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データの民主化
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データリテラシーの推進

データの民主化

ビジネス データへのアクセスと、それを分析するためのツールを、これまでよりもはるかに広範な
ユーザー層に提供

読む 作業を行う 分析する 議論する
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データカタログ
レポーティング

モバイルアナリティクス

ガバナンスを伴うセルフサービス

ガイデッドアナリティクス

分析の組み込み

ビジュアライゼーション
1つでは不十分

チェンジデータキャプチャ

データレイクパイプライン

データの準備

Qlik連想技術

アナリティクス

Qlikのデータとアナリティクスのサプライチェーン

ローデータから共有までの最適化

会話型アナリティクス

DWHオートメーション

データサイエンス
＆予測

関数 & 数式

地理分析 データビジュアライゼーション
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レポーティングと配信
洞察を伝え、ディスカッションを容易に

• 豊富なレポートとデータインサイトを使用して分析と洞察
を伝達

• ライブな分析環境へのダイレクトなコンテキスト内リンクに
より、フォローアップの質問に即座に回答

• 情報を共有するためにデータ、分析、およびストーリーを
PDF、パワーポイント、および Excelに印刷およびエクス
ポート

• Qlik NPrintingを使用して、MS Office およびピクセ
ルパーフェクト レポートを一元的に作成および配布

• 後半なコミュニティに知識と洞察を広める

• レガシーBIおよびレポートシステムを刷新
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Qlik NPrinting

• 見栄えの良いレポートを迅速に

• マイクロソフト オフィスのレポートと統合

- ピクセルパーフェクトとウェブレポート

- マルチ開発者、Web ベースのクライアント

• 適切なレポートを適切なユーザーに
- ガバナンスの効いたレポート配布

- オンデマンドレポート

- “Newsstand” サブスクリプション ポータル

• 企業向けの Tier 1 レポート
- マルチスレッドスケーラビリティ

- 強化されたロールベースのセキュリティ

- レポートの効率性と価値

-

Qlik Sense および QlikView のエンタープライズ レポートおよび配布ソリューション
で、組織が知識と洞察を広めることを支援
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レポート作成のための単一のソリューション
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NPrinting セキュリティ

• 認証と承認の機能強化

- DMS、 ケルベロス、JWT、SAML、LDAP、REST API

• 管理

- 強化されたセキュリティ ロール、パスワードで保護されたレポート、セッショ
ン ログアウト、エラー処理、完全なリバース プロキシのサポート

• 脅威の軽減

- クロスフレーム スクリプト対策、証明書、MIME タイプ フィルタリング、更
新された PostgreSQL、組み込み HSTS、ホワイト リスト サイファー

Tier1エンタープライズにとってのセキュアなレポートソリューション
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メッセージング
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Qlik NPrinting
知識と洞察を広める

Qlik Sense と QlikView のデータと分析を使用して、一般的な形式でレポートを作成

レポートを一元的に配布するか、ユーザーがセルフサービスを通じてサブスクライブ可能

スケーラビリティとセキュリティ

見栄えの良いレポートを
迅速に作成

適切なレポートを
適切なユーザーに

企業向けのTier 1 
レポート
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見栄えの良いレポートを迅速に作成

インタラクティブ分析と静的分析の両方を活用する機能を備えた Qlik環境
からレポートをすばやく構築

オフィスレポートと統合 ピクセルパーフェクトと
ウェブレポート

Web ベースのクライアント
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Microsoft Officeのレポーティングと統合

• 見た目の優れたレポートを迅速、かつドラッグ＆ドロップの簡単
な手順で作成

• PowerPoint, Excel, Wordといった広く使われるMicrosoft
Officeの形式でのレポート作成

• QlikViewのデータやビジュアライゼーションを活用

• 複数のQlikViewアプリ上の分析機能を一つのレポートに統合

• 分析の価値を広めるために、広く受け入れられているフォーマッ
トで自由に情報共有

シーメンスヘルスケアでは、トップマネジメント向
けのカスタマイズされたレポートをMicrosoft 
Office, ピクセルパーフェクト(PDF), HTMLの
形式で作成・配信するためにQlikView 
NPrintingを利用しています。
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ピクセルパーフェクトとウェブレポート

