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概要 

 
サーバーの仮想化技術は以前から利用されていましたが、近年、仮想化の採用が拡大していますが、大企

業がビジネスのコアとなる重要なアプリケーションの稼働サーバー環境を、仮想化技術を基盤にして構築し始

めたのはほんの数年のことといえるでしょう。とはいえ、仮想化はすでに広く採用されており、現在では多くの

企業にとって、専用物理サーバーを使用することは、例外的なケースとなりつつあります。通常これらの例外

となるのは、高性能メモリと CPU を駆使したアプリケーションであり、これらは元々サーバー仮想化の促進役

だった、メモリおよび CPUの活用が不十分なモデルには適合しません。 

多くの QlikViewの顧客は、QlikViewのすべてのコンポーネントを仮想化することを前提に検討を開始します。

また、QlikView は、さまざまな Business Discovery アプリケーションを構築できる堅牢なプラットフォームを

提供しています。そのため、複雑なビジネス要件を有し、パフォーマンスへの期待が厳しい顧客にとっては、

実稼働環境の QlikView Server は専用の物理ハードウェア上を選択した方が適切といえる場合もあります。。

ただし、このような場合でも、その他多数の導入コンポーネントを仮想化することで、顧客は全体的な仮想化

の割合目標を達成することができると認識することが重要です。 

本資料は、QlikView Server 導入の仮想化を検討されている情報システム担当者を対象しています。。最初

に、サーバー仮想化の背景を説明し、次に、QlikView Server コンポーネントを仮想化する上での考慮事項

について述べていきます。 
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サーバーの仮想化とクラウド環境の利用 

大幅なコスト削減 

大企業内でサーバー仮想化が急速に採用されている主な理由のひとつは、コスト削減です。サーバーを仮想

化することで、複数のオペレーティングシステムを単一のサーバー・ハードウェアで共有することで、企業は購

入および管理しなければいけない物理サーバーの数を大幅に削減できます。さらには、データセンターの容

量や電力消費などの関連インフラの削減によって、さらなる節約が実現可能です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.theregister.co.uk/2013/03/15/vmware_server_virtualization_sddc/page3.html 

 

運用管理上のメリット 

仮想化には、運用管理面でのメリットもあります。これはコスト面でのメリットと同様に重要です。例えば、管理

者は最新のハイパーバイザーを使用することで、アクティブなサーバーのオペレーティングシステムを、1 台の

ハードウェアから別の場所にダウンタイムなしで移行することができます。そのため、ハードウェアの保守や

アップグレードをサポートするために、計画的なシステム停止を行う必要がなくなります。 
 

仮想化環境利用の変遷 

コスト面および運用面のメリットを把握することは重要ですが、一方で、メモリや CPU などのシステムリソース

を十分に活用していないソフトウェアが動作している環境であったため、仮想化が可能になったことを記憶して

おくことも重要です。 

このような環境では、演算能力に対する要求が、サーバー技術の進歩と常に同じ速度を保っていたわけでは

ありませんでした。かつては、リソースが極めて不足していたアプリケーションでさえ、ハードウェアを 2～4 倍

強力なものに交換したために、最終的には過剰な容量を装備していました。そのため、時にはピーク時の使

用率が 1桁になるといった、リソースの活用が極めて不十分な状況が発生していました。 
 

  

http://www.theregister.co.uk/2013/03/15/vmware_server_virtualization_sddc/page3.html
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基本的なサーバーの仮想化 

