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ハイブリッドワークへの適応 

中堅・中小企業に発展をもたらす人々 とシスコテクノロジー 

テクノロジートレンド デジタルジャーニー エキスパートの視点
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この『SMB dynamo』エディションで紹介しているテ
クノロジーの詳細情報が必要な場合や、今後のエディ
ションで取り上げるストーリーについてご提案がある
場合は、dynamo@cisco.com までご連絡ください。

ストーリーリンク 
テクノロジートレンド

ハイブリッドワークというニューノーマルを受け
入れる 

Q&A：ハイブリッドワークに合わせてテクノロジー
とプロセスを最適化 

加速する変化に適応する小売業者 

デジタルジャーニー

職場をコラボレーションスペースに変えた企業 

エキスパートの視点 

ハイブリッドワークのセキュリティを強化するた
めの重要戦略 

Webex の 5 つの高度な機能でハイブリッドワーク
をシンプルに

オンライン会議の背景を最大限に活用 

テクノロジーへの投資で活用したい見過ごしがち
なファイナンスオプション

ハイブリッドワーク  
エクスペリエンスを理解する
世界的なコロナ禍はあらゆる企業にとって予想外の出来事で
した。しかし今や、多くの中堅・中小企業（SMB）がそれぞ
れ工夫を凝らしてこの課題に取り組んでおり、新しいプロセ
スやテクノロジーの採用が急速に進んでいます。

中でもテレワークへの適応は順調に進んでおり、コロナ禍が
収束した後も定着していくものと思われます。人々が集まる
オフィス環境とテレワークをシームレスに融合して、高い生
産性や従業員満足度を実現する働き方のことをハイブリッド
ワークと呼びます。このハイブリッドワークを実現するため
に、正式な仕組みやツールを導入する組織が増えています。

ハイブリッドワークを実際に導入するには、あらゆる場所に
いる従業員を考慮してワークエクスペリエンスを設計するこ
とが必要になります。この『SMB dynamo』エディションでは、

デジタル トランスフォーメーションが果たす役割、ワークラ
イフバランスを守る方法、サイバーセキュリティやオフィスス
ペースに与える影響、新しいテクノロジーに投資する必要性
といったさまざまな側面から、ハイブリッドワークについて詳
しく説明します。また、オンライン会議の背景に関する 2 つ
の視点を紹介し、日々の業務で Webex をさらに活用するた
めのヒントも提供します。

多くの SMB では、「出勤する」ことの意味がこの数年で完全
に変わっています。本書で紹介するストーリーが、ハイブリッ
ドワークという新しい世界を歩むための道しるべとなれば幸
いです。

— 『SMB dynamo』編集チーム

mailto:dynamo%40cisco.com?subject=
mailto:dynamo%40cisco.com?subject=
https://twitter.com/CiscoSmallBiz
https://www.linkedin.cn/incareer/home
https://www.facebook.com/CiscoSmallBusiness/


テクノロジートレンド 



世界中の従業員が在宅勤務を余儀なくされる事態に陥って
から 2 年近くが経ちました。職場に戻ってきた従業員もたく
さんいますが、全員というわけではありません。コロナ禍に
伴う休業や距離を保つ措置が行われてきたせいで、職場に
戻ってきた人でさえ、2020 年 3 月以前と比べると通勤日数
が減ったり、定期的には出社しなくなったりしています。

「働き方や働く場所に対する人々の考え方が一変してしまった
のです」と語るのは、中堅・中小企業（SMB）に焦点を当
てた市場調査会社である Techaisle 社の創業者兼チーフグ
ローバルアナリストである Anurag Agrawal 氏です。「SMB 
はその影響を現在受けているだけでなく、今後も受けること
になります」。

SMB は多くの点で時代を先取りしていました。Techaisle 社
の調査によると、小規模企業の従業員の 40% 近くが、コロ
ナ禍の前にすでにテレワークを行っていました。また、一般
に SMB は大企業より小回りがきくため、経済活動が停止す
る事態を受けて多くの SMB が最新のテクノロジーやベスト
プラクティスをいち早く採用することができました。

しかし、何か月にもわたる激動の時期を乗り切った今でも、
課題は残っています。キャッシュフローの問題に常に悩まさ
れている SMB は数え切れないほどあります。従業員の雇用
や維持も、人手不足のために難しくなっています。また、ハ
イブリッドワークという進化を続ける新しい状況に慣れるた

めに今でも努力が続けられているのは、SMB も大企業も変
わりません。

デジタル トランスフォーメーションの重要性 
ハイブリッドワークへの移行はすでに始まっていましたが、 
コロナ禍によって、経済における他のいくつかのトレンドと同様
にこの動きも加速しました。多くの組織、特に SMB では、
オフィスワーカーとリモートワーカーを組み合わせた勤務態勢
を整え始め、一部の従業員がオンサイトとオフサイトを定期
的に切り替えるようになりました。

確かにコロナ禍は難題をもたらしましたが、最終的には、 
テレワークを時折または頻繁に実施することでさまざまな分野
の従業員にメリットをもたらせる可能性があることが実証され
ました。そこで次の課題になってきているのが、より正式なテ
クノロジーやプロセスを導入し、あらゆる場所にいる従業員
を考慮してワークエクスペリエンスを設計することです。

Agrawal 氏は、ハイブリッドワークはデジタル トランスフォー
メーションがもたらした成果の 1 つであると考えています。
紙中心のプロセスからクラウドベースのアプリケーションに移
行する場合でも、小売店舗のシンプルなドアアラームを多機
能 IP カメラに更新する場合でも、小規模企業が適応を進め
てレジリエンスを確保するにはテクノロジーが不可欠であると 
Agrawal 氏は言います。
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テクノロジートレンド 

次のニューノーマルに必要な新たな 
ソリューション
さまざまな SMB がテクノロジーを活用し、ハイブリッドワークを通じてレジリエンス、適応、成功
を実現 
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「デジタル トランスフォーメーションは SMB にとって極めて
重要です」と同氏は言います。「弊社の調査によると、40% 
の SMB が全面的な変革に取り組んでいます。断片的にま
たは対象を絞って変革を進めている SMB も 25 ～ 30% に
上ります。何もしていない SMB は 15% 未満です」。

業務のデジタル化が必要であることは今も昔も同じですが、
それを推進する理由は変化してきています。

「かつては、ビジネスの拡大やお客様との関係強化を図るこ
とが主な目的でした」と Agrawal 氏は説明します。「現在
では、業務効率を高め、従業員、お客様、パートナー間の
接続を強化することが最優先事項になっています」。

