
データアナリティクス

最新の
AI 搭載
アナリティクス

Qlik Sense® 

データシート

QLIK.COM



Qlik Sense は第 3 世代ア
ナリティクスのスタン
ダードであり、すべて
の従業員がデータ主導
型の意思決定を行うこ
とができます。

Qlik 独自の連想アナリティクスエンジンを搭載した Qlik Sense は、セルフサービスアナリティクス、
インタラクティブなダッシュボード、検索や会話型アナリティクス、カスタムアナリティクスや組
み込み型アナリティクス、モバイルアナリティクス、レポート作成、アラート機能など、あらゆる
ユーザーとユースケースに対応する業界屈指のデータ分析機能を提供します。また、AI（人工知能）
を活用したインサイトの提案、自動化、自然言語による対話で、人間の直観力を拡張し、強化します。
さらに、非常に要件の厳しい企業向けに、利便性の高い SaaS とクライアント管理オプションによ
る卓越したパフォーマンスと統制を提供します。

Qlik Sense は、企業のすべての従業員に幅広い価値を提供するように構築されています。連想探索、
世界水準のビジュアライゼーション、レポート作成とデータ準備の高速化により、比類のないアナ
リティクスのパワーを得ることができます。AI を活用したインサイトの生成、自然言語によるやり
取り、高度な分析は、すべてのユーザーにインサイトとアクセスの利便性を広げます。高度なアラー
ト機能、完全にインタラクティブなモバイルアプリ、意思決定時のタイムリーなアクションを促進
するコラボレーション機能は、受動的な BI から能動的な BI への移行を支援します。また、エンター
プライズ向けに、カスタマイズと拡張のためのオープンかつ標準 API、強力なデータ統合と接続性、
最高水準の管理と統制を備えた、高性能な SaaS およびマルチクラウドのプラットフォームを提供
します。Qlik Sense は、業界をリードするアナリティクスのパフォーマンスと柔軟性をお客様のデー
タにもたらします。SaaS、マルチクラウド、オンプレミスの選択肢を提供しているため、特定のク
ラウド環境に制限されることはありません。

Qlik Sense を使用することで、人間の直観を最大限に活用することができます。Qlik の連想エンジ
ンは、クエリベースのツールのような「狭い視野」ではなく、情報の自由な探索を可能にします。
連想エンジンは、データのあらゆる関係性を把握し、他の方法では見落とされてしまう隠れたイン
サイトを明らかにします。また、Insight Advisor には AI が搭載されており、Qlik の連想技術と強力
なコグニティブ機能を組み合わせて、人間の直観力を強化します。Qlik Sense は、チーム全員がデー
タの力を十分に活用して組織を変革する最適な意思決定を可能にします。

はじめに
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すべての人に 
アナリティクスを
Qlik Sense は、ビジネスのすべての分野で、
すべての従業員に最先端のアナリティクス
エクスペリエンスを提供します。Qlik Sense 

は、人間の直観力とデータリテラシーを向
上するために設計されています。あらゆる
スキルレベルのユーザーが容易に情報を探
索し、信頼できるインサイトを得て、単純
なものから非常に複雑なものまで、あらゆ
る問題を解決することができます。

連想探索
Qlik Sense は、類まれな方法で探索を実行
することができます。
ユーザーは、シンプルで自然な対話を用い
て自由に質問することができます。クリッ
クする度に連想エンジンが瞬時に反応し、
新たなコンテキスト（選択状態）に従って
すべての分析を再算出し、関連するデータ
と関連しないデータの両方を強調表示しま
す。制限や制約はありません。ユーザーは
自分の直観に従ってインサイトを探索し、
クエリベースのツールでは見過ごされてい
た盲点を明らかにすることができます。
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Associative Difference®

データを活用して組織を変革するには、
すべての従業員の専門知識が必要です。
それには、すべてのユーザーがすべての
データを自由に探索できる必要がありま
す。しかし、ほとんどのクエリベースの
ツールは、データの部分的なサブセット
に基づいてあらかじめ定義された質問を
するという「狭い視野」に制限されてい
ます。これでは、自由な探索が妨げられ、
発見にブレーキがかかってしまいます。

