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製品アーキテクチャー



QlikViewアーキテクチャーの全体像

集計・分析処理を実行するコアのエンジンフロントエンド

バックエンド

インフラ・リソース

ディレクトリ・サービス
(Active Directory, LDAPなど)

様々なデータソースからデータを抽出・変換し、
更新済みのレポートをQlikView Serverに公開ローカルPC端末上のQlikView

アプリケーションの開発環境

Windowsベースのファイル共有 データソース

QlikViewアプリからデータ抽出・変換
QlikViewアプリ

のリリース

QlikViewアプリの公開

QlikViewアプリケーションの参照

エンドユーザー

② QlikView Web Server/IIS
クライアントからの要求受付、通信を担当

③ QlikView Server

④ QlikView Publisher
① QlikView Desktop

QlikViewは主に以下の4つの主要コンポーネントで構成されます。



主要コンポーネントのご紹介：デスクトップ開発環境

QlikViewドキュメントファイル(.qvw)

① QlikView Desktop

開発者・パワーユーザー・エンドユーザー用のアプリケーション開発と参照を行う為のデスクトップ製品

 QlikViewドキュメントファイル拡張子.qvwの
ファイルとして保存されます。

 QlikViewのドキュメントファイルには

 データ抽出・管理スクリプト
 データソース
 ユーザーインターフェース
 分析ロジック

の全てが含まれます。

ロードスクリプト
(データ抽出) データ

ユーザー
インターフェース



主要コンポーネントのご紹介：サーバー環境

エンドユーザー

AccessPoint
QlikViewアプリケーションの一覧を表示

QlikViewドキュメントファイル(.qvw)
集計・分析

QlikViewアプリケーションの表示

QlikViewアプリへデータロード

QlikViewアプリの公開

リロードタスクを定義・実行

② QlikView Web Server/IIS

クライアントからの要求受付、通信を担当

集計・分析処理を実行するコアのエンジン

③ QlikView Server

④ QlikView Publisher 

様々なデータソースからデータをリロードして
アプリのデータを更新し、QlikView Serverにア
プリを公開



主要コンポーネントのご紹介：Publisherの位置付け

基幹系システム エンドユーザーQlikView Server QlikView Publisher

データ更新
(リロード処理)

QlikView
ドキュメント

公開

QlikView
ドキュメント

フロントエンド
レポートアクセス要求への応答を担当

バックエンド
データ更新を担当

リロード処理の実行をQlikView Publisherに任せ、エンドユーザーからのアクセス要求のレスポンスに
影響を与えずにデータ更新が可能。

アクセス要求
の負荷

データ更新
の負荷



主要コンポーネントのご紹介：Publisherのメリット

効率的なデータ更新タスク管理

レポート分割による行レベルセキュリティ

より高いセキュリティの実現

開発プロセスの最適化

複数拠点サーバーへのドキュメント配布

直接Server本番機へアクセスせず、定まった管理手順に従って
PublisherからServerに公開

ソースシステムへの接続情報などバックエンドをエンドユーザーから隠蔽する
ことで、より高いセキュリティを実現

海外拠点や社外公開用サーバーなどに対して
ドキュメント配布を行うことが可能

地域や組織別に対象データを絞ったレポートを、レポート参照のパ
フォーマンス劣化の影響を抑えながら公開

複数のリロード処理に依存関係を持たせてワークフローを定義し、
外部イベントやスケジュール機能を利用して実行が可能

全国売上
データ

支店A

支店B

支店C

×

×



QlikView
ドキュメント

QlikView Publisher
QlikView Server

日本国内

海外拠点

海外拠点からのアクセスの際のNWのレイテンシーを避けるため、以下の形で日本国内でアプリ作成やデータ更
新を行い、QlikView Publisherを使って各国ローカルサイトに存在するQlikView Serverに配信することが
可能です。

複数拠点へのドキュメント配布

海外拠点
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システム構成・性能・可用性



基本アーキテクチャー：拡張性・可用性
大容量のデータ、多数のユーザーからのアクセス要求を扱うために、 QlikView Web Server, Server, Publisher

