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1 本書について

1 本書について
このガイドでは、他のユーザーがコンテンツを使用できるように、データストーリーテリング、公開、およびエクスポー

トと印刷などを行う手順を紹介します。

Qlik Sense は、コラボレーションを念頭に置いて開発され、共通理解の作成に役立つツールを提供することで、

意思決定を支援して他のユーザーに影響を与えます。

本書はQlik Sense のオンラインヘルプをもとに作成されています。オフラインでの情報入手や印刷の便宜を図っ

た簡易版のため、すべての情報が掲載されているわけではありません。

help.qlik.com/sense では、オンラインヘルプ、付加的なガイド、その他多くのリソースをご提供しております。
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2 公開

2 公開
公開は、アプリのコンテンツを共有する1 つの方法です。アプリはストリームに公開します。

ストリームへのアクセス権を持つ場合、アプリでビジュアライゼーションを操作することによって、データを分析できま

す。

アプリはコレクションに公開することもでき、Qlik Sense Enterprise 展開の外部でユーザーが使用できるようにし

ます。

通常は、設計の作業を停止してアプリを公開します。アプリの設計には、ビジュアライゼーションの作成およびア

プリのプレゼンテーションの整理が含まれます。公開済みのアプリを再公開して、新しいコンテンツで更新できま

す。

アプリを公開すると、ロックされます。公開済みのシートやストーリーを他のユーザーが編集することはできません

が、データの操作と分析のために使用することは可能です。新しいシートとストーリーを、公開済みアプリの公開

シートおよびストーリーに含めるよう承認することができます。これによって、公開済みアプリのコンテンツをコラボ

レーションして設計できます。

Qlik Sense Enterprise では、管理者はQlik Management Console からアプリを公開できます。アプリの所有者

は、アプリをハブから公開したり、公開済みのアプリをストリーム間で移動したりすることもできます。公開されたす

べてのアプリは、Qlik Sense 管理者が設定した配布ポリシーによって評価されます。これらのポリシーによって、ア

プリをQlik Sense Enterprise クラウドハブで使用できるように配布するかどうかを決定します。

さらに、Qlik Sense Enterprise では、レポートをQlik NPrinting からQlik Sense Enterprise ハブに配布できま

