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  AktblitzⅢ ※１は取引ログや計測データのような構造化データを対象にした EUC（End User 

Computing）ツールです。日頃の企業活動で生まれる 1,000 万行程度のチョイビッグなデータを
MS-Excel や MS-Access だけで扱うには行数の制限や性能面で無理があります。この規模のデータは
AktblitzⅢにお任せ下さい。AktblitzⅢは 1,000 万行程度のチョイビッグなデータから最大 20 億行ま
でのビッグデータを扱えます。

安価なコストで導入・使用開始

使い勝手の良いユーザインタフェースを提供

セルフサービスでデータ活用

サーバーを必要とせず安価なコストで導入・使用できます
- 10 万行まではライセンスキーなしで無償で使用できます
-  価格はパソコン毎のライセンス料（32/64ビット、最大行数、使用メモリ容量、コア数で異なる ）

Excelのような操作感覚でデータの加工編集できます
- AktblitzⅢはWindows OSで動作します

セルフサービスBI ※２（Business Intelligence）ツールとして使えます
- AktblitzⅢと日頃使い慣れたExcel/AccessをBIツールとして使用します
- Excel/Accessで扱えない大規模データをAktblitzⅢが絞込みExcel/Accessに渡します

※２：情報システム部門からデータを CSV形式で入手して自分自身が自由に分析して結果をビジネスに

 　　　　                                                    　　

エグゼクティブサマリー

普段お使いのノートPCやデスクトップPCでストレスなくデータを扱えます
- インメモリ技術（1/3データ構造）で超高速に処理できます

定型処理が容易に作成できます
- GUIで一度実行した操作はレシピ（=マクロ）として記録され、以後、レシピで繰り返し実行できます
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 　　　　                                                    　※１：GUIはベイソフト株式会社の Super DataChef を使用しています。

 生かそうというものです。



　AktblitzⅢは、図に示すように、三つ星シェフがデータを料理（加工編集）します。パントリーにあるデー
タをチューボー（インメモリ・ワークスペース）に取り込み、マッチング（ジョイン、ユニオン）、検索・計算・
集計などの加工編集処理を行います。加工編集が済んだデータは、パントリーに保存、CSV ファイルと
してエクスポート、また Excel/Access に引き渡しします。AktblitzⅢは非定型な業務を対象にしま
すが図のような業務フローメニューで処理します。これら操作はバックグランドで記録されており、必要
であれば定型処理用のレシピを作成できます。

機能一覧

オーバービュー

１．テーブル表示・加工編集機能
 テーブルへの行データ挿入、削除
 列データの複製、挿入、削除、形式変換複製
 セルデータの書き換え
 項目列の詳細表示（“ユニーク値“表示）によるデータ内容・件数確認

２．検索機能
 ＝、＜、＞、範囲指定、ワイルド検索など簡単な条件指定
 検索条件のAND

３．ソート（昇順・降順）機能
４．集計機能（最大32軸、32項目の集計演算）
５．演算機能（列データの四則演算、論理演算、文字列演算）
６．JOIN・UNION機能
 2つのテーブルをキー（最大同時指定32項目キー）でジョイン・縦結合
 Inner JOIN、Outer JOIN

７．インポート・エクスポート機能
 テキストファイル（カンマ区切り、TAB区切り）によるデータ入出力
 Excel/Accessデータ渡し

８．レシピ機能
 操作結果のログからレシピ作成
 レシピによる操作の自動実行
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AktblitzⅡとの相違 ... パントリーシンプルなGUI Excel連携 レシピ



　AktblitzⅢと Excel が連携したセルフサービス BI（Business Intelligence）です。AktblitzⅢは、
検索や集計機能で数千万行から数億行のデータを絞込み、小さくして Excel に渡します。あとは Excel の BI
機能（ピボット機能など）を使用してデータの可視化・レポート作成を行います。Excel だけでは扱えなかった
数千万行から数億行のデータをノートパソコンやデスクトップパソコンで AktblitzⅢが高速に処理します。
　分析対象のデータはテーブルファイル（D5T）やテキストファイル（カンマ / タブ区切りファイル）として外
部記憶装置にあり、テーブルロードやインポート機能でメモリ中に取り込み処理します。
また、マスターとトランザクションのジョインや分割（例えば、上期分・下期分）されたトランザクションのユ
ニオン（縦結合）もできます。 

データ項目

典型的な使い方

CSV

インポート

トランザクション

マスター

ジョイン

検索・集計

ピボットグラフ

ピボットテーブル

データ絞込み

32ビット Max1,000万行

Excel AktblitzⅢ

64ビット Max20億行

Max100万行

+
小さいデータ

データ可視化

　Excel　AktblitzⅢ

整数

浮動小数

NUMERIC（有効 38 桁の 10 進数）

文字列（Max 4095文字）

日付

時刻

日付時刻
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表示のみサポート 



名寄せ

データ移行

バッチ処理

適用分野

データ
クレンジング

単位合わせ
為替レート計算

データ処理
エンジン組込み

大容量なデータでもストレス無くハンドリングできる AktblitzⅢをデータクレ
ンジングツールとして使用できます。データクレンジングとはシステムで想定す
る形にデータを整形することです。例えば、会社名というデータ項目として「株
式会社エービーシー」「（株）エービーシー」「エービーシー」「ABC 社」は同じ会
社とは見なされないので、これらのデータをすべて「株式会社エービーシー」に
統一する作業です。

