News Release

独立調査会社 Forrester によりアクセンチ
ュアが Oracle ソリューション構築分野で
リーダー企業に選出
※この報道参考資料は、英国にて 2008 年 4 月 1 日に発表されたアクセンチュアグローバルニュースリリースの意訳で
す。
【英国 ロンドン発、2008 年 4 月 1 日】
アクセンチュア（NYSE: ACN）は、大手独立調査会社である Forrester が独自に行った評価において、Oracle システム構
築分野のトップ企業として選出されました。「The ForresterTM Wave: Oracle Implementation Providers, Q1 2008」は、13
のシステムインテグレータを 107 の基準に沿って評価した結果をまとめたものです。
評価結果は大きく、「現在のサービス内容」、「戦略」、および「市場でのプレゼンス」という 3 つの評価部門に分
かれており、アクセンチュアは各部門において、それぞれ最高得点を獲得しました。また、各部門共通の評価基準に
おける最高得点の数と、合計得点でも最高点を得ました。これら評価基準には世界的なプレゼンス、全体のビジョン、
個別製品への対応能力が含まれます。
報告書には次のように記載されています。「アクセンチュアは総合的な能力で抜きん出ており、システム構築規模で
も圧倒的な地位を確立しています。システム構築の全ライフサイクルにわたって強力なスキルを備えていることや、
世界的なプレゼンスの確立、積極的な R&D の継続性と成長力によって、他社とは一線を画しています。」
Forrester は今回の評価において業務及び戦略領域におけるコンサルティング力、低コストでのシステム構築力及びシス
テム稼動後の教育、ナレッジトランスファー等のユーザーサポート力という視点から各社の実力を検証し、それらを
あわせ総合的に評価しています。またオラクル社が持つ製品ごとの総合的な対応能力も評価の対象になっています。
Forrester は、アクセンチュアはオラクルソリューション構築において戦略立案から構築まで一貫したすべての領域にお
いて高い実力を有しており各業界の専門知識も非常に豊富であると評価しています。報告書では、「Oracle システム構
築分野における国際的なトップ企業」とアクセンチュアを判定しており、「アクセンチュアは世界的にも大規模で、
複数の国が関与する Oracle システムの構築に最適で、あらゆる構築ライフサイクルに対応することができる。」と高
く評価しています。

報告書では、オラクルソリューションに関わるプロジェクト数、サービスによる売上高、Oracle システムソリューショ
ン構築を専門としている社員数などを基に、Oracle システム構築サービス市場における先駆者としての役割、あるいは
存在感の高さも評価基準として採用しています。
アクセンチュアの Oracle ビジネス担当のマネージングディレクターであるジム・ヘイズ（Jim Hayes）は次のように述
べています。「アクセンチュアは常にハイパフォーマンスを重視しており、Oracle ソリューションを通じてお客様のビ
ジネス上の付加価値を向上するという点で、業界内でアクセンチュアほど優れた企業はないと自負しています。今回
の Forrester の評価は、大規模かつ複雑なお客様のトランスフォーメーションプロジェクトを成功に導いている、アク
センチュアスタッフの強い責任感を証明するものです。」
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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 49 カ国に約 17 万 8 千人以上
の社員を擁するアクセンチュアは、2007 年 8 月 31 日を
期末とする 2007 会計年度の売上高が、約 197 億 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
田中 朝子、吉野 淳子
03-5771-9482
accenture.jp.media@accenture.com
アクセンチュア株式会社 広報デスク
株式会社バーソン・マーステラ
松元 涼子、津田 喜寛
03-5771-9484
Accenture.PR@bm.com
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（以下原文）

Accenture Named a Leader in Oracle
Implementation by Independent Research Firm

Forrester noted that Accenture has strong overall end-to-end
implementation capabilities as well as industry breadth and
depth. The report refers to Accenture as a "global giant in the

LONDON; April 1st, 2008 ‒ Accenture has been named a

Oracle implementation space." It stated: "Accenture is well

leader in an independent evaluation of the Oracle

suited to the world’s largest multinational Oracle rollouts and

implementation market by Forrester, a leading independent

capable in all phases of the implementation life cycle."

research firm.
Other criteria for the report included thought leadership and
"The Forrester TM Wave: Oracle Implementation Providers, Q1

presence in the Oracle implementation services market

2008" is an assessment of 13 systems integrators across 107

based on the number of projects, services revenues, and the

criteria.

number of employees dedicated to Oracle implementation

Accenture received the highest score for each of the three

services.

high-level overall evaluation ‘sectors’, namely ‘current

"Accenture’s fundamental focus is high performance, and I

offering’, ‘strategy’ and ‘market presence’, as well as the

believe our ability to help clients achieve business value with

highest number of top scores and joint top scores across the

Oracle solution is unmatched in the industry," said Jim Hayes,

evaluation criteria in these three sectors. These included

managing director of Accenture’s Oracle business.

global presence, overall vision and discrete product
capabilities.

"This recognition from Forrester underlines the commitment
our people have to successfully deliver large-scale, complex,

The report states: "Accenture leads in overall capability and

transformation projects to our clients."

dominates in terms of practice size. Accenture stands out
from the pack with strong skills across all phases of the

About Accenture

implementation life cycle, strong worldwide presence, and

Accenture is a global management consulting, technology

continued aggressive practice R&D and growth."

services and outsourcing company. Combining unparalleled
experience, comprehensive capabilities across all industries

Forrester examined each company based on a series of criteria.

and business functions, and extensive research on the world’s

These covered end-to-end implementation services including

most successful companies, Accenture collaborates with

process and strategy consulting, low cost technical

clients to help them become high-performance businesses and

implementation work, and post-implementation services like

governments. With more than 178,000 people in 49 countries,

training and knowledge transfer. Each provider’s mix of

the company generated net revenues of US$19.70 billion for

capability across Oracle products was also studied.

the fiscal year ended Aug. 31, 2007. Its home page is
www.accenture.com.
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