のサーバーのスケールアップに加え、サーバーの拡張・冗長化が可能

拡張・冗長化

拡張・冗長化

QlikView Server の拡張・冗長化
 Active-ActiveのHAクラスター
 ノード間でドキュメントのロードバランス
 ノード障害時には他のノードが引き継ぎ

QlikView Publisher の拡張・冗長化
 Active-ActiveのHAクラスター
 リロードタスクを自動的にノード間に分散

拡張・冗長化 Web Server の拡張・冗長化
 ネットワークロードバランサーによる負荷分散
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QlikViewのスケールアップ/アウト

スケールアウト
ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ

パターン この拡張方式が有効なケース

垂直型の拡張
(スケールアップ)

• 限定された数のアプリに対して多くのユーザーをアクセスさせたい場合
 単一サーバーでの高いキャッシュヒット率の効果が期待できるため、スケールアップが有効です。

• 単一アプリでより多くのデータを扱いたい場合
 サーバーのRAMサイズを増やすことで、より多くのメモリを単一アプリに割り当てることができます。

水平型の拡張
(スケールアウト)

• 多いアプリ数に対して、多くのユーザーをアクセスさせたい場合
 アプリ群に対する同時ユーザーアクセスが分散されるため、スケールアウトが有効です。

• 演算の観点で処理の重いアプリを扱う場合
 搭載コア数が少ない小・中規模のサーバーは、コア当たりのクロック数が高いのが一般的で、これらのサー

バーをスケールアウトさせる方式が有効です。
 また、演算が重いアプリの他のアプリへのパフォーマンスの影響を避けるため、スケールアウトのクラスタ構成で、

このアプリを専用ノード上のみで利用させることも出来ます。

QlikViewでは、垂直型の拡張(スケールアップ)、水平型の拡張(スケールアウト)のいずれにも対応して
います。また、それぞれの拡張方式がより有効なケースを以下に記載します。
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基本アーキテクチャー：基本構成パターン

QV Publisher

QV Server

Web Server

QV Publisher QV Publisher

QV Server

Web Server

QV Server

Web Server

QV Server

Web Server

共有フォルダ

スタンドアロン

2層構成

2層＋負荷分散+冗長化

垂直方向の分割

平行方向の分割

負荷分散
+

冗長化

役
割
分
割 QV Publisher
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ライセンス体系
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QlikView 製品体系/ライセンスモデル

QlikView Serverライセンスと、User CALライセンス（CAL=Client Access License）の2種で構成されます。
QlikView Serverライセンスは、導入するサーバの台数ごとに必要となります。

QlikView Severラインナップ

• Enterprise Edition (EE)

• Information Access Server (IAS)

• QlikView Extranet Server (QES)

User Client Access Licenseラインナップ

• QlikView Named User CAL

• QlikView Named Document CAL

• QlikView Session CAL

• QlikView Usage CAL
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QlikView サーバー製品

QlikViewサーバーの全機能を提供する標準サーバーライセンス

 大規模ユーザー向けのエンタープライズ環境に適したエディション

 ドキュメント数の制限がない

 サーバー共有オブジェクトの利用やサードパーティセキュリティシステムとの統合、クラスタリングなど全機能を利用可能

• QlikView Enterprise Edition (EE)

• QlikView Additional Server
クラスタによる複数台構成を行うための追加サーバーライセンス

 同じライセンス シリアル ナンバーを共有
 共有 CAL をサポートする複数の QlikView Server をインストール可能
 これらのサーバーは自動的にクラスタとして扱われる

• QlikView Test Server
テストや開発目的に使用可能なライセンス
 本番環境としての利用は不可
 購入済のQlikView Serverと同等の機能とアクセス権が付与
 全てのチャートに「TEST」という透かし文字が表示される
 ライセンスリースは利用不可

QlikViewの環境構築に必須となるサーバー製品
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QlikView サーバー製品

• QlikView Extranet Server (QES)
QlikViewを購入した組織外（社外）ユーザー向けのサーバー ライセンス

– 組織外使用が目的であり、企業内（自社） での利用 は不可。
– 独自UIの開発用にQlikView Workbenchが同梱されるがQlikView標準の UI (AJAX)も 使用可。
– Session CAL／Usage CALのみ利用可能
– アクセスユーザーは認証が必要