企業の IT インフラをより有効に活用しようとする取り組みにおいて、システム管理者はサーバーの仮想化を

実装します。これにより、1 台のサーバーハードウェア（以下「ホスト」）を、複数のオペレーティングシステム

（以下「ゲスト」）間で共有できるようになり、各ゲストは物理インフラの下層の一部を割り当てられます。 

このリソース共有を統合するソフトウェアは、ハイパーバイザーと呼ばれます。ハイパーバイザーは複雑なレイ

ヤーをもう一つ環境に追加しますが、最新のハイパーバイザーはますます効率化しています。適切にサイジン

グされ、適切に管理されたマシン上では、仮想レイヤーが与えるパフォーマンスへの影響は通常最小限（5％

未満）におさえられます。さらに、状況によっては、仮想化がパフォーマンスを実質的に向上するケースもあり

ます。これは通常、これまで同じホスト上に共存する複数のサーバーが互いに通信を行うために、ネットワー

クを全探索する必要があった場合などに起こり、仮想化により、このようなシステム間のネットワーク遅延が解

消されることなどが要因です。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーバーサブスクリプション 

技術の進化により、継続的にハードウェアのパフォーマンスが向上したことによって、どのホストでもサポート

できるゲスト数が増加しました。 

より多くのゲストが同じホストに共存すれば、それらのゲストのピーク時の使用率がすべて同時に最大になる

可能性は低下します。そのためシステム管理者は、下層のホストのハードウェア使用率を向上させるための

戦略を、あらためて模索する必要がありました。 

過去の不十分な 

サーバー活用 

サーバー技術の向上がリ

ソースの消費ニーズに

勝っていたことから、従来

型の専用サーバーの導

入するにあたっては、ピー

ク時■さえもサーバーリ

ソースの不十分な活用■

に悩まされていました。 

仮想化が効率性 

を向上 
仮想化により、IT管理者

は、物理「ホスト」サー

バーを複数の「ゲスト」オ

ペレーティングシステム間

で共有できるようになった

ため、運用目標に近接し

て並んだハードウェア使

用率が実現。 
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使用量をさらに引き上げるために、一般的に使用される実装方法の 1 つがオーバーサブスクリプションです。

管理者は、各システムのピーク時間はさまざまにもかかわらず、高い使用率を維持するために、実際に存在

する以上のシステムリソースを割り当てます。ここで、管理者は下層のリソースを効率的に使用するという要

望と、過剰なゲストシステムが同時にリソースを使用しようとする実際のリスクとのバランスを取る必要があり

ます。 

この競合が起きた場合には、ゲストがメモリや CPUなど、下層のリソースに対するアクセスを受け取る速度を

本質的に低下させることで、これを調整する必要があります。メモリと CPU を駆使したリアルタイムのアプリ

ケーションにとって、このパフォーマンスの低下は容認できない場合があります。 

オーバーサブスクリプションを使用する場合、アプリケーションのパフォーマンスは保証されません。よって

QlikTech は、QlikView のサーバーサイド・コンポーネント、とりわけ QlikView Server に、CPU やメモリを

含む専用リソースを確保することを強く推奨します。 

 
 

クラウド 

仮想化技術を考察する際には、しばしば、クラウドについても関連トピックとして議論されます。クラウドという

用語は、多くの意味をもちますが、ここでは、クラウドとは、仮想ゲストがサードパーティの管理を行うオフサイ

トのインフラにおいてホストされる状況を表すものと定義します。 

クラウドのサーバー容量を購入する顧客には、サーバーを必要に応じてオン／オフにし、使用している間のリ

ソース料金を支払うだけでよいという利点があります。しかしながら、クラウドの利用者は、通常、ハイパーバ

イザー・レイヤーや下層の物理ハードウェアを見ることはできません。つまり、これらのコンポーネントに対して

何らかの調整が行われた場合、それがほんのわずかな調整であっても、パフォーマンスの問題につながる可

能性があります。 

QlikViewとクラウドの詳細については、以下のホワイトペーパー「QlikView in the Cloud」をご参照ください。 

http://www.qlikview.com/us/explore/resources/whitepapers/qlikview- in-the-cloud 

オーバーサブスクリプション 
管理者は、オーバーサブスクリプ

ションによって、すべてのシステム

が同時に最大になることは基本的

にないと考え、運用目標を超える割

り当てを行います。これにより、運

用リスクの増加と引き換えに、イン

フラのさらなる圧縮が実現します。 

http://www.qlikview.com/us/explore/resources/whitepapers/qlikview-


 

