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本ドキュメントでは SAN（Storage Area Network）と NAS（Network Attached Storage）の概

念的な違いに注目し、推奨される実装を提案することで、SAN と NAS が QlikView Server 環
境にどのように適合するかについて説明します。また、DAS（Direct-Attached Storage）の定

義と、その SAN 構成への適用方法についても説明します。 
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定義  

 

SAN と NAS、この 2 つの用語を区別するのは重要です。また、DAS という用語も SAN の使

用感をつかむ上で関連してきます。 

 

SAN - Storage Area Network 
SAN の一般的な定義は、次の通りです。 

「SAN は主に、ストレージ デバイス（ディスク アレイ、テープ ライブラリ、オプティ

カル ジュークボックスなど）にサーバーがアクセスできるようにすることで、デバイスが

オペレーティング システムにローカルに接続されたかのように見せます。」（Wikipedia.org） 

SAN は、大規模な仮想化シナリオ、または広範囲で高速なアクセス ストレージ スペースが

必要な場合にしばしば使用されます。一般的に、SAN は通常のネットワーク通信を介して他

のデバイス（サーバーなど）と接続することはありませんが、接続されたクライアントに専用

の高速データ接続を介してそのリソースを共有します。この用語に「ネットワーク」という言

葉が使用されているのはそのためです。この接続にはさまざまな種類があり、さまざまな通信

プロトコルが使用されます。一般的なものは、以下の通りです。 

● ファイバー チャネル 

● iSCSI 

● ATA over Ethernet（AoE） 

● HyperSCSI 

使用するタイプに応じて、異なる種類のケーブル、プロトコル、ルーティング機器が使用され

ます。たとえば、ファイバー チャネルは FCP プロトコル経由で使用され、ファイバー チャ

ネル ケーブルおよびスイッチを介して転送されるのが一般的です。一方、iSCSI は、TCP/IP
ネットワーク上で SCSI コマンドを送信することで、通常の（ただし専用の）ギガビット イ
ーサネット接続で SAN 接続を確立することが可能です。 

ほとんどすべてのシナリオにおいて SAN ソリューションは DAS（Direct-Attached Storage）
と見なされ、本書後半ではさらにそのように見なされます。 

 

ホスト アダプタ 
SAN が通信に特定のハードウェアを必要とする接続を使用している場合、通常、クライアン

ト アダプタはホスト アダプタまたは HBA （Host Bus Adapters）と呼ばれます。特定の HBA
では多くの場合、SAN 内の通信インフラに互換性のあるスイッチングまたはルーティング機

器（あるいはその両方）を使用する必要があります（ただし、必ずしもそうとは限りません）。

たとえば、ファイバー チャネル スイッチや、iSCSI アーキテクチャにおけるギガバイト イ
ーサネット スイッチなどです。iSCSI では、HBA は SAN と通信するネットワーク インター

フェースです。 
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代表的なアーキテクチャ 
SAN ではさまざまな構成が可能です。以下の図は、ファイバー チャネルまたは iSCSI を使用

した多くの代表的なアーキテクチャを表したものです。 

 

ファイバー チャネル SAN‐ポイント ツー ポイント トポロジー 

 

 

 

 

 
 

ファイバー チャネル SAN‐スイッチド ファブリック トポロジー 

 
 
 
 
 
 
 
ファイバー チャネル SAN‐スイッチド ファブリック トポロジー、 
アービトレイテッド ループ、シナリオ 1 

 

 

 

 

 

 

ファイバー チャネル SAN‐スイッチド ファブリック トポロジー、 
アービトレイテッド ループ、シナリオ 2 
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iSCSI SAN‐ポイント ツー ポイント トポロジー 

 

 

 

 

 

 
iSCSI SAN‐シングルまたはマルチクライアント デバイス 

 

 

 

 

 

 

 
iSCSI SAN‐マルチパス トポロジー 
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NAS‐Network Attached Storage 
NAS の定義はそれぞれ以下の通りです。 

「Network Attached Storage（NAS）とは、コンピュータ ネットワークに接続されたファ

イルレベルのコンピュータ データ ストレージであり、異機種環境のクライアントへデー

タ アクセスを提供します。（略）」（Wikipedia.org） 

または、 

「NAS デバイス（中略）とは、一般的に、CIFS または NFS などのファイルレベルのプロ

トコルを使用してアプリケーション サーバーと通信する直接接続ストレージを使用した

ストレージ アレイです。」（Wikipedia.org） 

 

