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1. はじめに 



新しいタイプのソフトウェアカンパニー QlikTech 

 1993年に、「QlikView」を開発し、 
   スウェーデンで創業 
   現在は本社を米国ペンシルベニア州に置く 
  （ NASDAQ :QLIK） 
   

 世界105ヶ国以上で、33,000超 顧客 

   及び 1,750超 パートナー 

 社員数1,700名、23ヶ国に28事業所 

 ４年連続で、Gartner Magic Quadrant  

  のリーダーポジションを維持 

 「連想技術」と「インメモリー」 

で飛躍的な成長  

 



クリックテック社が提供するソリューション 

データ（Data）の中から業務に必要な情報を、 

探索（Discovery）することができる 

データ分析プラットフォームを提供 

クリックテック社が提供するデータディスカバリー 

（解の探索） プラットフォームを活用すれば、事前定義
を必要とせず、 



データディスカバリーの位置づけとBIの適用領域 

ダッシュボード 分析アプリケーション 

主に経営者などがパフォー
マンスの全体像等を確認 

データディスカバリ レポーティング 定型レポート・帳票 

事前に定義・整形された
定型レポート 

主にアナリストが特定のビジ
ネス上の問題についての分
析を実施 

ユーザーがアドホッククエリを
作成し、テーブル形式等で
データを抽出 

事前定義のドリルパスに依存
せず、ユーザー主導でデータを
探索 

QlikViewの適用領域 
プロセス定義など、組織上の新たな枠組みの構
築が求められる領域 

一般的なBIの適用領域 
既存BIの延長線上での改善取り組み 

• 伝統的BIからQlikViewへ 

• 記述的(Descriptive)分析から診断的(Diagnostic)分析へ 



データディスカバリー市場を牽引 

• データディスカバリー市場を牽引する役割。

105 を超える国で、およそ33,000 顧
客に導入済み 

• 1,750 を超えるパートナー企業と協業
して、ソリューションを展開 

• 100,000 を超えるユーザが、Qlik 
Communityにメンバ登録しており、
日々活発な議論 

“連想技術” が直感的な分析を可能にし、データ分析をより身近な 

ものにしている 



従来型BIとQlikViewの「連想」との違い 

アプリケーション指向 

ユーザー志向で自由に分析 

データの関連性･非関連性が見える 

軸の追加や変更が容易 

従来型BI 連想型BI 

データベース・キューブ指向 

分析階層を事前定義 

隠れたデータに潜む新たな発見を見落
としがち 

軸の追加や変更に手間がかかる 

地域 

都道府県 

製品 

担当営業 

地域 

都道府県 

製品 

担当営業 

顧客 



2. QlikTech社の製品戦略 



カジュアルユーザー 

(情報消費者) 
• 難しい操作はしたくない 
• ただし、必要なデータを素早く入手したい 

データディスカバリーにおけるニーズの変化と弊社の戦略 

パワーユーザー 

(情報生産者) 

• ツールを使いこなすITスキルを持つ 
• 様々な角度からデータ分析を自分で行いたい 

ポテンシャルユーザー 
(潜在利用者) 

• BIも分析も意識したことがない 
 

IT 



クリックテックの製品戦略 

• データディスカバリー市場を牽引する実績豊
富な分析プラットフォーム 

• きめ細やかな設定やデザインを施し、ユーザ
が望む分析機能を提供 

• ある程度操作に慣れたユーザが、かゆいとこ
ろに手が届くアプリケーションを開発 

• 次世代のセルフサービス型 

データ分析プラットフォーム 

• エンドユーザでも手軽に分析アプリケーショ
ンを作ることができる 

• 作られたアプリケーションを用いて、インタ
ラクティブな分析を行うことができる 

様々なデータソースからデータの関連性に着目した、 
連想データモデルを自動生成。関連データおよび非関連データを視覚化するため、階層構造
やクエリ型分析ツールでは見落としがちな気づきを得ることができる。 

選択（緑） 

関連あり（白） 

関連なし（グレー） 

コア・テクノロジー 



Qlik® Sense – 次世代のデータ分析プラットフォーム 

Qlik Senseは、セルフサービス型のデータ分析プラットフォーム 

エンドユーザでも手軽に、見た目に美しい分析アプリケーションを作ることができる 

自分が欲しい分析アプリケーションを容易に作成できることから、より柔軟で多角的な視点
から分析を進めることができる 



Qlik Sense 製品構成 

クライアントツール 

 