QlikViewとサーバーの仮想化  |   8  
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ハイパーバイザーの進化 

これまで見てきた通り、仮想マシンの管理は、物理マシンを複数に分割するような単純な作業ではありません。

ハイパーバイザーは、ゲストの各オペレーティングシステムが、必要とする下層のハードウェアリソースを調整

することにより、複数のゲストが交代でアクセスするための調整を行うことがあります。この調整は、システム

のパフォーマンスに影響を与えます。軽微なパフォーマンスの劣化の場合もありますが、複数のゲストが同じ

リソースをめぐって競いあっている場合には、著しいパフォーマンスの劣化がおこる可能性もあります。 

サーバーハードウェア・ベンダーが複数存在するのと同様に、複数のハイパーバイザー・ベンダーが存在しま

す（Xen、KVM、VMWare、Hyper-V など）。ベンダーは管理ツール、パフォーマンス、およびゲストの最大サイ

ズの向上に尽力していることから、各ハイパーバイザーがさまざまなパフォーマンス特性を有し、それぞれが

異なる速度で進化していくことを理解することが重要です。なぜなら、現在は仮想化の有力候補である可能性

がないアプリケーションが、ハイパーバイザーが進化を続けるにつれて、次第に有力候補となることも起こりえ

るからです。 

 
 

VMwareゲストの最大サイズ 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

VMware は、現在大企業で広く採用されているハイパーバイザーです。この表において、ゲストサイズの上限

は、わずか 2年でメモリ 256 GBの 8コアから、メモリ 1 TBの 64コアに進化したことがわかります。 

ただし、これは、論理的な机上の上限であり、多くの IT グループは、パフォーマンスを含む運用上の理由から、

仮想化環境で積極的に管理するゲストのサイズに上限を設けます。実際の上限は、利用状況に応じて、企業

ごとにさまざまです。 
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仮想化における一般的な考慮事項 

 
QlikTechは、仮想化環境で動作する QlikView Server製品をサポート対象としています。（サポート・ステート

メントについては、付録 B「QlikView仮想化のサポート・ステートメント」をご参照ください。） 

ただし、QlikView に限定された問題ではなく、一般的に、メモリや CPU を駆使したあらゆるアプリケーション

の仮想化を検討する場合、考慮が必要であり、QlikView Server もその例外ではありません。QlikView は、

多様な Business Discovery アプリケーションを構築できる堅牢なプラットフォームを提供しています。これら

のアプリケーションは、リアルタイムのレポート再計算、ビジュアライゼーション、およびダッシュボードを直接ビ

ジネスユーザーに提供する QlikView Serverのインメモリ分析エンジンによって構成されています。 

多くの既存の QlikView ユーザーは、技術的には、QlikView の導入におけるすべてのコンポーネントを仮想

化できることを認識しています。しかしながら、ハイパーバイザーがパフォーマンスのオーバヘッドを課すため、

複雑なビジネス要件を有し、パフォーマンスへの期待が厳しいユーザーにとっては、実稼働の QlikView 

Server は専用の物理ハードウェア上で、より適切に機能すると判断する場合があります。このような場合でも、

その他多数の導入コンポーネントを仮想化することにより、顧客は全体的な仮想化の割合目標を達成するこ

とができると認識することが重要です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各 QlikView プラットフォームのコンポーネントの詳細については、付録 C「QlikView プラットフォームのサー

バーコンポーネント」をご参照ください。 

 

QlikView プラットフォームの仮想化を検討する場合、最も考慮すべきコンポーネントは実稼働の QlikView 

Server（QVS）です。QVS は、インメモリ分析エンジンを搭載したコンポーネントです。インメモリ分析エンジン

は、ユーザーが動的にデータ検索を行う際に、QlikView アプリケーションで、その処理を即時に実現する

QlikViewの中心的機能です。 

本資料の残りの部分では、QlikView Server 仮想化における一般的な考慮事項を中心に説明していきます。

また、パフォーマンスおよびスケーラビリティに関する追加資料は、QlikTech スケーラビリティセンターから定

期的に公開されます。弊社のWebサイト上、ならびに以下の Qlik Communityサイトの QlikView Scalability

グループにて入手可能です。 

http://community. qlikview.com/groups/qlikview-scalability 

  

http://community/
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QlikView Server（QVS）の仮想化における考慮事項 

