに取得する一方で、支払いを最大 
90日間延期し、その後36か月間は毎月の
支払い額を低く抑えることが可能です。HPE
サーバーおよびシステム、ネットワーキング、

およびデータストレージハードウェアのすべて

のポートフォリオが対象となります。
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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

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

図4:  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 
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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、すぐに稼働させることが可能な購入済みの 
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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
期間を延長したりできます。
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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・中小企業のお客様は、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、延長した展開のスケ

ジュールをより柔軟に管理できるようになります。また、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。

• 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。
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• 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。

• HPE Subscription for Servers 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
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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。

HPEファイナンシャルサービスは、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。

中堅・中小企業におけるデジタル 
トランスフォーメーションの実現

デジタルトランスフォーメーションに関する説明は以上となり 
ます。このGorilla Guideを通じて、中堅・中小企業が生産性
を向上させるとともに、他社に後れを取るのではなく一歩先を 
行くうえで役立つさまざまな情報を紹介しました。

HPEは、強力な管理および自動化ツールに加えて、デジタル 
トランスフォーメーションをサポートするうえで必要なテクノロ

ジーを簡単に選択、インストール、セットアップ、構成、展開で
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きるソリューションを提供しています。また、HPE InfoSight、
HPE OneView、HPE iLOなど、今日の新しいITインフラ 
ストラクチャの管理やメンテナンスを簡単に行える各種製品 
も用意しています。

これには、ITの生産性と効率を向上させ、遅延やエラーが発生 
しにくくなるよう設計された、強力かつ信頼性の高い自動化 
機能も含まれます。最後に、HPEは、中堅・中小企業がデジタル
トランスフォーメーションを今すぐ開始し、そのメリットを早期

に得られるよう支援する、さまざまな融資および支払いプラン・

プログラムを用意しています。HPEの中堅・中小企業向けWeb
サイトを今すぐご覧のうえ、デジタルトランスフォーメーション

を開始してください。



主要目標の達成を支援する小規模企業向け I Tソリュー 
ションを通じて、お客様のビジネスの成長をサポートします。

中堅・中小企業のニーズに対応するHPE小規模企業向け 
ITソリューションの詳細をご覧ください。
www.hpe.com/smallbusiness

HPEについて

https://www.hpe.com/jp/ja/solutions/smb.html


ACTUALTECH MEDIAについて

ActualTech Mediaは、革新的なリードジェネレーション
プログラムと魅力的なカスタムコンテンツサービスを通じ

て、企業のITベンダーとITバイヤーを結ぶB2B技術マーケ 
ティング会社です。

ActualTech MediaのチームがエンタープライズITのオーディ
エンスに語りかけるのは、当社もエンタープライズITのオー
ディエンスであるためです。

当社の経営陣は、元CIO、ITマネージャー、アーキテクト、専門
分野のエキスパート、マーケティングのスペシャリストで構成

されており、お客様が自社のテクノロジーの機能の説明では 
なく、成果をもたらす戦略の策定に集中できるような環境 
づくりを支援しています。

詳細については、 
www.actualtechmedia.com 
をご覧ください。

https://www.actualtechmedia.com/
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