す。QlikView ドキュメントへのリンクもQlik Sense Enterprise ハブで公開できます。

2.1 インサイトの配布

Qlik Sense Enterprise 展開に応じて、アプリを開発して公開する方法は異なります。

アプリを自身で開発し、ストリームに公開して消費者が使用できるようにすることができます。アプリをコラボレー

ションして開発している場合は、アプリをストリームに公開すると、そこでレビューアーおよびコラボレーターがシート

およびストーリーを追加できます。その後これらのシートおよびストーリーをアプリの公開コンテンツに含めてから、

消費者向けにストリームに公開できます。

アプリの開発および公開のワークフローのサンプルは以下のとおりです。

アプリをQlik Sense Enterprise の確認ストリームに公開します。

データモデルを作成し、アプリにビジュアライゼーションを作成したら、確認専用のストリーム

に公開すると、他のQlik Sense Enterprise ハブユーザーがアクセスし、コラボレーションして

フィードバックを提供できます。

公開済みアプリのコラボレーションによる開発を管理します。

アプリを確認ストリームに公開すると、他の開発者がシートやストーリーをアプリに追加できる

ようになります。シートおよびストーリーは既定では個人用です。ただし、開発者はそれらをコ

ミュニティシートおよびストーリーとして公開し、他のユーザーが使用できるようにすることがで

きます。
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2 公開

アプリの所有者はコミュニティシート/ストーリーをアプリの公開シート/ストーリーに追加できま

す。これによって、アプリを複製またはエクスポートするときに、シートとストーリーがアプリに含

まれるようになります。

アプリのプロパティを管理します。

Qlik Sense 管理者は、アプリへのアクセスを特定のユーザーまたはグループに限定するなど

のタスクに使用する、カスタムプロパティを作成できます。これらのカスタムプロパティを、ハブ

内のアプリに追加できます。

公開済みのアプリを消費ストリームに移動します。

アプリの確認およびコラボレーションによる開発が完了したら、公開済みのアプリを消費スト

リームに移動すると、そこで対象消費者がアプリにアクセスできます。

アプリを再公開します。

オプションで、アプリを再公開して、新しい公開シートやデータモデルへの更新などの、必要

な更新を公開済みのアプリに行います。

アプリを廃止してアーカイブストリームに移動します。

アプリが不要になった場合には、消費ストリームから削除してアーカイブストリームに移動で

きます。

2.2 Qlik Sense Enterprise ストリームへの公開

Qlik Sense Enterprise 管理者がアプリをQlik Management Console からストリームに公開する

と、ストリームにアクセス可能なユーザーは、アプリのシートとストーリーにアクセスできるようになりま

す。自身のアプリを、ハブから公開アクセス権のあるストリームに公開できます。公開済みアプリを

ハブからストリーム間に移動することもできます。

公開されたアプリの所有者は、サムネイル、アプリ名、および自身で公開したアプリの説明を編集できますが、ス

トリームに公開済みのアプリはロックされます。他のユーザーはビジュアライゼーションの操作およびデータの分析を

実行できます。ただし、アプリで公開された公開シートと公開ストーリーは誰も編集できません。正当なアクセス

権限があれば、公開済みのアプリにプライベートシートとストーリーを追加することはできます。

公開済みのアプリを所有している場合、プライベートシートとストーリーを公開済みのアプリに追加し、自身およ

びコミュニティのシートをアプリの公開シートに含めるように承認できます。アプリの公開シートおよび公開ストー

リーは編集できませんが、それらを編集したい場合はプライベートシートとストーリに変換できます。

公開済みのアプリを変更する必要がある場合は、公開済みのアプリを複製のコンテンツで更新して再公開でき

ます。

ストリーム

ハブの内容は、ストリームで整理されています。ストリームとは、あるユーザーグループが独占的にアクセスできる

アプリの集合体です。ストリームのユーザーは、それぞれ異なるアクセス権限を持つことができます。ストリームの

読み取りしか許可されていないユーザーがいる一方、ストリームに自分のコンテンツを公開する権限を持つユー

ザーもいます。
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2 公開

既定では、Qlik Sense にEveryone というストリームがあり、すべてのユーザーに読み取り/公開権限が付与され

ています。

すべてのユーザーは、所有するコンテンツに関して自身の [作業 ] スペースおよび [ 公開済み] スペースを持ってい

ます。[作業 ] には個人用の未公開アプリが含まれています。[公開済み] には公開済みのアプリへのリンクが含ま

れています。これらのリンクによって、公開済みの作業を追跡したり、公開済みのアプリの移動や複製などのタス

クをより簡単に実行したりできるようになります。簡単にアクセスできるように、お気に入りのアプリをマークすること

もできます。[お気に入り] スペースは、最低 1 つのアプリをお気に入りとしてタグ付けし、ページを更新した後に表

示されます。

ストリームに関する閲覧と公開の権限は、Qlik Management Console で定義されます。

公開済みアプリの複製を使用して、新しいアプリのテンプレートとして使用できます。

ハブにあるアプリは、公開アクセス権のあるストリーム間で移動できます。

シートとストーリー

ストーリーを公開済みアプリの一部として作成できます。これらのシートとストーリーをアプリの一部として公開でき

ます。公開されたシートとストーリーは、アプリ所有者がアプリの公開シートに追加できます。公開シートとストー

リーをアプリから削除して、公開済みのシートとストーリーに変更することもできます。

公開済みのアプリで作業する場合、シートおよびストーリーは、そのステータスに応じてアプリ概要のセクションで

整理されます。

[公開シート]、[コミュニティ]、[自分が公開したもの]、および [マイシート] の4 つのセクションがある初心者用チュートリアル

のシート表示。
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2 公開

セクション 説明

公開シー

ト/ 公開

ストーリー

アプリが公開、再公開されたとき、または公開後にアプリの公開シートとストーリーに追加された

ときに、アプリに含まれていたシートとストーリー。アプリのユーザー全員がアクセスできます。

コミュニ

ティ

アクセス権のあるアプリに対し、ほかの誰かが作成および公開したシート、ブックマーク、およびス

トーリー。このセクションのシートとストーリーは、公開シートとストーリーに追加できます。

自分が公

開したも

の

アプリのユーザー全員がアクセスできるように、作成して公開したシート、ブックマーク、およびス

トーリー。他のユーザーは、[コミュニティ] セクションからアクセスできます。このセクションのシート

は、公開シートに含めるよう承認できます。

[シート表示 ] セクション
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2 公開

セクション 説明

マイシー

ト/マイス

トーリー

作成したけれども公開していないシートおよびストーリー。他の人は閲覧できません。

アプリの操作

アプリで実行できるタスクは、そのアプリが公開済みかどうかに応じて決まります。

未公開アプリ

次の操作が可能です。

l ロードスクリプトの編集およびデータのリロード

l データモデルビューアを使った、データ構造と詳細の表示

l シート、ビジュアライゼーション、ブックマークの作成、編集、削除

l 再利用のためのマスターアイテム (軸、メジャー、ビジュアライゼーション) の作成

l シート、ストーリー、ブックマーク間の移動

l 選択の実行 /取り消し

l ブックマークの適用 /リコール

公開済みアプリ

次の操作が可能です。

l シート間の移動

l 最初からアプリに含まれていたシートと視覚的な探索

l 最初からアプリに含まれていたストーリーの表示

l アプリのデータに基づく独自のプライベートシート、ビジュアライゼーション、ストーリーの作成および編集

l 他のユーザーの使用を可能にするために作成したシート、ストーリー、およびブックマークの公開

l 再度プライベートにするための公開したシート、ストーリー、およびブックマークの公開中止

l 自身のプライベートシートの更新

l 公開シートとストーリーへの公開済みのシートとストーリーの追加

l 公開シートとストーリーからのシートとストーリーの削除

l シート間のビジュアライゼーションのコピーと貼り付け

l 最初からアプリに含まれていたマスターアイテム (軸、メジャー、ビジュアライゼーション) の使用

l 独自のプライベートブックマークの作成および編集

l 選択の実行 /取り消し

l ブックマークの適用 /リコール

l 既定の権限を持つアプリの所有者である場合の、データモデルビューアーへのアクセス

次の操作はできません。

l ロードスクリプトの編集やデータのリロード

l アプリを所有していない場合は、データモデルビューアーにアクセスします。
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2 公開

l 最初からアプリに含まれていたビジュアライゼーション、シート、ストーリー、およびブックマークの編集

l 公開済みのシートおよびストーリーの編集

ハブからのアプリの公開

作成したアプリを公開アクセス権のある任意のストリームに公開できます。アプリをストリームに既に

公開している場合、公開アクセス権のあるストリーム間でアプリを移動できます。

アプリをストリームに公開すると、アプリがストリームに追加されます。そのアプリへのリンクも[公開済み] アプリに追

加されて でマークされ、アプリがストリーム内に存在することを示します。これによって、公開済みの作業を追

跡したり、公開済みのアプリの移動や複製などのタスクをより簡単に実行したりできるようになります。アプリを公

開するときに、Qlik Sense 管理者が作成したアプリのプロパティをアプリに追加したり、削除したりすることもでき

ます。アプリのプロパティについては、「アプリのプロパティの管理 (page 12)」を参照してください。

アプリを公開するか、ストリーム間で公開済みのアプリを移動すると、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、アプリのシートとストーリーを使用できるようになります。

[変数 ] 概要は、公開済みのアプリでは表示できません。公開済みのアプリで変数を追加または変

更する必要がある場合は、ダッシュボードバンドルで使用可能な変数入力コントロールを使用しま

す。

公開済みのアプリは、QMC からのみ削除できます。

制限されているデータを公開しないようにするには、アプリを公開する前に、セクションアクセス設定

が含まれるすべての添付ファイルを削除します。添付ファイルはアプリの公開時に含まれます。公開

済みアプリがコピーされると、添付ファイルがそのコピーに含まれます。ただし、添付したデータファイル

にセクションアクセス制限が適用されている場合、ファイルがコピーされるときにセクションアクセス設

定が保持されません。そのため、コピーしたアプリのユーザーは、添付ファイルのすべてのデータを表

示することができます。

次の手順を実行します。

1. ハブの [作業 ] で、アプリを右クリックして、次のいずれかの操作を実行します。

l [公開 ] を選択する。

l [移動 ] を選択する。

2. [ストリーム名 ] ドロップダウンリストで、アプリの公開先のストリームを選択します。

1 つのストリームのみに対するアクセス権がある場合は、ドロップダウンが表示されません。

3. [アプリ名 ] 項目に名前を入力します (オプション)。項目に、ハブから選択したアプリの名前が表示されま

す。
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2 公開

同じ名前を持つ多数のアプリをストリームに公開することは可能です。同じ名前を持つ公開

済みのアプリが1 つのストリーム内にある場合は、Qlik Sense がそれを示します。

4. アプリのプロパティを追加する場合は、[管理 ] をクリックしてアプリのプロパティを選択し、値を選択して [適
用 ] をクリックします。

5. [公開 ] または [移動 ] をクリックします。

公開されたアプリが選択したストリームに存在するようになりました。公開されたアプリ用のエントリが [公開済み]
アプリに追加され、公開されたアプリをその新しいストリームにリンクします。

現在アプリが表示されているストリームにアプリを公開または移動すると、それが通知され、そのストリームのアプリ

リストを更新できます。

ハブからのアプリの再公開

アプリをストリームに公開した後、アプリをストリームから削除せずに、アプリのベースコンテンツを変

更する必要がある場合があります。

例えば、作業を続行しながら、公開済みのアプリのコミュニティおよびプライベートのコンテンツを失わないように、

公開済みのアプリを改善したい場合があります。アプリを再公開するには、公開済みのアプリを複製する必要が

あります。複製アプリには元のアプリへのリンクが含まれています。その後、複製アプリに変更を行い、公開済みの

アプリと同じストリームに戻して再公開します。

再公開時に、基本セクションのすべてのコンテンツが複製のコンテンツで上書きされます。元のアプリのコンテンツ

(プライベートおよびコミュニティのシートおよびストーリーなど) は、アプリを再公開するときに保持されます。

QMC からアプリを再公開することもできます。

次の手順を実行します。

1. [作業 ] で、複製したアプリを右クリックして [公開 ] を選択します。

2. [既存のアプリを置換 ] を選択します。

3. [Republish] (再公開 ) をクリックします。

アプリのプロパティの管理

Qlik Sense 管理者は、QMC でアプリのカスタムプロパティを作成できます。

アプリへのアクセスを制限する配布ポリシーを作成するなどのタスクに、これらのプロパティを使用できます。管理

者はユーザーまたはグループ用のカスタムプロパティを作成して、ユーザーまたはグループの名前を値としてプロパ

ティに追加することもできます。アプリを公開または移動しているときにも、これらのカスタムプロパティおよびこれら

のプロパティの特定の値を、アプリの [作業 ] およびストリームに適用できます。
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アプリを未公開アプリに追加することはできますが、カスタムプロパティの設定によっては適用できな

