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谷中レポート ：ＡＩ活用の現場から (3)

企業間コラボレーションを促進する
クラウド型プラットフォーム
「iQuattro 」
株式会社 NTT データ
AI&IoT 事業部長

谷中 一勝
前回は AI・データの民主化を支えるクラウド型ビッグデータ分析基盤「Trusted Data FoundationTM」について紹介した。
今回は、部門間、拠点間、企業間等に散在するデータと先進デジタル技術を組み合わせ、新たな情報活用価値の創出を支援するク
ラウド型プラットフォームサービス「iQuattro 」について紹介する。
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図 1 「iQuattro 」の概要
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iQuattro が提供するオファリング例
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おわりに
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特定製品に関する品質問題や売上悪

（1）Smart Supply Chain
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客様の成果創出にフォーカスして、
今後も貢献していきたい。
※「iQuattro 」は、NTT データの日本にお
ける登録商標です。

＜問い合わせ先＞
【AI&IoT 事業部】
Mail：aiiotmarketing@kits.nttdata.co.jp
URL：https://enterprise-aiiot.nttdata.com/top/
【iQuattro 】
Mail：iquattro̲contact@kits.nttdata.co.jp
（前田・難波）
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