組織外（社外）ユーザーへの情報公開を目的とするサーバー製品

• QlikView Information Access Server (IAS)
インターネット上への公開のみを目的としたサーバーライセンス

– パブリックインターネットサイトでの利用を前提
– 匿名アクセスのみ利用可能で、ユーザー認証は使用不可
– 提供されるURLはインターネット上からアクセスできる必要がある
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User Client Access License （CAL)

Named CAL Document CAL Session CAL(*3) Usage CAL

概要

機能

• QlikView Server(QVS)に接
続する個人を指定

• 使用できるQVWの数に制限
なし

• 開発者やデザイン担当者向
け

• (QVS)に接続する個人を指定
• 使用できるQVWは一つのみ

(*2)

• QVSに接続する個人は指定
しない

• 使用できるQVWの数に制限
なし

• ピーク時にオーバーフロー
した利用状況を担保するた
めのライセンス

QlikView Server
エディション Enterprise Edition, Enterprise Edition, Enterprise Edition Enterprise Edition

ライセンスの
制限

最小:5ライセンス(*1)
最大:制限なし

最小:1ライセンス
最大:制限なし

最小、最大
共に制限なし

最小、最大
共に制限なし

ライセンスの制
限（QES）

- - 最小:5ライセンス
最大:制限なし

最小:1ライセンス
最大:制限なし

使用順序(*4) 1 2 3 4

*1: 最小構成時の必須購入ライセンス数
*2: ドキュメント連携には複数Document CALが必要
*3: Sessions CALでは、複数アプリケーションを開くことが可能。同一端末から同一ユーザーによる同一クライアントタイプ(Ajax/Plugin)からのアクセスが1セッション

とみなされます。1セッションは実際の利用時間に関わらず15分最少接続時間を保持します。例えば15分以内にセッションが切断されたとしてもSession CAL
は15分間は解放されません。

*4: CALが混在する場合、この優先順位で消費されます

QlikView Serverは４つCAL体系を持っています。ユーザーのQlikView Serverへのアクセス状況に応じて
選択、複合して使用することができます。

Usage
（プール）

Usage
（プール）
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セキュリティ



QlikView のセキュリティ管理

QlikView Server

QlikView
ドキュメントファイル

認可

アクセスしているユーザーは誰か？（本人確認)

ユーザーはどのリソースへのアクセス権限を持っているか？

認証

暗号化

ディレクトリ・サービス
(Active Directory, LDAPなど)

認証連携

監査
ログ

ユーザー

QlikViewのセキュリティ管理は「認証」、「認可」、「暗号化」、「監査ログ」などから成り立ちます。



認証: サポートしている認証方式

認証方式 利用方法 説明
Windows
ユーザー認証

標準機能 • WindowsのActive Directoryを使った認証
• NTLM認証、Kerberos認証、基本認証の利用をサポート

ヘッダー認証 標準機能
(要追加設定)

• Tivoli Access ManagerやSiteMinderなど、SSOソリューションと連携する場合

• 認証をクリアしたユーザーIDをHTTPヘッダーに埋め込んでQlikViewに渡し、そのユーザーで
のログオンを許可する仕組み

WebTicket
認証

認証の仕組みを
要開発

• Webポータルやカスタムページを経由したLDAP認証など、HTTPヘッダーを使用しない認証
システムと連携する場合

• 認証をクリアしたユーザーIDでチケットを発行し、そのチケットでユーザーを識別
Custom 
Directory

フォーム認証 • QlikView内でユーザーを管理し、フォーム認証でログオンを許可する仕組み

• 認証 (=Authentication)
アクセスしているユーザーは誰か？（本人確認)

• 以下のユーザー認証方法をサポートしています。



認可：ドキュメントとデータに対するアクセス許可

• 認可 (= Authorization)