い場合があり、その場合はQlik Sense 管理者が制御します。

アプリのプロパティは、[プロパティの管理 ] ダイアログで、そしてアプリの詳細から表示できます。

次の手順を実行します。

1. ハブでアプリを右クリックして、[プロパティの管理 ] を選択します。

アプリの詳細から[プロパティの管理 ] にアクセスすることもできます。アプリの をクリックして、[管理 ] をク

リックします。

2. 以下のいずれかを行います。

l プロパティをアプリに追加するには、アプリのプロパティを選択して、そのプロパティから値を選択しま

す。

値を検索することができます。

l アプリのプロパティを削除する場合は、プロパティ値の をクリックします。

3. [適用 ] をクリックします。

シートの公開

作成したシートを公開して他のユーザーが閲覧できるようにすることができます。

シートは、すでに公開されているアプリの一部としてのみ公開できます。

次の手順を実行します。

1. アプリ概要で をクリックし、シートを表示します。

2. 公開したいシートを右クリックして、[公開 ] を選択します。

[シートの公開 ] ダイアログが表示されます。

3. [公開 ] をクリックします。

シートが公開され、[マイシート] から[自分が公開したもの] に移動します。

同じアプリへのアクセス権を持つ他のユーザーは、[コミュニティ] セクションから公開済みのシートを閲覧できます。

シートの公開は、シート表示で をクリックして [シートの公開 ] を選択するか、シートナビゲーター

のシートを右クリックしても実行できます。

シートの公開中止

公開済みのシートを元に戻して、公開を取り消すことで他のユーザーが利用できないようにできま

す。
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次の手順を実行します。

1. アプリ概要で をクリックし、シートを表示します。

2. [自分が公開したもの] で目的のシートを見つけます。

3. シートを右クリックして、[公開を取り消す] を選択します。

[シートの公開を取り消す] ダイアログが表示されます。

4. [公開を取り消す] をクリックします。

するとシートの公開が取り消され、[自分が公開したもの] から[マイストーリー] に移動します。

これで、アプリの他のユーザーはこのシートを使用できなくなります。

シートの公開中止は、シート表示で をクリックして [シートの公開を取り消す] を選択するか、

シートナビゲーターのシートを右クリックしても実行できます。

アプリの公開シートへのシートの追加

自分が所有する公開シートとコミュニティシートの両方の公開シートを承認して、アプリの公開

シートに追加することができます。

公開されているシートとは異なり、公開されているシートに追加されているシートは、アプリが複製されたりエクス

ポートされたりした場合に含まれます。シートを公開シートに追加すると、アプリの公開シートをコラボレーションし

て開発することができます。

次の手順を実行します。

l アプリで、コミュニティシートまたは公開済みのシートの1 つを右クリックして、[Approve] (承認 ) を選択し

ます。

これで、このシートはアプリの公開シートに含められました。

また、 をクリックして [承認 ] を選択するか、あるいはシートナビゲーターでシートを右クリックするこ

とによって、シート表示にシートを追加することもできます。

アプリの公開シートからのシートの削除

元々アプリ内にあった公開シート、およびベースシートに含むよう承認された公開シートの両方と

も、アプリから削除することができます。

公開シートを削除するとき、シートを自分が公開した場合はアプリの [自分が公開したもの] セクションに移動

し、別のユーザーが公開した場合は [コミュニティ] セクションに移動します。シートが別のユーザーに属していた場

合は、そのユーザーが再度所有者になります。アプリが複製またはエクスポートされる場合には、公開シートから

削除されたシートは含められません。
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次の手順を実行します。

l アプリでベースシートを右クリックして、[承認しない] を選択します。

シートは、アプリの [自分が公開したもの] セクションまたは [コミュニティ] セクションに移動します。

また、 をクリックして [承認しない] を選択するか、あるいはシートナビゲーターでシートを右クリック

することによって、シート表示でシートを削除することもできます。

ストーリーの公開

作成したストーリーを公開して他のユーザーが閲覧できるようにすることができます。

ストーリーは、すでに公開済みのアプリの一部としてのみ公開できます。

次の手順を実行します。

1. アプリ概要で をクリックし、ストーリーを表示します。

2. 公開したいストーリーを右クリックして、[公開 ] を選択します。

[ストーリーの公開 ] ダイアログが表示されます。

3. [公開 ] をクリックします。

ストーリーが公開され、[マイストーリー] から[自分が公開したもの] に移動します。

同じアプリへのアクセス権を持つ他のユーザーは、[コミュニティ] セクションから公開済みのストーリーを閲覧できま

す。

ストーリーの公開は、ストーリーテリングビューで をクリックして [ストーリーの公開 ] を選択するか、

ストーリーナビゲーターのストーリーを右クリックしても実行できます。

ストーリーの公開中止

公開済みのストーリーを元に戻して、公開を取り消すことで他のユーザーが利用できないようにで

きます。

次の手順を実行します。

1. アプリ概要で をクリックし、ストーリーを表示します。

2. [自分が公開したもの] で目的のストーリーを見つけます。

3. ストーリーを右クリック/ロングタッチして、[公開を取り消す] を選択します。

[ストーリーの公開を取り消す] ダイアログが表示されます。

4. [公開を取り消す] をクリックします。

するとストーリーの公開が取り消され、[自分が公開したもの] から[マイストーリー] に移動します。
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これで、アプリの他のユーザーはこのストーリーを使用できなくなります。

ストーリーの公開中止は、ストーリーテリングビューで をクリックして [ストーリーの公開を取り消す]

を選択するか、ストーリーナビゲーターのストーリーを右クリックしても実行できます。

アプリの公開ストーリーへのストーリーの追加

自分が所有する公開ストーリーとコミュニティストーリーの両方の公開ストーリーを承認して、アプリ

の公開ストーリーに追加することができます。

公開されているストーリーとは異なり、公開されているストーリーに追加されているストーリーは、アプリが複製され

たりエクスポートされたりした場合に含まれます。ストーリーを公開ストーリーに追加すると、アプリの公開ストー

リーをコラボレーションして開発することができます。

次の手順を実行します。

l アプリで、コミュニティストーリーまたは公開済みのストーリーの1 つを右クリックして、[承認 ] を選択しま

す。

これでアプリの公開ストーリーにストーリーが含められます。

ストーリーの追加は、ストーリーテリングビューで をクリックして [承認 ] を選択するか、ストーリーナ

ビゲーターのストーリーを右クリックしても実行できます。

アプリの公開ストーリーからのストーリーの削除

元々アプリ内にあった公開ストーリー、および公開ストーリーに含むよう承認された公開ストーリー

の両方とも、アプリから削除することができます。

公開ストーリーを削除するとき、ストーリーを自分が公開した場合はアプリの [自分が公開したもの] セクションに

移動し、別のユーザーが公開した場合は [コミュニティ] セクションに移動します。ストーリーが別のユーザーに属し

ていた場合は、そのユーザーが再度所有者になります。アプリが複製またはエクスポートされた場合には、公開

ベースストーリーから削除されたストーリーは含められません。

次の手順を実行します。

l アプリで公開ストーリーを右クリックして、[Unapprove] (承認しない) を選択します。

ストーリーは、アプリの [自分が公開したもの] セクションまたは [コミュニティ] セクションに移動します。

ストーリーの削除は、ストーリービューで をクリックして [承認しない] を選択するか、ストーリーナ

ビゲーターのシートを右クリックしても実行できます。
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ブックマークの公開

