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はじめに 

本テクニカル ケーススタディは、欧州の大手オンラインゲーム企業である King.com が

QlikView を導入し、Hadoop を使用してビッグデータに対処している事例を紹介します。

King.com は、オンラインのカジュアルゲームを手掛ける世界的なリーディングカンパニーで

す。全世界で、毎月 4,000 万人以上のプレイヤーがゲームを楽しみ、1 カ月で 30 億以上のゲー

ムがプレイされています。King.com は、第一の提供元である King.com（www.king.com）を

はじめ、モバイル端末、Google+、フェイスブック（King.com はフェイスブック開発企業の

トップ 10 に入る）を通じて、150 以上の専用ゲームを 14 カ国語で提供しています。また、

ポータル、Web サイト、メディアの世界的な大手企業にオンラインゲームを提供しているプ

ロバイダーでもあります。 

King.com は、熱意あふれるゲーム開発者と IT 分野の優秀な経営陣によって運営され、ロンド

ン、ハンブルグ、ストックホルム、マルメ、ミラノ、ブカレスト、サンフランシスコ、マル

タ共和国に拠点を置いています。 

本書は、QlikView Business Discovery プラットフォームが、King.com が直面していたビッグ

データの課題をどのように解決し、その真の価値を発揮したかを紹介します。さらに、Hadoop
ソリューションを使用した QlikView 導入の技術的詳細と、ソリューションによってもたらさ

れたビジネス価値についてまとめます。 

 

エグゼクティブ サマリー 

「ビッグデータ」とは、一般的に使用されるソフトウェアツールによって、許容時間内にデー

タの取り込み、管理、および処理が可能なサイズを超えている規模のデータセットを表す用

語です。現在、2.5 クィンティリオン バイトのデータが日々作成されています。IDC は、世

界のデジタルコンテンツの容量は、2015 年までに 80 億テラバイトにまで膨れ上がると予測

しています。ビッグデータの課題を独特なものにしている要素として、「Volume（量）」、

「Velocity（頻 度）」、「Variety（種類）」という 3 つの側面が挙げられます（図 1）。 

図 1：ビッグデータとは 

 
※IDC Predictions 2012: Competing for 2020（2011 年 12 月） 
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その一方で、ビッグデータとは、単なるデータの大きさではなく、新たに出現している種類

のデータとコンテンツに対する気づきの発見、より迅速なビジネスの実現や、これまで得ら

れなかった質問に対する回答を得るためのソリューションが必要なのです。今やどの企業も

このソリューションを求めており、King.com も例外ではありません。 

King.com は、Hadoop ベースのビッグデータ システムとともに QlikView を使用することで

この課題を克服し、ゲームの利用状況から得られた顧客行動に対する迅速な気づきを提供し

ています。 

King.com が QlikView を選択した主な理由は、思考スピードでセルフサービス型のビッグデー

タ アナリティクスを実現している柔軟な連想技術にあります。この連想技術は、King.com が

競争上の成功を収めるために極めて重要でした。 

King.com はアナリティクス志向の企業です。すべてのビジネスユーザーが、日々意思決定の

ためのデータを必要としています。こうしたビジネスユーザーは、製品、ビジネス、マーケ

ティング、広告販売、ゲーム設計、顧客サービスなどに携わるマネージャーなど、さまざま

なビジネス分野にわたって存在します。それらのユーザーは、ビッグデータの構造をより深

く理解し始め、ビッグデータを自在に活用できるようになりました。そのため、ユーザー自

身がビッグデータを新たに編成して組み立て、それによって得られた数百もの側面から新た

な気づきを得ることができるような、セルフサービス型の機能を必要としていました。その

ため、IT 部門は、セルフサービス型の方法で大規模なデータを処理できるアナリティクス ソ
リューションを求めていました。King.com における QlikView のアナリティクス アプリケー

ションは数百万行のデータを保持しており、ビジネスユーザーはビッグデータの価値を得る

ことができます。King.comは、ビッグデータの分析に毎日100以上のQlikViewアプリケーショ

ンを使用していますが、開発の容易性とスピードを生かして、迅速なプロトタイプ作成のた

めに「使い捨て」のアプリケーションを素早く構築している部門もあります。アプリケーショ

ンは、初めは小規模で構築され、必要に応じて急速に拡張される場合が多くあります。 

King.com では、QlikView の柔軟な ETL 機能によって IT 部門を強化しました。King.com のア

ナリティクス システムの主任であるアーキテクト、マッツオルヴ・エリクソン（Mats-Olov 
Eriksson）氏は、QlikView によってビッグデータに存在するデータの関係を把握する方法につ