• スタンドアロン端末利用 

• 利用者が自らの端末上でアプリ
ケーションを作成 

• ファイル(.qvf)によるアプリケーショ
ン共有 

• Qlik Cloudへのエクスポート 

• 無償版 

クラウド型サービス 

 

• 第一弾は、Qlik Sense 
Desktopで作成したアプリケー
ションの共有 

• 複数ユーザでコラボレートしながら
分析 

• デバイス非依存 
(ブラウザベース) 

Qlik Sense全機能を 
提供するサーバー製品 

 

• デバイス非依存 
(ブラウザベース) 

• 大規模環境で必要な機能を取
り揃える 

• 堅牢なセキュリティ 

• 拡張性 

• 幅広いAPI 

Qlik Cloud Qlik Sense 
Qlik Sense  

Desktop 



Qlik Sense 運用例 

Qlik Sense Desktop 

Qlik Sense (サーバー) 

マイワーク 

財務 

営業 

Qlik Cloud (クラウド) 

ストリーム 

財務部 

営業部 

開発・分析 

公開 

権限に応じた 
アクセス 

ファイル共有 

招待 

閲覧 

公開 

企業内 インターネット越し 

.QVF .QVF 

Qlik Sense Desktop 

.QVF .QVF 



3. Qlik Sense の特長 



Qlik Sense の特長 

• 個人  セルフサービス型の視覚化と探索 

– ドラッグ＆ドロップ操作によるグラフ作成とクイックデータロード 

– 柔軟で直感的なデータ探索 

– スマートサーチとグローバルセレクタ 

• グループ  知識や発見の共有 

– アプリケーションの共有とコラボレーション 

– ストーリーテリングを活用したコラボレーション 

– マルチデバイス対応 － どこからでも閲覧、操作、開発 

• 組織  大規模実装への対応と組織レベルでの分析力向上 

– エンタープライズクラスのガバナンス 

– カスタマイズとエクステンション 

• コア技術  連想技術の継承と柔軟なカスタマイズを可能にするWEB技術 

– HTML5 / Java Script 

– QIX 連想技術を支える新しいエンジンの実装 

コア技術 
 

組織 
 

 

グループ 

個人 

次世代のセルフサービス型データ分析プラットフォーム 



ドラッグ＆ドロップ操作によるグラフ作成 

• 分析画面の作成に必要な操作の多くが、ドラッグ・アンド・ドロップ 

• 軸や集計値をライブラリから選択し、チャートに配置 

個人 

組織 

グループ 



クイック・データ・ロード 

• ウィザード操作中心のデータロード 

• ドラッグ・アンド・ドロップ操作によるファイルデータのロード 

 

 

個人 

組織 

グループ 



柔軟で直感的なデータ探索 

• 軸あるいはデータフィールド内から、柔軟に
情報の選択の絞込みが可能 

• PCからもモバイル端末からも、同じ操作が
できるように設計 

 

個人 

組織 

グループ 



スマートサーチとグローバルセレクタ 

• スマートサーチ 

– アプリケーション内の全てのデータや軸に
対するキーワード検索 

– 複数の検索条件下では、検索結果の関
連性を自動で計算 

– 関連性の強い組み合わせを上位にランキ
ング 

 

• グローバルセレクタ 

– データモデル内のすべての項目を対象にフィ
ルタ条件を指定可能 

– 関連データ・非関連データを一覧表
示 

 除外値の選択など 

 

 

 

個人 

組織 

グループ 



アプリケーションの共有とコラボレーション 

• Hub(ハブ)やStream(ストリーム)による共有 

– 個人用と共有用に別々のストリームで管理 

– 業務や部門、グループ単位でコンテンツを仕分け 

 

• ライブラリによるオブジェクトの再利用 

– 全てのUIオブジェクトが再利用可能（軸・数式・チャート・エク
ステンション） 

– これらオブジェクトをドラッグ・アンド・ドロップで、分析画面に配置 

– 自分で作成したオブジェクトを、他のユーザ向けに提供 

 