これは、事業運営をシンプルにし、企業資産を保護し、人、
プロセス、テクノロジーの間の連携を強化できる最新のネッ
トワークが多くの SMB で必要になっていることを示してい
ます。

「規模に関係なく、あらゆる企業には基盤となるネットワー
クが必要です」と語るのは、Stratus Information Systems 
社でセールスディレクターを務めている Jason Lacey 氏で
す。同社は北米の多数の SMB をクライアントに抱えていま
す。「Cisco Meraki ソリューションを採用する企業が増えて
います。安全性が非常に高く、導入や管理がとても簡単な
ので、SMB に最適なソリューションです。構成を終えれば、
後は基本的に Meraki のコアネットワークが自律的に稼働す
るので、人間が介入する必要がありません」。

このような基盤となるネットワークを導入することで、リモー
トアクセス、データセキュリティとエンドポイントセキュリ
ティ、高度なコラボレーションの基礎という 3 つの重要な
ニーズを満たすことができると Lacey 氏は説明します。

「従業員には、オフィスにいても、小売店舗にいても、コー
ヒーショップにいても、自宅にいても、一貫したワークエクス
ペリエンスを提供する必要があります」と同氏は言います。「セ
キュリティを保ちながら、アプリケーションやデータにシーム
レスにアクセスできるようにすることが不可欠です」。

セキュリティ面での遅れを取り戻す 
コロナ禍が発生した当初、テレワークへの移行や事業継続
の維持に追われたことで、多くの SMB が安直な解決策を選
びました。

「小規模な組織ほど、多要素認証やエンドポイントセキュリ
ティといった重要な領域を無視しがちでした。その結果、 
デバイスやデータを侵害された組織が続出したのです」と 
Lacey 氏は言います。「通常、データ侵害の復旧にかかるコ
ストは、適切なシステムや保護を前もって導入するコストの 
10 倍以上になります」。

「事態が落ち着き始めた今、多くの SMB が遅れを取り戻
し、堅実な解決策を導入しようとしています」と語るの

は、Aspire 社のマネージドサービス担当 VP である Doug 
Stevens 氏です。大手テクノロジーサービス企業である同社
は、シスコパートナーとして長年にわたる実績を持ち、米国
東部を中心にあらゆる規模の企業を支援しています。

ある SMB は、従業員の在宅勤務を始めたところ、DNS 
保護を含む IT システムの可視性が完全に失われるという
予想外の事態に陥り、Aspire 社に相談を持ち掛けました。
Cisco Umbrella と Cisco Secure Endpoint を迅速に導入
したことで、事業運営を回復し、不正な侵害を防ぐことがで
きました。

「問題は 2 日間で簡単に解決できました」と Stevens 氏は
言います。「ネットワークの可視性を完全に確保し、リモー
トモニタリングや多要素認証を導入して、ポリシーを適用で
きるようになりました。こうした解決策は、多くの SMB が
考えているよりもはるかに簡単かつ手頃な価格で実現できま
す。何も対策を行わずにいると甚大な被害を受ける可能性
があります」。

https://www.stratusinfosystems.com/
https://meraki.cisco.com/ja-jp/
https://www.aspiretransforms.com/
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/umbrella/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/amp-for-endpoints/index.html


6 

ビジネスを改善するための推奨事
項をご提案するカスタマイズされた

レポートを入手できます。

5 分で完了する IDC 社のデジタル
成熟度評価をお受けください 

テクノロジートレンド 

ハイブリッド コラボレーションでバランスを実現 
さまざまな場所で従業員が働くようになったことから、テクノ
ロジーを利用したコラボレーションが不可欠になっています。

「ほとんどの大企業は高度なコラボレーション プラットフォー
ムを使用していますが、SMB での採用は遅れています」と 
Agrawal 氏は言います。「ビデオ通話には互いに顔を合わせ
られる利点がありますが、それに加えてコラボレーションツー
ルを導入すれば、さまざまなビジネスプロセスを迅速化でき
ます」。電子メールで情報をやりとりして返信を待つ代わりにそ
うしたツールを使用すれば、ダイナミックでリアルタイムな共
有が可能になる、と同氏は指摘します。

「Cisco Webex は私たちの基盤になっています」と Lacey 
氏は言います。Stratus 社は米国とカナダのすべての州に技
術者を配置しています。「Webex を使用することで、会議だ
けでなく、安全なメッセージングや通話も実現しています。
おかげで知識の共有が促進され、生産性が向上し、全員が
同じオフィスにいるような感覚が生まれました」。

一体感や仲間意識を育むことは、オンラインでの体験であっ
たとしても、これまで以上に重要になっています。テレワー
クやハイブリッドワークは孤立感をもたらしやすく、心の健
康や従業員の士気に悪影響を与える可能性があります。また、
仕事と私生活の境界が曖昧になってきた人が増えています。

「私は現実世界と仮想世界の間で常に引き裂かれています」
と語るのは、Maika Global 社の創業者である Madison 
Yeack 氏です。同社は小規模なコンサルティング会社で、世
界中にスタッフとクライアントを抱えています。「自分の存在
を示すのに苦労しています。誰かと一緒に外出したりすると、
オンラインやスマートフォンでつながっている人を見捨ててい
るような気持ちになります」。

従業員が自由時間や日常生活を削って自分のキャリアに充
てることが増えている今、従業員の全体的な心身の健康に
投資することが組織の責任であると Lacey 氏は言います。

「心身の健康を促進するためのリソースや福利厚生はどの規
模の企業でも提供できます」と同氏は言います。「ジムのメ
ンバーシップ、オンラインのヨガクラス、瞑想アプリのよう
な簡単なものでも構いません。従業員を本当に気遣って取
り組みを行うことが大切です。お客様に愛される会社にな
るには、まず従業員に愛される会社になる必要があると私
は固く信じています」。

さまざまな段階で必要な支援を得る 
専任の IT スタッフがいる SMB は 10% に過ぎません。 
また、そうした人材がデジタル化の推進、業務効率の向上、
プロセスの最適化を図ろうとしても、既存のシステムが足か
せになることが非常に多くなっています。

「小規模企業の経営者である私はさまざまな役割を兼務し
ていますが、IT スペシャリストもその 1 つです」と Yeack 
氏は言います。「クライアントが使用しているのと同じツール
を私たちも使用する必要があります。特定のプラットフォー
ムを選んで、それで良しとするわけにはいきません。本当に
複雑で厄介です」。

