News Release

アクセンチュアとアバナード、マイクロソ
フトの「Enterprise Alliance Partner of
the Year」を受賞
IT サービス企業として 2 年連続、通算 5 回目の受賞
※この報道資料は、米国ニューヨークで現地時間 2009 年 6 月 24 日に発表された アクセンチュアグローバルプレスリ
リースの意訳です。
【米国ニューヨーク発、2009 年 6 月 24 日】
アクセンチュア（NYSE:ACN）は本日、アクセンチュアとアバナードが、マイクロソフトプラットフォーム上で構築さ
れたソリューションを提供する世界中の有力企業の中から、マイクロソフトが表彰する「2009 Enterprise Alliance Partner
of the Year （2009 年最優秀 企業提携パートナー賞）」を受賞しました。また同時に、
「Advanced Infrastructure Solutions，
Systems Management Partner of the Year（先進的インフラソリューション、システム管理パートナー賞）」、および
「Information Worker Solutions，Portals and Collaboration Partner of the Year （従業員の生産性向上ソリューション、ポ
ータルおよびコラボレーションパートナー賞）」にも最終候補企業にノミネートされました。
アバナードは、米国アクセンチュアと米国マイクロソフトの出資による戦略合弁企業として 2000 年に米国で設立され
た IT サービスプロバイダーです。アクセンチュアがアバナードと共にこの賞を受賞するのは 2 年連続、通算 5 回目と
なり、この受賞回数は他のマイクロソフトと提携するパートナー企業の中で最多の受賞回数です。
アクセンチュアとアバナードはマイクロソフトの 13 の主要地域において最高のパートナーとして選出されました。こ
れは、各地域のマイクロソフトのエンタープライズ部門が、上位 5 社のパートナー企業から選定した結果によるもの
です。アクセンチュアとアバナードでは、他社との差別化を図る上で、主に以下の項目に注力しています。


マイクロソフトの関連企業とも密接に連携し、コラボレーション、カスタマーリレーションシップマネージメン
ト（CRM）、ビジネスインテリジェンス（BI）、および Microsoft .NET 上で構築されたカスタムソリューションを
含む、各分野における共同ソリューションを開発し、提供すること。



企業や組織のマイクロソフト社製品への投資に対し、リターンを最大化させるアセットとソリューションを開発
すること。



IT サービス企業として最大の規模を誇る、世界中で 41,500 人を超えるマイクロソフトの技術スキルを持つ社員を
有効に活用すること。



マイクロソフトプラットフォーム上で構築された 110 を超える業界ソリューションを活用し、1,600 社を超えるお
客様に対して、より一層優れたビジネス上の成果を提供すること。

マイクロソフト社のエンタープライズおよびパートナーグループ担当のコーポレートバイスプレジデントであるサイ
モン・ウィッツ（Simon Witts）氏は、「アクセンチュアとアバナードは、お客様に最良の結果を提供する取り組みを
続けています。その優れた実績が評価され、「Enterprise Alliance Partner of the Year」の再受賞へとつながりました。ア
クセンチュアとアバナードが構築したソリューションは、お客様の売上高を拡大し、コストを削減し、かつ事業を成
長させるために必要なツールを提供するものであり、これは昨今の景気停滞局面においては非常に重要です」と述べ
ています。
アクセンチュアとアバナードのソリューションとサービスは、システム管理とコラボレーションの 2 つのカテゴリー
においても最終候補にノミネートされました。

Advanced Infrastructure Solutions，Systems Management Partner of the Year（先進的インフラソリュ
ーション、システム管理パートナー賞）
アクセンチュアとアバナードは、マイクロソフトのプラットフォームに基づいた次世代のデータセンター向けソリュ
ーションであり、データセンターの運営を最適化するダイナミックインフラソリューションが評価され、この賞にお
ける最終候補企業にノミネートされました。この次世代のデータセンターソリューションは、マイクロソフトが提供
するデータセンターソリューションを拡張し、展開と実装に必要な時間を短縮する革新的なツール、手法、およびア
クセラレーターを提供します。

