
 

Qlik Scalability Center Technical Note  |  1 

 

 

Qlik スケーラビリティセンター・ 

テクニカルノート 

 

 

QlikView 検証済みサーバー 

QlikTech のスケーラビリティセンターで最もよく受ける質問の 1 つが、「どのマシンを購入したらいいで

すか？」というものです。これは回答するのが難しい質問です。お客様のデータ量とユーザー数だけで

なく、QlikView アプリケーションのデザインや、データ処理環境におけるその他のさまざまな要因次第

で、回答が変わってくるためです。スケーラビリティセンターは、特定のサーバー・ソリューションを推奨

あるいは保証することはできませんが、ハードウェアを容易に選定するために情報を提供することは可

能です。本資料では、スケーラビリティセンターがQlikView Hardware Benchmarking Packageを使っ

てテストを実施し、一般的なQlikView環境で良好なパフォーマンスを達成したことを示す結果を挙げた

ハードウェアの「ホワイトリスト」を公表します。このホワイトリストは、QlikTech のプリセールスおよびコ

ンサルティングサービス用の予備ガイドとして使用できます。しかしどのような顧客であっても、実際の

サーバーの選定はトレーニングを受けた QlikView のプロフェッショナルのコンサルテーションを通じて

決定するべきであり、この資料だけを拠りどころとして判断を下すべきではありません。 

 

Benchmarking Package について 

QlikView Hardware Benchmarking Package では、異なるハードウェア同士で「同一条件下での」比

較を促す一連のテストを実施します。お客様とパートナーの皆様は、このパッケージをダウンロードして、

サーバーのテストに用いることをお奨めします。テスト結果をスケーラビリティセンターにご送付いただ

ければ結果を確認し、適切な場合には、テストされた設定をテスト済みサーバーのリストに追加します。

詳しくは、 

http://community.qlikview.com/docs/DOC-2942をご覧ください。 

QlikView Hardware Benchmarking Packageは、サーバーのパフォーマンスの異なる領域に焦点を

当てた、2つのパートと 6種類のテストで構成されています。以下の表では、このパッケージで使用され

るテストの種類と、重点領域についての簡単な説明を示しています。 

 

http://community.qlik.com/docs/DOC-2942
http://community.qlik.com/docs/DOC-2942
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サーバーの選択基準 

スケーラビリティセンターは、異なるハードウェア設定と QlikView のバージョン、および QlikView の異

なる使用方法（前記のテスト内容を参照）を比較するベンチマークテストを実行して検収します。これら

の結果から、どの組み合わせのパフォーマンスが良好であり、どの組み合わせがそうでないのかがわ

かります。ここで言う「パフォーマンスが良好」とは、テストが行われた環境において、類似のサイズを

持つ他のサーバーと比較して、テスト対象のサーバーが良好なスループットと迅速なレスポンスタイム

を実現していることを意味します。リストでは、ベンチマークの結果に基づき、特定のカテゴリーの中で

最も優れたパフォーマンスを実現したサーバーを提示しています。 

 

サーバーの推奨リストの利用方法 

テスト済みサーバーの「ホワイトリスト」（後記の表を参照）は、スケーラビリティセンターのテスト環境で、

良好なパフォーマンスを実現したサーバーのリストを表示しています。しかし、このリストは提示されて

いる設定があらゆる環境で十分な性能を発揮するのに十分か、という疑問に答えるものではありませ

ん。提示されているサーバーのうち、お客様固有の要件に対応するためにはどのサーバーが何台必

要となるのかということは、付随する多くの要素（ユーザー数、使用パターン、アプリケーションのデザイ

ン、期待するパフォーマンスなど）が関連しているため、一般的なベンチマークテストの結果から判断す

ることはできません。ベンチマークと併せて、トレーニングを受けた QlikView のプロフェッショナルがコ

ンサルテーションを担当する場合に限り、特定のシナリオに対して、推奨できる選択肢が示されます。

ただし特定のサイズのサーバーを探しているのであれば、以下に提示したサーバーの 1つを選定すれ

ば、それが最適な選択肢のうちの 1つである可能性は高いと言えます。 
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テストクライアント テスト内容 テストの重点領域 