– ユーザーはどのリソースへのアクセス権限を持っているか？

• 認証の完了後、次に「何を見る/操作する」ことが許可されているのかを判断します

• QlikView のアクセス許可レベルは以下の2通りがあります

– ドキュメントに対するアクセス許可（=ドキュメント参照権限）

• NTFS Windows によるファイルアクセス権管理

• DMS QlikView によるファイルアクセス権管理

– データに対するアクセス許可 (=行/列レベルセキュリティ) 

• Section Access (動的削除)

• QlikView PublisherのLoop & Reduceによるレポート分割



認可：ドキュメントに対するアクセス許可

• NTFS
– Windows上でのファイルアクセス権管理
– Active DirectoryやNTLMの認証方式を利用している

場合には一般的にこちらの方式を利用します

• DMS(Document Metadata Service) 
– QlikViewの管理コンソール上でのファイルアクセス権管理
– HTTP Header, WebTicket, Custom Directoryなど

で非Windowsユーザーの認証を行っている場合にはこちら
の方式の利用が必須です

QlikViewでは認可の方式として、DMS モード、NTFS モードのいずれかが利用可能です。



データレベルドキュメントレベル オブジェクトレベル

QlikViewでは様々なレベルでユーザー/グループごとにきめ細やかなセキュリティ制御をかけることが出
来ます

データ(行/列)に対するアクセス許可: Section Access

顧客分析用
ドキュメント

販売分析用
ドキュメント

東京支社

大阪支社

一般社員

部門長

人事管理用
ドキュメント

支社 顧客 売上

東京 A 1000

東京 B 2000

大阪 C 1500

大阪 D 3000

支社別予算

支社別売上

社員個人情報

等級構成比

※NTFS/DMSのアクセス許可で設定 ※オブジェクト毎のプロパティで設定 ※SectionAccess機能により設定

社員名 部署名 給与 等級

社員A 広報 100 A

社員B サポート 200 特A

社員C 英御 150 B

列単位

行単位



データ(行/列)に対するアクセス許可: Loop & Reduce

地域や組織別に対象データを絞ったレポートを、レポート参照のパフォーマンス劣化の影響を抑えながら公開する目
的で、PublisherのLoop & Reduceの機能を使ってQlikViewドキュメントを分割することが可能です。

QlikView Publisher

全国売上
データ

札幌支店データ

仙台支店データ

大阪支店データ

横浜支店データ

・
・
・

QlikView Server

福岡支店データ



Section AccessとLoop & Reduceの比較

Section Access Loop & Reduce

メリット ・一つのレポートで参照権限を与えられたデータ
をまとめて見ることが可能

・データロード時に細かい単位にファイルが
分割されるため、レスポンスが優れる

・細かい単位でファイルがメモリーにロードされ、
システム全体のリソース利用効率が優れる

デメリット ・ファイル参照時にユーザーに閲覧権限を付加された
表示対象データに絞られるため、レスポンスが劣る

・1つのファイルサイズが大きくなり、システム全体
のリソース利用効率が劣る

・分割されたデータを一つのレポートでまとめて参照
することは不可



監査ログ

• ユーザーの操作をログファイルに記録
• 誰が、いつ、どのデータを参照し、どんな操作を行ったかをト

ラッキング

ログに記録される操作:
 シートの選択
 値の選択
 ブックマークの使用
 レポートの使用
 オブジェクトのクリア
 すべてクリア



通信の暗号化

• QlikView Server と Windows ベースのクライアントの間の通信はすべて暗号化

• QlikView Server はクライアントが接続するとき、RSA アルゴリズムに基づいた 128 ビットの暗号を確立

• Ajaxクライアントの場合は、SSLを利用可能

27

iPhone/iPad

IE Plug-in

Windows
クライアント

AJAX

128ビット暗号化

HTTPS/SSL

HTTPS/SSL

128ビット暗号化
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運用・管理
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QlikView Management Console(QMC)

• QlikViewサイトの設定・管理に利用

 QlikView Server

 QlikView Web Server

 QlikView Publisher

• 以下のURLからアクセス：

http://<ホスト名>:4780/qmc



ディレクトリサービスコネクタ(DSC)によるユーザー情報取得

• 構成済みのディレクトリ サービスに接続してユーザーID、ユーザー名、所属グループなどのユーザー情報を取得
• ユーザー情報は中央ノードから子ノードに対して同期

