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AIや IoTの普及によりイノベー
ションが加速し、業種を問わないデ
ジタルトランスフォーメーション
（DX）が進む中、多くの企業がビジ
ネスの転機を迎えている。企業が
DXを実現していくためには、情報
活用の範囲拡大と、先進技術の取り
込みが求められてきている。
これまでの情報活用の範囲は企業
内ですら部門内・拠点内に閉じ、サ
イロ化している現状がある。いち早
く DX化に取り組んでいる先進企業
では、部門間での共有した情報活用
はもちろんのこと、自社の競争力向
上のために、企業間での情報共有・
活用まで範囲を広げている。具体的

には、企業間での生産計画・実績の
共有による計画精度向上等の新たな
価値創出につなげていきたい考えだ。
また DXを実現するには、急速に
進化する先進技術トレンドやサービ
スを柔軟かつ継続的に取り入れてい
くことが重要だ。しかし、企業が最
新の技術やサービスを独自で取り入
れていくことは、とても難しい。
先進的な基盤技術やスタートアッ
プ企業の先進サービスを取り込んで
いくことは、サービスの良し悪しの
選定や ITリソースの確保・管理、
商習慣の差異の吸収をしていかなけ
ればならず、ユーザ企業にはハード
ルが高くなっている。

企業内での情報活用拡大には、IT

部門以外のユーザーが触れやすい形
で情報が提供されていく必要（＝
AI・データの民主化）がある。その
具現化を支援するサービスをこれま
での連載では説明した。
今回は、企業間での情報活用の範
囲拡大と先進技術活用による DX化
を実現する iQuattro®を説明する。
「iQuattro®」は、部門間、拠点間、
企業間などに散在するデータと先進
デジタル技術を組み合わせて新たな
情報活用・新たな価値創出を目的と
したクラウドネイティブなプラット
フォームである。これまで、大手製
造業を中心に、完成品メーカー、工
場、サプライヤーをリアルタイムに
つなぐ企業間サプライチェーンプ
ラットフォームや、グローバルに点
在する工場の製造実績情報を一元的
に収集・分析・連携する IoTプラッ
トフォームとして活用されてきた。
「iQuattro®」の特長はWeb APIを
活用して、社内外の既存リソースや
国内外の優れた技術力を持つスター
トアップのサービス等をつなぎ、既

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®」

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

「顧客のDX化の課題」とは？ iQuattro®について
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存システムや外部サービスを最大限
に利活用することで、システム導入
にかかるリードタイムを大幅に短縮
し、迅速なビジネス適用を支援する。

「iQuattro®」はこれまで、製造業を
中心とした 10数社のお客様にご利用
いただいている。具体的には、サプラ
イチェーンを構成する企業全体での情
報共有＆最速の意思決定を実現する
「Smart Supply Chain」、工場の製造
情報 (MES)と経営情報 (ERP)の縦串
連携による経営判断の最適化を実現す
る「Smart Factory」、利用データに基
づく故障予兆検知、保守 /保全効率
化、ビジネス革新を実現する「Product 

As a Service」の 3つのオファリングを
提供している。この中で、「Smart 

Supply Chain」と「Smart Factory」
の 2つについて事例を紹介する。
（1）Smart Supply Chain
製造業 A社では、これまで原材料
調達から販売出荷までのプロセスごと

があった。その課題を解決し、“B社
版インダストリー 4.0構想”を実現す
るために、「iQuattro®」を導入して
複数工場のMES（製造実行システム）
の情報を集約し、経営者がダッシュ
ボードを見ながら製品別の収支・歩留
まり悪化の原因や収支影響の確認を
可能とする取り組みを行っている。

これまで、AI・データ活用を起点
とした企業変革について紹介してき
たが、企業が実際に効果を獲得する
ためには、IT、データ整備、人財、
組織など総合的に成熟度を高めてい
く必要がある。NTTデータは、お
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。

＜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：iquattro_contact@kits.nttdata.co.jp
（前田・難波）

※「iQuattro®」は、NTT データの日本にお
ける登録商標です。

に情報が分断されており、データの活
用範囲が個社や業務単位に閉じてい
ることにより、さまざまな無駄や課題
が発生していた。そこに、これまでは
個社だけで保持していた情報から必要
なものだけを「iQuattro®」に APIで
連携し、そのデータを組み合わせ、
各社で共有する仕組みを構築、生産
計画／実績・各工場の部品のリアル
タイム可視化や業務改革、計画精度
向上といった価値を実現した。
さらに、サプライチェーン領域での
新たな価値創出のために、ブロックチ
ェーンを活用した Track & Traceやス
マートコントラクト、サプライチェーンフ
ァイナンスにも取り組んでいる。
（2）Smart Factory
製造業 B社との事例では、生産現

場の情報と経営管理をつなぐことを実
現した。これまでは、経営管理プロセ
スと生産プロセスが分断されており、
特定製品に関する品質問題や売上悪
化などの事象が起きた際、経営者は
その要因が生産現場のどこにあるの
かを把握することが難しいという課題

⑧生産現場効率化

⑤トレーサビリティの向上

⑨アフター領域付加価値向上⑥設計開発業務効率化 ⑦設計/生産連携高度化

①キャッシュフロー最適化

在庫管理 販売・物流調達

②財務状況のリアルタイム把握

③企業間取引高度化 ④物流高度化

経営管理・財務管理

Smart Supply 
Chain Smart Factory Product As 

a Service
オファリング
凡例

請求自動化
請求・検収等のデータのデジタル化

による事務処理自動化

生産 アフターサービス設計開発

設備・製品の不良検知
設備、機械情報の分析を元にした
兆候管理による生産性向上

需給バランス適正化
企業横断的な需給情報共有

による在庫最適化

全体資産の見える化
輸送中・倉庫内在庫も
含めた全体資産管理

着荷情報の自動連携
着荷情報のリアルタイム把握・スマートコン

トラクト活用による業務効率化

工場間の生産性・品質の均一化
工場間の生産実績のリアルタイム可
視化による生産性・品質の均一化・改善

現場情報活用による経営判断迅速化
製品ごとの5M情報の活用による全体コスト・
生産性等の把握、業務プロセス改善の促進

製品/設備のリモートメンテナンス
製品・設備の利用状況データによるリア
ルタイム故障検知・予防保全の高度化

製品バージョン情報の統合
システム間にまたがる情報を統合
した製品ライフサイクルの管理

需要・生産計画共有
最終製品の需要・計画に基づく

適切な生産計画立案

⑤トレーサビリティの向上製品の真正性証明
資源の生産地や製品の生産情報のトレースによる

真正性証明・製品価値向上

サプライチェーンファイナンス
企業間サプライチェーンの商流情報の活用したサービスによる

CCC(=Cash Conversion Cycle)の改善

拠点間トレースバック・フォワードの高度化
品質問題などの不具合発生時におけるリアルタイムでの

影響範囲の特定・対応範囲の極小化
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図 2　iQuattro®が提供するオファリング例

iQuattro®が提供する
３つのオファリング

おわりに