NAS ユニットは、ストレージを他のデバイスに分散する方法において SANと異なります。SAN
とは異なり、NAS は標準ネットワーク プロトコルとストレージを共有するので、ネットワー

クに接続するために、標準アダプタ以外に特定のホスト アダプタは不要です。ストレージ上

でのデータ共有は、NAS ファイル システムの管理規則に従って行われます。 

認証は、通常同じレベルで行われます。 

 

たとえば、NAS は SAN のストレージ領域を使用している通常の Windows サーバーで、他の

デバイスが使用できるようにそのストレージ領域をネットワーク上で共有している場合があ

ります。NAS は、ローカル ディスク アレイまたはそれに類似した内部ストレージも使用し

ます。 

 

NAS ソリューションは、特定の構成シナリオでは DAS（Direct-Attached Storage）と見なさ

れる場合があります。 

 

代表的なアーキテクチャ 
以下の図は、代表的な NAS 構成を表したものです。 

 

NAS‐シングルまたはマルチ クライアント デバイス 
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DAS‐Direct-Attached Storage 
DAS にはさまざまな定義がありますが、主として下記に落ち着くことを理解しておくことが

重要です。 

「代表的な DAS システムは、HBA （Host Bus Adapters）によってコンピュータに直接接続

されたデータ ストレージ デバイス（中略）で構成されます。」（Wikipedia.org） 

 

従って、DAS は使用するアーキテクチャによって、SAN 構成と NAS 構成のどちらでもあると

説明できます。 

 

たとえば、HBA を搭載し、SAN に直接接続する 1 つまたは複数のクライアント デバイスと通

信する SAN を構成する場合、そのストレージは DAS と見なされます。また、NAS が専用ネ

ットワーク接続（通常は、専用ネットワーク インターフェース）を介して 1 つのデバイスの

みに接続されている場合、つまり、このデバイスのみがストレージに接続されている場合も、

DAS と見なすことができます。 

 

結論として、DAS はストレージの一種であるという概念を超えるものです。NAS 構成と SAN
構成、両方のシナリオに適用でき、さらに 1 つのデバイスのみ、または多くのデバイスがスト

レージにアクセスするシナリオにも適用できます。 

 

SAN／NAS および QlikView Server の使用 

 

QlikView Server および Distribution Service クラスターの相互通信 
本ドキュメントで説明する QlikView Server の 2 つの主なクラスター技術は、次の通りです。 

1. QlikView Server クラスタリング 

2. QlikViewDistribution Service クラスタリング 

 

QVS（QlikView Server）クラスタリング 
QVS クラスターは、サーバーの PGO（Persistent Global Object）ファイルを介してクラスタ

ー ノード間で相互通信します。マスターPGO ファイルは、QVS のドキュメント ルート フ
ォルダにあります。PGO ファイルの同期バックアップは、常に各サーバー上のローカルな QVS
アプリ データに格納されます。 

QVS クラスターでは、ドキュメント ルート フォルダはすべてのノード上で同じでなければ

いけません。クラスターのマスターPGO ファイルは、このフォルダに格納されます。クラス

ター化されたサービスは、PGO ファイルへの瞬時の読み取りおよび書き込みアクセスに依存

するため、この共有場所は常にアクセス可能であり、高い回復力がなければいけません。 
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QDS（QlikView Distribution Service）クラスタリング 
QDS クラスター内のノード間の相互通信は、共有場所のファイルを介して行われます。QDS
クラスターは PGO ファイルを使用しないため、同様なリソースを QVS と共有しませんが、

独自のファイル セットを XML 形式で保持し、その格納場所は 1 つ（QDS クラスター用に構

成されたクラスター ルート フォルダ）です。 

QDS クラスターのルート フォルダは、すべてのノードで同じように構成する必要があります。

QDS クラスター サービスは、XML ファイルへの瞬時の読み取りおよび書き込みアクセスに依

存するため、この共有場所は常にアクセス可能であり、高い回復力がなければいけません。 

 

QlikView Server ファイルのストレージ対応 
現在、QlikView Server は Windows ファイル共有にのみ対応しています。つまり、ストレージ

は Windows インスタンスによって所有、管理および共有されます。基盤となるストレージ タ
イプは重要ではありません。 

 