• Qlik Cloudを使った共有 

個人 

組織 

グループ 



• プレゼンテーション機能 

• チャートのスナップショットをプレゼンテーション画面に配置し、説明を保管するための考
察などを記載 

• データ分析を深堀するために、プレゼンテーション画面と分析画面を行き来 

個人 

組織 

グループ 

ストーリーテリングを活用したコラボレーション 



• タッチパネルの操作を意識した画面操作 

• タップ、ホールドタップ、スワイプ、囲み選択など、タッチ
パネル操作を前提とした操作が満載 

• サーバサイドでのアプリケーション開発 

• ブラウザさえあればどこからでも開発 

• 画面サイズに合わせて、Qlik Senseのアプリケーショ
ン画面をオートアジャスト 

• 画面全体の表示に加え、チャート内の表示内容も自
動で調整 

• アプリケーションを開発する方は、画面サイズを意識す
る必要無し 

 

個人 

組織 

グループ 

マルチデバイス対応 － どこからでも閲覧、操作、開発 



エンタープライズクラスのガバナンス 

• Qlik Management Console 

– 集中管理のための管理コンソール 

– コンテンツとリソースの集中管理 

• Qlik Deployment Console 

– 複数環境の集中管理 

• Qlik Sense Monitoring 

– 運用状況の監視 

• 集中管理ライブラリ 

– 軸・メジャー・データ接続などの集中管理と共有 

• セキュリティ 

– ルールベースのセキュリティ設定 

– Qlik Sense内のあらゆるリソースに対して、どのような
権限を付与するかを、ルール設定に従って決定 

 

個人 

組織 

グループ 



カスタマイズとエクステンション 

拡張オブジェクトの開発や他のWebサイトと
の統合 

 

• Workbench 

– 必要なオブジェクトをエクステンションとし
て開発 

– JavaScript による開発 

 

• Mashup 

– オブジェクトを他のWebサイトに埋め込
むためのエディタ 

個人 

組織 

グループ 



4. Qlik Sense 製品群 
Qlik Sense Desktop 



Qlik Sense 運用例 

Qlik Sense Desktop 

Qlik Sense (サーバー) 

マイワーク 

財務 

営業 

Qlik Cloud (クラウド) 

ストリーム 

財務部 

営業部 

開発・分析 

公開 

権限に応じた 
アクセス 

ファイル共有 

招待 

閲覧 

公開 

企業内 インターネット越し 

.QVF .QVF 

Qlik Sense Desktop 

.QVF .QVF 



• 下記URLより無償で入手が可能 

http://www.qlik.com/jp/explore/products/sense 

• PC端末にインストールして利用するクライアント・アプリケーションで、利
用者自らがビジュアライゼーション・アプリケーションを作成 

• 作成したアプリは.QVFの拡張子が付いたファイルとして保存され、同ファイ
ルの共有も可能 

• セキュリティ・コラボレーション・API 機能を教授したい場合には、Qlik 

Sense とともに企業内で環境を実装する必要性 

 

組み込み 

ブラウザ 
エンジン 

Chromiumベース 

• HTML5 

• JavaScript 

Qlik Sense Desktop 

Qlik Sense Desktop 

• アプリデータ 
• アプリUI 
• データ接続定義 

.QVF 

.QVF 

.QVF 

.QVF 

ブラウザ 



4. Qlik Sense 製品群 
Qlik Cloud 



Qlik Sense 運用例 

Qlik Sense Desktop 

Qlik Sense (サーバー) 

マイワーク 

財務 

営業 

Qlik Cloud (クラウド) 

ストリーム 

財務部 

営業部 

開発・分析 

公開 

権限に応じた 
アクセス 

ファイル共有 

招待 

閲覧 

公開 

企業内 インターネット越し 

.QVF .QVF 

Qlik Sense Desktop 

.QVF .QVF 



Qlik Cloud 

• Qlik Sense Sharing  

- セキュアな環境で、Qlik Sense Desktop アプリを他のユーザと共有 

- アプリケーション、ブックマーク、ストーリーの共有が可能 

- 1人のオーナーが、最大5人まで招待可能（閲覧ユーザとして） 

• 現状の制限 

- 現状では英語環境のみ準備予定 

- 1アプリケーション 最大 25MB 

- 1アカウントあたり最大ディスク容量 1GB 

- 閲覧のみ 

- イメージの利用不可能 

- Extensionオブジェクトの搭載不可能 

• 今後サービス種類の拡張予定 

 



4. Qlik Sense 製品群 
Qlik Sense 



Qlik Sense 運用例 

Qlik Sense Desktop 

Qlik Sense (サーバー) 

