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QlikView Governance Dashboard 
の概要 
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分析システム運用における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、以下の様な知識を引き出すためのデータを適切に蓄積・管理する必要があります。 

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？ 



QlikView Governance Dashboardとは 
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• 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。 



各画面の説明 
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画面の一覧 
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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されています。 



「Dashboard」画面 
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QVSのシステム情報を表示 
-エラー数 
-警告数 
-QVSが利用したRAMの最大値 
-QVSが利用したCPUの最大利用率 
-ロードされたDoc数 

QVSの利用情報を表示 
-アクティブユーザー数 
-アクセスされたApp数 
-セッション数の合計 
-最大の同時セッション数 

過去90日のQVSへのセッションのサマリを表示 
-最もアクティブなユーザーの上位ランキング 
-最も利用されたAppの上位ランキング 

Publisherの情報を表示 
-Docリロードタスクの統計 
-直近の更新タイミング毎のDoc数集計 

アプリケーション・メタデータの情報 
-利用されているデータソースの種類集計 
-最も複雑なAppの上位ランキング 

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」画面 
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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。 

QVSの以下の情報を表示 
-エラー数 
-警告数 

QVSが利用したRAMの最
大値推移を表示(GB単位) 

QVSの最大VM 
Committedの推移を表示
(GB単位) 



「Publisher」画面 
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Publisherタスクの直近の実行
ステータスを表示 
-タスク名 
-実行ノード名 
-開始時間 
-終了時間 
-経過時間 
-ステータス(警告、内部エラー、手動停
止の有無を含む) 
-セクションアクセスの利用 

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。 

1時間単位のタスク実行数集計 

実行されたタスクの履歴を表示 
-タスク名 
-Doc名 
-タスク有効化の有無 
-トリガー 
-リロード有無 
-配布先 
-IE Plugin有効化の有無 
-ダウンロード有効化の有無 
-Ajax client (ZFC)有効化の有無 
-PDF生成有効化の有無 
-コマンドラインの内容 
-タスクID 
-タスク説明 
-セクションアクセスの有無 

直近のアクセスタイミ
ングと更新タイミング
を指定して、条件に合
致するAppを表示 



「Sessions – User Activity」画面 
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セッションの利用サマリ 
-利用されたApp数 
-最大の同時セッション数 
-ユニークユーザー数 
-ユーザー：セッションの割合 

以下の利用推移を表示 
-選択(Selection)数 
-選択(Selection)数/ユーザー数 
-Doc数 
-最大同時セッション数 
-選択(Selection)数/セッション数 

利用の詳細を表示 
-Doc名、ユーザー名、ノード名 
-セッション数 
-ユニークユーザー数 
-ユニークDoc数 
-平均選択(Selection)数 
-平均時間(分) 
-送信・受信データ量(MB) 
-セッションコール数 
-直近のアクセス日時 
-直近のアクセス日からの経過日数 
 
※ Sort ViewとDrill Viewの切り替えが可能 

QlikView Serverのセッション利用状況を表示します。 



「Sessions – Session Heatmap」画面 
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過去14日のセッション数をヒートマップで表示します。 

各時間帯のセッション数をヒー
トマップで表現 

日時ごとのセッション数を表示 
-開始日 
-開始時間 
-Calタイプ 
-ノード名 
-セッション数 
-ユニークユーザー数 
-ユニークDoc数 



「Sessions – Concurrent Sessions」画面 
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最大同時セッション数の推移を表示 
 
※ Sort ViewとDrill Viewの切り替えが可能 

同時セッションの時系列詳細 
-月、週、日、曜日、時間 
-ノード名 
-Calタイプ 
-最大同時セッション 

同時セッション数の推移を表示します。 



「Log Details」画面 
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QlikView Server(QVS)のログ明細を表示します。 

ノードごとのアクティビティ 
-ノード名 
-月、週、日、曜日、時間 
-Calタイプ 
-イベントのエントリ数 
-警告とエラーの合計数 
-Docロード回数 
-Docロード失敗回数 
-最大同時セッション数 
-セッションコール数 
-送信・受信データ量(MB) 
-選択(Selection)数 
-ユーザーアクション数(Audit Log) 

サーバーイベントログ 
-タイムスタンプ 
-ノード名 
-ID 
-重要度 
-メッセージ内容 

セッションログ 
-開始時間 
-実行バージョン 
-ブラウザ種類 
-ノード名 
-Calタイプ 
-ユーザー名 
-Doc名 
-セッション終了理由 

ユーザーアクティビティ 
-タイムスタンプ 
-ユーザー名 
-Doc名 
-タイプ 
-フィールド/値、もしくはメッセージ 
 
※ QVSのAudit Log有効時のみ 



「Complexity – Application Complexity」画面 
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アプリケーション複雑性 
ランキング 
-複雑性インデックス 
-サイズ(MB) 
-セッション数 
-テーブル数 
-列数 
-行数 
-カーディナリティ(%) 
-シート数 
-オブジェクト数 
-数式数 
-計算軸の数 
-’Count Distinct’の数式数 
-Set分析数 
-長い数式の数 