 
QVSパフォーマンスの決定要素 

QVS のパフォーマンスは数々の要素によって決定され、環境、アプリケーション開発、使用パターンに分類す

ることができます。QlikView 環境のパフォーマンスを考察する際は、これらの要素を網羅的に考慮することが

重要です。 

環境の観点から、QlikView Server はメモリと CPU のパフォーマンスに大きく依存します。この点は、その他

多数の BIアプリケーションと異なります。多くの BIアプリケーションのパフォーマンスは、クエリや少量または

大量のリクエストをサポートする際、ディスク I/O やネットワークのスループットに依存します。一方 QlikView 

Server は、メモリベースのリアルタイム BI プラットフォームであるため、使用可能なメモリと CPU のみならず、

CPUが RAMにアクセスできる速度にも影響を受けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

QVS仮想化のパフォーマンスへの影響 

上記のケース以外でも、多くの要素が、仮想化環境における QlikView Server のパフォーマンスに影響を及

ぼします。下層のハードウェアモデル、BIOS設定、ハイパーバイザーのソフトウェア、そしてリソースの確保や

オーバーサブスクリプションの採用などがその例です。 

QlikTech スケーラビリティセンターが実施したテストでは、サーバー仮想化の追加によりパフォーマンスが受

ける影響は、通常わずかであることが示されています（5％未満）。しかしながら、テストのシナリオ、とりわけ

サーバーが大量のロードを行うシナリオでは、仮想化の追加によってパフォーマンスが 35％も低下しました。 

一般的な推奨事項を以下で示します。最新のテスト結果および推奨事項については、Qlik Communityサイト、

http:// community.qlikview.com/groups/qlikview-scalability の QlikView Scalability グループをご参照くだ

さい。 

効率性  

パフォーマンス  

スループット 

アプリケーション 使用法 • Q

V

W

の
数 

• Q

V

W

の
サ
イ
ズ 

• Q

V

W

の
複
雑
性 

• デ
ー
タ
モ
デ
ル 

 

• QVWの数 

• QVWのサイズ 

• QVWの複雑性 

• データモデル 

• シングルスレッド ops 

• 最適化コード 

• レンダリングされた表の数 

• 使用されたオブジェクトの種類 

• 同時ユーザー数 

• セッション時間 

• セッション選択 

• 選択／分 

• ファイルへのエクスポート 

• 事前キャッシュ 

• 選択順序 

• 選択の独自性 

• アプリケーションの 

アーキテクチャ 

• 使用されたオブジェクトの種

類 

• CPUコア数 

• RAM（GB） 

• サーバー数 

• プリロードアプリ 

• ロードバランス 

• CPU速度 

• QPIパフォーマンス 

• BIOS設定 

• ディスク速度 

• QVS設定 

環境 

http://community.qlikview.com/groups/qlikview-scalability
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QVS仮想化における一般的な推奨事項 