Qlik® はこれまでの方法とは異なります。
Qlik のプラットフォームの中核を成すの
は、ユーザーに「周辺視野」を提供する
ためにゼロから構築された、唯一無二の
高性能な連想エンジンです。Qlik は、あら
ゆるスキルレベルのユーザーが、あらゆ
る方向から、あらゆるデータセットを容
易に検索して探索することを可能にしま
す。Qlik の連想エンジンは、すべての分析
をコンテキスト内に保持し、選択内容に
従って関連するデータと関連しないデー
タの両方を表示するため、クエリベース
のツールでは見過ごされがちな隠れたイ
ンサイトを常に発見することができます。

Qlik の連想エンジンは、多数のユーザー
が大量のデータを使用して、非常にスケー
ラブルで動的な算出および関連付けを行
うという目的に応じて構築されたエンジ
ンです。この独自のエンジンテクノロジー
は、20 年以上にわたるイノベーションと
投資による、Qlik の最大の強みです。



すべてのユーザー、すべてのユースケースに
対応

Qlik Sense は、最新の分析を提供する非常に完
成度の高いソリューションです。第 2 世代のビ
ジュアライゼーションツールとは異なり、デー
タからインサイトまで、企業全体のすべての
分析のユースケースをサポートします。Qlik 

Sense は、セルフサービスビジュアライゼー
ションと発見、インタラクティブなダッシュ
ボード、検索と会話型アナリティクス、カスタ
ムアナリティクスや組み込み型アナリティク
ス、モバイルアナリティクス、レポート作成、
アラート機能をすべてサポートします。Qlik 

Sense は、あらゆるタイプのユーザーにビジュ
アライゼーションと発見を可能にします。また、
ワークフローや外部向けアプリへの分析の埋め
込み、自然言語による会話型データ操作や検索
ベースのインサイト生成の提供、レポートの配
布、高度なアラート機能を提供します。これに
より、企業内のすべてのユーザーに最適なエク
スペリエンスを提供し、より多くのビジネス分
野でデータからさらに大きな価値を生み出せる
ようになります。

受動的な BI から能動的な BI へ
Qlik Sense は、ユーザー主導型 BI をサポート
するだけでなく、組織を受動的な BI から能動
的な BI へと移行します。高度なアラート機能、
完全にインタラクティブなオンラインおよびオ
フラインのモバイルアナリティクス機能、チー
ムを強化するコラボレーション機能など、意思
決定時点のインサイトとアクションの促進を目
的とした最高水準の機能が搭載されています。

Qlik Sense の高度なデータアラート機能が提
供する高度なデータ主導型のアラートにより、
ユーザーはより積極的にビジネスを監視し、
データの変化に応じてタイムリーな行動を取る

ことができます。アラート機能のロジックには、
しきい値に対する新しいデータの統計的評価、
測定値間の比較、条件やロジック、軸の値に基
づいてアラートを誘発する機能などがあります。
アラート機能は Qlik Sense のユーザーインター
フェースに統合されており、セルフサービスと
一元管理の両方のアラートをサポートしていま
す。アラートは、E メール、Web、モバイルデバ
イスから配信します。

Qlik Sense は、完全なモバイル機能を搭載してい
るため、あらゆるデバイス上で最適化されたユー
ザーエクスペリエンスを提供し、意思決定時に
即座に問題を解決することができます。直観的
なタッチインターフェースとレスポンシブデザ
インは、あらゆるデバイスで最高のユーザーエ
クスペリエンスをもたらし、ビジュアライゼー
ション、データ、機能を高度に調整します。iOS 

および Android 対応のネイティブなモバイルア
プリは、Qlik 連想エンジンがデバイス上でロー
カルに実行するため、オンラインおよびオフラ
インの両方で非常に高度な探索を実行すること
ができます。また、Qlik Sense は、業界をリード
する EMM (Enterprise Mobile Management) プラッ
トフォームをサポートしており、最高水準のセ
キュリティを提供しています。

Qlik Sense のコラボレーション機能により、チー
ムがより効率的に共同作業を実行することがで
きます。Qlik Sense は、コンテンツ領域を管理す
る最新のハブを備えているため、ユーザーはあ
らゆる種類の分析コンテンツを簡単に検索、共
有、整理することができます。対話的なデータ
ストーリーテリング機能は、意思疎通も容易に
します。コンテキスト内からライブ分析に連携
し、追加の質問にその場で回答することができ
ます。また、ユーザーはデータ、分析、ストーリー
を PDF、Microsoft PowerPoint、Excel に印刷、抽
出して、容易に共有することができます。
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Insight Advisor