• 高度に洗練されたピクセルパーフェクトレポートやHTML形式
のレポートをウェブ上で公開するために作成

• QlikViewのデータや分析機能を活用するための標準エディ
タを活用

• ブランディング、スクリプティング、フォーマッティング、グラフィック
ス、高度なカスタマイズ機能

• 洗練されたピクセルパーフェクトレポートやウェブ上に公開され
た情報資産によりユーザーやビジネスパートナーへの価値提
供を促進

QlikView Nprintingを利用して重要度の
高い地域別指標を抽出し、赤や緑のラベル、
矢印、棒グラフなどを使って視覚的に分かりや
すい方法で表示しています。

- IT統括責任者
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ウェブベースのクライアント

• ウェブベースのインターフェースを使って開発、管理、レポー
ティングの機能にアクセス

• あらゆるデバイスからブラウザを通じて全ての開発
(Microsoft Officeテンプレートの作成・編集を除く)が可
能

• スタンドアロンの開発クライアントの制限を排し、ユーザーやイ
ンストールをサーバーレベルで管理

• より簡単な管理やセキュアなマルチユーザー開発環境の実
現、ソフトウェア導入の必要性を削減 QlikView NPrintingは自動化されたレポー

ト作成に利用されています。QlikViewの全レ
ポーティングプロセスを制御するこのソリューショ
ンにより、要件に応じてユーザーはレポートを
作成し、オプションの変更や配信を行うことがで
きます。
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適切な人材のための適切なレポート

さまざまなチャネルを通じて、適切な情報を適切なタイミングで適切な
ユーザーに配信

統治の効いたレポートの
配布

“Newsstand” 
サブスクリプション ポータル

オンデマンドレポート
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管理されたレポート配信
• 様々な受信者に対するレポートのスケジュール・作成・配信を

中央で管理

• レポートは条件付き実行やイベントベースでのスケジュールが
可能

• フィルターやサイクル機能により特定のユーザーが必要とする
データのみを提供可能

• レポートはemail, ディスクへの保存やニューススタンドのポータ
ルなど様々なチャネルを通じて提供

• QlikView NPrintingレポートと併せてQlikView PDF配信
も可能

• 全てのユーザーにとって必要な時に必要なレポートを受け取る
ことが可能

QlikViewのプロセスとQlikView 
NPrintingによる配信をスケジュールするこ
とで、複数部門がデータを取得するための
時間を削減することができました。

-IT部門 シニアVP
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“Newsstand” サブスクリプション ポータル

• レポート配信のためのセキュアなオンラインのセルフサービ
スポータル

• 中央で管理されたレポートを閲覧、検索

• 過去バージョンのレポート(アーカイブ)の閲覧と比較

• セルフサービスの手順で配信スケジュールを設定

• ロールベースのセキュリティによるセキュアな環境

• ユーザー導入を促進し、ITのワークロードを削減

QlikView NPrintingは我々の計画の主要
なコンポーネントです。我々は ユーザーがレ
ポートを購読して受信ボックスで受け取ることが
できる ニューススタンドでの購読のコンセプト
実現を楽しみにしています。

- Data, Analytics, & Control Officer
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オンデマンドレポート

• Qlik アプリから直接レポートを生成

• NPrint技術を使用して分析、シート、およびストー
リーの印刷とエクスポートPPT/PDFと統合

• オフィステンプレートを使用してレポートを生成するた
めのオンデマンドプラグイン

• レポートは、現在の選択状態に基づいて実行

• ユーザーは情報を探索し、レポートを生成してインサ
イトを伝達および共有
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Tier 1 企業向けレポート