アプリ概要内の [コミュニティ] に作成したブックマークは公開できます。このアプリにアクセス権のある

ユーザー全員が、これらのブックマークを適用できます。

ブックマークは、すでに公開されているアプリの一部としてのみ公開できます。

次の手順を実行します。

1. アプリの概要から、 をクリックしてブックマークを表示します。

2. 公開したいブックマークを右クリックして、[公開 ] を選択します。

[ブックマークの公開 ] ダイアログが表示されます。

3. [公開 ] をクリックします。

ブックマークが公開され、[マイシート] から[自分が公開したもの] に移動します。

同じアプリへのアクセス権を持つ他のユーザーは、[コミュニティ] セクションから公開済みのブックマークを閲覧でき

ます。

シート表示にブックマークを公開するには、[ブックマーク] 内にあるブックマークを右クリックする方法も

あります。

ブックマークの公開を取り消す

公開済みのブックマークを元に戻して、公開を取り消すことで他のユーザーが利用できないように

できます。

次の手順を実行します。

1. アプリの概要から、 をクリックしてブックマークを表示します。

2. [自分が公開したもの] で目的のブックマークを見つけます。

3. ブックマークを右クリックして、[公開を取り消す] を選択します。

[ブックマークの公開を取り消す] ダイアログが表示されます。

4. [公開を取り消す] をクリックします。

ブックマークの公開は取り消され、[自分が公開したもの] から[マイブックマーク] に移動します。

これで、アプリの他のユーザーはこのブックマークを使用できなくなります。

ブックマークをシート表示で非公開にするには、[ブックマーク] 内にあるブックマークを右クリックする方

法もあります。
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公開済みアプリ内におけるブックマークへのリンクのコピー

[公開 ] または [コミュニティ] で、ブックマークへのリンクの作成と共有ができます。ブックマークへのリンクをコピーする

には、ブックマークを右クリックし、[リンクをコピー] を選択します。リンクを使用すると、ユーザーはブックマークが適

用されたアプリに移動します。リンクは、アプリへのアクセス権があるユーザーが使用する場合にのみ有効です。

2.3 Qlik Sense Mobile Client Managed 用 Qlik Sense
Enterprise ストリームへの公開

Qlik Sense Enterprise でストリームに公開されるQlik Sense アプリとマッシュアップは、Qlik Sense
Mobile Client Managed アプリで表示可能です。

Qlik Sense Mobile Client Managed アプリをインストール済みのユーザーは、必要なアクセス権限が与えられて

いればストリームにおいてQlik Sense アプリを操作できます。

Qlik Sense アプリは通常、Qlik Sense Enterprise サーバーに接続されているWeb ブラウザーで開発します。

Qlik Sense 管理者がアプリまたはマッシュアップを公開すると、それはQlik Sense Mobile Client Managed アプリ

でも使用可能になります。Qlik Sense Mobile Client Managed アプリからマッシュアップにアクセスするには、Qlik
Sense November 2018 が必要です。

管理者はQMC でアクセス権限を構成します。さらに、管理者はQlik Sense Mobile Client Managed アプリで

Qlik Sense アプリをストリームからダウンロードできるかどうかを構成できます。Qlik Sense をダウンロードすると、

オフラインでも表示できます。

モバイルアプリ用に公開できるようにするためQlik Sense Mobile Client Managed アプリをインストールする必要

はありません。ただし、モバイルアプリで使用する場合はすべてのQlik Sense アプリをテストすることを推奨しま

す。

2.4 Qlik Sense Enterprise on Windows から他のハブへの公

開

Qlik Sense Enterprise on Windows ハブへのアクセス権を持たないユーザーがアプリを使用できる

ようにする場合は、アプリをクラウドハブに公開できます。

マルチクラウドが有効化されたQlik Sense Enterprise 展開で、Qlik Sense 管理者はQMC 内に配布ポリシー

を作成します。次に、Qlik Sense 管理者はアプリのストリームを作成します。アプリのプロパティが適用された配

布ポリシーでアプリを公開または移動すると、アプリはQlik Sense によりクラウドハブにコピーされます。クラウドハ

ブで、アプリはステージングされます。その後テナント管理者または分析管理者は、クラウドハブの管理スペース

内で段階アプリを有効にします。

段階アプリ

Qlik Sense SaaS では、スペース外の所有者がいないアプリを段階アプリと呼びます。アプリがQlik Sense
Enterprise on Windows からクラウドハブに公開されると、アプリには所有者またはスペースがなくなります。テナ

ント管理者または分析管理者は管理コンソールから、アプリを管理スペースに割り当てられます。

管理コンソール内における段階アプリの管理の詳細については、「アプリの管理」を参照してください。
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タグ

クライアント管理 Qlik Sense からQlik Cloud に配布されるアプリでタグを使用する場合は、[Tags] というカスタム

プロパティを作成してから、アプリの配布時に使用できる適切な値を追加する必要があります。分散アプリにタグ

値 [Sales] がある場合、その値はクラウドアプリと同期され、アプリの詳細に表示されます。配布されたアプリにタ

グ値がない場合、アプリの詳細に表示される値は空です。

ストリームとタグ

Qlik Sense 管理者は配布ポリシーを作成して、アプリのプロパティが1 つ以上のタグ付きでクラウドハブに追加

された、公開済みのアプリを配布できます。

アプリをQlik Sense Enterprise on Windows 内のストリームに公開すると、配布ポリシーによって、タグ付きのア

プリを受け取るターゲットクラウドハブが指定されます。Qlik Sense Enterprise on Windows ハブでの公開時

に、宛先のクラウドハブとタグを制御するアプリのプロパティを設定できます。公開すると必ず、Qlik Sense
Enterprise on Windows でアプリがストリームからクラウドハブにタグ付きでコピーされます。各配布の宛先は、

Qlik Sense 管理者が管理する配布ポリシーによって制御されます。

アプリは 1 つのストリームにしか公開できませんが、複数のタグ付きで複数のクラウドハブに公開できます。

管理者はストリームポリシーの最後の同期の時間を確認できます。

組織によっては、単にアプリを削除するのではなく、配布ポリシーが設定されていないアーカイブスト

リームにアプリを移動する方が適している場合があります。

タグ付きのアプリは、その他のQlik Sense Enterprise on Windows ストリーム内のアプリのように、Qlik Sense
Enterprise on Windows ハブ内で変更できます。Qlik Sense Enterprise on Windows ハブでは次の操作が可

能です。

l ストリーム内のアプリを複製する。

l ストリーム内のアプリを再公開する。

l アプリのカスタムプロパティを管理する。

l [Published (公開済み)] のアプリを開きます。

Qlik Sense Enterprise on Windows に開いたアプリでは、次の操作が可能です。

l 個人用のシートおよびストーリーを公開する、および公開を取り消す。

l 公開シートおよびストーリーをアプリに追加する、またはアプリから削除する。

タグ付きのクラウドハブへのアプリの公開

アプリは、書き込みアクセス権を持っているタグ付きのクラウドハブに公開できます。これはストリー

ムへの公開と同時に実行します。すでにストリーム内にあるアプリでも、タグ付きのクラウドに公開

できます。
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アプリをQlik Sense Enterprise on Windows 内のストリームに公開すると、Qlik Sense 管理者が作成した配布

