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Qlik の戦略

Qlik のビジョンを実現するための３つの原則
データ原則：Qlik は顧客のデータ
保管場所を尊重します

SaaS 原則：Qlik は
SaaS カンパニーです
• 顧客がTCOの削減と拡張性を求めて
いるデータ統合とアナリティクスの
市場では、クラウド移行が加速して
います
• 私たちのゴールは、クラウドファー
ストのアプローチを通じ、迅速な革
新とデータストラテジーの定着のサ
ポートにより、顧客の長期にわたる
価値を最大化することです

• 顧客は Qlik のクラウドにすべてのデータを移
行する必要はありません。私たちはそうしたユ
ースケースもサポートします
• Qlik のアプローチは、クラウドサービスにおい
てデータの保管場所と実行場所のバランスを最
適化し、クライアント管理の負荷を最小化する
ことです

顧客原則：Qlik は常に顧客の
ことを考えます
• 顧客の成功は Qlik の戦略の中核を成し、
クラウドへの移行を継続してサポートし
ます
• Qlik のクライアント管理テクノロジーの
戦略は顧客の価値を守り、選択の自由を
提供すると同時に、アクティブインテリ
ジェンスのビジョンに向けたプラットフ
ォームを提供します
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Qlik のロードマップ

活用、モダナイズ、イノベーション
アナリティクスのモダナイズ
クラウドの活用
• 迅速なイノベーションの提供と
導入のために Qlik のクラウド
サービスとHub を活用
• ハイブリッドユースケースを可
能とするクライアント管理型デ
プロイメント向けクラウドサー
ビスの増加
• クラウドにおけるエンタープラ
イズセキュリティ、信頼性、拡
張性、パフォーマンスを確実に
担保

• 顧客のペースに合わせたクラウドベースアナリテ
ィクスへのスムーズな移行
• オンプレミスとクラウド間のアプリケーションポ
ータビリティを保持すると同時にアナリティクス
体験の強化を継続
• アナリティクスのデータパイプライン構築のため
に、最新の DataOps のアプローチを活用

イノベーションを促進する

アクティブインテリジェンス
• アクティブインテリジェンスを実現す
るイノベーションを促進する完全なポ
ートフォリオを活用
• 使用方法、定着、拡張されたデータと
アナリティクス、コラボレーション、
インサイト管理、リアルタイムのアナ
リティクスと行動にフォーカス 4

クラウドへの継続的デリバリー
新しい革新は自動的にクラウドへプッシュ

Qlik Sense
• オンボーディングガイダンス
• グローバルナビゲーション
• 新規、または改善されたビジュ
アライゼーション
• Dynamic Views

AI
• Precedent-basedの機械学習
• 自然言語処理（NLP）とインタ
ラクション
• NLPビジネスロジックとマルチ
言語NLP
• クラウド内の対話型アナリティ
クス
• AAI アルゴリズムの追加

コラボレーションと
コネクティビティ
• Hub内でのコンテンツ共有とチ
ャートの管理
• Qlik Data Transfer によるオン
プレデータの移行
• Hub 通知
• 新たなコネクティビティ：
Qualtrics、Snowflake、Google
Drive ストレージ、MS Azure、
OneDrive、AWS S3

プラットフォームと開発者
• SaaS内のQlikView
• マルチクラウドへのアプリ配
信強化
• SaaS 管理アプリの配信
• 拡張および専用キャパシティ
• デジタル購入の強化
• 「Bring Your Own IdP」のサ
ポート

• SaaS Hubとスペースにお
けるガバナンスと管理性
の強化
• SaaS APIの新しい開発者
ポータル（qlik.dev）
• Qlik-CLI によりワーク
ロードをクラウドへ移行
• フレームワークに依存し
ない、開発のためのライ
ブラリ（Nebula.js）
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付加価値製品の SaaS ロードマップ
各機能は SaaSに統合予定

• 新しい機能やアドオンは、SaaSユーザーを念頭に置いてSaaS-firstで構築されます
• 対話型、アラーティング、データカタログはQlik Sense Enterprise SaaSサブスクリプションに含まれる
予定です
モバイル
クライアント

対話型
アナリティクス

2020

2021

アラーティング
データカタログ

エンタープライズ
およびセルフサービス
レポーティング
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Qlik DataTransfer

オンプレから Qlik Sense SaaS へデータ移行を自動化
シンプルなデータ選択

移行するテーブルとフィールドを選択

変換とデータの結合

Qlik スクリプト、またはビジュアルデータ
プレップでQlik Sense アプリ (QVF) を作成

オンプレミス

フォルダー監視

フォルダー内のExcelやCSVなどのフラッ
トファイルの新規作成や更新を監視

スケジューリング、またはオンデマンドでデータをリフレッシュ
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拡張、および専用キャパシティ

ニーズに合わせたデータキャパシティオプション
Standard Apps

最大アプリサイズ5GB インメモリ
標準のQlik Sense Enterprise SaaS
サブスクリプションに含まれる

Expanded Apps

Dedicated Capacity

5GB - 10GB インメモリ のアプリ

10GB インメモリを超えるアプリ
かつ/または 8 以上の拡張アプリ

*Q4 2020 に提供予定
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QlikView in the Cloud

価値を付加するプログラム：
サブスクリプション+ Qlik Sense Enterprise SaaS
• Qlik 管理環境 – コスト低減のためのシングル管理イ
ンフラストラクチャー
• Qlik Sense Enterprise SaaS Hub – QlikView と Qlik
Sense の併用
• QlikView Publisher – QlikView ドキュメントのアッ
プロードを自動化
• Unified ライセンス – 1つのライセンス ＋ セキュリ
ティ管理と認証を自動化
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Demo
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今日から SaaS を始めましょう
Qlik Sense SaaS を始める柔軟な方法
• テナントを設定

- サブスクリプションのQlik Sense
Enterprise ユーザーは利用可能

• AWS Marketplace Private Offers

- Leverage your AWS budget for Qlik Sense
- AWS の予算をQlik Senseに活用

• アナリティクスモダナイズプログラム
- QlikView と Qlik Sense をクラウドで併用
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Q&A

ご質問はQ&Aパネル、または
MarketingJP@qlik.com

