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 テクニカルブリーフ 

 

Qlik
®
 Sense 

新たなエンタープライズ環境の実現 

ビジネスインテリジェンス（BI）世代 

BI 市場の発展には度重なる破壊的変化がありました。それぞれの変化は、一定の問題を解決す

ることに長けた技術が、ユーザーにとってよりシンプルで高い機能性を提供する新技術に打ち負

かされるたびに起こってきました。 

経営情報システム（MIS）は、メインフレームからの業務データの統合と、ビジネスに必要な情

報の提供を目的とした、新たなソリューションでした。しかしながら、こうしたシステムはすぐ

に過負荷になってしまいました。システムのアーキテクチャが、情報の需要の変化に対応できる

ように設計されていなかったためです。 

データウェアハウスは、「唯一の真実（single version of the truth）」を提供する、つまり、多次元

データモデルに基づいて情報を整理することでクエリおよびナビゲーションを強化する破壊的技

術でした。この技術が進化する中で、機能を拡大し発展させるために、データ統合ツール

（ETL）やオンライン分析処理（OLAP）が導入されました。残念ながら、より多くの機能が導

入されるにつれてこれらのツールも非常に複雑になってしまいました。 

ビジネスインテリジェンスは、ダッシュボード、レポート、分析といったかたちで情報の閲覧を

簡素化することを目的とした分析のレイヤとして、データウェアハウスの上位層に構成されまし

た。しかしこれは、開発に時間が掛って本質的には静的で、完全に IT 部門主導の技術でした。

そして、データ・ディスカバリーが登場する機が熟しました。 

今日、「データの上位層に見た目の良いビジュアライゼーションをかぶせれば十分」という考え

方が強まりつつあります。そして、シンプルな可視化ツールの人気が高まっています。しかし、

シンプルなセルフサービスの可視化だけで本当に十分なのでしょうか？アナリティクスの真の価
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値は、次に起こることを見いだす能力ではないでしょうか？そこで当社は Qlik Sense を開発し

ました。 

 

©2014 Qlik 

Qlik Sense 

Qlik
®

 Sense は、セルフサービス型の次世代データ視覚化アプリケーションです。これにより、

直観による探索と発見を推進する、柔軟でインタラクティブな幅広い可視性を誰もが簡単に実現

できるようになります。 

Qlik Sense の中核テクノロジーは、QlikView で特許取得済みのデータ連想インデックスエンジ

ンで、データ同士の隠れた関連性を動的に明らかにします。これにより、大規模なデータセット

のパワフルかつ迅速な探索を可能にします。 

Qlik Sense 製品ファミリーの第一弾となる Qlik Sense Desktop は、無料のデスクトップ型視覚

化ツールです。Qlik Sense Desktop によって、企業の誰もが複数のデータソースから単純なド

ラッグ・アンド・ドロップ操作で、パーソナライズされたレポートやダイナミックなダッシュ

ボードを直観的に作成できるようになります。 

Qlik Sense の製品版（サーバー版）は、格段に向上したユーザー体験を提供します。これは、無

料のデスクトップバージョンと同様の直観的な体験をもたらすものですが、その上にエンタープ

ライズクラスの管理、セキュリティ、ガバナンス機能も備わっています。Qlik Sense では、この

新たなエンタープライズ環境を実現する機能が整っています。 
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単一、一貫、シンプル 

