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はじめに 

データベースや QlikView では、空白値は NULL の概念で表されます。NULL は、そのレコー

ドのその項目に値が割り当てられていないことを示す項目値です。ただし厳密に言えば、

NULL は値ではありません。値がないということです。十分に理解はしているものの、私は

NULL を「NULL 値」と呼ぶこともあります。 

 

NULL は、以下に挙げる基本的な属性を持ちます。 

• すべての QlikView 項目と SQL データベースのデータタイプは、NULL を扱うことができ

ます。 

• SQL では、NULL はデータタイプを持ちません。QlikView では、このことは NULL が DUAL

ではない、つまり文字列と数値の両方で表されることはないという事実に対応します。 

• NULL は伝播されます。数式で NULL を使用してもエラーは発生しません。代わりに数

式を介して伝播され、常にというわけではありませんが、通常NULLの結果を導きます。 

• NULL は、テーブルを結合またはリンクするためのキー値には使用できません。 

• NULL は、下記に示される方法により可視化、あるいはクリックできるようにしない限

りは、QlikView では見ることも、クリックすることもできません。つまり、NULL は

QlikView では選択できません。 

そのため、リストボックスで値をすべて選択する場合と、何も値を選択しない場合とでは、

得られる結果が異なります。前者では選択されたすべての値が、後者では存在するすべて

の値が対象となり、前者と後者では異なる結果が得られる場合があります。 

 

なぜなら、前者では NULL を含むレコードが除外されるためです。つまり、他の項目に実在

し、演算で使用される可能性のある値が除外される場合があるのです。 

 

さらに、他の種類の空白値も存在します。 

 

空白値の種類 

NULL は QlikView で空白値を表す唯一の方法ではありません。空白値の例は他にも多数あり

ますが、そのうち、NULL と混同してはいけないものを以下に挙げます。 
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数値のゼロ 

項目に数値のゼロ（0）が挿入されている場合、これはもちろん数値がないことを示してい

ますが、NULL とは完全に異なります。項目には値があり、故に NULL ではありません。IsNull()

関数は FALSE を返し、レコードは Avg()と Count()の計算に含まれます。 

 

空の文字列 

空に見える文字列も空白値のようですが、これも NULL とは異なります。空の文字列（長さ

がゼロの文字列）、もしくは空白が挿入された文字列である可能性があります。いずれにせ

よ、そのような文字列は文字列であり、NULL ではありません。それらの文字列に対して、

IsNull()関数は FALSE を返します。レコードは Count()の計算に含まれますが、数値ではない

ため、Sum()と Avg()の計算には含まれません。 

 

空白文字には、半角スペース（Chr(32)）、ノーブレークスペース（Chr(160)）、タブ文字（Chr(09)）、

表意文字スペース（#3000／Chr(12288)）など、複数の種類があることに留意してください。

半角スペースのみが、TRIM 関数によって削除されます。 

 

真の NULL 

真の NULL とは、データモデルに存在するレコードに値がない項目が存在するために、NULL

とみなされる場合です。これらの NULL は「はじめに」の章で記されたプロパティをすべて

備えています。 

 

以下に、真の NULL が QlikView のデータモデルに取り込まれる例をいくつか示します。 

• データベースは NULL を含むことがほとんどなので、ODBC や OLE DB を使用してデータ

を QlikView にロードすると、アプリケーションに NULL が取り込まれる可能性が高くな

ります。 

• QlikView スクリプトが結合や連結を含む場合、欠損値は NULL に変換されます（SQL の

[JOIN]や[UNION]、QlikView の[Join]や[Concatenate]）。 

• Null()など、関数の中には NULL を返すものがあります。これらの関数を QlikView スクリ

プトで使用すると、アプリケーションに NULL が取り込まれる可能性が高くなります。 

テキストファイル自体は、NULL を含むことができません。そのため、NULL を生成する関数

を使用して NULL をロードしない限り、もしくはテーブルが連結や結合操作を伴わない限り
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は、QlikView はテーブルに NULL を含みません。 