Agrawal 氏も、自動化やオーケストレーションに苦労して
いる SMB が多いと語ります。「多くの SMB がクラウドに
移行し始めましたが、思っていたほど簡単ではないことが
判明して困っています。対象にするプロセスや購入するテク
ノロジーを見極め、すべてのテクノロジーのオーケストレー
ションを図る方法を判断するには支援が必要だと感じてい
ます」。

必要以上に大きなソフトウェアパッケージに手を出す SMB 
は珍しくなく、ほとんどの場合、十分に活用できていないば
かりか、かえって負担になってしまっていると同氏は言います。

「宣伝に惑わされたり、話題のトレンドを追いかけたりしない
ことが大切です」と Agrawal 氏は語ります。「自社にとって
最適で、望ましい成果をもたらしてくれるソリューションを見
つける必要があります。ニーズに合った適切なソリューショ
ンを提案してくれる地域のサービスプロバイダーに相談して
アドバイスをもらうようにしてください」。

「テクノロジー以外にも大切なことがあります」と Stevens 
氏は言います。「まず、購入する前にデモを行って確認するこ
とが必要です。また、構成、機能セット、インストール、 
従業員のトレーニングに関する支援も受ける必要があります。
さらに、今後の道のりを歩んでいくために継続的に支援を 
受けることも必要です」。

「これが未来の働き方なのです」と Lacey 氏は語ります。 
「ほとんどの会議には、今後もオンラインの出席者が加わる
でしょう。大半の企業は、リモートワーカーやハイブリッド
ワーカーを雇用し続けることになります。こうした進化する
働き方を実現して保護するためにテクノロジーが必要である
ことは、今後も変わることはないでしょう」。n

https://www.sb-maturityassessment.com/
https://www.sb-maturityassessment.com/
https://www.webex.com/ja/index.html
https://www.maikaglobal.com/
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Techaisle 社が提供している最新のイ
ンサイトについては、こちらのホワイト
ペーパー [ 英語 ] をご覧ください。

『ハイブリッドワーク：ニューノーマルに
適した基盤を SMB が構築するには』 

ハイブリッドワークを 
成功に導くための基盤
SMB のエキスパートである Anurag Agrawal 氏が語る、組織に必要なテクノロジーとプロセス 

コロナ禍に見舞われてから 2 年近くが経ち、多くの SMB が
新しい働き方を模索しています。その中でも有望視されてい
るのが、ハイブリッドワークという概念です。ハイブリッドワー
クでは、オフィス、リモート、移動中など、あらゆる場所に
いる従業員を考慮してワークプロセスを設計します。しかし、
ほとんどの組織にとって、これは未知への旅となります。 
そこで、アナリスト企業である Techaisle 社のベテラン 
SMB エキスパートの Anurag Agrawal 氏に、SMB がビジ
ネス戦略やテクノロジー戦略を最適化してハイブリッドワー
クを成功させる方法についてお伺いしました。

SMB dynamo：ハイブリッドワークにはさま
ざまな定義があります。従来の職場モデルとハ
イブリッドワークを区別する要因は何であると 
Techaisle 社では考えていますか？ 
Anurag Agrawal 氏：ハイブリッドワークとは、担当業務や
自分のスケジュールに最も適した場所や役割に応じて、オフィ
スでもオフサイトでも従業員が作業できる柔軟な働き方の 
ことであると弊社では定義しています。ハイブリッドワークの
本質は、制約を受けずに瞬時につながれるというテレワーク
モデルの優れた点を活かして、特定のプロジェクトや勤務環
境における創造的な可能性を人間同士のやりとりを通じて解
き放っていく点にあると考えています。

SMB dynamo：テレワークと対面型勤務の両方
の長所を取り入れていく際、SMB はどのような
課題に直面しますか？ 
Agrawal 氏：受け身の戦略ではなく意図的で積極的な戦略
としてこの取り組みを展開していくことが最も重要な課題に
なると思われます。SMB はコロナ禍という緊急事態におい
て、「事業継続」に必要なモバイルおよびリモートの IT シ
ステムや業務プロセスを首尾よく導入できました。しかし、
それらのソリューションは、現在のニーズを何とか満たせる

といったレベルのものに過ぎないことが多いようです。 
ハイブリッドワークを成功させるには、従業員の勤務形態や
ビジネスプロセスについて長期的なビジョンを持つことが 
必要です。それらを組み合わせることで、従業員の生産性や
積極的な企業文化の維持といった、SMB が抱えているテレ
ワークにまつわるさまざまな領域の問題にも対処できるよう
になります。

SMB dynamo：そうした問題に対処するために 
SMB が採用できるハイブリッドワークのベスト
プラクティス戦略を教えていただけますか？ 
Agrawal 氏：SMB にとって今は、テクノロジーの近代化や
デジタル トランスフォーメーションを進めていく全体的な取
り組みの一環としてハイブリッドワークを取り入れる絶好の
機会となっています。そのためには、SMB の IT リーダー
やビジネスリーダーが、企業の能力を高めていく戦略計画に
沿った重要な分野に集中する必要があります。ハイブリッド
ワークの柱となるテクノロジーの重点分野は 3 つあると私た
ちは考えています。つまり、統合ワークスペース /コラボレー
ション、場所を問わないセキュリティ、高度なネットワーキン
グの 3 分野です。SMB はこれらの機能を統合環境で同時
に実現することで、生産性、従業員の満足度、定着率を 
向上させていくことができます。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/hybrid-work/building-smb-foundations.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/hybrid-work/building-smb-foundations.pdf
https://techaisle.com/
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テクノロジートレンド 

SMB dynamo：統合ワークスペースとおっしゃ
いましたが、SMB はどのような要素を提供する
必要がありますか？ 
Agrawal 氏：これは、以前から存在していたロールベース
のアクセスやセキュリティを拡張したものであると私たちは
考えていますが、統合ワークスペースには新しい要素も取り
入れられています。生産性アプリはもちろんのこと、ロー
ルベースのアプリケーション検出、パーソナライゼーション、
あらゆるデバイスによるアプリケーションへのクイックアク
セス、パスワードボールトも提供されています。また、 
データが事前に入力されたチームベースアプリによる新規
アカウントの自動オンボーディングといった、いくつかのプ
ロセス要件にも対処する必要があります。さらに、IT 管理
者による制御、多要素認証による企業資産の保護、ユーザー
別やデバイスタイプ別のテクノロジーの使用状況分析といっ
た、さまざまなテクノロジー要件もサポートする必要があり
ます。