Information Worker Solutions，Portals and Collaboration Partner of the Year（従業員の生産性向上ソリ
ューション、ポータルおよびコラボレーションパートナー賞）
アクセンチュアとアバナードは、地理的に分散した従業員、お客様、および関係企業のスタッフとも迅速、かつ容易
なコラボレーションを可能とする、次世代のワークプレイスソリューション(Next Generation Workplace)が評価され、こ
の賞における最終候補企業にノミネートされました。コラボレーションとコミュニケーションに関するビジネス環境
のあり方を検討し、次世代のワークプレイスを導入する先進的な企業は、その生産性、効率性、および運営コストの
改善を図ることが可能となります。
アクセンチュアの Microsoft アライアンス担当グローバルリーダーであるスコット・ハリソン（Scott Harrison）は、「ア
クセンチュアはマイクロソフトの技術を活用することにより、お客様のハイパフォーマンス実現に向けた支援に注力
しています。今回の受賞はアクセンチュア、アバナード、およびマイクロソフトの 3 社における、優れたパートナー
関係を裏付けるものです。再び栄誉ある賞を受賞できたことを誇りに思うと同時に、マイクロソフトの技術を活用し
た、さらに優れたエンタープライズソリューションをお客様に提供し続けていきます」と述べています。
アバナードの CEO であるアダム・ウォービー（Adam Warby）は、「マイクロソフト、アクセンチュア、およびアバナ
ードの協業の成果は、お客様に革新的なソリューションを提供する能力の深さと幅の点において他社を圧倒するもの
です。世界中のお客様を対象とした、先進的なビジネスソリューションを提供する共同の取り組みが、マイクロソフ
トによって認定されたことを喜ばしく思っています」と述べています。

アクセンチュア、アバナード、マイクロソフトの協業について
アクセンチュア、アバナード、およびマイクロソフトの協業によって、お客様のパフォーマンス向上のために、成功
が実証されたエンタープライズソリューションとサービスの提供を可能としています。世界的に活動する他の協業組
織や、地域ごとのエンタープライズ向け IT プロバイダーとは異なり、アクセンチュア、アバナード、およびマイクロ
ソフトの協業体制は、市場をリードする IT 技術、業界に対する深い知見、洞察力、および実現能力から構成された、
他を圧倒する総合的な能力を発揮しており、お客様に対して革新的なソリューションの迅速な開発、導入を可能にし
ています。アクセンチュアはお客様のハイパフォーマンス実現に向け、業界、ビジネス、および IT に関する深い知見
を提供し、アバナードは、マイクロソフトのプラットフォームに特化することにより、世界中の大企業や組織に対し
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て、マイクロソフトの技術に基づくビジネスおよび IT ソリューションを提供するために必要な、深い洞察力、革新性、
および専門知識を提供しています。
アクセンチュアとアバナードは、世界で 1,600 を超える企業や組織に対し、4,500 件を超えるプロジェクトに共同で取
り組むと同時に、110 を超える業界特化型及び業界横断型のソリューションを構築してきました。アクセンチュアとア
バナードは、大企業を対象とした Microsoft Online Services Partner Advisor 契約をマイクロソフトとの間で締結した最初
のパートナー企業であり、自社運用ソリューションからマイクロソフトの Business Productivity Online Suite への移行を
望むお客様に IT サービスの提供が可能となりました。
さらにアクセンチュアとアバナードは、プラットフォーム移行に関しても幅広い知識と経験を有しています。例えば、
600 万近い Microsoft Exchange Server メールボックスの展開や、300 万近いメールボックスを他社製品プラットフォー
ムから Microsoft Exchange へ移行する支援を行っています。