いて、次のように説明しています。「当社は、ビッグデータからのデータの抽出と変換を設定

し、検証する際の探索を目的として、QlikView を利用しています。MapR Hive ODBC ドライ

バとともにスクリプトエディターをインフラ プロバイダーに使用することで、QlikView アプ

リで ETL のかなりの部分を構築できます。また、データリロードのスケジューリングとシス

テム管理のツールに QlikView Publisher を使用しています」 

このケーススタディでは、King.com が毎日 20 億の新しい行が生成される Hadoop クラスタ

に保管されているデータを分析するために行った、QlikView 導入の技術的な詳細を紹介しま

す。 
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QlikView の独自の連想技術と対話型ユーザー インターフェースにより、非技術系のビジネス

ユーザーも、膨大な量のデータを検索し、自身と関連するデータを探し出すことができます。

King.com のビジネスユーザーは、希望するあらゆる方法でビッグデータを検索し分析できま

す。このソリューションは、毎月世界で 30 億以上のゲームがプレイされている中で、顧客行

動に対する迅速な気づきを提供しました。QlikView Business Discovery 環境では、ビジネス

ユーザーは新規のゲームや顧客を対象に、4,000 万人以上の顧客のゲーム行動を分析できます。

King.com は、QlikView によって初めてマーケティング キャンペーンの投資利益率を分析で

きました。たとえば、QlikView では新しく発売されたゲームの普及状況を追跡できます。ビ

ジネスユーザーは、プレイヤー数、プレイされているゲーム数、ゲームのプレイ時間などの

評価基準を即座に追跡し、測定できました。 

 

技術的詳細 

King.com は、Hadoop ベースのビッグデータ ソリューションによって、膨大な量のゲームア

クティビティと顧客データを保管しています。Hadoop は、分散ファイルシステム（通常、

HDFS）を使用したソフトウェア フレームワークであり、データはフラットファイルとして

複数ノードに保管されます。Hadoop 環境ではたいてい価格の安いローカルなハードドライブ

が使用されるため、より安価なデータストレージおよびプロセッシング ソリューションが実

現します。 

Hadoop は、MapReduce フレームワークによってデータを保管および取得しますが、このこ

とが Hadoop からデータを抽出する際の主な制約の 1 つになっています。各クエリは、

MapReduce フレームワークを使用してプログラムが開発されている必要があるためです。ほ

とんどの Hadoop環境では、Hadoopのデータ ウェアハウス システムである Hiveによって、

アドホッククエリを実行したり、大規模なデータセットの分析をしたりします。 

King.com の技術インフラには、ゲームサーバー、ログサーバー、Hadoop 環境、QlikView 環

境が含まれます。また、14 ノードのクラスタを活用して Hadoop 環境をホストしています。

マッツオルヴ・エリクソン氏は、「データサイズの増大に併せて、Hadoop インフラを拡張し

ます」と述べています。各ユーザーの「イベント」のログは、まずゲームサーバーにローカ

ルに保存されてから、集中管理されたログサーバーに情報が 1 時間ごとに複製されます。そ

の後、ログサーバーファイルは Hadoop 環境に複製され、MapReduce プログラムで処理され

ます。 

制限されたダッシュボードに、ゲームのインストール、収益、ゲームのプレイなどの KPI を

入力するデータ処理を毎時行うことで、ほぼリアルタイムのアナリティクスをビジネスユー

ザーに提供します。アナリティクスのための主なバッチ処理は毎日行われ、HIVE に KPI と集

計ビューを作成します。その後、HIVE に接続する ODBC コネクタを経由して、QlikView ア

プリケーションで分析に利用できるようにします。 
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図 2：ビッグデータ処理とアナリティクス作成 

 

King.com の QlikView 環境は、それぞれ 2 台の QlikView Server と QlikView Publisher で構成

されています。QlikView Server は地理的に分散しており、QlikView アプリケーションを

QlikView Server 全域に分散するために、QlikView Publisher を使用しています。QlikView 
Server は、ロンドンにとスウェーデンに 1 台ずつ設置されています。QlikView Publisher は、