 

IsNull()関数は NULL に対して TRUE を返します。レコードは、NullCount()以外の集計関数の計

算には含まれません。 

 

欠損値 – タイプ 1：キー項目の異なるカーディナリティー 

QlikView には欠損値の概念も存在します。特定の項目値または項目値の組み合わせに対して、

全レコードが欠損していることがあります。そのため、NULL とみなされる特定のセルがテ

ーブルにはありません。 

 

欠損値の 1 つ目のタイプは、レコードが別のテーブルに存在する特定の項目値に対して、（そ

のデータモデル内の）1 つのテーブルで欠損している場合です。これは、キー項目が、2 つ

の異なるデータテーブルにおいて、異なる値の異なるセット、すなわち異なるカーディナ

リティーを持つ場合に起こります。この種の欠損値が発生するには、少なくとも 2 つの前

述したようなデータテーブルが存在するはずです。 

 

例えば、Customers[顧客]テーブルと Orders[受注]テーブルがあり、ある特定の顧客がまだ注

文を行っていない場合には、そのような欠損値が生じます。つまり、その顧客は Customers

テーブルには存在しますが、Orders テーブルには存在しません。そのため、Orders テーブル

の項目にこの顧客の値はありません。 

 

図の例では、CustomerID が[PARIS]である顧客は Orders テーブルには存在しないため、この

特定の顧客に対する OrderID と OrderDate の値は欠損しています。 

 

この状態で両方のテーブルの項目を使用したチャートを作成する場合、チャートは、演算

目的にあわせて、2 つのデータテーブルを結合した仮想テーブルを内部に生成します。この

仮想テーブルでは、欠損した項目値は NULL として扱われ、IsNull()関数は TRUE を返します。

レコードは、NullCount()を除き、この項目を使用した集計関数の計算には含まれません。 
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欠損値 – タイプ 2：不完全なデカルト積を使用したクロス・テーブル 

欠損値の 2 つ目のタイプは、2 つ以上のディメンション（軸）を持つ QlikView チャートで発

生します。その最適な例はクロス・テーブル、つまり少なくとも 1 つの垂直ディメンショ

ンと水平ディメンションを持つピボットテーブルです。そして、ディメンション値の特定

の組み合わせがデータには存在しないものの、ピボットテーブルにセルがある状態になる

場合があります。どちらのディメンション項目も、同じデータモデル・テーブルに存在す

る可能性もあります。そのため、たった 1 つのデータモデル・テーブルと 2 つのディメン

ション項目が、この種の欠損値を発生させることがあります。 

 

また、この種の欠損値は、可能な場合は NULL としても扱われます。ただし、常に計算され

るわけではありません。四半期ごとの総額を保有するデータテーブルがあり、そのテーブ

ルが「Year」の項目を持つ場合に、この例が当てはまります。 

 

図の例では、2011年の全四半期には総額がありますが、2012年のQ3とQ4にはありません。

ピボットテーブルが計算されると、アルゴリズムがデータベースの全レコードをループし

ます。Q3 と Q4 にはデータレコードが存在しないため、これらのセルに対して、数式は計

算されることはありません（中央および右端のテーブル）。一見 IsNull()が NULL を返したか

のように見えますが、実際は計算が全く行われていません。 

 

この問題に対する解決策は、チャート設定で「欠損値セルを表示する」をオンにすること

です（チャートプロパティ→「プレゼンテーション」タブ→欠損値セルを表示する）。そう

すれば、内部で仮想テーブルが生成され、欠損値に NULL が挿入されるようになります。 
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クリーネ論理 

NULL が数式を介してどのように伝播されるかを見る前に、「クリーネ論理（Kleenean logic）」

（米国の数学者、スティーヴン・コール・クリーネ（Stephen Cole Kleene）が提唱）について考え

てみましょう。 

 