Qlik Sense と QlikView 向けのスケーラブルなマルチスレッドソリューションで、
ガバナンスを確保して定着を促進

マルチエンジンの
スケーラビリティ

強化されたロールベース
のセキュリティ

レポートの効率性と
価値
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マルチスレッドのスケーラビリティ

• マルチスレッドで、大量のレポート作成用の並列
スケーリングをサポートする新しい NPrinting 
エンジン

• クラスタリングを使用すると、複数のエンジンがタ
スクを同時に処理してパフォーマンスを向上させ
ることが可能

• 信頼性、負荷分散、およびタスクの優先順位
付けを向上させるための冗長性を提供

• より高い信頼性をもってより多くのユーザーにレ
ポートを配信

Qlik NPrintingを使用すると、Qlik は対
話型分析とレポート作成の両方を行う単
一のシステムとして機能できます。Qlik 
NPrintingを使用して、MEGPN はレ
ポートコストを週に 20 ~ 30 時間節約し
ました。
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強化されたロールベースのセキュリティ

• ロールベースのセキュリティによりレポーティング機能とデータに
対するアクセス権限を中央管理

• アプリレベルでの必要な数のセキュリティプロファイルを定義可
能

• 複数のロールを一人のユーザーにアサイン可能

• 広い範囲の権限設定による、きめ細やかなカスタマイズ

• セキュアな環境を確保するための、管理者、開発者、レポー
ト受信者が利用可能な機能やデータの容易な制御 QlikView NPrintingにより、視覚的に

魅力的なレポートの作成や、権限に 基
づいて様々なユーザーに対して それら
をMicrosoft Office, ピクセルパーフェクト
(.PDF) やHTMLの形式で配信することが
容易にできます。
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レポートの効率性と価値

• Qlik によりすべての分析とレポート環境を提供

• 対話型分析と定型レポート作成の両方に同じデー
タ モデルを使用します。

• 旧来のレポーティングシステムを不要とし、大幅なコ
スト削減

• 対話的分析アプリケーションへのリンクを配布して、
さらなる探索を可能に

• 消極的なレポート消費者に、データの全体を分析
するように促すことが可能

「Qlik と NPrintingの顧客として、ビジネス
ユーザー レポートの作成と共有において、比
類のないレベルの対話型分析と制御を備え、

両方の世界のベストを獲得しました。
NPrintingは、発見のためのアウトプットを
幅広いユーザーに公開し、採用とコラボレー
ションを促進し、運用上の有効性を促進す
ることで、Qlik ソリューションに真の価値を追

加しました。

Director R&D Productivity, 
Analog Devices Inc.
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基本アーキテクチャ

コンポーネント
単一または複数のサーバーアーキテクチャ
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ウェブエンジン

• レポートの購読と消費のためのブラウザベースのポータル
•

Qlik NPrinting デザイナー

• NPrinting レポートを開発するデスクトップ クライアント
•

• NPrinting 展開を管理する管理コンソール
•

• ユーザー、開発者、および管理者の NPrintingへのエントリ ポイント
• ユーザー ロールに基づいて認証と承認を管理

• Qlik NPrinting コンテンツ保存の一元化されたレポジトリ

リポジトリ スケジューラ

• ジョブのスケジューリング、優先順位付け、配布、および配信

メッセージング キュー

• QlikView / Qlik Sense ソースからレポートを生成
レポーティングエンジン

NPrinting
サーバー

NPrinting
エンジン

• オンデマンド レポートを生成するための UI 拡張オブジェクト
•

NewsStandウェブコンソール Qlik NPrinting NewsStand

Qlik NPrinting オンデマンド

Qlik NPrinting ウェブコンソール

Qlik NPrinting ウェブエンジン

Qlik NPrinting リポジトリ

Qlik NPrinting スケジューラ と メッセージングキュー

Qlik NPrinting レポーティングエンジン

オンデマンド デザイナー

Qlik NPrint のアーキテクチャー概要
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ウェブエンジン