HIVE から QlikView 環境にデータを抽出するスケジューリングしたり、異なる QlikView アプ

リケーション向けにデータをさらに細分化したりする場合にも使用されています。 
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図 3：QlikView 実稼働環境アーキテクチャ 
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分析課題 

King.com にとって主要な分析課題は、ビジネスユーザーのためにセルフサービス型 BI 環境を

構築することでした。この課題は、ビッグデータの量と速度によっていっそう困難なものに

なっていました。HadoopとMapReduceの使用は、ビッグデータの課題に対するソリューショ

ンのほんの入り口に過ぎません。求めていた真の価値は、ビジネスユーザーがビッグデータ

の関連性のある部分に毎日アクセスでき、そこから気づきを引き出せることでした。 

クエリのパフォーマンスも課題の 1 つでした。Hadoop システムにおけるビッグデータの照会

に HIVE を使用したものの、HIVE は OLTP ワークロード用には設計されておらず、リアルタ

イムの照会をサポートしていないため、パフォーマンスは劣悪でした。 

King.com のゲームシステムは、1 日に 20 億行のデータを生成しており、この量は今後も増加

し続けます。ゲームのロードを妨げることなくデータを分析することは、重要なパフォーマ

ンス要件でした。また、King.com がゲーム開発チームをプラットフォーム開発チームから地

理的に離れた場所に配置するために、極めて簡易化されたアナリティクスとレポートシステ

ムを保持することがもう 1 つの要件でした。King.com のビジネスが急速に成長するにつれ、

アナリティクス要件はかつてないほど複雑になりました。データを複雑なクエリやアナリ

ティクスで高速に使用できることは必須でした。 

IT 部門は、セルフサービス型アナリティクスによってビジネスユーザーを支援し、ユーザー

がより多くの機能を求めたくなるような素晴らしい体験を提供することに苦心していました。

ビジネスユーザーは、ビッグデータで利用可能な何百もの側面を多様に組み合わせることに

よって、各自でデータを探索し、細分化できることを望んでいました。 

 

ソリューション 

King.com が QlikView Business Discovery プラットフォームを選択した理由は、QlikView 独自

の連想技術と対話型のユーザー インターフェースです。ビジネスユーザーは、この技術とイ

ンターフェースによって膨大な量のゲームデータを検索し、自身と関連するデータを探し出

すことができるようになります。QlikView によって、ビジネスユーザーのそれぞれが望むい

かなる方法でも、ビッグデータを検索し、ビッグデータとやり取りすることが可能です。HIVE
クエリで事前に定義されているドリルパスに従うだけではありません。さらに重要なのは、

QlikView 独自の連想技術により、ユーザーがビッグデータにおける関係性を実際に理解でき、

分析を行う際にビッグデータのすべての側面を任意の組み合わせで活用できる点です。 

ソリューションはまた、King.com のビッグデータに対して「思考スピード」の分析を提供し

ました。QlikView は分析に必要なすべてのデータをメモリに保持しているため、ビジネスユー

ザーはビッグデータにおいて関連性のある部分を利用し、即座に探索を行えます。ユーザー

が要求したビッグデータの分析に必要な計算は QlikView が実行するため、待ち時間はありま

せん。 
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Hadoop 環境から QlikView 環境へ、集計データが毎日抽出されます。これまでは、分析を目

