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デジタルの活用で差別化を図る
AGL社

多様化するオーストラリアのエネルギー
業界。そのリーディングカンパニーで
あるオーストラリアンガスライト社
(AGLエネルギー)は、約350万人にガス
および電気を供給する、民間で最大級
の再生可能エネルギー開発・運営会社
です。

会社の業況

2001年、エネルギー業界を対象に規制
緩和が実施され、多数の新しいエネ
ルギー事業会社が市場参入を果たしま
した。激しい競争とダイナミックな動
きを見せるこの市場において、AGL社
は今日も新たな事業展開を継続してい
ます。ビジネス再編の波が押し寄せ、
顧客はエネルギー供給会社そのもの
や、コスト削減オプションを柔軟に選
択できるようになりました。自然エネ
ルギー商品や持続的なコスト削減をも
たらすソリューションへの関心が高ま
る中、顧客離れがあちこちで起こり、
より効率の良いエネルギー生産形式へ
の需要は高まる一方です。 

同じ頃、開発が進められていたスマー
トメーターの導入がビクトリア州にお
いて 義務付けられ、全家庭および全
企業に展開されました。スマートメー
ターによってエネルギーの利用状況が
スマートグリッドへ30分毎に送付され
ます。効率性やコスト節約効果の向上
を狙って、予想使用量に関するデータ
も送られてきます。

新たなビジネスモデルの出現により顧 
客離れが進んだとしても、AGL社のよ
うなリーディングカンパニーには革新的
サービスを新たに生み出していく底力
があります。競争の激しい市場におい
て、価格のみが全てを制するわけでは
ないことをAGL社は十分理解していま
す。業界のリーディングカンパニーと
いうポジションを維持するため、顧客
離れを最小限に抑え、既存の堅牢な
顧客基盤を守るために新戦略を実行し
ました。競合他社との差別化を図る戦
略です。

パーソナライズされたオンライン
体験 を介し、エネルギー使用を
効率化

戦略達成の重要な鍵は、高付加価値を
提供する関係を顧客との間に築くこと、 
そして顧客エンゲージメントを強化す
ることでした。AGL社は、顧客サービ
スの差別化を実現するソリューション
を導入するため、アバナードとアクセ
ンチュアに支援を依頼しました。ソリ
ューションの導入には、豊富なデータ
の準備や、顧客ごとにパーソナライズ
されたオンライン体験の構築が必要で
した。顧客を自社に取り込むサービス
を提供する必要があったからです。戦
略達成のもう1つの重要な鍵は、スマ
ートメーターで取込まれたデータを簡
単に参照できるツールを顧客へ提供す
ることでした。これにより、エネルギ
ー使用量に関する情報を基に、顧客が
自ら意思決定することができるように
なります。
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オーストラリア・エネルギー業界のリーダー的存在で
あるAGL社は、他社に差をつける高付加価値デジタル
体験を顧客に提供しています



アバナードのソリュ
ーション

豊富なデータを基に、顧客ごと
にパーソナライズされたオンラ
イン体験を提供

プロジェクトでは、幾つかのソリュー 
ションを遂行しました。1つ目は「 社
内ニーズと顧客向けニーズの両方を満
たす共通プラッ トフォームの構築 」
です。個別に管理されていた50以上の
業務用ウェブサイトを1つのプラット
フォームに統合しました。全てのニー
ズが確実に網羅されるように、各サイ
トの機能および要件の明確化をアバナ
ードが支援しました。 Web CMS ソリ
ューションのサイトコア技術の利用に
より、マイクロソフトへの既存投資を
有効活用しました。プラットフォーム
に付帯する機能は、カスタマイズ性が
高く充実しており、多岐にわたる将来
的な要件に柔軟に対応することが可能
となります。

2つ目のソリューションは「マイクロ
ソフトのクラウドサービス、Azureの
採用 」です。マイクロソフトへの既存
投資を最大化し、サイトコアベースの
ソリューションを提供します。ピーク
時にアクテビィティが集中してもプラ
ットフォームの安定性が確保できるよ
う、クラウド技術を活用し、効率性・
拡張性を最適化しています。

既存の「セルフサービス機能」は、 
Azureプラットフォームのサイトコア
に移行しました。これにより、システ
ム上での支払いやアカウント情報の個
人による確認、引っ越しの検討などは
引き利用可能です。

3つ目はWebおよび携帯電話の両方に
最適なレイアウトを表示できる「レ
スポンシブデザインの採用 」です。
これにより、AGL社の顧客はラップト
ップ、タブレット、スマートフォン
などを経由してあらゆる場所からAGL
社のサイトにアクセスし、様々なアク
ティビティを実行することができま
す。Azureの認証サービスを利用する
ことにより、フェイスブックやその他
のソーシャルメディアサービスからワ
ンクリックでAGL社のサイトにログイ
ンできるようにもなっています。