ポリシーによって、カスタムアプリプロパティを使用してタグ付きのアプリを受け取るターゲットクラウドハブが指定

されます。アプリをストリームに公開するときに、公開先のクラウドハブとタグを制御するアプリのプロパティを設定

できます。ストリームに既にある公開済みアプリのプロパティを設定することもできます。これらのプロパティを設定

すると、Qlik Sense では選択したタグ付きの選択したクラウドハブに、ストリーム内のアプリがコピーされます。

アプリがクラウドハブに公開されると、テナント管理者または分析管理者は、クラウドハブのスペース内で段階ア

プリを利用可能にできます。

展開に複数のクラウドハブが含まれている場合は、その1 つを選択する必要があります。

制限されているデータを公開しないようにするには、アプリを公開する前に、セクションアクセス設定

が含まれるすべての添付ファイルを削除します。添付ファイルはアプリの公開時に含まれます。公開

済みアプリがコピーされると、添付ファイルがそのコピーに含まれます。ただし、添付したデータファイル

にセクションアクセス制限が適用されている場合、ファイルがコピーされるときにセクションアクセス設

定が保持されません。そのため、コピーしたアプリのユーザーは、添付ファイルのすべてのデータを表

示することができます。

公開済みのアプリは、適用されているアプリのプロパティを削除することにより、クラウドハブから削除できます。ア

プリを削除すると、そのアプリはクラウドハブからも削除されます。アプリがクラウドハブに配布されなくなると、クラウ

ドハブのアプリは削除されます。

タグ付きのクラウドハブへのアプリの公開

タグと公開先のクラウドハブのカスタムプロパティは、Qlik Sense 管理者によって指定されます。これ

らの名前は、この手順で使用されている名前とは異なる場合があります。

次の手順を実行します。

1. Qlik Sense Enterprise on Windows ハブで [作業 ] のアプリを右クリックして、[公開 ] を選択します。

2. [ストリーム名 ] ドロップダウンリストでストリームを選択します。

1 つのストリームのみに対するアクセス権がある場合は、ドロップダウンリストが表示されませ

ん。

3.
同じ名前を持つ多数のアプリをストリームに公開することは可能です。同じ名前を持つ公開

済みのアプリが1 つのストリーム内にある場合は、Qlik Sense がそれを示します。

4. オプションで、[アプリ名 ] 項目でアプリの名前を変更できます。この項目に、ハブから選択したアプリの名

前が表示されます。

5. [管理 ] をクリックします。

6. [タグ] の場合、値のリストから1 つ以上のタグを選択します。

7. [適用 ] をクリックします。

8. [公開 ] をクリックします。
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これで公開済みのアプリは、[プロパティの管理 ] ダイアログで選択したタグ付きクラウドハブに配置されます。テナ

ント管理者は、段階アプリを管理スペースに追加できます。

タグ付きのクラウドハブへの公開済みアプリの配布

次の手順を実行します。

1. ストリームでアプリを右クリックして、[プロパティの管理 ] を選択します。

2. [タグ] の場合、値のリストから1 つ以上のタグを選択します。

3. [適用 ] をクリックします。

これで公開済みのアプリは、[プロパティの管理 ] ダイアログで選択したタグ付きクラウドハブに配置されます。テナ

ント管理者は、段階アプリを管理スペースに追加できます。

公開されたアプリのタグの編集

次の手順を実行します。

1. ストリームでアプリを右クリックして、[プロパティの管理 ] を選択します。

2. 必要に応じてタグを編集します。

3. [適用 ] をクリックします。

新しいタグが選択された場合、アプリは対応するテナントに配布されます。

2.5 Qlik Sense プラットフォーム間での公開

一部のQlik Sense プラットフォーム間でアプリを直接公開することはできません。

たとえば、Qlik Sense Desktop からQlik Sense Enterprise にアプリを公開することはできません。代わりに、プ

ラットフォームからアプリのコピーをダウンロードして、そのコピーを他のプラットフォームにアップロードする必要があり

ます。その後、コピー先のプラットフォームでアプリを公開することができます。

Qlik プラットフォーム間でどのようにデータが共有されているかを確認するには、弊社の一般データ保

護規則 (GDPR) に対するコンプライアンスを参照してください。

Qlik Sense Desktop でアプリを公開することはできません。

アプリを別のプラットフォームにコピーするときには、以下を考慮してください。

l 相手先プラットフォームでデータ接続を再作成する必要があります。

l 相手先プラットフォームで、一部の機能がサポートされない場合があります。

l 特定の操作の実行に適した権限が必要です。例えば、Qlik Management Console からアプリのイン

ポートおよびエクスポートができるのは、Qlik Sense Enterprise 管理者のみです。

Qlik Sense Enterprise では、アプリはQMC でインポートおよびエクスポートできます。

Qlik Sense SaaSでは、アプリはハブでインポートおよびエクスポートできます。エクスポートするには、アプリで

をクリックします。インポートするには、[新規追加 ] をクリックし、[アプリをアップロード] をクリックします。
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Qlik Sense Desktop では、アプリは次の場所との間でコピーできます: C:\Users\ユーザー名

\Documents\Qlik\Sense\Apps

2.6 Qlik Sense のQlik NPrinting レポート

レポートはQlik NPrinting からQlik Sense ハブに配布できます。

受信者は、Qlik Sense およびQlik NPrinting 両方でActive Directory ユーザーグループの一部であるユーザー

の名前が付けられている必要があります。レポートは個人用であり、配布されたユーザーしか閲覧することができ

ません。

ハブで [レポート] をクリックすると、レポートを閲覧できます。レポートの形式にはPDF、Excel、Word、
PowerPoint、PixelPerfect、および HTML が含まれます。

制限事項
l Qlik NPrinting レポートをQlik Sense ハブから削除することはできません。

l レポートをQlik Sense 検索で見つけることはできません。

Qlik NPrinting レポートをQlik Sense に配布する

Qlik NPrinting レポートのQlik Sense への配布をスケジュールできます。

要件

Qlik NPrinting レポートのQlik Sense への配布を有効にし、構成するための必要条件 :

l Qlik NPrinting のバージョンが17.1 以降である。

l Qlik Sense システム管理者によって、Qlik Sense QMC から証明書 (client.pfx、server.pfx および

root.cer) がエクスポートされている。証明書のエクスポート時に、秘密のキーを含める必要があります。

l 証明書は、Qlik NPrinting 管理者によって、Qlik NPrinting scheduler service が稼働するすべてのコン

ピューターにインストールされています。

l ファイアウォールルールが作成され、Qlik Sense QRS のポート4243 での受信接続が許可されました。

l Qlik NPrinting でのレポートの配布を構成するには、[公開 ] タスクが承認されたQlik NPrinting
scheduler service ユーザーである必要があります。同様に、次の情報も必要です。

o Qlik Sense サーバーのセントラルノードアドレスこれは、[ノード] の下のQlik Sense QMC で入手

できます。

証明書のインストール方法、およびQlik NPrinting からQlik Sense へのレポート配布を構成する

方法の詳細については、Qlik NPrinting ヘルプを参照してください。

次の手順を実行します。

1. [公開 ] タスクが承認されているユーザーとしてQlik NPrinting にログインします。

2. [転送先 ]、[ハブ] の順に選択します。Qlik Sense ハブを転送先として追加します。Qlik Sense サーバー

のセントラルノードアドレスが必要です。
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3. [公開 ] タスクを作成し、Qlik NPrinting アプリ、レポート、ユーザー、スケジュール、そして転送先としてハブ

を指定します。

Qlik NPrinting 内のQlik Sense アプリに接続する

Qlik NPrinting からQlik Sense アプリへの接続を作成することができます。その後、Qlik NPrinting 内でデータを

使用してレポートを作成および設計できます。

要件

Qlik NPrinting からQlik Sense アプリへの接続を有効にし、作成するための必要条件 :

l Qlik NPrinting からQlik Sense へレポートを配布する場合と同じ証明書の必要条件が適用されます。

ただし、証明書がすべてのQlik NPrinting Engine コンピューターにインストールされている必要がありま

す。

l ファイアウォールルールが作成され、Qlik Sense QRS のポート4243 での受信接続が許可されました。

l Qlik NPrinting でQlik Sense アプリへの接続を作成するには、[接続 ] タスクが承認されたQlik NPrinting
ユーザーである必要があります。同様に、次の情報も必要です。

o Qlik Sense サーバーのプロキシアドレス(フルコンピューター名 )。
o Qlik Sense アプリID。これは、[アプリ] の下のQlik SenseQMC で入手できます。

o Qlik Sense 管理者のWindows ドメインおよびユーザー名。これは、[ユーザー] の下のQlik
Sense QMC で入手できます。

証明書のインストール方法、およびQlik NPrinting からQlik Sense アプリへの接続を構成する方

法の詳細については、Qlik NPrinting ヘルプを参照してください。

Qlik Sense レポートへの接続を作成するにはQlik NPrinting で次のタスクを実行します。

1. [接続 ] タスクが承認されているユーザーとしてQlik NPrinting にログインします。

2. [アプリ] ドロップダウンリストを選択し、リストから[アプリ] を選択します。[アプリの追加 ] をクリックして、新し

いQlik NPrinting アプリを作成します。

3. [アプリ]、[接続 ] の順に選択します。[接続の作成 ] をクリックし、作成したアプリを選択し、その後、[ソー

ス] としてQlik Sense をクリックします。接続の作成を終了するには、次の情報が必要です。

l Qlik Sense サーバーのプロキシアドレス(フルコンピューター名 )。
l Qlik Sense アプリID。

l Qlik Sense 管理者のWindows ドメインおよびユーザー名。

2.7 Qlik Sense 内のQlikView ドキュメント

ファイルを電子メールで配布したり、特定のフォルダーの場所に配布したりする代わりに、Qlik
Sense ハブのQlikView ドキュメントにリンクを公開することができます。