QlikView のファイル タイプ 
.qvw 
QlikView ドキュメント。データ モデル、シート、シート オブジェクト、ドキュメント設定、

およびドキュメント ブックマークやレポートなどのドキュメント オブジェクトを保存する

ディスク上のファイル。 

.shared 

.qvw ファイルのサーバー オブジェクトのコンテナ。共有オブジェクトやサーバー ブックマ

ークなどのサーバー オブジェクトを保持します。常に、属する.qvw ファイルと同じフォルダ

に格納されます。このファイルは QlikView Server のみが使用します。 

.meta 

.qvw ファイルのメタデータのコンテナ。.qvw カテゴリの割り当てとその他のメタデータを保

持します。このファイルは QlikView Server のみが使用し、.qvw ドキュメントの配信時に再生

成されます。 

.pgo 
QlikView Server の永続グローバル オブジェクト ファイル。ライセンスの CAL データとサー

バー／クラスターのグローバル設定を保持します。クラスターが、クラスター内のすべての

QVS ノード間で共有すべきデータと設定を保持している場合に使用します。 
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.shared ファイルの使用に関する注意事項 

.shared ファイルは非常によく使用されるという点に留意してください。.shared ファイルは、

QlikView Server のさまざまな機能を満たす補助的なストレージ環境として機能します。機能

領域は次の通りです。 

● Ajax クライアントのすべてのブックマーク（共有または非共有） 

● その他すべてのクライアントの全共有ブックマークおよび／または全サーバー ブックマー

ク（デスクトップ、IE プラグインなど） 

● 「セッション リカバリ」機能 

● 入力フィールド（クライアントとしてサーバーに対して値を変更するとき） 

● 共有（クライアントとしてサーバーに対してシート オブジェクトを作成するとき） 

● ノート機能 

● 「ブックマークのリンクを電子メールで送信」機能 

● ドキュメント連携（状態の転送ともいう） 

 

検討事項 
QlikView Server リソースをホストするために、Windows ファイル共有に接続された SAN や

Windows ベースの NAS などの外部ストレージを使用している場合も、ストレージへのアクセ

ス時間が必ず許容範囲内であることが重要です。QlikView Server および Distribution Service 
クラスタリングは、正常に機能するためには、ストレージのファイルとドキュメントに高速に

アクセスできなければいけません。何らかの理由で、ストレージへの接続が利用できなかった

り、遅延または待ち時間が発生したりする場合、クラスターの機能は深刻な影響を受けます。

たとえば、SAN が物理共有サーバー（この場合は、Windows ベースの NAS）に直接接続され

ており、その物理共有サーバーもまた通常のネットワークを介して QlikView Server に接続さ

れている場合、考慮しなければいけないのは DAS 接続のみではありません。クラスターの相

互通信とQVSの I/O操作を維持するためには、QVSと共有サーバー（WindowsベースのNAS）
間のネットワーク接続のスピードと安定性も確保する必要があります。 

さらに、複数の QVS クラスターまたは QDS クラスターに SAN（つまり、1 つ以上の Windows
ベースの NAS ユニット）を使用する場合は、基盤となるストレージ自体が過負荷にならない

ようにします。共有サーバーとして別の Windows ベースの NAS ユニットを使用する 2 つのビ

ジーな QVS／QDS クラスターがあり、どちらの構成も SAN 内の同じ物理ストレージ ロケー

ション（ディスク）を使用している場合、Windows ベースの NAS 上で I/O 過負荷やシステム

が情報を受け入れられない状態が起こり、パフォーマンスが影響を受ける可能性があります。 

また、QVS クラスター ルートと QDS クラスター ルートが同じフォルダ内に構成されないよ

うにすることも重要です。 

たとえば、QVS と Windows ベースの NAS 間に、待ち時間とパケット ロスが大きい、理論上

100 メガビット/秒のネットワーク接続がある場合、構成のボトルネックは、下図の赤で示す部

分であると考えられます。 
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ネットワーク ボトルネックの例 

 

 

 

 

 

 
 
同様に、I/Oや要求によりSANが過負荷である場合も、ボトルネックになる可能性があります。 

 
 
過負荷の Windows ベースの NAS の例 

 

 

 

 

 

 

 

 
まとめ 
SAN／NAS 構成などの共有ストレージまたはリモート ストレージを使用する場合は、以下の

点に留意することが重要です。 

· QlikView Server 9、10 および 11 は、Windows ファイル共有のストレージのみをサポー

トしています。 

· QVS クラスター ルートと QDS クラスター ルートは同じフォルダ内に置きません。 

· 共有ストレージを介し、QVS および QDS でクラスター化されたサービス／マシン間の相

互通信では、接続が低スループットでなく、パケット ロスがなく、待ち時間が長くなく、

I/O 過負荷になっていないことを確認します。 

· ほとんどの SAN タイプでは、製造元とハードウェアの仕様は QlikView 要件に沿っていま

すが、重要なのは NAS レイヤの互換性です。 
ここでも、Windows OS ベースのファイル共有のみがサポートされています。 

· SAN内の同じストレージ スペースを継承する複数のWindowsベースのNAS共有におい

て負荷が大きい場合、複数の QVS クラスターまたは QDS クラスター（もしくはその他

のサービス）が同じリソースを使用すると、QVS のパフォーマンスに影響を及ぼすこと

があります。 
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提案 
● QVS と Windows ベースの NAS 間の通信が高負荷である場合は、チーム化されたネットワ