マイワーク 

財務 

営業 

Qlik Cloud (クラウド) 

ストリーム 

財務部 

営業部 

開発・分析 

公開 

権限に応じた 
アクセス 

ファイル共有 

招待 

閲覧 

公開 

企業内 インターネット越し 

.QVF .QVF 

Qlik Sense Desktop 

.QVF .QVF 



プロキシ 

プロキシ: Qlik Sense Proxy (QPS) 
 Qlik Senseサイトの認証、セッション ハンドリング、負荷分散を管理 

Qlik Sense Server プラットフォーム概要  

ハブ: Qlik Sense Hub 
 Qlik Sense上のアプリを公開・利用するために使用されるポータルサイト 

 
ユーザー 開発者 

ハブ 

管理者 

管理コンソール 

管理コンソール: Qlik Sense Management Console (QMC) 
 Qlik Senseサイトを設定および管理するコンソール 

(QIX)エンジン 

エンジン: Qlik Sense Engine (QIX / QES) 
 全てのアプリケーションの計算とロジックを取り扱うサービス 

スケジューラ 

スケジューラ: Qlik Sense Scheduler Service(QSS) 
 アプリのスケジューリングされたリロードやタスクチェーンなどを管理 

レポジトリ 

レポジトリ: Qlik Sense Repository Service (QRS) 
 アプリ、ライセンス、セキュリティ、サービス構成データの管理と同期 
 Qlik Sense Repository Database (QRD) サービスがQRS専用
に作成され、QRSがQRDに接続して、データの読み取り/書き込みを実行 



Qlik Management Console(QMC) 