この方法は、QlikView およびQlik Sense の [Active Directory] ユーザーグループの一部である特定のユーザー

とQlikView ドキュメントを共有する場合に使用できます。QlikView では、管理者がQlik Sense への配布を設

定する必要があります。
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要件

QlikView およびQlik Sense の要件

QlikView ドキュメントの公開を有効にするには、次の条件が必要です。

l QlikView のバージョンが12.00 SR3 以降である。

l QlikView のインストールに、Publisher のライセンスが含まれる。

l システム管理者によって、Qlik Sense Management Console からそれぞれのQlikView Distribution
Service (QDS) マシンに異なる証明書セット(client.pfx、server.pfx、root.cer) がエクスポートされてい

る。

l Qlik Sense が共有コンテンツを使用できるように構成されている。

l QlikView AccessPoint へのサーバー接続が、マシン名を使用するように構成されている。

QlikView の証明書要件

QlikView の証明書セットを作成する場合、次の手順が必要です。

l 証明書は、QDS マシンのドメインを含むフルネームを使用して作成する必要があります。

l 証明書はパスワードで保護する必要があります。

l 秘密キーペアの作成が必要です。

構成要件

以下のトピックには、Qlik Sense ハブでQlikView ドキュメントへのリンクを公開する場合に必要な構成の詳細に

ついて記載されています。

l Configuring Qlik Sense to allow users to publish a link to shared content (共有コンテンツへのリンクの

公開をユーザーに許可するためのQlik Sense の構成 )
l Configuring the QlikView Distribution Service with the Qlik Sense certificates (Qlik Sense 証明書を

使用したQlikView Distribution Service の構成 )
l Creating a task to publish a link to a QlikView document in the Qlik Sense hub (QlikView ドキュメント

へのリンクをQlik Sense ハブで公開するタスクの作成 )

Qlik Sense ハブでのQlikView ドキュメントへのリンクの公開

QlikViewManagement Console を使用して、Qlik Sense ハブでQlikView ドキュメントへのリンクを共有できま

す。QlikView ドキュメントを表示するには、ドキュメントが共有された特定のユーザーと同じ資格情報を使用し

てQlik Sense ハブにログインします。[QlikView documents] でドキュメントへのリンクを選択して、

QlikViewAccessPoint を新しいウィンドウで開きます。Qlik Sense のQlikView ドキュメントを表示する場合、変

更は保存できません。

QlikView ドキュメントは、小型デバイス向けのモバイル表示では閲覧できません。

次の手順を実行します。
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1. Documents タブをクリックします。

Source Document ページが開きます。

公開できるのは、ソースドキュメントだけです。

2. QDS マシンインスタンスを展開して、共有するドキュメントを見つけます。

3. をクリックして、新しいタスクを作成します。

4. Distribute タブで をクリックして受信者を追加します。

5. Named User ユーザータイプを選択します。

6. をクリックして、ユーザーを追加します。

特定のユーザーは、QlikView およびQlik Senseの [Active Directory] ユーザーグループの

一部でなければなりません。

7. Document Information タブで をクリックして属性を追加します。

8. Name 項目にShowInSenseHub、Value 項目に true と入力します。

9. [Apply] をクリックします。

タスクが起動し、Qlik Sense ハブのQlikView ドキュメントへのリンクが追加されます。
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3 ダウンロードと印刷
シートとビジュアライゼーションをダウンロードし、印刷することで、Qlik Sense システム外の人々とイ

ンサイトを共有できます。例えば、サプライヤーと連携して、自身のデータに基づいて配送を決定

できます。

シートとビジュアライゼーションをPDFs および画像としてダウンロードできます。

Qlik NPrinting はQlik Sense に接続して、さまざまな出力形式でレポートを生成できます。例えば、再注文が

必要な医薬品を一覧表示する日次 Excel レポートを作成できます。詳細については、次を参照してください

Qlik NPrinting について。

3.1 ビジュアライゼーションからのデータのダウンロード

ビジュアライゼーションからデータをダウンロードし、.xlsx ファイルとして保存できます。

Excel エクスポートファイルの行と列の数の制限については、「ExportData メソッド」を参照してください。

次の手順を実行します。

1. データのダウンロード元のビジュアライゼーションを右クリックします。

2. ... としてダウンロードとデータを選択します。

3. リンクをクリックして、データファイルをダウンロードします。

4. ファイルを開きます (あるいはそのまま保存します)。

軸が複数あるフィルターパネルでは、すべての軸または単一の軸を選択できます。

テーブルからのデータのダウンロード

[データエクスポート設定 ] ダイアログで、スタイルや行の合計など、拡張されたテーブル書式をエクスポートに適

用するように選択できます。拡張されたテーブル書式は、ピボットテーブルエクスポートには適用できません。

このエクスポートはブラウザによって実行されるため、特に大規模なデータセットの場合、完了するまでに時間が

かかる場合があります。

スタイル指定は、いくつかの例外を除いてデータに適用されます。

l テーブルセルの画像は含まれていません。

l テーブルセルのミニチャートは含まれていません。

l テーブルセルのインジケーターは含まれていません。

l 次の数値書式モードはサポートされていません。

l 設定される

l 期間

l カスタム
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l ロケールがサポートされていない場合があります。例えば、Excel はローカルPC で定義された区切り文

字を使用し、これらを上書きすることはできません。

l 列に特定の配置が設定されている場合、タイトルはダウンロードされたExcel エクスポートファイルでこれ

を継承します。

l 書式設定なしでqTextとqNumの両方を持つデュアル項目は、数値としてエクスポートされます。

l Qlik Sense とExcel の開始日は異なります。

l 右から左 (RTL) のテキストはダウンロードに含まれていません。

l セルの塗りつぶしの色の不透明度はダウンロードに含まれていません。

l カスタムテーマ内のCSS クラスを介して定義した色は、ダウンロードに含まれません。

3.2 シートのダウンロード

Qlik Sense では、PDF ファイルとしてシート全体をダウンロードできます。

PDF としてダウンロードされるシートは、選択した用紙サイズと方向を超えることはありません。シートがPDF ペー

ジに収まらない場合、サイズが変更されます。シートが大きすぎて1 枚のPDF ページにはっきりと表示できない

場合、拡張シートとカスタムサイズのシートは低品質のPDF 出力となる可能性があります。

タッチスクリーンデバイスを使用すると、ダウンロードのプロセスが異なって見えます。

アスペクト比について

アスペクト比には次の2 つのオプションがあります:

現在のサイズを保持

l 選択したPDF ページ形式と方向に合わせて、シート全体が拡大または縮小されます。

l チャートの比率は、ブラウザウィンドウに表示されるものと同じままです。これは、ビジュアライゼーションが

トリミングされる可能性があることを意味します。

l シートはページ上で右揃えになります。

l 解像度は、ブラウザのウィンドウサイズに影響されます。選択したページ形式よりも大きいブラウザウィン

ドウから印刷されたPDF は、印刷されるピクセル数が元のピクセル数より少ないため、ざらざらして見える

ことがあります。

ページに合わせる

l 選択したPDF ページ形式と方向に合わせて、シート全体が拡大または縮小されます。

l チャートの比率がページ全体に変更されます。縦横比は適宜変更されます。ページ全体に表示される

ようにするために、チャートの周囲のスペースが大きくなることがあります。

l シートはページ上で右揃えになります。

シートのダウンロード

次の手順を実行します。
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1. ダウンロードしたいシートを開きます。