的として、ビジネスユーザーが Hadoop で保管されたデータを 1 レコード単位で抽出する必

要はありませんでした。ビジネスユーザーは、主要な集計レベルがマーケティング チャネル

であるため、集計データが Hadoop の全データセットのまさに代表的なデータであることを

強く確信しています。King.com のマーケティング部門には、人口統計上の多数の組み合わせ

に基づきプレイヤーを非常に詳細なレベルで分類するチャネル定義があります。マーケティ

ング チャネルの詳細さにより、集計結果の統計的な影響が低下します。集計のもう 1 つの理

由は、データが高速であるために、異なるアナリティクスにわたって一貫性を提供すること

でした。 

King.com は、多くの QlikView アプリケーションを異なるデータ集計レベルで構築しているた

め、完全な Business Discovery 機能がビジネスユーザーに提供されます。異なるレベルのデー

タが各 QlikView アプリケーションで使用されるため、ビジネスユーザーが分析の際にビジネ

スに関するより詳細な質問を行った場合、詳細なレベルの分析が提供されます。 

Business Discovery ソリューションは、分析における柔軟性を提供しました。ビジネスユー

ザーは、初めてマーケティング キャンペーンの投資利益率を分析することができるとともに、

ユーザーごとの 1 日の平均売上、続く 2 日目の売上、1 日ごと、1 カ月ごとのアクティブ ユー

ザー数など、さまざまな側面に基づく多くの KPI を測定できます。QlikView の導入を決定す

る前は、マーケティング担当者はゲーム開発者に対して、チャネルごとにプレイされている

ゲーム数などの追跡を行うスクリプトを作成するよう依頼していました。この方法を続けて

いくことはできないため、King.com は、ビッグデータのニーズや、多数の部門やビジネスユー

ザーから求められるさまざまな要求に対処できるソリューションを検討することにしました。

QlikView を選択後、最初のアプリケーションは 1 週間以内に実稼働されました。投資利益率

について、エリクソン氏は「QlikView の実装コストは、代替ソリューションの 20％以下です。

コストの回収期間はほんの数カ月でした」と語っています。 

「QlikView を使用するもう 1 つの大きな利点は、多様なデータソースからデータを抽出でき

ることです」と同氏は続けます。QlikView によって、カスタマイズされたメタデータをさま

ざまなソースからの外部テーブルとして適用し、Hadoop システムから抽出したビッグデータ

とともに使用できます。エリクソン氏によると、多様なデータソースからデータを抽出して

結合する QlikView の連想データモデルと連想機能によって、ビジネス インテリジェンス 
チームはメタデータ志向のビジネス インテリジェンス ユニットになりました。エリクソン

氏はビッグデータの分析におけるメタデータの重要性を強調し、「QlikView なら、データを

QlikView アプリケーションにリロードする以外は何も行わずに、新しいグループである外部

メタデータを追加し、ビッグデータの命名を改善できます。QlikView は、データのリロード

中に、別のシステムに保管されているメタデータを Hadoop のビッグデータに自動的に関連

付けます。それによって極めて高い柔軟性が提供され、Hadoop システムで何も変更しなくて

も、メタデータ情報を変更および追加できます。QlikView が、新しいメタデータとビッグデー

タを結合してくれるのです」 
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まとめ 

King.com のアナリストとビジネスユーザーは、より優れた意思決定を行うために、膨大なゲー

ムデータに効率的にアクセスし、データをフィルターにかけ、分析することに絶えず取り組

んでいました。Hadoop ソリューションの実装によって、ビッグデータの効率的なストレージ

とプロセッシングの課題は解決できましたが、ビジネスユーザーがこのデータに容易にアク

セスでき、データに関連性を持たせることは、QlikView を導入するまでは課題として残って

いました。 

QlikView の独自の連想技術と対話型ユーザー インターフェースにより、ビジネスユーザーは

毎日、膨大な量のデータを検索し、自身と関連するデータを探し出すことができます。

King.com のビジネスユーザーは、各自が望むあらゆる方法でビッグデータを探索し、分析で

きます。ソリューションは、毎月世界で 30 億以上のゲームがプレイされている中で、顧客行

動に対する迅速な気づきを提供しました。QlikView Business Discovery 環境では、ビジネス

ユーザーは新規のゲームや顧客を対象に、4,000 万人以上の顧客のゲーム行動を分析できます。

QlikView ソリューションによって、マーケティング キャンペーンの投資利益率が初めて達成

されました。また、ビジネスユーザーは、プレイヤー数、プレイされているゲーム数、プレ

イ時間、ユーザーごとの 1 日の平均売上、続く 2 日目の売上、1 日ごと、1 カ月ごとのアクティ

ブユーザー数のほか、さまざまな側面に基づくその他多くの KPI などの評価基準を分析、測

定できました。 

QlikView により、IT 部門は柔軟な ETL 機能を活用してビッグデータの構造を理解できるよう

になりました。King.com のビジネス インテリジェンス チームは、メタデータ志向のビジネ

ス インテリジェンス ユニットになりました。さらに、QlikView の連想データモデルを生か

して、外部のメタデータ情報をロードし、ビッグデータと結合できるようになりました。こ

れにより、ビッグデータの分類プロセスが簡素化され、チームはビッグデータの関連性のあ

る部分を適切なビジネスユーザー グループに提供できるようになりました。 
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