アバナードについて
アバナードはマイクロソフトのテクノロジーに関わる洞察、イノベーション、および専門ノウハウを結びつけること
により、お客様の成果を達成することを支援するビジネステクノロジーサービスを提供しています。アバナードのサ
ービスとソリューションは、すべての産業の企業や組織の業績、生産性、および売上を向上させます。アバナードは、
オンショア、オフショア、およびニアショアのスキルを適切に組み合わせ、より迅速に、より低コストで、かつより
低リスクで成果を達成するよう構築されたマイクロソフトに関する専門ノウハウを、当社のコンサルタントのネット
ワークから取得し、活用しています。アクセンチュアが株式の過半数を所有するアバナードはアクセンチュアとマイ
クロソフトコーポレーションにより 2000 年に設立され、8,600 名を超える専門スタッフにより 20 を超える国のお客様
に業務を提供しています。
アバナードの詳細については www.avanade.com をご覧ください。
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アクセンチュアについて
アクセンチュアは、経営コンサルティング、テクノロジ
ー・サービス、アウトソーシング・サービスを提供する
グローバル企業です。豊富な経験、あらゆる業界や業務
に対応できる能力、世界で最も成功を収めている企業に
関する広範囲に及ぶリサーチなどの強みを活かし、民間
企業や官公庁のお客様がより高いビジネスパフォーマン
スを達成できるよう、その実現に向けてお客様とともに
取り組んでいます。世界 120 カ国のお客様にサービスを
提供する 17 万 7 千人以上の社員を擁するアクセンチュア
は、2008 年 8 月 31 日を期末とする 2008 会計年度の売上
高が、約 233 億 9 千万 US ドルでした（2001 年 7 月 19
日 NYSE 上場、略号：ACN）。
アクセンチュアの詳細は
www.accenture.com を、
アクセンチュア株式会社の詳細は
www.accenture.com/jp をご覧ください。
アクセンチュア株式会社
マーケティング・コミュニケーション部
神田 健太郎
045-330-7157
accenture.jp.media@accenture.com
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（以下原文）

Accenture and Avanade® Named Microsoft’s
Enterprise Alliance Partner of the Year
IT services firms recognized for second year in a
row

Delivering superior business results for more than 1,600
clients, leveraging more than 110 industry-specific solutions
created on the Microsoft platform.
"Accenture and Avanade were selected again as our Enterprise

NEW YORK: June 24, 2009 – Accenture (NYSE: ACN) and

Alliance Partner of the Year because of their shared

Avanade have been named the 2009 Enterprise Alliance

commitment and successes at helping companies realize

Partner of the Year by Microsoft, as well as recognized as

results across the enterprise," said Simon Witts, Corporate

finalists for the Advanced Infrastructure Solutions, Systems

Vice President Enterprise and Partner Group Microsoft. "The

Management Partner of the Year Award and the Information

solutions built by Accenture and Avanade have provided

Worker Solutions, Portals and Collaboration Partner of the

organizations with the tools necessary to increase revenue,

Year Award. In each case, Accenture and Avanade were

reduce costs and grow their businesses — which is particularly

selected from among an international network of leading

invaluable in the current economic climate."

companies that deliver solutions built on the Microsoft
platform.

In addition, Accenture and Avanade were also recognized as
finalists in two other categories for their solutions and

It is the fifth time – and second consecutive year – that
Accenture and Avanade, a business technology service

services in systems management and collaboration:

Partner of the Year Award, more than any other Microsoft

Advanced Infrastructure Solutions, Systems
Management Partner of the Year

Enterprise Alliance Partner.

For this category, the companies were recognized as finalists

provider majority owned by Accenture, have jointly won the

for their next- generation data center solution, a dynamic
Accenture and Avanade were selected as leading partners

infrastructure solution based on the Microsoft platform that

across Microsoft’s 13 major geographic regions, a result of

optimizes data-center operations. The next-generation data

each region’s enterprise team ranking them among the top

center solution offers innovative tools, methodologies and

five Microsoft partners. Accenture and Avanade differentiated

accelerators that extend the capabilities of Microsoft data

themselves by:

center solutions and speed time to deployment and
implementation.