ディレクトリサービスコネクタ
(DSC)

Active 
Directory

LDAP ODBC

② ディレクトリを選択③ ディレクトリ内のユーザー・
グループ一覧を取得

① ディレクトリへの接続設定



ドキュメントへのユーザーのアクセス設定

外部認証プロバイダ
(Active DirectoryやLDAP)上の

ユーザー設定

QlikViewでの
権限設定

ユーザーA

ユーザーC

QVUsersグループ

レポート1

QVUsersグループに
アクセス権を付与

レポート1

ユーザーA

ユーザーC

ユーザーB

ユーザーB



Remote Management Services (RMS)

テスト 受け入れ 本番

QlikViewアプリケーションの移行

QlikView PublisherのRemote Management Serviceの機能を利用することにより、タスクを
DTAP内のサーバー間で移行することが可能

Publisherリロードタスクの移行

※ Supporting TasksについてはRemote Management Servicesによりインポートを行うことが出来ません。



アプリケーション開発フロー：3ランドスケープ

開発リクエスト
フォーム

優先順位
付け

アプリケーション
要件

設計開発

単体テスト

テスト
合格?

移行
(開発→テスト)

限定公開

ユーザー
テスト

公開
テスト

セキュリティ
テストテスト結果

テスト
合格?

移行
(開発→テスト)

限定公開

ユーザー
テスト

公開
テスト

セキュリティ
テストテスト結果

テスト
合格?

本番前
チェック
リスト

N
O

Y
E
S

公開

開発環境 テスト環境 本番環境

NO

NO YES
YES

3ランドスケープ（開発・テスト・本番環境）の基本的なアプリケーション開発ワークフローは以下となります。



アプリケーション開発フロー： 承認プロセス

承認会議
結果

未承認アプリケーション

承認済みアプリケーション

承認

レビュー
結果

アプリケーション承認会議

時間：1～2時間

• レビュー責任者が会議を進行
• 右の順でレビューを実施
• 他の開発者も必要に応じて参加
• レビュー責任者はQlikViewに精通しているこ

とが望ましい
• エンドユーザーには承認プロセスの重要性につ

いて認識してもらう

データレビュー

デザインレビュー

ファンクションレビュー

• データソース：QVD利用最適化、データモデル設計
• データ要素：命名規則
• リロード：スケジュール、実行時間
• 再利用性

• ブランド、レイアウト、見た目と使い易さ
• 一貫性とテンプレートの利用
• レイアウト：タブやオブジェクトの配置と操作性
• 再利用性

• 要件適合度と効率性
• パフォーマンス、レスポンス、ロード時間
• 標準機能の有効活用
• スケーラビリティ
• 保守とサポートの容易性
• 再利用性

開発者
作成したアプリケーションのデモとアーキテ
クチャ及びデザインと機能の説明

レビュー責任者
会議のオーナーとして会議設定と当日の
進行責任を負う。議事録の作成。

レビュー担当者
参加者としてアプリケーションの
評価のための質問やフィード
バックを行う

QlikViewアプリケーションの「承認」を受けるためのチェックポイントの役割を果たします。

承認済み
アイコン

未承認



アプリケーション開発フロー：チェックリスト
開発者チェックリストを利用して開発のベストプラクティスを強調・強化することを推奨しています。

ベストプラクティスのテンプレートおよびサンプリからチェックリストを作成することが推奨されます。



パフォーマンスのモニタリング：パフォーマンス計測の必要性

データ量
100MB

データ量
1GB

データモデル
スター型
（5テーブル)

データモデル
スノーフレーク型

(20テーブル)

アプリケーション
3オブジェクト
3計算式

アプリケーション
30オブジェクト

30計算式

計算式
シンプル

計算式
複雑

ユーザー
10ユーザー
10クリック/セッション

ユーザー
30ユーザー

50クリック/セッション

パフォーマンスは多くの要素によって大きく影響を受けるため、パフォーマンス計測が随時可能な環境を
事前に準備し、検証を実施して実測値ベースでアーキテクチャー等の計画を立てていくことが必要です。

VS.