キャパシティプランニング 

QlikView 環境の適切なサイジングと継続的なモニタリングは、QlikView 導入の成功にとっても不可欠ですが、

仮想化されたサーバー環境を利用する際には、特に重要な成功要因となります。専用の物理ハードウェアと

比較して、とりわけ大量のロードが実行されている場合は、仮想サーバーではパフォーマンスの低下がより顕

著であることが、テスト結果によって示されています。 

CPU とメモリのモニタリングは、システム運用担当者が使用できるさまざまな標準システムツールを利用して、

実装できます。また、QlikView Systems Monitorツールを活用することで、QlikView Serverのシステム運用

について、さらなる知見を得ることができます。 

ホワイトリストのサーバー・ハードウェアの使用、およびBIOS設定 

QlikTech スケーラビリティセンターは、テスト結果に基づいた、QlikView の推奨ハードウェア一覧を公開して

います。この一覧、および関連する BIOS 設定の推奨事項については、Qlik Community サイトの QlikView 

Scalabilityグループにて入手可能です。 

QlikView ServerのCPUとメモリ確保の必要性 

仮想化環境のオーバーサブスクリプションは、サーバーが下層のリソースにアクセスする速度を低下させます。

CPU とメモリを駆使したリアルタイムの QlikView Server の性質を考慮すると、このような速度の低下は、

QlikView Serverのパフォーマンスに実質上の影響を与える可能性があります。 

オーバーサブスクリプションを使用する場合、アプリケーションのパフォーマンスは保証されません。よって

QlikTech は、QlikView のサーバーサイド・コンポーネント、とりわけ QlikView Server に、CPU やメモリを含

む専用リソースを確保することを強く推奨します。 

構成のメンテナンス 

仮想サーバー環境は、特有の運用リスクを有しており、このリスクには注意を払う必要があります。仮想化は、

まさにその性質から、下層のハードウェアからオペレーティングシステムを抽出します。そのためシステム管

理者は、ハードウェアの保守やアップグレードを行うために、ゲストを 1 台の物理サーバーから別のサーバー

に移管できます。ゲストは短時間のサービスの停止、もしくは、停止時間なしで実行可能です。 つまり、

QlikViewに関する深いシステム管理知識がなくとも、QlikView Server を適切に構成されたハードウェアから、

最適ではないハードウェアに容易に移行することが可能です。 

http://community.qlikview.com/qlikviews/1396
http://community.qlikview.com/groups/qlikview-scalability
http://community.qlikview.com/groups/qlikview-scalability
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QVS専用の物理サーバー 