• Qlik Sense サイトの設定・管理に

利用 

•中央ノードに接続して設定情報を管

理し、他のローカルノードに同期 

•地理的に分散したマルチノードを一

箇所から集中管理可能 

•以下のURLからアクセス： 

https://<ホスト名>/qmc 

コンテンツ管理 
• アプリ/シート/オブジェクト 
• データ接続定義 
• ストリーム 
• タスク 

リソース管理 
• セキュリティ 
• 監査 
• ライセンス 
• ユーザー 



ストリームの管理 
• ストリームとは、特定の種類のアプリをまとめる単位や、あるグループが独占的にアクセスできるアプリの

集合体として利用されます。 

• ストリームに対して、ユーザーはそれぞれ異なるアクセス権限を持つことができます。 

Everyone 

Finance 

公開 読み取り 

公開 読み取り 

公開 読み取り 

公開 読み取り 

営業部 

財務部 

財務部 

マーケティング部 

QMCのストリーム設定 

ハブ上のストリームの表示 



アプリの開発と公開：アプリの開発方法 

• 以下のいずれかの方法によりアプリの開発が可能です： 

Qlik Sense Desktopで開発し、QMC上でqvfファイルをインポート 

Qlik Sense Serverのハブ上でアプリの開発 

Qlik Sense Server 

QMC ハブ 

.QVF 

開発者 開発者 

開発 

Qlik  Sense  
Desktop 

インポート 



アプリの開発と公開：アプリの公開方法 

• アプリを公開すると、そのアプリが属するストリームへのアクセス権を持つユーザーはそのアプリへアクセス可能と

なります。 

• アプリは公開されると正のバージョンとしてロックされ、以下の作業を実施することが出来ません： 

ロード スクリプトの編集やデータのリロード 

データ モデルビューアへのアクセス 

公開時にアプリに含まれていたシート、ビジュアライゼーション、ストーリー、ブックマークの編集 

• アプリでの作業を続けたい場合は、公開されたアプリをコピーして作業を行い、必要に応じて公開済みのアプリ

と置き換えます。 



アプリの開発と公開：クライアントサイドでの開発 

① Qlik Sense Desktopでアプリを作成・開発 

② QMCにアクセス 

③ アプリをインポート 

④アプリを公開 

ハブからアクセス 

開発者 

ユーザー 



アプリの開発と公開：サーバーサイドでの開発 

① Qlik Sense Serverハブでアプリを作成・開発 

② QMCにアクセス 

③ アプリを公開 

ハブからアクセス 

ユーザー 

開発者 



リロード・タスクの管理：タスクの作成 

• タスクは、Qlik Sense Scheduler Service (QSS) によって処理されます。 

タスクには、「リロード」と「ユーザー同期」の二種類のタスクがあります。 

 リロード タスクは、データをソースからアプリにリロードします。 



オペレーションモニター 
• オペレーションモニターはQlik Senseの運用の360度ビューを提供し、優れたガバナンスの実現を可能とします。 

• サービスログをロードし、ハードウェア使用状況、アクティブ ユーザー数、エラーと警告数のパフォーマンス履歴等

をグラフ化します。  

シート名 説明 

24-hour 
Summary 

ハードウェア使用状況、アクティブ ユーザー数、プロキ
シ接続数、過去 24 時間以内のタスク リロード回数
が表示されます。 

Performan
ce History 

ユーザーはハードウェア使用状況、アクティブ ユーザー
数、プロキシ接続数を表示する期間を選択できます。 

Task 
Reloads 
 

タスク リロードの成功／失敗回数、期間に関する履
歴の統計を選択して表示できます。 

Apps & 
Users 
 

概要と詳細情報 (選択された期間におけるアプリ、ア
プリ セッション、ユーザー) が表示され、どのユーザーが
いつどのアプリを使用したかを示します。 

Errors & 
Warnings 

現在の環境に関するメッセージを表示します。 



Qlik Sense Serverのマルチノード構成の特徴 

• 複数ノード構成による可用性の確保や拡張性への対応 

• 共有ストレージは持たず、各ノードはデータの複製を保持 

 中央ノードと1台以上の子ノード間でデータを同期 

• 地理的に分散した複数ノードを一か所で集中管理 

 中央ノード上のQMCから複数ノードを管理 

中央ノード 

子ノード 子ノード 

同期 同期 

ユーザー 

管理者 

可用性 
拡張性 



レポジトリサービスの同期 

• マルチノード構成では、全ノードでレポジトリサービス(QRS)のインスタンスが実行されます。 

• 中央ノードで稼働しているQRSはマスターとみなされ、子ノードのスレーブレポジトリと同期を取ります。 

 中央ノード、子ノード上それぞれで作成されたアプリ、シート、ストーリが同期の対象となります。 

• パフォーマンスの観点から、中央ノードではユーザートラフィックを許可しないことを推奨します。  

マスタレポジトリ 

スレーブレポジトリ スレーブレポジトリ 

同期 同期 



レポジトリサービスにより同期されるデータ 

• レポジトリ間の同期手順は、以下の同期処理が並行して実行されています： 
  

 エンティティ同期： アプリ、メタデータ、セキュリティ、ライセンス、ログなどのエンティティの同期 。  
 バイナリ ファイル同期：上記の Qlik Sense エンティティに属するバイナリ ファイルの同期。 

 

 
 
 

.QVF 

エンティティ同期 

バイナリ同期 

.QVF 

 
 
 

.QVF .QVF 

アプリ等のバイナリファイルを同期 

アプリ、セキュリティ、ライセンス、
ユーザー情報などを同期 



Allow the [ユーザー] to do [アクション] on the [リソース] provided [条件] 

ルールを使用したアクセスの評価 

(条件 が満たされた時、 リソース に対して アクション を実行することを ユーザー に許可する) 

Allow the user to do [読み取り] on the [Financeストリーム] provided [group=finance] 

例）財務部(groupがfinance)のユーザーに対して、「Financeストリーム」の読み取り権限を付与する。 

• ルールは以下のようなセンテンスの形式で理解することができます。 



Allow the user to do [読み取り] on the [Financeストリーム] provided [group=finance] 

アクセス制御の流れ 

ユーザー 

name = MyName 
userid = mn 
group = sales 

リソース 

name = Finance 
resourcetype = Stream 

アクション 

読み取り 

リクエスト 

プロパティ 

ルールエンジン 

該当するルールを識別 

action = 読み取り 

resource = Finance 

resourcetype = stream 

group = sales 

action = 読み取り 

resource = Finance 

resourcetype = stream 

group = finance 

☑ 

☑ 

☑ 

× 

×

ア
ク
セ
ス
拒
否 



Section Access 

• Section Access(データ削減)はユーザーが閲覧できるデータを動的に変更する方法です。 
• データ削減は、Qlik Sense Engine Service (QES) によって実施されます。 

ユーザー 

認可 認証 

ユーザーA 

ユーザーB 

ユーザーC 

ユーザーD 

データA データB データC 

全データ 

ログオン 



Thank You 