SMB dynamo：ハイブリッドワークは定着する
と思いますか？ 
Agrawal 氏：もちろんです。コロナ禍によって、SMB はデ
ジタル トランスフォーメーション計画をまったく新しい視点
から推進するようになりました。ハイブリッドワークの実現
に必要なコラボレーション、セキュリティ、ネットワーキン
グといったテクノロジープロセスを導入することは、この大
きなビジョンに向けた重要なステップになります。n

小売業界の進化が加速 

予想もしなかった事態に見舞われたとき、小売業界はすでに
厳しい競争環境に置かれていました。前例のない品揃えと利
便性を誇る e コマースの巨大企業と激しい戦いを繰り広げて
いた無数の SMB 小売業者は、コロナ禍とその後の経済活動
の停止によってさらなる混乱に陥りました。回復できずに苦し
んでいる小売業者もまだたくさんあります。

さらに、人手不足、不安定なサプライチェーン、曖昧になっ
ていく店舗運営とオンライン運営の区別など、まったく新しい
状況が追い打ちをかけています。

「小売部門の進化は今後も続いていきます。変化のペースは
加速する一方です」と語るのは、シスコのグローバル リテー
ル ストラテジストである Bill Farnsworth です。「さまざま
な企業がハイブリッドワークという現実に適応し始めたのと
同様に、小売業者もオンラインの営業活動と対面式の営業
活動のバランスをうまく取り、この 2 つを組み合わせてシーム
レスなカスタマーエクスペリエンスを提供しようとしています」。
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テクノロジートレンド 

オムニチャネルのエクスペリエンスを提供 
オムニチャネル エクスペリエンスとは、消費者がさまざま
な物理的タッチポイントやオンラインのタッチポイントを通
じて特定のブランドとつながりを持てるようにする手法のこ
とです。従来は、巨大ブランドだけが提供する特別な手法
でしたが、あらゆる規模の小売業者の間で急速に採用が
進んだ結果、事実上の標準手法になっています。

「お客様は選択肢を求めています」と語るのは、シスコのグ
ローバル インダストリー マーケティング マネージャである 
Scott Lantis です。「お客様は、自分が関心を持っているこ
とについての、個人的で会話のようなやりとりを企業に求め
ています。日常的に使用しているあらゆるチャネルでシーム
レスな顧客エンゲージメントを期待しているのです」。

残念ながら、SMB 小売業者が提供しているオムニチャネル 
エクスペリエンスは、シームレスには程遠いのが現状です。

「物理からデジタルへの移行が急速に進んだことで、リア
ルタイムのデジタル通信チャネルに迅速に移行することが
小売業者に求められるようになりました」と Lantis は言
います。「BOPIS（Buy Online Pickup In Store）やカーブ
サイドピックアップといった小売業界の取り組みはコロナ禍
によって広く普及しましたが、小売業者はこうしたエクスペ
リエンスを引き続き進化させていく必要があります。電子
メールやアプリベースのやりとりから、新しいメッセージン
グチャネルやロケーションベースのトリガーに移行する必要
があるのです」。

そのためには、テクノロジー、プロセス、コミュニケーショ
ンを最適化する必要があります。また、オンラインチャネ
ルや POS システムをバックエンドの財務、ERP、CRM ア
プリケーションと連携させることも必要です。

「消費者はオムニチャネル購入を簡単に行えますが、小売業者
がフルフィルメントや返品に対応する際には複雑な処理が必要
になります」と Farnsworth は言います。「オンラインでは実
店舗とは別のシステムやプロセスを使用していることが多く、
問題の原因になることがよくあります」。

カーブサイドピックアップのような一見単純なフルフィルメント
戦術であっても、デジタルシステム、店舗運営、お客様とのコ
ミュニケーションが緊密に統合されていないと、混乱や不満を
もたらす可能性があります。

「駐車場で待っているお客様が、注文のステータスを心配した
り、チェックインが必要なのか迷ったり、次に何をすればいい
のか途方に暮れたりしている状況は避けなければなりません」
と Farnsworth は言います。

モバイルデバイス、オンサイトカメラ、ボットを
活用 
フロントエンド タッチポイントの連携を図り、バックエンド
のプロセスを合理化し、消費者が購入時に感じるストレスを
減らすには、テクノロジーが重要になると Farnsworth と 
Lantis は口を揃えます。小売業者は、基盤となるシステム
やそれらをつなぐネットワークテクノロジーだけでなく、モバ
イルデバイス、オンサイトカメラ、ボットまで活用するように
なっています。



テクノロジートレンド 

小売運営を強化する 4 つの方法 

屋外用 Wi-Fi を設置
してカーブサイドピックアップで
利用可能に
詳細はこちら： Meraki アクセスポイント 

オムニチャネル機能に
ビデオチャットを導入 
して、SMS、電子メール、電話に加 
えてお客様サポートや購入後の調査を
強化 
詳細はこちら：Webex Experience Management 

コラボレーションに基づく
チームアプローチを実現
してお客様や社内の問題を解決

詳細はこちら： Webex Suite 

データセキュリティをあら
ゆるレベルで確保 
店舗のデバイスやエンドポイント、
POS、e コマースプラットフォーム、
お客様とのコミュニケーションなど 
詳細はこちら： Cisco Umbrella、 Cloud 
Mailbox Defense 

「お客様は、友人や家族とコミュニケーションを取るのと同
じように企業とコミュニケーションしたいと考えています。し
たがって、お客様がすでに使用しているデジタル メッセージ
ング チャネルを通じてブランドを提供していく必要がありま
す」と Lantis は語ります。「小売業者は、お客様とのコミュ
ニケーションを積極的に行うことも必要です。注文に問題が
起きた場合は、お客様がしびれを切らして連絡してくる前に、
こちらから積極的に連絡する必要があります」。

これまで盗難防止に使用されてきたビデオシステムも、カス
タマーエクスペリエンスの向上に役立っています。小売業者
はオンサイトのカメラを活用して、お客様がカーブサイドピッ
クアップに現れたことをスタッフに通知し、ソーシャルディス
タンスを保つために店内の混雑状況をモニタリングし、職場
の運営を追跡しています。

「経営者が毎日ずっと現場にいるわけにはいきません」と 
Farnsworth は説明します。「ビデオを活用すれば、開店や
閉店は時間どおりに行えたか？安全手順は守られているか？
営業時間外に駐車場に潜んでいる人がいないか？といった重
要な質問に答えることができます」。