QlikTech が、仮想化環境でのソフトウェアの利用をサポートしているにもかかわらず、多くのユーザーは

QlikView Serverのコンポーネントを専用の物理サーバー上に構築し、AccessPointや Publisherなど、他の

実装コンポーネントを仮想化環境に構築することを選択しています。その場合、ハードウェアをサーバー・ハー

ドウェアのホワイトリストから、選択することを推奨します。ホワイトリストは、Qlik Community の QlikView 

Scalabilityグループにて入手可能です。 

なお、以下のような点を考慮することを、おすすめします。 

• QlikView は、サーバー仮想化の主な推進要因であるリソースの有効活用のための適正化に関しては、相性

が悪いケースがある。 

• QlikView Serverのパフォーマンスは、リソース（CPU／メモリ）の競合に、大きな影響を受ける。 

• QlikView で最適なパフォーマンスを得るためには、マシンレベルの特定の構成設定が必要。この設定は、動

的に管理される仮想化環境の導入で保守することが困難なケースがある。 

• QlikView Serverに見積もられたサイジング要件を満たすだけのサイズの、仮想マシンを確保できないケース

がある。 
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まとめ 

 
今日では、サーバー仮想化は、急速に企業のインフラ管理における戦略的コンポーネントとなり、一部の企業

では利用標準にさえなっています。QlikView は、仮想化されたサーバー環境でサポートされます。ただし、

CPU とメモリを駆使したインメモリのどのようなアプリケーションにも当てはまることですが、QlikView Server

の仮想化には考察が必要です。 

多くの企業は、適切なサイジングと構成により、完全に仮想化された QlikView 導入が、QlikView の優れた

Business Discovery 体験をビジネスユーザーに提供するために必要なキャパシティとパフォーマンスの双方

をもたらすことに気づきます。適切なサイジング、継続的なキャパシティプランニング、専用のシステムリソース

は、確実な成功に不可欠である重要要素です。 

一方、頻繁にユーザーが利用する、あるいは急速に拡張している QlikView環境におけるパフォーマンスに関

する課題を未然に防止するために、QVS を専用の物理サーバーに導入することを決める企業もあります。こ

のような場合でも、その他多数の導入コンポーネントを仮想化できることで、ユーザーは全体的な仮想化の割

合目標を達成することが可能です。 

QlikView Serverのパフォーマンスは単純なテーマではなく、仮想化は、考慮すべき複数の要因のひとつです

です。パフォーマンス、スケーラビリティ、そしてアーキテクチャに関する理解を深めていただけるよう、弊社の

Web サイトでは多数のホワイトペーパーとテクニカルブリーフをご用意しています。また、QlikTech では環境

のチューニングについてのコンサルティング・メニューを提供してます。ご支援をお求めの際は、弊社のパート

ナー、または QlikViewコンサルティングサービスまでご連絡ください。 

http://www.qlikview.com/us/services/consulting-services
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付録A：参考サイトおよび参考文献 

Server Virtualization Adoption on path to 80% over next 5 years. 

http://www.theregister.co.uk/2013/03/15/vmware_server_virtualization_sddc/page3.html 

QlikTechスケーラビリティセンター – QlikView Scalabilityグループ  

http://community.qlikview.com/groups/qlikview-scalability 

QlikViewコンサルティングサービス 

http://www.qlikview.com/jp/services/consulting-services 
 

 
 

関連QlikViewホワイトペーパーおよびテクニカルブリーフ 

ホワイトペーパー「QlikView Architectural Overview（QlikViewアーキテクチャ概要）」  
http://www.qlikview.com/jp/explore/resources/whitepapers/qlikview-architectural-overview 
 

ホワイトペーパー「QlikViewスケーラビリティ概要」  
http://www.qlikview.com/jp/explore/resources/whitepapers/qlikview-scalability-overview 

ホワイトペーパー「QlikView Scalability Benchmark （QlikView スケーラビリティ・ベンチマーク）」 
http://www.qlikview.com/jp/explore/resources/whitepapers/qlikview-scalability-benchmark 

ホワイトペーパー「QlikView in the Cloud」  
http://www.qlikview.com/jp/explore/resources/whitepapers/qlikview-in-the-cloud 

テクニカルブリーフ「QlikViewアーキテクチャおよびシステムリソースの利用について」  
http://www.qlik.com/jp//~/media/Files/resource-library/jp/direct/datasheets/DS-Technical-Brief-

QlikView-Architecture-and-System-Resource-Usage-JP.ashx 

テクニカルブリーフ「QlikView Serverのメモリ管理と CPU使用率」  
http://www.qlik.com/jp//~/media/Files/resource-library/jp/direct/datasheets/DS-Technical-Brief-

QlikView-Server-Memory-Management-and-CPU-Utilization-JP.ashxDS-Technical-Brief-QlikView-

Server-Memory-Management-and-CPU-Utilization-EN.ashx’ 

テクニカルブリーフ「QlikView環境におけるスケールアップとスケールアウト」  
http://www.qlik.com/jp//~/media/Files/resource-library/jp/direct/datasheets/DS-Technical-Brief-Scaling-

Up-vs-Scaling-Out-JP.ashxDS-Technical-Brief-Scaling-Up-vs-Scaling-Out-EN.ashx 

http://www.theregister.co.uk/2013/03/15/vmware_server_virtualization_sddc/page3.html
http://community.qlikview.com/groups/qlikview-scalability
http://www.qlikview.com/jp/services/consulting-services
http://www.qlikview.com/jp/explore/resources/whitepapers/qlikview-architectural-overview
http://www.qlikview.com/jp/explore/resources/whitepapers/qlikview-scalability-overview
http://www.qlikview.com/jp/explore/resources/whitepapers/qlikview-scalability-benchmark
http://www.qlikview.com/jp/explore/resources/whitepapers/qlikview-in-the-cloud
http://www.qlik.com/jp/~/media/Files/resource-library/jp/direct/datasheets/DS-Technical-Brief-QlikView-Architecture-and-System-Resource-Usage-JP.ashx
http://www.qlik.com/jp/~/media/Files/resource-library/jp/direct/datasheets/DS-Technical-Brief-QlikView-Architecture-and-System-Resource-Usage-JP.ashx
http://www.qlik.com/jp/~/media/Files/resource-library/jp/direct/datasheets/DS-Technical-Brief-QlikView-Server-Memory-Management-and-CPU-Utilization-JP.ashx
http://www.qlik.com/jp/~/media/Files/resource-library/jp/direct/datasheets/DS-Technical-Brief-QlikView-Server-Memory-Management-and-CPU-Utilization-JP.ashx
http://www.qlik.com/jp/~/media/Files/resource-library/jp/direct/datasheets/DS-Technical-Brief-Scaling-Up-vs-Scaling-Out-JP.ashx
http://www.qlik.com/jp/~/media/Files/resource-library/jp/direct/datasheets/DS-Technical-Brief-Scaling-Up-vs-Scaling-Out-JP.ashx
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付録B：QlikView仮想化のサポート 