VS.

VS.

VS.

VS.



パフォーマンスのモニタリング：Scalability Tools

• アプリケーションのロードテスト
 アプリケーションが十分なレスポンスタイムを提供するか

本番稼働・リリース前に検証
• ハードウェア キャパシティ・拡張性の検証

 現行システムの限界値やリソース追加(クラスタノード追
加など)の効果測定

• パフォーマンスチューニングの効果検証
• ハードウェアのベンチマークテスト

パフォーマンスのテスト環境を事前に準備し、アプリケーションのロードテストや拡張性の検証など各種テストを計画
的かつ継続的に実施することが望ましい。

チューニング前と後や、同時セッション数の異なるパ
ターンなど、レスポンスタイムやリソース利用状況の
検証・比較が可能

ドキュメントのオープン、シートの切り替え、選択、
選択を行う間隔などのユーザーアクティビティのシナ
リオを作成可能

※ 当ツールは正式サポート対象外のツールとなります。



アプリケーションの最適化：QlikView Optimizer

最適化のため、どのオブジェクト、テーブル、フィールドが多くのメモリを消費しているか確認が可能

• Database Symbols: データのポインタ
 消費量が多い場合、Autonumberの利用等を検討

• Database Table：データの一意の値リスト
 消費量が多い場合、列の削除、集計などを検討

• Sheet objects：シート上のオブジェクト
 消費量が多い場合、軸の数や計算ロジック、ソート方法の見直しを検討

• State space：フィールドの選択状態を保持している領域
• Variable：変数

QlikView Optimizerなどのツールを利用し、アプリケーション単位でのパフォーマンス最適化を開発・テスト・メン
テナンスのフェーズを通じて実施することができます。

※ 当ツールは正式サポート対象外のツールとなります。



データガバナンス：ガバナンスの必要性

分析システムを効率的・安定的に運用し、かつ変化するビジネス環境やニーズに対して適応させていくには、以下
の様な情報を適切に管理し、把握・分析することが必要。

どのアプリケーションが良く使われている
か？

どのユーザーが良くアクセスしており、どのアプ
リケーションを使っているか？

システムのCPU・メモリの利用率はどの程
度か？拡張は必要ないか？

アプリケーション・デザインの複雑性などに
課題はないか？

あるデータソースを変更すると、
どのアプリケーションに影響を与えるか？

ある計算式はどの複数レポートで
使われて、定義に一貫性はあるか？



データガバナンス：Governance Dashboardとは

• QlikView運用環境の可視化

 サーバーの統計情報の把握、「データ来歴分析」や「影響分析」の実施

 シートオブジェクト、計算式、データソース、ファイル情報などのメタデータ管理

• コンプライアンスの強化

• ベストプラクティス構築のための基盤を提供

QlikViewでは適切なガバナンスを実現するために、QlikView Governance Dashboardを無償の
QlikViewアプリケーションとして提供しています。



データガバナンス： Governance Dashboardの画面一覧

Dashboard
QlikView Server(QVS)および
Publisherのシステム利用状況サ
マリを表示します。

Server
QlikView Server(QVS)のエ
ラー・警告の数、及びメモリ・CPUの
利用状況を表示します。

Publisher
QlikView Publisherのタスク実
行履歴やタスク実行統計などを表
示します。

Session
QlikView Serverのセッション利
用状況を表示します。

Log Details
QlikView Server(QVS)のログ明細を
表示します

Complexity
アプリケーションの複雑性に関する情報を
表示します。

Objects
QlikViewアプリケーションに含まれるオブ
ジェクトの情報を表示します。

Lineage
データの来歴情報を表示します。

QlikView Governance Dashboardでは以下の画面が提供
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バックアップ＆リカバリー

以下がQlikViewコンポーネントの重要なバックアップ対象となります。変更の頻度とリカバリー可能なポイントを考慮して
バックアップ＆リカバリの計画を行う必要があります。



Thank you
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