AI は、人間の直観力と置き換えるものではなく、人間の直観力と連携さ
せるべきだというのが Qlik の考えです。Qlik の取り組みは、「画一的
な AI」や「固定的な AI」とは異なります。基盤レベルでプラットフォー
ムに AI を組み込み、拡張機能を提供して、企業全体のすべてのユー
ザーの可能性を最大限に引き出します。Qlik 独自の連想エンジンと
強力なコグニティブ機能を組み合わせることで、人間がデータと対
話し、意思決定を行い、正しい行動を取る能力を強化します。

Qlik Sense の Insight Advisor は、ユーザーのあらゆる行動を支援する優
れたアシスタント機能です。視覚的かつ連想的な分析とインサイトを自
動生成するとともに、分析の作成やデータ準備のプロセスを自動化、高速化
します。また、検索や会話型アナリティクスで自然言語によるやり取りをサポートし、
データサイエンスのパワーをすべてのユーザーに提供します。Insight Advisor には機械学習が
搭載されているため、時間の経過とともにインサイトの関連性を高め、ビジネスロジックによ
るカスタマイズを可能にします。また、Qlik の連想エンジンは、状況認識と周辺視野を実現し
ます。

AI によるデータリテラシー
Qlik Sense は、ユーザーがデータを理解して利用
し、あらゆる情報を発見するのをサポートします。
AI とコグニティブ機能を Qlik の連想エンジンと組
み合わせ、あらゆるスキルレベルのユーザーに、
データと対話して最善の意思決定を行うことを可
能にします。Qlik Sense の Insight Advisor は、イン
サイトの生成、タスクの高速化、自然言語による
対話をサポートする優れたアシスタントです。す
べてのユーザーが自らの可能性を十分に発揮でき
るようサポートします。また、堅牢なビジネスロ
ジックと機械学習により、完全なカスタマイズを
可能にし、時間の経過とともに精度を高めます。
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インサイトの生成 – 視覚と連想
Insight Advisor は、認知バイアスを最小限に抑え、発見の増幅とデータリテラシーの向上をもたらし、
新たな隠れたインサイトを明らかにします。視覚的なインサイトを自動生成し、データセット全体
と自然言語の検索条件に基づいた最適なチャートやビジュアライゼーションを提供します。自動生
成された優先順の一連のチャートを編集、調整して完全な対話型ダッシュボードに直接追加するこ
とができます。これにより、さらなる探索が可能になります。インサイトの生成は「状況認識」に
基づいています。つまり、連想エンジンと連動して、ユーザーの選択状態を自動生成されたビジュ
アライゼーションに反映します。高度な算出機能が搭載されており、類似したデータポイントをグ
ループ化して基本的なパターンを発見する K 平均法、多様な統計関数、高度な地理的算出などがあ
ります。

Associative Insights は、データの関係性をさらに高度なレベルで可視化します。Insight Advisor は、
連想技術とコグニティブテクノロジーを組み合わせて、選択したデータに関連する重要な隠れた関
係性を提示します。Qlik の連想エンジンは、選択内容と関連しないデータ値（グレーの値）を特定
します。コグニティブエンジンはこれらの値を分析して潜在的な影響を評価し、さらに探索すべき
重要な領域を提示します。この機能は周辺視野を拡大し、追加の質問をすることで、ユーザーに新
たな発見をもたらします。

スマートなビジュアライゼーションとオーサリング
従来の作成プロセスを用いてビジュアライゼーションを作成することができますが、Insight Advisor 

の AI 機能は、プロセスを高速化、自動化します。関連性に基づく推奨は、異なるデータ情報源を容
易に組み合わせられるようにサポートします。チャートの提案では、データに基づいた最適なビジュ
アライゼーションの種類を提供します。また、多種のスマートなデータ準備やオーサリング機能に
より、レポート作成の時間を短縮します。統制されたライブラリにある測定値、次元、分析を活用
して、ビジネス標準に準拠したオブジェクトを再利用することができます。また、Qlik の連想エン
ジンは、ビジュアライゼーションを結合したり、SQL クエリを構築する必要はありません。

Qlik Sense には、世界水準のビジュアルエクスペリエンスを提供するスマートなビジュアライゼー
ションが豊富に搭載されています。スマートなビジュアライゼーションには、データの全体像を要
約し、パターンとホットスポットを強調表示するとともに、外れ値を特定する革新的な手法が使用
されています。Qlik Sense は、30 種類以上のビジュアライゼーションに加え、幅広い視覚的な分析
機能を備えています。スマートなビジュアライゼーションはフルレスポンシブのため、データの表
示倍率や視覚的表示を自動で調整し、あらゆる画面サイズで最適なエクスペリエンスを提供します。
複数のレイヤーマッピングと地理分析テクノロジーにより、高度な地理的ビジュアライゼーション
と算出を実行します。また、高度なオーサリング機能により、情報密度の高い高機能アプリケーショ
ンとダッシュボードを構築することができます。
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検索および会話型アナリティクス