ハイライトする閾値の設定 
上部の表の各項目にて赤字にてハイラ
イトするための閾値を設定 

複雑性インデックスの係数設定 
アプリケーションの複雑性インデックス
を算出するための係数を設定 

アプリケーションの複雑性を算出し、ランキング一覧を表示します。 



「Complexity – Single QVW Detail」画面 
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データモデル 
-テーブル数 
-列数 
-行数 
-ユニークな値の割合(%) 

データソース 
-ソース数 
-QVDソース数 
-Excelソース数 
-その他のデータソース数 

利用状況 
-セッション数合計 
-ユーザー数合計 
-直近90日のセッション数 
-直近14日のセッション数 

テーブルと列 
-テーブル名 
-テーブルコメント 
-列名 
-列コメント 
-カーディナリティ 

概要 
-Docタイトル 
-Doc作成者 
-ファイルサイズ 
-更新日 

オブジェクト 
-シート数 
-オブジェクト数 
-変数の数 
-チャート数 
-テーブル数 
-リストボックス数 

選択した特定のQVWファイルの詳細情報を表示します。 



「Objects – Sheets & Objects」画面 
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オブジェクトタイプごとの数を
表示 

シート、オブジェクト、数式の
詳細 
-Doc名 
-シート 
-タイプ 
-オブジェクトID 
-ラベル 
-定義 

QVWオブジェクトのサマリ 
-QVW名 
-フィアルサイズ 
-行数 
-列数 
-値の数合計 
-ユニークな値の割合(%) 
-オブジェクト数合計 
-シート数 
-数式の数 
-変数の数 

QlikViewアプリケーションに含まれるオブジェクトの各種統計情報を表示します。 



「Objects – Expressions」画面 
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複数の異なるラベルを持
つ計算式の数を表示 

複数の異なる計算式を持つラベ
ルの数を表示 

計算式 
-計算式の定義 
-数 
-ラベル数 
-含まれるQVW数 
-'Count DISTINCT'の数 
-ネストしたIF文の数 

計算式のラベル 
-計算式のラベル 
-数 
-定義の数 
-含まれるQVW数 

変数 
-変数名 
-変数の定義 
-含まれるQVW数 

計算式、計算式のラベル、変数の情報を表示します。 



「Objects – Field Usage」画面 
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選択された列などが使われてい
る計算式、ラベル、変数、軸、
軸のグループを一覧に表示 

列やファイルを選択 

ある特定の列やファイルを選択し、それらが使われている計算式、ラベル、変数、軸、軸のグループなど
の一覧を表示します。 



「Lineage – Lineage Detail 」画面 
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ソースデータ、プロセス、
QVD/QVXなどを選択 

選択した項目に紐付くソー
スデータ、プロセス、
QVD/QVXなどが表示
(データ来歴の表示) 

ある特定のソースデータやプロセスを選択し、それらに紐づくオブジェクトが表示されます。 



「Lineage – QVD/QVX Files」画面 
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QVD/QVXの変化詳細 
-テーブル名 
-ファイル名 
-Doc名 
-最新のファイルサイズ 
-前日からのファイルサイズ変化率 
-14日前からのファイルサイズ変化率 
-最新の列数 
-前日からの列数変化率 
-14日前からの列数変化率 
-最新の行数 
-前日からの行数変化率 
-14日前からの行数変化率 

QVD/QVXリロード履歴 
-テーブル名 
-QVD/QVXファイル名 
-フルパス名 
-日付 

過去28日、14日のファイルサイ
ズおよび行数の変化の推移 

QVD/QVXの一覧や過去からの変化の推移が表示されます。 



「Lineage – QVD/QVX Fields」画面 
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QVDに含まれるテーブルの行数
を表示(千単位) 

QVD/QVXの列一覧 
-QVD/QVX名 
-テーブル名 
-列名 
-最大行数 
-最大のユニーク行数 
-選択度(最大のユニーク行数÷最大行数) 

QVD/QVXにおける列の出現頻
度 
-列名 
-テーブル数 
-ファイル数 

選択したある特定のQVD/QVXの詳細情報が表示されます。 



QlikView Governance Dashboard 
のインストール 
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Governance Dashboardのダウンロード 
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QlikView Governance Dashboardは以下のQlikView Marketからダウンロードを行ってください 
 

http://market.qlik.com/qlikview-governance-dashboard.html 



Governance Dashboardのインストール 
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ダウンロードしたQlikViewGovernanceDashboard.exeファイルを実行し、インストーラーの指示に従って製品の導入を
行ってください。 