労働力が不足し、消費者の忍耐力が落ちている今、お客様
とのコミュニケーションやサポートを向上させるのに役立つ
のが、ボットなどの自動化されたテクノロジーです。

「小規模な小売業者の従業員はさまざまな役割を果たしてい
ます。多くの場合、オンラインでの問い合わせや電話に応対
したり、店舗運営をこなしたりしなければなりません。忙殺
されて余裕がなくなりがちです」と Lantis は言います。「小
売業の経営者は、FAQ ボットなどのソリューションを検討す
ることをお勧めします。これによって、何度も尋ねられる単
純な問い合わせに対応しなくてもよくなり、スタッフが店内
のお客様のサポートに集中できます」。

貴社の小売環境全体をデジタル化して
接続エクスペリエンスを高める方法をご

覧ください。
シスコの小売業向けソリューション

従業員の裁量を拡大 
テクノロジーは、お客様とのコミュニケーションや販売活動
に役立つだけでなく、従業員の裁量を拡大し、社内の業務
効率を向上させるのにも役立ちます。

「人手不足の状況から分かるように、従業員の獲得や定着
を左右する要因は賃金だけとは限らなくなっています」と 
Farnsworth は言います。「小売業者は、カスタマーエクス
ペリエンスと同じように従業員体験に向き合う必要がありま
す。特に若い従業員は、自宅で使用しているのと同じデバイ
スやアプリを仕事でも使用したいと思っています」。

多くの SMB 小売業者は今でも勤務時間を追跡するのに紙
のシートを使わせ、病欠の連絡にボイスメールを使わせてい
ると同氏は説明します。勤怠管理ならクラウドベースのアプ
リがありますし、病欠の連絡はテキストメッセージで簡単に
済ますこともできます。

「どのテクノロジーを使用するかは、小売業者によってさま
ざまです」と Farnsworth は言います。「重要なのは、テク
ノロジーによってストレスや不満を減らすことです。増えてし
まっては意味がありません」。

経済活動の停止や不確実さを乗り越えようとしている SMB 
小売業者にとって、ストレスを解消できる新しい機会をあらゆ
るところで見つけていくことは、現在そして今後直面する競争
環境において大きな違いを生み出す可能性があります。n
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https://meraki.cisco.com/
https://meraki.cisco.com/ja-jp/
https://www.webex.com/ja/experience-management.html
https://www.webex.com/
https://www.webex.com/ja/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/umbrella/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/cloud-mailbox-defense/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/cloud-mailbox-defense/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/industries/retail.html
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デジタルジャーニー 

未来のオフィス
職場をコラボレーションスペースに変えた Flagler 社 

世界的なコロナ禍で私たちが学んだことがあるとしたら、た
とえ分散していても、労働者は生産性を維持でき、企業は収
益性を維持できるということです。この事実は、物理的なオ
フィススペースの有効性、コスト、役割を巡る疑問を生み出し
ました。

かつてないほど多くの人が在宅勤務を少なくとも部分的に取り
入れるようになったことで、多くの組織が職場をどのように進
化させるべきかを評価しています。数え切れないほどの企業
が、この意思決定によって日常業務に変革をもたらしています。

フロリダ州ボカラトンで独自の勤務環境を整えている Flagler 
Technologies 社は、洞察に満ちた答えを導いています。

「私たちは従来型のオフィスは構えたことがありません」と語る
のは、Flagler 社の営業担当 VP である Ken Wagner 氏です。
Cisco Premier Certified Partner である同社は、インフラスト
ラクチャ、クラウド、セキュリティ、データサービスを提供して
います。「しかし、物理的なスペースは確保しています」。

このスペースを設置したのは 2018 年、世界的なコロナ禍や
テレワークへの移行が広がるずっと前のことでした。

https://www.flagler.io/
https://www.flagler.io/
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詳細は以下を参照してください。

Flagler 社小規模企業向けガイド： 
リモートワークフォースに力を与える

小規模企業向けソリューション

デジタルジャーニー 

「従業員には決まった机を割り当てていません。弊社のクライ
アントの多くもそうしています」と語るのは、Flagler 社のサー
ビス担当 VP である Elvin Paulette 氏です。同社では Cisco 
Meraki、Webex、セキュリティテクノロジーを活用していると
同氏は言います。「さまざまな OEM がしばらくの間オフィス
を閉鎖して、キャンパスフットプリントを減らすようになった
のですが、不穏な兆候が見られるようになりました。そこで、
私たちは別の方法を選ぶことにしたのです」。

物理的なスペースは今でも十分なビジネス価値を提供してい
ますが、こうしたスペースの使い方は進化し続けていくだろう
と Wagner と Paulette の両氏は主張します。

たとえば Flagler 社の本社は、オフィスというよりはコラボ
レーションスペースや会議スペースのような空間になっていま
す。特定の個人に割り当てた小さな部屋、パーティション、ワー
クステーションで埋め尽くされているのが一般的なオフィス
ですが、同社の本社は大きな会議室が 1 つと、誰もが利用
できるいくつかの共用エリアで構成されています。

「私たちのオフィスは、従業員の日常業務をサポートするため
のものではありません」と Wagner 氏は言います。「パート
ナー様やお客様と直接会って商談、会議、コラボレーション
を行えるように用意されているのです」。

パートナー様やお客様はいつでも同社に立ち寄って、提供
されている物理的なスペース、Webex Room Kit、Webex 
Room Phone、Meraki ゲスト Wi-Fi を利用できます。

「皆様は今でも集まりたいと思っていますし、集まる必要が
あります。モバイル化や分散化が進み、ともすると孤立に
陥りがちな今日の環境では、特にその必要があります」と 
Paulette 氏は言います。「パートナー様、お客様、従業員が
コラボレーションできるスペースを用意することで付加価値
を提供し、緊密な関係を維持し、他社に流れたかもしれな
い案件を獲得できればと考えています」。n

https://www.flagler.io/remote-workforce
https://www.flagler.io/remote-workforce
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/small-business.html
https://meraki.cisco.com/ja-jp/
https://meraki.cisco.com/ja-jp/
https://www.webex.com/ja/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/small-business/security.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collaboration-endpoints/webex-room-series/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collaboration-endpoints/webex-room-series/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collaboration-endpoints/webex-room-phone/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collaboration-endpoints/webex-room-phone/index.html
https://meraki.cisco.com/ja-jp/products/wi-fi/
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エキスパートの視点 

ハイブリッドワークのセキュリティを強化
するための重要戦略 
30 年近くに及ぶ技術者としての経験と、15 年に及ぶシスコ 
セキュリティ スペシャリストとしての経験を持つ Mike Storm 
は、あらゆる状況に遭遇してきました。ハッカーやマルウェア
が小規模企業にもたらす危険性を知り尽くしています。