2. をクリックし、[シートをPDF にダウンロード] を選択します。

[PDF 設定 ] ダイアログが表示されます。

3. [用紙サイズ] ドロップダウンメニューを使用して、ページの寸法を選択します。

4. [解像度 (ドット/インチ)] の下の [+] または [-] を使用して、解像度を適宜調整します。

正確な値を入力することもできます。最小値は 72 DPI、最大値は 300 DPI です。

5. [縦 ] または [横 ] を選択して、[印刷の向き] を選択します。

6. [アスペクト比オプション] 下で次を選択できます:
l 現在のサイズを保持

l ページに合わせる

7. [エクスポート] をクリックし、画像の作成を開始します。

制限事項
l ピボットテーブルは非展開形式でダウンロードされます。一部拡大または全体表示は維持されません。

l サードパーティの拡張、フィルターパネル、およびアクションボタンは、空白の画像としてダウンロードされま

す。

l ビジュアライゼーションエクステンション(カスタムオブジェクト) は、PDF としてダウンロードできません。画像

としてダウンロードできます。

l ダイナミックビューオブジェクトには対応していません。

l ブラウザにPDF ビューアープラグインがインストールされていない場合、[ダウンロード] ダイアログにプレ

ビューは表示されません。

l カスタムテーマが適用されているアプリからシートをダウンロードした場合、テーマはビジュアライゼーション

にのみ適用されます。背景色などのシートのスタイル設定は、ダウンロードされたPDF には適用されませ

ん。

l シートが大きすぎて1 枚のPDF ページにはっきりと表示できない場合、拡張シートとカスタムサイズの

シートは低品質のPDF 出力となる可能性があります。

3.3 ビジュアライゼーションのダウンロード

ビジュアライゼーションは画像またはPDF ファイルとしてダウンロードできます。

デスクトップデバイスからのビジュアライゼーションのダウンロード

画像としてダウンロード

次の手順を実行します。

1. ビジュアライゼーションの右上にある をクリックするか、ビジュアライゼーションを右クリックします。

2. オプションメニューで、[ダウンロード] > [画像 ] を選択します。

ダイアログ[画像設定 ] が表示されます。

3. [現在 ] オプションを保持するか、[カスタム] オプションを使用して変更します。
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l [現在 ] を選択すると、元のチャートの幅と高さ、画面の解像度がdpi で表示されます。[ファイル

タイプ] ドロップダウンメニューを使用して、.png や .jpeg から出力形式を選択できます。

l [カスタム] をクリックすると、エクスポートした画像の寸法と解像度をカスタマイズできます。

新たな画像の幅や高さを設定するには、[+] または [-] をクリックして幅や高さを調整します。正確

な値を入力することもできます。最小値は 8 ピクセル、最大値は 2,000 ピクセルです。

新たな画像の解像度を設定するには、[解像度 (ドット/インチ)] の両端にある[+] または [-] をク

リックして、解像度を調整します。正確な値を入力することもできます。最小値は 72 dpi、最大

値は 300 dpi です。

4. [エクスポート] をクリックし、画像の作成を開始します。

ベストプラクティス

ビジュアライゼーションを画像にダウンロードする場合に役立つヒントをいくつか紹介します。

l エクスポートできる画像の最大サイズは縦 2,000 x 横 2,000 ピクセルです。これより大きい画像をエクス

ポートする場合は、[カスタム] でサイズを縮小する必要があります。

l アスペクト比を維持するには、それに応じて [幅 (ピクセル)] と[高さ(ピクセル)] を変更する必要がありま

す。

l 画像の解像度を上げるには、同じスケールで幅と高さの値を増やして画像のサイズを維持する必要が

あります。

PDF としてダウンロード

次の手順を実行します。

1. メニューで [... としてダウンロード] と[PDF] を選択します。

[PDF 設定 ] ダイアログが表示されます。

2. 関連のドロップダウンメニューをスクロールし、選択した値をクリックして、[用紙サイズ] を選択します。

3. [+] または [-] をクリックすることにより、[解像度 (ドット/インチ)] を増減できます。正確な値を入力すること

もできます。最小値は 72 dpi、最大値は 300 dpi です。

4. [縦 ] または [横 ] ボタンを選択して [方向 ] を指定します。

5. [縦横比のオプション] で、次のように選択できます。

l [現在のサイズを保持 ] では、ビジュアライゼーションはサイズ変更なしにPDF に挿入されます。

PDF がビジュアライゼーションより小さい場合はトリミングされます。

l [縦横比を変更してページに合わせる] では、ビジュアライゼーションの高さおよび幅がページ全体

に広がるように変更されます。縦横比は適宜変更されます。

6. [エクスポート] をクリックし、画像の作成を開始します。

ビジュアライゼーションを用紙にコピーするには、PDF ファイルを印刷します。

モバイルデバイスからのビジュアライゼーションのダウンロード

ビジュアライゼーションをモバイルデバイスからダウンロードすることもできます。
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Android デバイスでは、ビジュアライゼーションのダウンロードが新しいタブで開始されます。サーバー

に信頼できる証明書がない場合は、ダウンロードのプロンプトではなく、セキュリティ警告が表示され

ます。モバイルデバイスからエクスポートする際、PDF へのエクスポートが既定のオプションです。

PDF としてダウンロード

モバイルデバイスからダウンロードする際、PDF がデフォルトのオプションです。

次の手順を実行します。

1. ダウンロードするビジュアライゼーションをタップし、倍率を変更します。

2. をクリックして、[エクスポート] を選択します。

[ファイルのタイプを選択 ] ドロップダウンメニューで、既定のオプション[PDF] をそのまま使用します。

3. 関連するドロップダウンメニューをスクロールして [用紙サイズ] を選択し、選択した種類をクリックします。

4. [縦 ] または [横 ] を選択して、[印刷の向き] を選択します。

5. [エクスポート] を選択して、PDF の作成を開始します。

6. PDF をダウンロードするには、リンク[ここをクリックしてPDF ファイルをダウンロード] をクリックします。

画像としてダウンロード

次の手順を実行します。

1. ダウンロードするビジュアライゼーションをタップし、倍率を変更します。

2. をクリックして、[エクスポート] を選択します。

3. [ファイルのタイプを選択 ] ドロップダウンを開き、[PNG] または [JPEG] をクリックして、目的の画像形式を

選択します。

4. [エクスポート] をクリックし、画像の作成を開始します。

5. 画像をダウンロードするには、リンク[ここをクリックして画像ファイルをダウンロード] をクリックします。

制限事項
l ビジュアライゼーションは表示されている部分のみダウンロードされます。例えば、スクロールバーのある

テーブルをダウンロードする場合、テーブル全体が取得されるわけではありません。スクロールバーが表示

されている画像および指定するウィンドウ領域のみが取得されます。

l 次のタイプのオブジェクトはダウンロードできません。

l フィルターパネル

l シートタイトル

l ビジュアライゼーション拡張 (カスタムオブジェクト) およびインストールのセキュリティルールがダウンロードを

許可するよう設定されている場合、ビジュアライゼーション拡張をダウンロードできます。
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3.4 ストーリーのダウンロード