Governance Dashboardの起動 
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[スタート]＞[すべてのプログラム]＞[QlikView]＞[Governance Dashboard (default)]からGovernance Dashboardを
起動してください。 



Governance Dashboardの設定 
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[スタート]＞[すべてのプログラム]＞[QlikView]＞[Governance Dashboard (default)]からGovernance Dashboardを
起動してください。 

① Governance Dashboardのイ
ンストールディレクトリとプロ
ファイルディレクトリを指定  

② QlikViewのドキュメントが配
置されているフォルダを指定。
(一般的には、QlikViewのSource 

Documentsフォルダを指定) 

③ QlikView Serverのログを取り
込むか、Auditログを取り込むか
を選択 

④ QlikView Serverログが保存さ
れたフォルダを指定 

⑤ Publisherのログを取り込むか
選択 

⑥ Publisherのログが保存された
フォルダを指定 

⑦ Publisherの日付フォーマットを指定 

 
(注) 日本語環境では一般的に「CCYY/MM/DD H*24:MI:SS」のフォーマットとなりま
すので、ログファイルをご確認の上変更を行って下さい。正しい日付フォーマットを
指定していない場合にはPublisherのログが正しく取り込まれません。 

⑧ 「Validate Profile & File 

Paths」ボタンをクリックし、パ
スの指定に間違いがないか確認し
てください。 

⑨ 「Scan」ボタンをクリックす
ると、データが取り込まれます。 

※ 次項の形でQlikView Server/PublisherにGovernance Dashboardをデプロイする場合には、Publisherサーバーからのフォルダ位置を 

  指定する必要があります。 

※ 共有ファイル上のフォルダを指定する場合には、UNC形式(例: ¥¥server¥share)で指定してください。 

//server/share
//server/share
//server/share
//server/share
//server/share


QlikView Server/Publisherへのデプロイ 
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※ 上記の形でPublisherでGovernance Dashboardのデータリロード・公開を行う場合には、Publisherサーバー上にGovernance  

     Dashboardを導入する必要があります。 

Publisherログ 

QlikView Server QlikView Publisher 

QlikView Publisher上でGovernance Dashboardのデータを定期的にリロードし、レポートをQlikView Server上に公開
することで、Governance Dashboardのデータ更新を自動化して運用に組み込むことが可能となります。 

Serverログ QlikView Docs 

スキャン 
読込み 

読込み 

公開 

Governance  
Dashboardファイル 

QlikView Management Console(QMC) 

PublisherのSource Documentsフォルダに 

Governance DashboardのQVWファイルを配置し、 

定期的にリロード・公開を行うタスクを作成 



(補足) クラスタ環境の設定注意点 
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QlikView Serverのクラスタ環境にてGovernance Dashboardを展開する場合には以下を注意してください。 
 

• データのリロードを行う全てのPublisherノードにGovernance Dashboardを導入する必要があります。 
• Governance Dashboardのプロファイルを共有フォルダ上に配置し、全Publisherノードから参照可能とする必

要があります。 
• 共有フォルダに保存されているログファイルなどの位置は、Publisherサーバーから参照出来るUNC形式(例: 

¥¥server¥share)で指定する必要があります。 
 

 
共有フォルダ上に配置されたGovernance 

Dashboardのプロファイルの位置を指定 

＜QlikView Serverクラスタ環境での設定例> 

共有フォルダ上の
位置をUNC形式
で指定 

//server/share
//server/share
//server/share
//server/share
//server/share


(補足) 外部変数ファイルの取り込み  
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SET GovHome='C:¥Users¥jsmith¥qlik¥trunk¥src¥qlikgov¥test_install_1.0rc1¥Governance_1.1'; 

SET ProfilePath='$(GovHome)¥profiles¥default'; 

SET ProjectData='C:¥ProjectData'; 

SET SRVPath='C:¥ProgramData¥QlikTech¥QlikViewServer'; 

SET PubPath='C:¥ProgramData¥QlikTech¥DistributionService'; 

SET Repos='C:¥ProgramData¥QlikTech¥ManagementService¥QVPR'; 

開発、テスト、本番環境など異なるサーバー間でGovernance Dashboardを移行する場合には、フォルダ名などを変数
に置き換え、変数定義を外部ファイルに外出しすることが可能です。 

① 「User Configuration Script」をONにする。 

② 外部変数ファイル名を
指定 

VariableScript.txt 

③ 外部変数ファイルに上記
フォーマットで変数を定義。 

④ 設定画面上で左記フォー
マットで変数を指定 



Thank you 