「SMB は私の身近にある大切な存在です」と Storm は語
ります。サイバーセキュリティの上級エンジニアであり、人
気のポッドキャスト『Unhackable with Mike Storm』やビ
デオシリーズ『Cisco IT Security Makeover』の司会者も
務めています。「しかし恐ろしいことに、侵害を受けた SMB 
の 80% が 6 か月以内に破綻してしまうのです」。

小規模企業であっても大企業であっても、企業データの
価値に違いはありません。両者の違いは脆弱性にあると 
Storm は言います。

「SMB のデータはしっかり保護されていないことが多いので
す。小規模企業の経営者はデータがリスクに晒されているこ
とに気付いていないことが多く、攻撃者はそこに付け込んで
くるのです」と同氏は説明します。

ハッカーは主に恐怖心を煽る戦術を使用します。それによっ
て、冷静さを欠いた短絡的な対応しかできないように仕向け
ます。コロナ禍が始まって数か月の間、この脅威は猛威を
振るいました。多くの SMB がテレワークへの移行と事業継
続の維持に追われていたこの時期、セキュリティは後回しに
されがちでした。

そこに攻撃者が襲い掛かりました。FBI によると、コロナ禍
の最初の 6 か月間でサイバー攻撃は 400% 増加し、毎日 
4,000 件を超すインシデントが報告されるようになりまし
た。ランサムウェア攻撃などのいくつかの戦術は 800%  
増加しました。1 

一部の従業員がオフィス以外の場所で定期的に働くハイ
ブリッドワークモデルを採用する SMB が増えていること
もあって、この脅威は今も同じように存在し続けています。
セキュリティ態勢の再評価と強化をまだ行っていない SMB 
は、今すぐに着手すべきだと Storm は言います。Storm 
が小規模企業の経営者や関係者に提供している 4 つのア
ドバイスをご紹介します。

1. ID の保護に焦点を当てる 
「ログイン情報は宝の鍵です。攻撃者の手に渡ってしまう
と、あらゆる場所で悪用されることになります」と Storm 
は言います。「複雑なパスワードを作成して頻繁に変更す
るだけでは十分ではありません。多要素認証を使用する
必要があります」。ただし、2 番目の認証要素として携帯
電話番号は使用しないことが重要だとも言っています。 
ハッカーは自分の携帯電話にまでアクセスできないだろう
から安全だと思うかもしれませんが、入手した最小限の個
人情報を使用してハッカーが携帯電話会社を騙し、新し
いデバイス（ハッカーのデバイス）に SMS メッセージをリ
ダイレクトさせる可能性があります。スマートフォンなどの
デバイスで利用できる認証アプリや生体認証を使用する方
がよいでしょう。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/unhackable-with-mike-storm.html?carousel=about-unhackable
https://www.youtube.com/watch?v=Fd9R5ll0cgY
https://www.prnewswire.com/news-releases/top-cyber-security-experts-report-4-000-cyber-attacks-a-day-since-covid-19-pandemic-301110157.html
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エキスパートの視点 小規模企業向けシスコ セキュリ
ティ ソリューションの詳細 

Unhackable with Mike Storm  
ポッドキャストを聞く 

Cisco IT Security Makeover  
ビデオシリーズを視聴する

Mike Storm、サイバーセキュリティ上級エンジニア

2.  ヒューマンエラーを最小化 
「最大の脆弱性は人的要素です」と Storm は言います。
「どんなに優れたセキュリティシステムを導入しても、人
間が一度ミスを犯せばすぐに侵害される可能性がありま
す。スタッフを教育し、自分でも学んでいくことが必要で
す」。Storm が勧めるのは、トレーニングゲームを使用し
て、騙されやすい攻撃やその対応方法についてチームの
認識を高めていく方法です。また、セキュリティチェック
インを定期的に実施して、ギャップを特定し、最新のアド
バイスを全員に周知することもできます。

3. データとセキュリティをクラウドに移行 
「Cisco Umbrella などのクラウドベースのセキュリティソ
リューションを使用すれば、アプリケーションとデータの
保護に役立つゲートや統合アクセスポリシーが提供され
ます」と Storm は言います。「ラップトップなどの物理的
なエンドポイントではなく、クラウドに安全にデータを 
保存すれば、一般的な攻撃対象領域を排除できます」。
ハイブリッドワークが普及しつつある今、この対策を導入
すれば企業ネットワークに接続していないユーザーにもセ
キュリティを提供できるようになります。

4. マネージドサービスを活用 
「SMB は、セキュリティ面での人員確保、資金投資、 
スキル開発が遅れがちですので、外部の支援を受けるこ
とがとても重要になります」と Storm は言います。「マネー
ジド セキュリティ サービスは、ほとんどの方が考えてい
るよりも手頃な価格で簡単に利用できます」。シスコでは
地域のプロバイダーを検索するための便利なリソースを 
提供しています。

最後に、セキュリティは喫緊の課題ではあるものの焦って
進める必要はないと Storm は念を押し、「新しい考え方に
適応するには、経営者と従業員が時間をかけて努力を積み
重ねていく必要があります」と述べています。「だからといっ
て落胆する必要はありません。変化は段階的に進んでいく
からです」。鉄壁のサイバーセキュリティ環境を初日から展開
することが目標ではないと Storm は指摘します。最も着手
しやすそうな所から始めて、それを基盤にして段階を追い
ながらソリューションを導入していけばよいのです。n

https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/small-business/security.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/small-business/security.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/unhackable-with-mike-storm.html?carousel=about-unhackable
https://www.youtube.com/watch?v=Fd9R5ll0cgY
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/umbrella/index.html
https://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do?preferredLanguage=ja&preferredCountry=JP;jsessionid=8CDF9284D014CFF911CB8E6F81812619
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エキスパートの視点 

Webex の 5 つの高度な機能 
でハイブリッドワークをシンプルに
SMB は、所有しているあらゆるリソースを最大限に活用する
ことで、比較的少ないリソースで高い成果を挙げる点が評価
されています。ハイブリッドワークへの適応があらゆる規模
の企業で進んでいる今、SMB はツールの使い方をこれまで
以上に最適化する必要があります。

「さまざまな形のコミュニケーションの間には互いに共通する
部分が存在します」と語るのは、シスコのデジタル、SMB、
戦略的パートナー担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネー
ジャである D.P. Venkatesh です。「大企業のようなリソース
を持たない小規模な組織である SMB は、Webex などの
ツールを使用することで業務を強化する必要があります」。