Working closely with Microsoft’s subsidiaries to create
collaboration, customer relationship management (CRM),

Information Worker Solutions, Portals and
Collaboration Partner of the Year

business intelligence and custom solutions built on

This acknowledgement as a finalist was given for Accenture

Microsoft .NET.

and Avanade’s next-generation workplace solution, which

Developing a collection of assets and solutions that

supports a virtual workplace where geographically distributed

allow organizations to get the most from their Microsoft

employees, customers and partners can collaborate quickly

investments.

and easily. By creating a blueprint to facilitate a business

Leveraging over 41,500 Microsoft resources around the

environment that is grounded in collaboration and

world – the largest number of skilled resources of any IT

communications, forward-looking organizations that

services firm.

implement a next generation workplace can improve their

and deliver joint solutions in areas including





productivity, efficiency and operational costs.
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"Accenture is focused on helping organizations achieve high

Together, Accenture and Avanade have collaborated on more

performance leveraging Microsoft technologies," said Scott

than 4,500 projects for more than 1,600 organizations

Harrison, Accenture’s Global Lead, Microsoft Alliance "This

worldwide, which has led to more than 110 industry-specific

recognition bears evidence to the successful partnership of

and cross-industry solutions. Accenture and Avanade recently

Accenture, Avanade and Microsoft. We are honored to once

became the first Microsoft partners to sign the Microsoft

again be acknowledged and we look forward to continuing to

Online Services Partner Advisor agreement for large

provide our clients with superior Microsoft-based enterprise

enterprises, which enables them to offer IT services for

solutions."

organizations looking to migrate from on-premises solutions
to Microsoft’s Business Productivity Online Suite.

Adam Warby, Avanade CEO, said, "Our alliance with Microsoft
and Accenture is unmatched in the depth and breadth of our

What’s more, Accenture and Avanade have extensive

combined capabilities to deliver innovation solutions for our

experience in platform-migration capabilities. For example,

clients. We are thrilled that Microsoft recognizes our shared

together they have deployed nearly six million Microsoft

commitment to pioneering business solutions for the

Exchange Server mailboxes and have helped migrate nearly

enterprise and organizations around the world."

three million mailboxes from competitive platforms to

About the Accenture, Avanade, Microsoft Alliance

Microsoft Exchange.

The Accenture, Avanade, and Microsoft alliance delivers

About Avanade

business and technology insight for improving performance,

Avanade provides business technology services that connect

backed by enterprise solutions and services with a proven

insight, innovation and expertise in Microsoft technologies to

track record of success. Unlike other global alliances or local

help customers realize results. Avanade’s services and

enterprise technology providers, the Accenture, Avanade, and

solutions help improve performance, productivity and sales for

Microsoft alliance offers clients the unique combination of

organizations in all industries. The company applies Microsoft

market-leading technologies, industry acumen, insight and

expertise from its global network of consultants, drawing on

delivery skills that help them quickly develop and implement

the right mix of onshore, offshore and nearshore skills, which

innovative solutions. Accenture brings industry, business and

together are designed to help deliver results faster, at lower

technology acumen focused on helping clients become high

cost and with less risk. Avanade, which is majority owned by

performance businesses And Avanade’s sole focus on the

Accenture, was founded in 2000 by Accenture and Microsoft

Microsoft platform provides insight, innovation and expertise

Corporation and serves customers in more than 20 countries

in delivering a breadth of Microsoft-based business and IT

worldwide with more than 8,600 professionals. Additional

solutions for large organizations around the world.

information can be found at www.avanade.com.
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About Accenture
Accenture is a global management consulting, technology
services and outsourcing company. Combining unparalleled
experience, comprehensive capabilities across all industries
and business functions, and extensive research on the world’s
most successful companies, Accenture collaborates with
clients to help them become high-performance businesses and
governments. With approximately 177,000 people serving
clients in more than 120 countries, the company generated
net revenues of US$23.39 billion for the fiscal year ended Aug.
31, 2008. Its home page is www.accenture.com.
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