重複するデータを洗い出すことです。名前や住所などのデータを比較して同一
データか否かを判断する作業です。ある程度のシステム化（自動名寄せ）は可能
ですが、やはり人間が目で見て判断することも必要になります。データクレンジ
ングと同様の理由で、AktblitzⅢを名寄せツールとして使用することも可能で
す。

データ移行は仕様固めが大変です。特に、複数システムからデータを移行する場
合、マスターの仕様決めに細かな調整が必要となります。例えば、同じデータ項
目でもシステム毎に定義が違う、イレギュラーなデータが出てくる等です。その
ため、データ移行の工程（設計、データ抽出、クレンジング、データロード、検証）
は移行先のシステムが実際に稼動するまでに何度か行われるのが普通です。移行
する実データを調査・解析することで、この行程は短縮できます。大容量データ
をストレス無くハンドリングできる AktblitzⅢをデータ移行ツール（データの
調査 /解析、クレンジング、検証）として使用します。

データ処理エンジンを使ったバッチ処理です。製造原価計算（全ての単価を合計）
のようなバッチ処理は最も得意とする分野です。このようなバッチ処理ではデー
タベースの全データを集計する必要があり、DBMS を使ったバッチ処理に比べて
処理時間が大幅に短縮できます。AktblitzⅢのレシピ機能をバッチ処理プログ
ラムゼネレータとして使用できます。ノンプログラミングでバッチ処理プログラ
ムが生成できるので開発コストが大幅に削減できます。レシピは軽量プログラミ
ング言語（Python）で作成されています。プログラム変更も Java や C++ などに
比べて容易にできます。

AktblitzⅢはデータ処理エンジン操作用の高レベルの API（.NET RunTime ライ
ブラリー）を持っています。これを使用してデータ処理エンジンを業務アプリケー
ションやパッケージソフトへ組込み（カスタマイズ）できます。Javaや C++でデー
タ処理エンジンが提供する API を使用するケースに比べて開発が容易です。

企業の活動がグローバル化するとデータの発生する地域によって長さ / 重さの単
位が異なります。このようなデータを集めて分析するには単位を合わせる必要が
あります。また、為替レート計算も必要になります。AktblitzⅢはこのような
分析データの前処理を高速で実行できます。
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AktblitzⅢを個人の PCにインストールして使用します。

システム形態

5

スタンドアローン
タイプ

サーバータイプ

例えば、AktblitzⅢ（32 ビット、1,000 万行）ライセンスの場合、4 人が同時に
使用できます。（注：サーバーOSのクライアントアクセスライセンスが必要）

データ処理エンジン

AktblitzⅢ

Excel/Access

P

データ処理エンジン

SuperData

Excel/Access

P

データ処理エンジン

Super

Excel/Access

P

データ処理エンジン

Excel/Access

P

AktblitzⅢ

データマート
デスクトップ PC（サーバー OS、メモリ 16～
32GB）を用意し、それに AktblitzⅢをインス
トールし「リモートデスクトップ」で使用します。

リモートデスクトップ



ランタイムライブラリー
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実装イメージ

　AktblitzⅢの Data Servicesは、下図に示すように、独立したランタイムライブラリーになっています。デー

タ処理エンジンの API（C-API）より高レベルの API（ReciprL と呼ぶ）を持っており、業務アプリケーショ
ンやパッケージソフトへデータ処理エンジンを組み込み（カスタマイズ）できます。

　このランタイムライブラリーでレシピを生成します。レシピは軽量プログラミング言語（LL：Lightweight 

Language）でプログラムとして自動生成されます。使用している LL は IronPython（.NET で動作する
Python）です。自動生成されたレシピに手を加え（実行結果の判定･分岐、繰り返し処理、変数定義など） 即実
行可能です。コンパイルは必要ありません。

D5D

D5D CSV/TXT

Import
Export

Load
Save

開発 C# VB C++/CLI 
言語 IronPython

IronRuby

実行定型アプリ定型アプリ定型アプリ

レシピ

インメモリデータ処理エンジン
（LFMcore、DAYDA.Laboo）

生成

GUI

Engine API

RecipeL API

DataServices  .NET Framework

RuntimeLib

D5T

D5T

Load
Save

Appli

テーブルデータ
テキストデータ



BI機能 開発基盤 （近日公開予定）
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　ノンプログラミングで BI 機能を開発する基盤です。AktblitzⅢを操作することで生成されるレシピ（分析処

理）、外部検索式と Excel連携を組合せて実現します。分析メニューと絞込み検索の項目を定義した XML機能定
義でから BIアプリを自動生成します。