デスクトップクライアント シナリオ：重い演算処理を実行するマ

クロ 

アプリ：10億レコード 

CPU処理能力 

Ajax クライアント 

（JMeterでシミュレート） 

シナリオ：クリック間の思考時間がほと

んどない同時ユーザー50 人が、負荷

の軽い演算処理を実行。キャッシュさ

れた値の選択は無し。 

アプリ：5,000万／2億レコード 

完全なアーキテクチャのテス

ト。メモリバスと CPU 処理の

組み合わせ。 

 

Ajax クライアント 

（JMeterでシミュレート） 

シナリオ：クリック間の思考時間がほと

んどない同時ユーザー50人が、キャッ

シュされた演算処理を実行。選択は固

定的であり、ランダムではない。 

アプリ：5,000万／2億レコード 

キャッシュされた結果をフェッ

チして送信するベンチマーク

性能。 

Ajax クライアント 

（JMeterでシミュレート） 

シナリオ：クリック間の思考時間が 5秒

である同時ユーザー1人が、負荷の軽

い演算処理を実行。キャッシュされた

値の選択は無し。 

アプリ：5,000万／2億レコード 

他ユーザーの影響を受けな

い条件下における、メモリバ

スと CPU 処理のベンチマー

ク性能 

 

Ajax クライアント 

（JMeterでシミュレート） 

シナリオ：クリック間の思考時間が 5秒

である同時ユーザー1 人が、キャッ

シュされた演算処理を実行。選択は固

定的であり、ランダムではない。 

アプリ：5,000万／2億レコード 

他ユーザーの影響を受けな

い条件下における、キャッ

シュ検索と結果セットの送信

ベンチマーク性能 

Ajax クライアント 

（JMeterでシミュレート） 

シナリオ：クリック間の思考時間が 20

秒である同時ユーザー10 人／5 人

が、負荷の重い演算処理を実行。 

アプリ：5,000万／2億レコード 

CPU の計算能力をベンチ

マーク。これは、スタンドアロ

ンのテスト（1つ前のテスト）に

最も近い Ajaxテストである。 
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パフォーマンス ベンチマークが検証されたサーバー※： 

チップセット CPU 

ソケット 

評価マシン 

Intel Xeon 

E5 2670 / 2680 / 2690 

2 IBM x3650 (E5-2670) 

Dell R720 (E5-2670) 

HP Proliant DL380p G8 

(E5-2690) 

Intel Xeon E5  

2690 / 2697 v2 

2 Cisco UCS C240 M3 

(E5-2690v2) 

HP Proliant DL380p G8 

(E5-2697v2) 

Intel Xeon E7-4870 4 HP Proliant DL 580 G7 

(E7-4870) 

Dell R910 

(E7-4870) 

Intel Xeon E7-4890 v2 4 HP Proliant DL 580 G8 

※QlikTechスケーラビリティセンター以外で検証されたテスト結果が含まれる場合があります。 

最終更新日：2014年4月30日。本資料の目的は、情報を提供することのみにあります。本資料について、

特定のシステムを推奨または保証するものと捉えるべきではなく、また、本資料はQlikView®ソフトウェアと

併せて使用するプラットフォームを選定する根拠となるものではありません。 
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 考慮事項 

 プロセッサ: QlikView には、通

常 Intel が AMD より適していま

す。 

 

 プロセッサ: Intelのチップでは、

クロック周波数が速ければパ

フォーマンスが速くなります。 

 

 メモリ: RAM量が多ければ、

キャッシュされた結果セットをよ

り多く保存でき、ユーザーの体

感レスポンスも向上します。 

 

 メモリ: 最適なパフォーマンス

を得るためにサポートされるメ

モリ設定については製造元に

ご確認ください。 

 

 アーキテクチャ: 2つの異なるタ

イプのサーバーにおいて、同一

の Intelチップを使用した場

合、得られる結果も異なりま

す。現在の 8 ソケットのソリュー

ションは最適なものではありま

せん。 

 

 設定: サーバーの BIOS と

Windowsの設定が、パフォー

マンスに重大な影響を与える

場合があります。可能な場合

は、NUMAを使用しない等の

推奨に従ってください。 

詳しくは、http://community. 

qlikview.com/docs/DOC-2

362 をご覧ください。 