アバナードとアクセンチュアが提供す
るソリューションには様々な特徴があ
りますが、最も重要であるのは「顧客
毎のエ ネルギー使用データをリアル
タイムで提供するために、スマートメ
ーターからデータを抽出する」機能で
す。これにより、顧客はエネルギー使
用量をいつでも正しく把握することが
出来、コストの 最小化とエネルギー
効率の最大化を支援します。

この機能はSAPプラットフォームの構
築において既に組み込まれていました。
顧客に有用なデータを取得し、構造化
してデータ分析を実行します。

「斬新的かつ目まぐるしい速度
で変化するデジタル分野に対応
するためには、アジャイル方式
の採用が唯一の実用的アプロー
チであると思います」 

ナイジェル・ページ
AGL社デジタルリーダー

スピード感を持って市場に対応するこ
とは、プロジェクト全体の成功に必要
不可欠な要素でした。アジャイルプ
ロジェクトにフォーカスした管理メソ
ッドを採用することにより、アバナー
ドはソリューションの素早い展開を実
現できました。度重なるリリースを経
験す る中で、AGL社の担当チームは
プロジェクトの進捗状況をしっかりと
把握できました。その結果、変更や修
正の早期対応が可能となり、透明性も
向上し、全てのステークホルダーから
相応の期待値を受けとることができた
のです。

From Accenture and Microsoft
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実現した結果

新プラットフォームの導入によ
り、エネルギープランへのアク
セスが47%増加、 モバイルか
らのアクセスも29%増加

アバナードとアクセンチュアが提供し
た超合理的なソリューションは、AGL
社の進化に大きく貢献しました。

新しいプラットフォームにより、顧客
毎の利用レポートや、エネルギー消費
の管理方法を選択できる24ヶ月のエ
ネルギー管理計画などを提供できるよ
うになりました。これにより、AGL社
のホームページを訪れた人の47%が
AGL社を自分のエネルギープロバイダ
ーとして検討し、エネルギープランの
ページへアクセスしています。

モバイルツールに最適なサイトを用意
したことにより、モバイルからのアク
セスが29%増加し、モバイルサイト
を参照する顧客が増加しました。
「支払いのクイックリンク」は2番目
によく使用されるリンクであり、顧客
はオンラインでの簡単決済に付加価値
を感じていることが見て取れます。サ
イトのアクセススピードは最大で40%
向上し、最適な検索エンジンの提供に
よる円滑なユーザー体験を実現して
います。

数々の賞を受賞

Azureクラウドサービスを採用し、レ
スポンスも速い。革新的なサイトコア
ソリューションは、2013年のサイト
コア社の表彰制度において2部門で賞
をいただきました。ベストカスタマー/
ユーザーエクスペリエンス賞とベスト
Azureサイト賞です。またスマートメ
ーターからデータを抽出し、顧客の希
望する形でデータをパッケージして提
供するMy AGL IQエネルギー管理ポー
タルを構築したことに対し、アクセン
チュアおよびAGL社はSAPカスタマー
エクセレンス賞を受賞しました。

顧客ごとの実用的なエネルギー情報を
提供することにより、AGL社は既存顧客
を確保しながら新規顧客を惹きつけ、 
顧客エンゲージメントの向上を実現し
ました。モバイル環境からのアクセス
環境を拡充し、スマートフォンからの
アクセスを重要視。いつでもどこでも
アクセスしたい多忙な顧客を開拓し、
取り込みの可能性を拡張しました。

優れたデザイン、そして拡張性の高い
クラウド技術を取り込んだ統合プラッ
トフォームの開発により、AGL社の新
しいウェブサイトは 機動性が高く、
レスポンス性の高いサイトに生まれ変
わりました。仕様の変更やマーケット
需要への対応に素早く取り組むことが
できます。アバナードとアクセンチュア
の支援により、顧客が求めるデータを
リアルタイムでどこからでも提供しま
す。顧客はいつどのようにエネルギー
を利用するか、賢く選択できるように
なりました。こうしてAGL社は、競合
がひしめき、競争の激しいエネルギー
市場において、他社との差別化を図っ
ていくことに成功したのです。 

アバナードとは?

• 2000年にシアトルにて設立された、米国ア
クセンチュアとマイクロソフトの共同出資合
弁会社

• アバナード株式会社は、アバナード・グロー
バルの100%子会社として2005年にビジネ
スを開始 

• マイクロソフトのエンタープライズ基盤を専
門とする、唯一のグローバル ITソリューショ
ンカンパニー

アバナードの業務

• IT戦略立案からシステムの設計・構築、アプ
リケー ション保守までの幅広い業務を遂行

• 製品を軸とせず、クライアントのビジネス
やワークスタイルを軸としたソリューショ
ンを提供

• 高度な専門知識や経験による、テクノロジー
ビジョンの実現
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