ストーリーはPowerPoint プレゼンーションまたはPDF ファイルとしてダウンロードできます。ストー

リーのエクスポートでは、ストーリー作成に使用される選択ステートが一緒にエクスポートされます。

ストーリーの再生中に適用された選択はすべて無視されます。

この機能はモバイルデバイスでは使用できません。

PowerPoint のプレゼンテーションとしてダウンロード

データストーリーテリング機能を使用して、ストーリーからPowerPoint プレゼンテーションを作成できます。

次の手順を実行します。

1. ダウンロードするストーリーを開きます。

2. をクリックし、[PowerPoint にストーリーをダウンロード] を選択します。

[PowerPoint 設定 ] ダイアログが表示されます。

3. 既定の [スライドサイズ] と[解像度 (ドット/インチ)] を変更する場合は、2 つのドロップダウンリストから選

択してください。

4. ダイアログの最後の行に設定の結果が表示されます。

5. [エクスポート] をクリックします。

PowerPoint プレゼンテーションの準備ができると、ダイアログにリンクが表示されます。

6. リンクをクリックします。

プレゼンテーションはブラウザの既定のダウンロード場所にダウンロードされます。

7. [キャンセル] をクリックしてダイアログを閉じます。

事前に構成されたPowerPoint スライドサイズ

既定では、エクスポートされたプレゼンテーションのスライドサイズは、960 by 540 ピクセルの縦横比 9:16 のワイド

スクリーン版で、解像度は 220 dpi (ドット/インチ) です。

PowerPoint スライドに3 つの事前設定されたスライドサイズと縦横比を指定できます。また、カスタムオプション

も選択できます。次に事前構成されたスライドサイズを示します。

事前に構成されたスライドサイズ 縦横比 幅 (ピクセル) 高さ(ピクセル)

[標準 ] 4:3 960 720

[ワイドスクリーン] (既定 ) 16:9 960 540

[ワイドスクリーン] 16:10 960 600

事前に構成されたPowerPoint スライドサイズ

220 および150、96 dpi という3 つの解像度を利用できます。
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スライドの縦と横をカスタム設定する

エクスポートされたスライドの寸法は、[PowerPoint 設定 ] ダイアログの [スライドサイズ] ドロップダウンリストから

[カスタム] を選択することで、事前設定された値以外の値にも設定できます。この操作を行うと、ダイアログが変

化し、スライドの縦と横をピクセル単位で設定できるようになります。

次の手順を実行します。

l [+] または [-] を使用してスライドの縦 /横の値を調整します。また、項目に直接、指定する値を入力する

こともできます。

アスペクト比を維持するには、[横 (ピクセル)] と[縦 (ピクセル)] を適切に調整してください。

PDF としてダウンロード

データストーリーテリング機能を使用して、ストーリーをPDF としてダウンロードできます。

次の手順を実行します。

1. ダウンロードするストーリーを開きます。

2. をクリックし、[PDF にストーリーをダウンロード] を選択します。

[PDF 設定 ] ダイアログが表示されます。

3. 既定の [用紙サイズ] を変更する場合は、2 つのドロップダウンメニューから選択してください。

4. 画像の新たな解像度を設定するには、[解像度 (ドット/インチ)] の [+] または [-] をクリックして解像度を

調整します。正確な値を入力することもできます。最小値は 72 dpi、最大値は 300 dpi です。

5. [縦 ] または [横 ] をクリックして [印刷の向き] を選択します。

6. [縦横比のオプション] では以下から選択できます。

l [現在のサイズを保持 ] では、ビジュアライゼーションはサイズ変更なしにPDF に挿入されます。

PDF がビジュアライゼーションより小さい場合はトリミングされます。

l [ページに合わせる] では、ビジュアライゼーションの高さおよび幅がページ全体に広がるように変更

されます。縦横比は適宜変更されます。

7. ダイアログの最後の行に設定の結果が表示されます。

8. [エクスポート] をクリックします。

PDF プレゼンテーションの準備ができると、ダイアログにリンクが表示されます。

9. PDF をダウンロードするには、[ここをクリックしてPDF ファイルをダウンロード] をクリックします。

プレゼンテーションはブラウザの既定のダウンロード場所にダウンロードされます。

10. [キャンセル] をクリックしてダイアログを閉じます。

3.5 トラブルシューティング- ダウンロード

このセクションでは、Qlik Senseでデータやストーリーをエクスポートするときに発生する可能性のあ

る問題について説明します。
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匿名ユーザーがアプリデータをダウンロードできない

例えば、ビジュアライゼーショでは image/pdf/data としてダウンロードするなど、匿名ユーザーがデータをダウンロー

ドできるようにする必要があります。

考えられる原因

データをダウンロードする権限を匿名ユーザーに付与するためのセキュリティルールはありません。

提案されたアクション

匿名ユーザーがデータをダウンロードできるようにするには、セキュリティルールExportAppData のコピーを作成

し、そのコピーを変更して、resource.HasPrivilege("read")のみを[条件 ] に含めるようにします。詳しくは「Qlik
Sense にインストールされているセキュリティルール」を参照してください。

ビジュアライゼーションを画像としてダウンロードできません

ビジュアライゼーションを画像としてダウンロードしようとしましたが、ダウンロードに失敗しました。

考えられる原因

ダウンロードしようとしているビジュアライゼーションのサイズが大きすぎます。ダウンロードできる画像の最大サイズ

は縦 2,000 x 横 2,000 ピクセルです。

提案されたアクション

ダウンロードする際は、[画像の設定 ] ダイアログで、[カスタム] ボタンを選択して画像のサイズを縦 2,000 x 横

2,000 ピクセルに設定します。

PDF ファイルに空白文字が含まれる

日本語、韓国語、簡体字中国語または繁体字中国語のラベルの付いたストーリーをダウンロードして作成され

たPDF ファイルに、空白文字が含まれます。

考えられる原因

これらの言語が含まれるストーリーをダウンロードするには、適切なフォントを使用する必要があります。そうでな

い場合は、既定のTimes New Roman フォントが使用されます。Times New Roman は、日本語、韓国語、簡

体字中国語または繁体字中国語をサポートしていません。

これは、ストーリーのタイトルオブジェクトまたはパラグラフオブジェクト内のテキストにのみ適用されます。埋め込

みのビジュアライゼーションには適用されません。

データロードエディタでアプリケーションのCollationLocale 設定に対して ja、ja-JP、ko、ko-KR、zh-CN、zh-TW
が宣言されていると、ダウンロード機能では次のリストの順序で、最初に使用可能なフォントを使用してPDF が

生成されます。

CollationLocale 言語 フォントスタック

簡体字中国語 SimSun、SimHei、FangSong

使用可能なフォント
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CollationLocale 言語 フォントスタック

繁体字中国語 PMingLiU、MingLiU、Microsoft JhengHei、Microsoft JhengHei UI

日本語 Meiryo、Meiryo UI、Yu Gothic、Yu Gothic UI、MS UI Gothic

韓国語 Malgun Gothic、BatangChe

上記のリストでフォントが見つからない場合は、中国語、韓国語、または日本語を必要とするストーリーの文字

が出力されません。ただの空白スペースになります。

提案されたアクション

使用している言語のPDF をダウンロードするためのフォントの1 つをインストールします。フォントを選択することは

できません。システムでは、テーブル内のフォントが所定の順序でのみ使用されるためです。

CollationLocale で設定した言語と同じ言語のラベルを使用していることを確認してください。これらの言語が異

なる場合は、共通の文字のみが作成したレポートで正しく表示されます。

アラビア語やヘブライ語など、右から左へ表記する言語は、現在ラベルでサポートされていません。

シートをダウンロードしたが、データビューテーブルがビジュアライゼーション

に戻った

シート全体をダウンロードしましたが、テーブルデータに変更したすべてのビジュアライゼーションが元のビジュアライ

ゼーションに戻りました。

考えられる原因

ビジュアライゼーションのデータビューをダウンロードできません。

提案されたアクション

データとしてダウンロードのオプションを使用して、各ビジュアライゼーションのデータをダウンロードします。
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