 
QlikTech は、仮想化環境で稼働しているかどうかにかかわらず、サポートするオペレーティングシステムで

QlikView Server製品を利用しているお客様をサポートいたします。 

ただし、QlikView は完全にサポートされますが、仮想化の使用によってハードウェアまたはオペレーティング

システム層で生じる相互作用や問題のサポートは、お客様、またはハイパーバイザー・ベンダーの責務である

点をご留意ください。 

サポート・ステートメントは、以下の VMWareのWebサイトにてご覧いただけます。 

http://www.vmware.com/files/pdf/isv/QlikTech_Support_Statement.pdf 

http://www.vmware.com/files/pdf/isv/QlikTech_Support_Statement.pdf
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付録C：QlikViewプラットフォームのサーバーコンポーネント 

 
QlikView のプラットフォームを構成するサーバーサイド・コンポーネントは数多く存在します。小規模な導入で

は、シングルサーバーがこれらのコンポーネントを実際にはいくつでもホストします。ただし企業のお客様は、

通常各コンポーネントを各自のシステムに導入します。実際、各種類の複数インスタンスを持つ場合もありま

す。 

QlikView AccessPoint 

AccessPoint は、Web ベースのユーザーポータル・サーバーです。AccessPoint は、QlikView には独自の

Web サーバーがありますが Microsoft IIS（Internet Information Services）を利用することも可能です。

AccessPoint は、既存のディレクトリサービス・プロバイダーに対するクライアントの許可も処理します

（Microsoft Active Directory、eDirectoryなど）。 

QlikView Server 

QlikView Server（QVS）は、インメモリ分析エンジンを搭載したサーバーサイド製品です。インメモリ分析エン

ジンは、ユーザーが動的にデータを検索する際に、QlikView アプリケーションで動的な再計算を実現する

QlikViewの中心的機能です。 

QVS は、サーバー導入のあらゆる側面（セキュリティ、クラスタリング、分散など）を制御する管理アクセスを

提供する QlikView Management Console（QMS）を搭載しています。 

QlikView Publisher 

QlikView Publisher は、QlikView Server へのデータのロードや配信に関する数々の機能を実行するサー

バーサイド・コンポーネントです。 

(1) さまざまなデータソースから、QVS のメモリに高速にロードできるよう最適化および圧縮された中間処理

段階の QVW ファイルにデータをロードします 

(2) セキュリティや、データを基盤とするその他のルールに基づき、データセットを削減する機能を提供します 

(3) データを適切な QlikView Serverに配信します（地域による配布など） 

(4) 必要な場合は、静的な PDFレポートを Eメールで配布します 

QlikView Expressor 

QlikView Expressor は、QlikView アプリケーションで使用されるデータを準備・管理するために、視覚的なイ

ンターフェースを提供するサーバーサイド・コンポーネントです。QlikView Expressor は、QlikView の実装で

データフローを管理するために利用されますが、その過程で、ソース、ターゲット、およびビジネスルールのメ

タデータを定義し、取得します。データに関する取り組みをプロジェクト間で再利用できるため、QlikView のス

クリプト記述を削減し、QlikView導入におけるデータと計算値の一貫性の向上を後押しします。 
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