Qlik Sense アーキテクチャは最新のウェブ仕様、データ交換フォーマット、および HTML5、

CSS3、JSON、WebSockets などのネットワークプロトコルを利用し、その結果、一貫性のある

効率的な設計になりました。あらゆるタイプのユーザーがオフィスでも外出先でも、HTML5 対

応のウェブブラウザまたはモバイルデバイスを使用して、Qlik Sense でデータの作成、管理、分

析を簡単に行えます。 
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分散型かつ高い回復性 

Qlik
®

 Sense サービスは、最新の Qlik Sense アーキテクチャの基盤で、エンタープライズ対応の

さまざまな導入シナリオ（地理的に分割され複数のデータセンターを有するシナリオなど）をサ

ポートするように構成されています。このサービスが複数のマシン上にインストールされると、

システム回復性を高め、保守の手間を減らし、全体的なデプロイメントの柔軟性とスケーラビリ

ティを向上させる分散型アーキテクチャを構成する一連のノードやサイトが形成されます。 

Qlik Sense サービスは、以下のサービスで構成されています。 

リポジトリサービス － マルチノードプロセスのセキュリティや管理など、すべてのシス

テム情報および構成を保存し、調整します。Qlik Sense Engine と連携してアプリコンテン

ツを処理します。 

プロキシサービス － Qlik Sense の認証、セッション処理、ロードバランシングを管理し

ます。 

スケジューリングサービス － Qlik Sense アプリのリロードやその他のタスクのスケジュールを管

理します。 

エンジンサービス － すべてのアプリ処理、計算、クライアントとの通信を処理します。

「思考の速度」での分析を提供するインメモリのデータ連想インデックス作成を含みま

す。 
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保護とセキュリティ 

データの処理と分析はビジネスを行う上で不可欠です。しかし、不正アクセス、悪意あるソフト

ウェア攻撃、ハードウェア障害から情報システムを保護するためには、適切な保護措置の整備が

極めて重要です。最大限の保護を確保するために、Qlik
®

 Sense は Rugged および STRIDE（「そ

の他資料」参照）のソフトウェア開発の取り組みと脅威分析テストを使用して設計されており、

Qlik Sense の全般的な保護およびセキュリティ戦略を構成する複数のセキュリティレイヤ（認

証、認可、アクセス制御、データ削減）と連携します。 

プロセスセキュリティ － セキュリティモデルのこのレイヤは、Rugged 開発の取り組み、脅威

の分析および探索的セキュリティテストによって、セキュリティの観点からソフトウェアが徹底

的に分析されるよう万全を期すことに重点を置いています。 

ネットワークセキュリティ － Qlik Sense サービスとクライアント間の、信頼できるすべての通

信は、SSL（Secure Socket Layer）および TLS（Transport Layer Security）などのウェブプロト

コルに基づいています。これらのプロトコルは、情報の暗号化処理、および鍵と認証証明書の交

換を行います。 

サーバーセキュリティ － Qlik Sense は、サーバー上の Qlik Sense リソース（ファイル、メモ

リー、プロセス、証明書）の統制と保護に、サーバーのオペレーティングシステムのセキュリ

ティレイヤを使用できます。Active Directory、LDAP、カスタムデータベーステーブルからの設

定可能なユーザー認証も利用可能です。 
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アプリ、リソース、データセキュリティ － オペレーティングシステムからは独立した、革新的

なセキュリティルールエンジンを使用して実装されたアプリとコンテンツのセキュリティレイヤ

が、Qlik Sense リソースへのアクセスを管理します。アクセスはユーザーが定義したプロパティ

をはじめ、ユーザー、アクション、リソース、環境などに基づいています。また、アプリのセ

キュリティには、ユーザーのプロパティまたはカスタムのセキュリティデータ認証テーブルに基

づいてデータ（フィールドおよび行レベル）を保護するために動的データ削減を含めることも可

能です。 

同期 － サイトの回復性、高可用性、Qlik Sense デプロイメントの拡張性を確保します。ノード

の同期にはアプリ、ユーザー、メタデータ、セキュリティルール、ライセンシング、ログなどの

エンティティのほか、対応するバイナリファイルなどを含みます。 
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トークンライセンス 

Qlik
®

 Sense は、トークンのクライアント・アクセス・ライセンス（CAL）に基づいた、柔軟か

つ簡素化されたライセンスモデルを採用します。トークンライセンスは昨今のソフトウェア市場

で支持を得ており、顧客が自身のソフトウェア利用を管理するのを資金面で柔軟な対応が行える

ようにします。トークンによって、現在の製品使用および予測困難な使用パターンにさらなる柔

軟性がもたらされます。顧客は適した形で、プールされたトークンから有効なアクセスパスの管

理と割り当てを容易に行ったり、割り当てを解除したりできます。こうした処理は Qlik Sense 

Management Console から操作します。アクセスパスには現在、ユーザーアクセスとログインア

クセスが含まれています。 

ユーザーアクセスパス － 特定された固有の Named ユーザーに、Qlik Sense アプリの無制限の

利用権利を割り当てます。Qlik Sense に定義されている企業のセキュリティ方針およびルールに

よって許可された、すべての Qlik Sense アプリまたはリソースへのアクセスが提供されます。 
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ログインアクセスパス － 一般的なライセンスの利用、ならびに不定期および匿名のアクセスに

使用します。ログイントラッキングを行いつつ、Qlik Sense のカスタマイズされた限定的な共有

が提供されます。この使用パターンは主に、組織がどのように Qlik Sense を使用していくのか

を一旦理解した後、ルールを自分たちで管理することによって決定されます。 
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Qlik
®
 Sense Management Console：トークンの割り当てビュー ー 利用可能 
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Qlik
®
 Sense Management Console：トークンの割り当てビュー ー 使用中 
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8 | Qlik Sense 新たなエンタープライズ環境の実現 