ーク アダプタの使用、またはギガビット速度のインターフェースへのアップグレードを検

討してください。 

● WindowsベースのNASおよびQVSネットワーク インターフェースの二重化モードを検証

し、互換性がある（可能な限り最速の）ネゴシエーション二重化モードにあるか、すべての

接続デバイスで固定設定されていることを確認します。 

● クラスター相互通信とクライアント データ通信を別のネットワーク アダプタに分割する

メリットを検討します。クライアントをあるインターフェースに、QVS／QDS 通信を別の

インターフェースにルーティングすると、片方または双方のインターフェース上の負荷が軽

減されます。極端に高負荷の場合は、この構成をネットワーク アダプタのチーム化と併用

することもできます。 

● すべてのネットワーク インターフェースのスループットを監視し、定期的にトラフィック

のピークを見直します。 

 

QlikView Server の構成 

SAN、NAS、および DAS の組み合わせ方法をさまざまな QlikView シナリオで示すために、そ

れぞれが異なる方法で使用されている構成をいくつかご紹介します。すべての構成シナリオで

Windows ファイル共有が使用されています。  

 

SAN を使用して Windows ベースの仮想 NAS を利用する QlikView Server クラ

スター 
以下の構成は、複数のデバイス（この場合は、物理仮想化ホスト）による SAN の利用方法を

示したものです。物理仮想化ホストは、通常のネットワーク上で共有する SAN のディスク ス
ペースを仮想ハイパーバイザーを介して使用する、仮想 Windows Server をホストします。 

次に、共有ディスク スペースを使用して QlikView ドキュメントとクラスター データをホス

トするように QlikView Server クラスターが構成されます。QlikView クライアントは、QlikView 
Server 経由でこれらのドキュメントとデータにアクセスします。 

 

単一仮想 NAS で DAS として SAN を使用する仮想ホスト環境 
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これと同じ構成では、クラスタリング サービスを使用して、追加の仮想 Windows マシンおよ

び Microsoft Clustering Services（MSCS）の形で Windows ベースのフェイルオーバーNAS ユ

ニットを作成することで、ストレージ上の冗長性をさらに向上させることなどもできます。 

 

クラスター化された仮想フェイルオーバーNASで、DASとしてSANを使用する仮想ホスト環境 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SAN を使用して物理 NAS を利用する QlikView Server クラスター 
この構成は、物理ストレージ サーバーによる SAN の使用方法を示したものです。ストレージ 
サーバーには適切な HBA があり、SAN に直接接続されていることを示しているため、この構

成は DAS 構成として分類できます。物理ストレージ サーバーは、通常のネットワーク上で共

有される SAN のディスク スペースを使用します。次に、共有ディスク スペースを使用して

QlikView ドキュメントとクラスター データをホストするように QlikView Server クラスター

が構成されます。QlikView クライアントは、QlikView Server 経由でこれらのドキュメントと

データにアクセスします。 

 

DAS として SAN を使用する物理 NAS 
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ローカル ストレージとして SAN を使用する単一 QlikView Server 
この構成はあまり一般的ではありませんが、QVS が物理マシン上にあり、HBA を介して SAN
に直接接続されているため、この構成も DAS として分類できます。QVS にはネットワーク

（NAS ではない）上に共有ストレージはありませんが、SAN でホストされるローカル ディス

クにドキュメントがあります。クライアントは QlikView Server 経由でデータにアクセスしま

す。 

 

NAS ではなく DAS として SAN を使用する物理 QVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローカル ストレージとして単一のWindowsベースのNASを使用するQlikView 
Server 
この構成では、物理的な Windows ストレージ マシンは NAS として使用され、SAN は関与し

ません。NAS は、ネットワーク上でフォルダを共有するローカル ディスクを持つ Windows
マシンであり、QVS はドキュメントやクラスター ファイル（クラスター化されている場合）

にそのフォルダを使用します。 

 
NAS としての物理的な Windows ストレージ サーバー 
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QVS クラスターを使用する NAS としての物理的な Windows ストレージ サーバー 
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