実際、Webex の豊富な機能を SMB はよく把握していない
可能性さえあると Venkatesh は言います。Venkatesh がお
勧めする、Webex を使用してチームのハイブリッドワークを
改善する 5 つの方法をご紹介します。

1. リアルタイムの翻訳機能と文字起こし（トランスクリプト）
機能を活用 
「メモを取るのは止めて、会議に集中しましょう」と Venkatesh 
は言います。話者のラベル付け機能や、会議後にメモやトラ
ンスクリプトを編集する機能が用意されているので、要約を
すばやく作成してチームに配布できます。また録画した会議
全体をキーワードで検索できるので、議論の重要なポイント
を確認できます。字幕機能では、絶えず向上していく機械学
習アルゴリズムが活用されており、英語から 100 を超える
言語にリアルタイムで翻訳できます。この機能は、英語が母
国語でない人や耳の不自由な参加者に役立ちます。
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エキスパートの視点 あらゆる規模のチームがビデオ通話、
会議、メッセージングをクラウドで 
実現する方法の詳細をご覧ください。

Webex
2.  「OK Webex」と話しかけて一般的な会議タスクを自動化 
Webex Assistant は、AI を活用した音声で起動するデジ
タルヘルパーです。「チームのもう 1 人のメンバーです」と 
Venkatesh は言います。お使いのアカウントでアクティブに
すると、会議ウィンドウの左下隅に表示されます。メモやア
クション項目を作成するように Webex に頼むだけで、会議
ウィンドウのサイドパネルにある [ハイライト（Highlights）] 
にそれらが自動保存されます（字幕トランスクリプトの一部
を手動でハイライトに保存することもできます）。

3. よりインタラクティブな会議で創造性を発揮 
すべての出席者が 1 つの物理的な部屋に集まるわけではな
くなってくると、出席者の気が散りやすくなると Venkatesh 
は言います。会議を成功させるには、積極的に参加してもら
うための新しい方法を見つける必要があります。数人以上の
会議では特に工夫が必要になります。すべての Webex 有
料プランで提供されている Slido を使用すれば、さまざま
な投票を作成したりライブ Q&A を管理したりして、一体感
を育み、つながりを促進できます。また、会議の前や会議
が終わった後に Slido 投票を行って、出席できなかった人
の意見を集めることもできます。

4.  （新たに）会議を開く代わりにビデオメッセージを利用 
会議を開かないことが最も生産的な会議になる場合があ
ります。Vidcast を使用すると、短いビデオを簡単に録画
し（スクリーンキャプチャは含めることも含めないこともでき
ます）、チームメイトやお客様と共有し、反応やコメントが
表示されるタイムラインビューを通じてビデオの内容に対す
るフィードバックをすばやく入手できます。この形のコミュニ
ケーションは、全体会議、毎日のチーム状況確認ミーティ
ング、一部のオンボーディングの代わりに利用できます。 

電子メールやチャットなど、チームがすでに使用している 
任意のチャネルを通じてビデオを直接投稿するだけです。時間
をさらに節約するために、ビデオはわずかに再生速度を上げた
状態で自動再生され、必要な情報に直接スキップできます。

5. 背景雑音を除去 [ミュート（mute）] の横にある矢印をクリッ
クしてドロップダウンメニューを表示します。すべての背景雑
音を除去するか、自分の声に最適化するかを選択できます。
自分の声に最適化した場合は、すべての背景雑音に加えて周
囲の他の音声も除去されます。これは Webex の最も重要な
機能の 1 つだと Venkatesh は言います。また、背景雑音が
いつも問題になる場合は、音声設定でこれをすべての通話や
会議のデフォルトに設定できます。

もちろん、Webex の豊富な機能は電話やコンタクトセンター
にまで拡張されており、100 を超すアプリとも統合されている
ので、自分に合った方法でカスタマイズして働きやすい環境を
実現できると Venkatesh は指摘します。

「未来の働き方がどうなるかは未知数です」と Venkatesh 
は言います。「しかし、これまでの働き方が完全に過去のも
のになることだけは確かです」。ハイブリッドワークが進化す
るにつれて、使用するツールやツールの使い方も進化してい
くでしょう。n

SMB で Cisco Webex を活用する方法を詳しくお知りになりたい
方は、DP Venkatesh の Twitter をフォローするか、info@webex.
com まで電子メールでお問い合わせください。

https://www.webex.com/ja/all-new-webex.html
https://www.webex.com/ja/audience-engagement.html
https://vidcast.io/
https://apphub.webex.com/
https://twitter.com/dpv007
mailto:info%40webex.com?subject=
mailto:info%40webex.com?subject=


エキスパートの視点 

2 つの視点：オンライン会議の背景
プロフェッショナルとしてのペルソナを形成する上で、ビデオ通話の背景をどのように活用してい
ますか？ 

個人キュレーションの事例 
Jonny Noble、シスコ クラウド セキュリティ テクニカル マーケティング マネージャ 

コロナ禍の間に引っ越しをしまして、しばら
くの間、Webex の会議では無地の壁が私
の後ろにあるだけでした。2020 年の暮れ
にいくつかの収納を整理していたところ、 
古いレコードアルバムをまとめて入れた箱を
見つけました。そのときに、これらのアルバ
ムを後ろの壁に展示してみようというアイデ
アが浮かんだのです。

アルバムカバーは、どれも若い頃に聴いていた音楽です。ピンク・フロイド、クイーン、レッド・ 
ツェッペリン、イエス、スティーリー・ダン。私のお気に入りのバンドです。想像力をかき
立てるアートワークが大好きです。写真には 10 枚のアルバムが写っていますが、さらに 
20 枚ほど壁に展示してあります。月に 1 回入れ替えて、変化をつけて楽しんでいます。

私はテクノロジーだけでなく、音楽にも情熱を注いでいます。こうしたアルバムは、Webex 
通話で打ち解けた雰囲気を作り出すのにもってこいです。オンライン会議はともすると人間
味に欠けがちですが、アルバムアートによって私の仕事以外の側面をさりげなくお見せして
います。

オンライン会議でカメラをオンにして、皆さんの人となりが垣間見えたりするとうれしくな
ります。オープンハウスのためにしつらえたかのような完璧に整頓された背景よりも、少し
散らかっていたりする方が私は好きです。従業員が在宅勤務で能力を発揮することをさま
ざまな組織が受け入れるようになりました。リアルな生活を覗いてみましょう。私のアルバ
ムは、より打ち解けた雰囲気で会議を進め、会話を弾ませるのに役立っています。n