検索および会話型アナリティクスは、シンプルで日常的な自然言語によるデータとの対話を可能
にし、情勢を一変しました。これにより、より多くの人がデータのパワーを活用できるようになり、
高度な知識を持たない人でも活用できるようになります。

Insight Advisor の検索ベース
の視覚的な分析機能は、自然
言語による検索条件に基づい
た視覚的なインサイトを自動
で生成することができます。
Insight Advisor Chat で は、 自
然言語による完全な会話型の
操作が可能です。自然言語処
理 (NLP) はユーザーの意図を
理解します。自然言語生成

（NLG: 現時点では英語のみ） 

は、ユーザーの質問をより深
く理解するためのインサイト
と見解を提供します。インサ
イトには、自動生成チャート、
ストーリー性のあるインサイト、主要な
見解などがあります。自然言語処理によ
り、迅速かつ容易に質問からインサイトを
生成し、データ主導型の意思決定を行うこと
ができます。

さらに、Qlik Sense のスマート検索は、他のアナリティクスソリューションとは異なり、データ操
作における優れたエクスペリエンスを提供します。また、ユーザーはアプリケーション全体やす
べてのデータを検索し、コンテキスト（選択状態）を絞り込んで答えを発見することができます。
Qlik Sense は、キーワードに一致する次元だけでなく、すべての情報源に存在するデータと一致す
る値の潜在的な組み合わせを明らかにし、その結果を関連性の強い順にランク付けします。これ
により、ユーザーは検索に一致した個々のフィールドだけでなく、データ値の間に存在する関係
性を発見することができます。
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エンタープライズエコシステム対応プラットフォーム
Qlik Sense は、あらゆる企業に対応する真のプラットフォームです。比類なきパフォーマンスと柔
軟性で企業規模を問わずサポートします。企業は、マルチクラウドやオンプレミスでの展開など、
クライアント管理オプションを備えた SaaS の利便性を利用することができます。充実した管理、
統制、セキュリティ機能により、正確性と信頼性を確保することができます。また、無限の組み合
わせのデータを準備、統合し、カスタムアナリティクスアプリや拡張機能を構築したり、業務アプ
リにアナリティクス機能を組み込むこともできます。さらに、高度なアナリティクスの統合により、
サードパーティーのデータサイエンスや予測モデルのパワーを、リアルタイムの視覚的探索を通じ
てすべてのユーザーに提供することができます。Qlik Sense は、単一のプラットフォームであらゆ
るユースケースに対応するアナリティクス機能を提供する、高性能かつ完全に統制された製品です。

高性能、SaaS、マルチクラウド
Qlik Sense の高性能なクラウドアーキテクチャは、最高水準の柔軟
性と拡張性をもたらします。Qlik の SaaS 環境を利用したり、マル
チクラウドやオンプレミスの展開といったクライアント管理オプ
ションを選択することもできます。SaaS を利用することで、TCO

（総保有コスト）を削減し、運用上のメリットの活用、最新の分
析機能を利用することができます。Qlik は、お客様のデータを特
定のクラウドに限定することなく、必要に応じてオンプレミス、プ
ライベートクラウド、パブリッククラウドのサイトを組み合わせてサ
ポートします。また、Qlik の連想エンジンは、大規模で複雑なデータセッ
トや多数のユーザーが同時に分析算出を行っても、類まれな処理速度と応答
時間を実現します。