管理が容易に 

Qlik
®

 Sense Management Console は、マルチノードのサイト展開など、単一ポイントでの Qlik 

Sense プラットフォームの管理、モニタリング、ガバナンスを可能にします。また、Qlik Sense

のあらゆる構成設定およびアプリに対する直観的な洞察、アクセス、制御を提供します。設定可

能な多数のインターフェースプロパティが、より迅速なデプロイメントの整理や支援、ライセン

ス／コンテンツ／リソース管理、カスタマイズ可能なアクセス制御を提供します。 

スタートメニュー －コンソール内のあらゆる場所からコンテンツ、リソース、構成設定などを

管理する適切なタスクをシステム管理者に通知、ガイドする包括的なナビゲーションパスです。 

ストリーム － ユーザーが閲覧するための Qlik Sense アプリを効率的に編成し、保護するため

の方法です。ストリームは、ユーザーが読込みや発行の権限を持つアプリをグループ化します。

Qlik Sense にはデフォルト設定で「Everyone」と名付けられたストリームが用意されています 

タグ － アプリ、アクセスルール、データ接続、ノード、エンジン、プロキシ、リポジトリなど

に付加することが出来る検索可能なエンティティです。タグによりユーザーは容易に検索が行え

ます。 

セキュリティルール － 定義された式と条件を評価し、Qlik Sense アプリ、データ接続、エンジ

ンサービス、ストリーム、シートなどのリソースに対して特定のアクションを許可する属性ベー

スのルールエンジンです。組織のセキュリティに対するニーズに従ってカスタマイズするため

に、管理者がルールを作成できるようになっています。 

テンプレート － ディレクトリプロバイダー選定のための新たな認証リソースを作成する際に使

用する、あらかじめ定義されたデフォルトのプロパティセットを保存します。テンプレートによ

り、繰り返し可能な構成設定の保存および作成が容易になります。 

データ接続 － Qlik Sense アプリケーションによるデータへのアクセス処理の一部として定義さ

れた、利用可能なすべてのデータ接続のリストを管理します。 

アプリおよびアプリオブジェクト － デプロイメントにおいて利用可能な Qlik Sense のアプ

リ、シート、ストーリーのすべての管理を行います。Qlik Sense の管理者は数回のクリックで、

アプリのインポート、エクスポート、複製、発行、削除、リロードを行うことが可能です。 

コンテンツライブラリ － アプリおよびストーリーで使用する画像など、静的コンテンツの作

成、保存、制御が可能になります。 

タスク － アプリのリロード、およびルールの同期を可能にします。各タスクは連結され、必要

に応じて繋がれた順次処理として実行することができます。 
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Qlik
®

 Sense Management Console：ホームページ 
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統制されたディスカバリー 

Qlik
®

 Sense はデータ・ディスカバリーにとどまらず、統制されたディスカバリーへの道も開き

ました。Qlik Sense では、統制されたディスカバリーには人やプラクティスが含まれるだけでな

く、洞察、監視、コンプライアンス、制御を実現するツールが含まれます。BI 管理者は、アプ

リの使用、サーバーのヘルス状態、リソース監査に至るまで、デプロイメントにおけるさまざま

な側面の監視と管理を行うことが出来ます。また、Qlik Sense には、IT 管理者が Qlik Sense の

操作、システムメタデータ、リロードタスク、ライセンス使用などの状況を理解できるようにす

るための監視用アプリも含まれます。 

オペレーション監視用アプリ 

Qlik Sense Management Console には、システムパフォーマンスと Qlik Sense サーバー上の

ノードの使用率を監視するためのガバナンス・アプリが含まれています。また、サーバーのメモ

リー、CPU 使用率、アクティブユーザー、タスクリロードなど、ハードウェアの利用に関する

情報を提供します。さらに、Qlik Sense 環境におけるエラーや警告に関するサマリーや詳細情報

も提供し、これらはトラブルシューティングに利用できます。 

オペレーションモニター：24 時間サマリー 
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ライセンス監視用アプリ 

Management Console にはシステムパフォーマンスと使用率に加え、ライセンスの使用を監視する

ためのガバナンス・アプリが含まれます。このアプリのよりライセンス割り当ての変更の監視も容

易になります。 

リソース監査：アプリの許可を検証 
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リソース監査 － Qlik
®

 Sense システムで定義されているさまざまなリソースに割り当てられた

セキュリティまたは同期ルールのクエリや監査を可能にします。 

リソース監査：アプリの許可を検証 

 

©2014 Qlik 
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その他資料 

Qlik
®
 Sense 

http://www.qlik.com/jp/explore/products/sense?ga-link=hero 

Qlik Sense コミュニティ 

http://community.qlik.com/community/new-to-qlik-sense 

Qlik Sense プラットフォーム動画 

http://community.qlik.com/docs/DOC-7144 

STRIDE ソフトウェア方法論 

http://en.wikipedia.org/wiki/STRIDE_%28security%29 

Rugged ソフトウェア方法論 

http://www.infoq.com/news/2010/06/rugged-software-manifesto 

Qlik Sense オンラインヘルプ － キーワード「Rugged」

http://www.qlik.com/jp/explore/products/sense?ga-link=hero
http://community.qlik.com/community/new-to-qlik-sense
http://community.qlik.com/docs/DOC-7144
http://en.wikipedia.org/wiki/STRIDE_%28security%29
http://www.infoq.com/news/2010/06/rugged-software-manifesto
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