仮想背景の事例 
Lauren Canjar と Kerry McDonough、シスコテクノロジー推進担当 

テレワークに突然移行することになった 
シスコの営業チームは、仮想背景を Webex 
通話で使用し始めました。お客様やパート
ナー様にプロフェッショナルな印象を与 
えたかったからです。その後、ハイブリッ
ドワークが普及していくにつれて、これらの
ツールをより創造的に活用するようになり 
ました。

私たちは、どんなメッセージを伝えたいのかを真剣に考えるようになりました。仮想背景は、
私たちが発信しているメッセージの一部です。たとえば、プレゼンテーション資料の中に自分
が登場して、大きなスクリーンの前で没入型のデモを繰り広げているような演出も可能です
し、肩越しに画像に向かって話しかけたりすることもできます。単にスライドをめくっていく
より、会話が弾み、興味を持ってもらえます。

私たちも楽しめます。議論がややこしくなってきたら、アイリッシュパブの背景を映して、 
「続きはビールでも飲みながらいかがでしょう」と言うこともできます。私たちはこれまでの
ようにお客様のすぐ隣にいるわけではありませんので、今まで対面で行ってきたことを今後
どうやって行うか考える必要があります。お客様のロゴをあしらった高品質の背景を作成す
るといった簡単な工夫も、メッセージを伝えるのに役立ちます。

仮想背景には、実際の作業環境を隠すだけに留まらない大きな目的があります。その機能
を活用することで、人 と々つながって関係を構築し、知識を共有し、質問を引き出すことが
できるのです。n

19 
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エキスパートの視点 

テクノロジーへの投資で活用したい 
見過ごしがちなファイナンスオプション
資金繰りの苦労が絶えないのは、多くの SMB に共通する
一般的な課題です。

資金が不足すると、古くなった設備の交換、プロセスのデ
ジタル化、ビジネスの成長をもたらす新機能への投資が難
しくなることがあります。世界的なコロナ禍のような予期し
ない事態が発生すると、厳しかった財務状況がすぐに危険
な状態になる可能性があります。

「あらゆる企業がコロナ禍の影響を受けましたが、急場をし
のぐ資金が確保できていないことが多かった SMB は大き
な困難に直面しました」と語るのは、 

Cisco Capital でグローバル パートナー プログラムを統括し
ている Sean O’Leary です。Cisco Capital はシスコの子会
社で、シスコのお客様に革新的な支払いソリューションを提
供しています。「SMB は、ビジネスへの投資に役立つ、ニー
ズに合った内容の分割払いオプションを必要としています」。

SMB は予算に制約があるため、ビジネスの拡大や近代化を
図れる有用なテクノロジーに投資する機会を見逃すことが多
くなっています。調査会社である IDC 社が 2020 年 10 月
に行った SMB に関する調査によると、IT 予算がイノベーショ
ンに投資する際の障壁になっていると答えた SMB は 40% 
を超えています。

テクノロジーはレジリエンスと競争優位をもたらしてくれま
す。同じ IDC 社の調査によると、コロナ禍の初期段階では、
「デジタル成熟度」が高い企業（デジタルテクノロジーを使用
して社内業務を変革し、顧客、パートナー、従業員に対する
エンゲージメントを向上させた企業）ほど、全体的な収益に
対する影響が少なくなっていました。10% 以上の減益となっ
た企業は、デジタルエクスペリエンスのない企業では 29.0% 
であったのに対し、デジタル成熟度の高い企業では 19.9% 
でした。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/small-business/digitalmaturity-2020.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/solutions/small-business/digitalmaturity-2020.html
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Cisco Capital ソリューションの
詳細をご覧ください。

新たなビジネス環境における 
小規模企業向けファイナンス

エキスパートの視点 

ハイブリッドワークのための新たな IT 投資 
在宅勤務を少なくとも部分的に取り入れる従業員が増えて 
いるため、SMB はハイブリッドワークのための IT 支出を 
優先的に進めるようになりました。経済が不安定な時期に
適切なテクノロジーに投資するというのはおなじみの課題で
すが、今回の状況では新しい視点に立って判断することが
必要になります。

Cisco Capital では、世界中のさまざまな SMB がコロナ禍
で必要な資金や援助を得られるように支援してきましたが、
テクノロジーファイナンスの分割払いオプションを検討する
際には次の 4 つの点を考慮することを企業経営者の皆様に
お勧めしています。

1.  柔軟性：ビジネスニーズは急速に変化する可能性があり
ます。テクノロジーの優先順位が変化した場合に適応で
きるようにファイナンスが構成されていますか？ 

2.  現金の確保：支払い計画では、初期費用を最小限に抑え
るかなくして、ビジネスに必要な他の使途のために現金
を確保します。

3.  シンプルさ：複雑な課題を SMB はすでに十分すぎるほど
抱えています。支払い計画は理解しやすく、利用や適応
が簡単で、追加料金が発生しないことが必要です。

4.  包括性：IT スタッフがほとんど（またはまったく）いない
ことが多い小規模企業では、1 つの予測可能な支払いで
ハードウェア、ソフトウェア、サービスをすべてカバーで
きるファイナンスが必要です。

© 2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 

SMB に合ったファイナンス 
洋服をあつらえるときと同じように、テクノロジーの取得に
適したファイナンスを利用したいと思ったら、多くの場合、 
オーダーメイドが必要になります。「型にはまったアプローチ
は SMB には役立たないのです」と語るのは、Cisco Capital 
の EMEA 地域のコマーシャルリードである Rafael Chacon 
です。「それぞれのお客様と個別に向き合い、多くの場合さ
まざまな工夫を凝らして、ご希望のシスコソリューションを
取得できる適切な支払いオプションを提供しています」。

コストを削減しながら廃棄物の削減にも貢献できるプログ
ラムの 1 つに Cisco Refresh があります。SMB は Cisco 
Refresh を利用することで、完全認定の再生品を新品より安
価に購入でき、新品と同じ保証やサポートを受けられます。

「シスコは近づきがたくて価格も高すぎると思っている SMB 
もいらっしゃるようですが、私たちは銀行のような巨大組織
ではありません」と Chacon は言います。「柔軟できめ細か
な支援態勢で、お客様に合った解決策をお探しします」。

リソースが限られている SMB にとって、柔軟な支払いオプショ
ンやライフサイクルオプションをすばやく利用できることは、 
直面するあらゆるビジネス課題に適応するのに役立ちます。n
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