リポジトリ

スケジューラ

QlikView 
アプリ

Qlik 
Sense 
アプリ

QlikView デスクトップ*

*QlikView ソースの場合のみ

シングルサーバー環境NPrinting サーバー

• 1 台のサーバー上のすべてのコンポーネント

• 開発環境または部門展開に適しています

• QlikView アプリケーションと Qlik Sense 
アプリケーションの両方に接続可能

レポーティング エンジン

シングルサーバー環境
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ウェブエンジン

リポジトリ

スケジューラ

NPrinting サーバー

QlikView デスクトップ*

NPrinting エンジン

マルチサーバー環境

• 分離されたサーバーとエンジン

• 複数のレポーティングエンジンをサポート

• より多量なレポート生成に適しています

マルチサーバー環境

QlikView 
アプリ

Qlik 
Sense ア
プリ *QlikView ソースの場合のみ
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ワークステーションのセットアップNPrinting サーバー

• 開発者ワークステーションにインストール

• Web コンソールから起動

• デザイナがサーバーに接続

• MS オフィスを利用

NPrinting デザイナー

NPrinting デザイナー

QlikView 
アプリ

Qlik 
Sense 
アプリ

ウェブエンジン

リポジトリ

スケジューラ

QlikView デスクトップ*

レポーティング エンジン

*QlikView ソースの場合のみ
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顧客事例
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Qlik NPrintingは VTCT のデータ レポートを変えまし。スタッフは、レポー
ト内容を消化し、洞察を得るために時間を費やしています。彼らは毎日チェ
ックして、重要な更新を見逃したくないデータの条件が変更された可能性が
あるかどうかを確認します。Qlik NPrintingを実装すると、毎日レポートを
手動でチェックする必要がなくなります。

条件が変更されたり、条件が設定されたりすると、スタッフは更新された情報
を含むレポートを自動的に受け取ることができます。現在、報告されたデータ
について心配する必要があるのは、実行可能な変更が発生した場合だけで
す。

さらに、スタッフは Qlik Sense内でブックマークを作成でき、ユーザーは
NPrintingを通じて配布レポートを再作成できます。VTCT は、まったく異
なるレポートからコンポーネントを取り出し、それらを 1つの配布レポートにま
とめることもできます。

データを使用して教育とトレーニングを促進

「私たちはBIソリューション、Qlik Senseを完
璧なケーキと見ており、NPrintは上のチェリーで
す。私はNPrintingとQlik Senseが私たちの
ソリューションを満たし、私たちの戦略を後押し
てくれていることを喜んでいます。

ショーン・ブルートン, BIアーキテクト, VTCT

効果:

• 大幅な時間の節約
• £380,000のコスト削減
• 期限経過勘定は、毎月£500,000から

£100,000に減少
• 2年間で6%から9%にマーケットシェアが増加
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課題:設備技術の進歩と熟練した人材の確保の困難化により、お客
様の生産ラインの維持が難しくなっていました。同社は顧客の生産ラ
インを安定させる方法を探していました。

解決策: 問題の兆候を検出し、障害を特定できる新しいサービスを
開発することに取り組みました。M2Mで機器データを収集し、Qlikで
分析し、Qlik NPrintingと組み合わせることで分析レポートを顧客に
提供しました。

メリット: Qlik が作成した「トラスト ネットワーク サービス」は、お客様
に機器の安定性と効率的な運用を提供し、サポート対応を向上させ
ました。製品力の強化に加え、顧客満足度の向上も実現しました。

Qlik NPrinting を使用して製造企業が
顧客および製品レポートを作成

「Qlikは、生産的で予防的なメンテナンスソリュー
ションを提供し、機器の安定性と効率的な運用に
大きく貢献しました。

Satoshi Yoshida, General Manager, Service Division, SCREEN GP
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課題:銀行は、正確な情報に基づいて迅速なビジネス上の意思
決定を行うことができる必要がありました。