Qlik Sense は、統制や信頼性に関して妥協することなく、セルフサービスを含む最新の分析を導入
することができます。Qlik の最新の管理機能は、システムのすべての領域を一元管理することがで
きます。一元化されたデータおよび分析ライブラリと統制されたコンテンツ領域により、情報の正
確性と安全性を確保します。さらに、Qlik は、SOC 2 - Type 2、ISO27001、GDPR など、国際的に認め
られた多くのセキュリティ認証を取得しています。Qlik Sense は、導入および価値の最大化に必要
なパフォーマンス、統制、セキュリティを企業にもたらします。
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ビッグデータ /スモールデータ統合
Qlik Sense は、完全なデータ準備とデータ統合機能を提供します。こ
れにより、データの規模を問わず、ほぼ無限のデータの組み合わ
せを活用することができます。Insight Advisor によって強化され
たスマートなセルフサービスのデータ準備機能により、テクニカ
ルユーザー以外でも、複数の情報源のデータを取りこぼすことな
く視覚的に組み合わせ、変換、読み込むことができます。データ
情報源は、ドラッグ＆ドロップで容易に組み合わせることができ、
最適な関連付けを AI が提案してくれます。高度なプロファイリング
は、さまざまなデータタイプを自動的に処理して、記述的な統計を提供
します。視覚的変換は、派生フィールド、ビニング、連結など、充実したデー
タ準備機能を提供します。堅牢な ETL スクリプティングも利用できるため、外部ツールやデータ
リポジトリを必要とせず、非常に複雑なデータ統合の課題に対処することができます。

統合されたデータカタログは、データセットのエンタープライズライブラリへのアクセスを提供
し、ローカル、オンプレミスおよびウェブベースのデータ情報源への幅広い接続オプションを提
供します。動的な表示により、個々のビジュアライゼーションを Snowflake などの高性能なデータ
情報源につないで、リアルタイムにデータを更新することができます。Qlik DataTransfer™ は、オン
プレミスの情報源から SaaS にデータをセキュアにプッシュすることができます。また、オンデマ
ンドのアプリ生成により、ユーザーはビッグデータの「スライス」を動的に作成して、インメモ
リの連想分析を実行することができます。

オープンなカスタマイズと拡張性

Qlik Sense は、オープン API とツールセットの完全なセットを提供しているため、カ
スタムアナリティクスアプリやマッシュアップの開発、業務アプリへの分析

の組み込み、新しいタイプのビジュアライゼーションや機能のための拡
張機能を作成することができます。開発者は、業界標準のテクノロジー

スキルセットを使用して新しいアプリケーションを作成したり、Qlik 

Sense の機能のカスタマイズ、拡張、組み込みを迅速に行い、個別のビ
ジネスニーズに対応することができます。また、開発を促進するため

に、統合された開発者ハブやさまざまなツールセットを提供しています。
Qlik Sense は、新たなユースケースに対応したアプリケーションやアナリ

ティクスを作成し、顧客やパートナーのより広いエコシステムにアナリティ
クスを拡大することができます。

Qlik Sense の高度なアナリティクス統合により、サードパーティーのデータサイエンスと
予測モデルのパワーをビジネスユーザーに直接提供することができます。エンジンレベルでの
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Qlik について
Qlik が描くビジョンは、すべての人がデータおよびアナリティクスを使用してより良い意思決定がで
き、 非 常 に 困 難 な 課 題 を 解 決 で き る、 デ ー タ リ テ ラ シ ー に 富 ん だ 世 界 で す。Qlik は、 デ ー タ、 イ ン サ
イ ト、 ア ク シ ョ ン 間 の ギ ャ ッ プ を 解 消 す る エ ン ド ツ ー エ ン ド の リ ア ル タ イ ム の デ ー タ 統 合・ ア ナ リ
ティクスクラウドプラットフォームを提供しています。データをアクティブインテリジェンスに変換
することで、意思決定の質を向上し、収益および利益性の向上や顧客との関係性の最適化を実現する
こ と が で き ま す。 Qlik は、 世 界 100 ヶ 国 以 上、50,000 社 以 上 の お 客 様 に 向 け て 事 業 を 行 っ て い ま す。 
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統合により、算出結果がリアルタイムで更新されるため、データの専門知識がないユーザーでも、
視覚的なアプリケーションでインタラクティブに選択し、予測結果を評価することができます。高
度なアナリティクス統合は、あらゆるサードパーティーの算出エンジンのほか、R や Python 用のオー
プンソースのコネクタとも併用することができます。また、DataRobot などのパートナーとの統合
も確立することができます。

製品エディション
Qlik Sense は、お客様のあらゆるニーズに対応するため、複数のエディションを提供しています。ビ
ジネスやエンタープライズ向けの SaaS 版、プライベートクラウドやオンプレミスへの導入を可能に
するクライアント管理オプションを提供しています。Qlik Sense には、プロフェッショナルと利用者
の 2 つのユーザータイプがあります。データ容量の拡張や付加価値機能のオプションも提供してい
ます。

詳細は、qlik.com/pricing  をご確認ください。

https://www.qlik.com/ja-jp/
https://www.qlik.com/ja-jp/pricing