ソリューション: あらゆるデバイスでビジネス インテリジェンス ダッシュ
ボードとレポートにスタッフがアクセスできるようにしました。

メリット：

• 任意のデバイスからのデータのセルフサービス分析

• 正確なデータへの迅速なアクセスによる顧客サービスの向上

Qlik と Qlik NPrinting を使用し、トルコの銀行は、
スタッフが任意のデバイスからビジネス インテリジェンス
ダッシュボードやレポートにアクセスできるようになり、
各スタッフ メンバーが自律的にデータを分析できるよ
うになりました。

「分析に基づいて正確な意思決定を行いたいと考え
ていました。このため、Qlik は当社のビジネス パート
ナーであり、BI ソリューションの選択肢でした。

Mehmet Susakli, Head of Business Intelligence, Odeabank
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PSCUは、信用組合の専門知識の提供を支援し、付随的なコ
ストを最小限に抑えることに取り組んでいました。PSCUの当初
のデータレポート方法が適切に整理されておらず、ビジネスモデ
ルと適切に整合していなかったため、データをよりよく理解し、視
覚的な管理を改善したいと考えていました。

Qlik では、PSCUはビジネスユニットレベルまで反映する 12 の
レポートを作成し、クレジット ユニオン サービス呼び出しからの
データの分析に役立つクロス機能メンバーエクスペリエンスアプリ
も備えています。組織は、毎日のように、各コール センター エー
ジェントは、Qlik Senseアプリから特定のメトリックについての
Qlik NPrintingレポートを取得するなど、コール センターのパ
フォーマンスを向上させることができます。

Qlik を使用して会社の業績を管理

「毎日、すべてのコールセンターエージェントは、
Qlik Senseアプリから特定のメトリックのQlik 
NPrintingレポートを取得します。

Michael Dove, Vice President for the Center of Process 
Excellence at PSCU
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レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャルは、Qlikを見つけたと
きには、事業運営の包括的なビューを提供できるプラット
フォームを探していました。Qlik NPrintingを含む Qlik プ
ラットフォームは、手動で生成された Excelドキュメントを置
き換えたため、組織はデータの視覚化と測定方法を標準
化できます。このデータを使用すると、従業員は以前に異な
るデータ ポイントがどのように接続され、全体に影響を与え
るかを簡単に確認できます。Qlikを使用することにより、組
織は新しいデータの視点を明らかにし、意味のあるメトリック
に変換できるプラットフォームを提供できるようになりました。

新しいデータパースペクティブの発見

「正しいとわかっているデータで、時間を節約し、
生産性を向上させるビジネスを支援できること
は素晴らしいことです。

Laura Ashworth, BI Architect and Analyst, RJF
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複数の情報源に広がったキング・アブドゥッラー・メディカル・
シティ(KAMC)病院のデータは、スタッフがほとんどアクセスで
きないものでした。この問題を解決するために、KAMCは
Qlik NPrintingを含むQlikプラットフォームを使用して、す
べての病院データを一元化しました。これにより、KAMCの
医療従事者は数秒以内に患者データにアクセスして分析
することができ、効率と患者ケアの質が向上しました。

一元化されたビジネスインテリジェンス
システムの提供

「Qlik は、KAMC にとって不可欠な BI シス
テムであり続けています。最後に、すべての情
報を一元化された BI システムに格納してい
ます。」

Mohsen Ba-Adbullah, ICT Executive Director, KAMC
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生成レポート例
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レポート例： PowerPointプレゼンテーション
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レポート例： PowerPointプレゼンテーション
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レポート例: Wordドキュメント
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レポート例: Excelスプレッドシート
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レポート例: ピクセルパーフェクトレポート



For more information, visit:
qlik.com/products/nprinting