ブール論理（Boolean logic）については、大半の方がよくご存じでしょう。ブール論理とは、

TRUE と FALSE の概念を扱う場合に用いる代数です。ブール論理を使用して真理値表を設定

し、数式を介して値が伝播される方法を定義できます。以下は、OR と AND 演算子のブール

真理値表です。 

  

OR TRUE FALSE 

TRUE TRUE TRUE 

FALSE TRUE FALSE 

  

  

AND TRUE FALSE 

TRUE TRUE FALSE 

FALSE FALSE FALSE 
 

 

ただし、SQL データベースと QlikView は、ブール論理を使用しません。代わりに、3 値論理

とも呼ばれるクリーネ論理を使用します。その理由は、ブール項目は 2 つの値を持つこと

ができると定義されているものの、実際は TRUE、FALSE、NULL という 3 つの状態を作り出

すことができるためです。さらに、NULL がどのように伝播されるかを定義する必要があり

ます。以下は、クリーネ論理を用いた、同じ演算子の真理値表です。 

  

OR TRUE MAYBE FALSE 

TRUE TRUE TRUE TRUE 

MAYBE TRUE MAYBE MAYBE 

FALSE TRUE MAYBE FALSE 

  

  

AND TRUE MAYBE FALSE 

TRUE TRUE MAYBE FALSE 

MAYBE MAYBE MAYBE FALSE 

FALSE FALSE FALSE FALSE 
 

 

これらのテーブルでは、3 つ目の値は MAYBE と記されていますが、[Undefined]、[Unknown]、

[Indeterminate]、または NULL と表示させることもできるでしょう。 
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クリーネ論理は、異なる演算子や関数を介して NULL をどのように伝播すべきかを定義する

のに役立つツールです。上記の 2 つの真理値表（MAYBE は NULL の置き換え）は、OR と AND

演算子が QlikView でどのように機能するかを定義しています。 

 

上記のテーブルでは、[NULL OR TRUE]は TRUE と評価され、[NULL AND TRUE]は NULL と評価

されることを示しています。 

 

 

NULLの伝播 

NULL はすべての数式で伝播されます。つまり、オペランドや関数のパラメータの一部が

NULL であっても、演算は行われます。大抵の結果は NULL ですが、そうでない場合もあり

ます。NULL が伝播される方法についての主なルールを見ていきます。 

• NOT 演算子は、オペランドが NULL の場合、NULL を返します。 

• If()関数の条件（最初のパラメータ）が NULL と評価される場合、ELSE 式（3 つ目のパラ

メータ）を返します。つまり、If()関数は、条件が NULL であるという理由だけで、必ず

しも NULL を返すわけではありません。 

 

• ブール演算子は、適切な場合は NULL を返します。AND 演算子では、オペランドの 1 つ

が FALSE であれば、演算は FALSE を返します。OR 演算子では、オペランドの 1 つが TRUE

であれば、演算は TRUE を返します。以下をご覧下さい。 
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• 等価演算子と不等価演算子は、両方のオペランドが NULL の場合、NULL を返します。

しかし、片方のオペランドのみが NULL の場合、比較して等価を否定します。つまり、

等価演算子は FALSE を返し、不等価演算子は TRUE を返します。 

 

そのため、原則として、NULL かどうかをテストするために関係演算子を利用することは

回避すべきです。そのようなテストでは、決して NULL の存在を確認できません。代わり

に IsNull(Field)関数を使用してください。 

 

例： 

○ Field = Null()は、FALSEまたは NULLと評価されます。決して TRUEとは評価されません。 

○ IsNull( Field )は、項目値に応じて TRUE または FALSE と評価されます。 

• 他の関係演算子は、いずれかのオペランドが NULL である場合は、常に NULL を返しま

す。 

 

• LIKE 演算子は特殊です。対称的な比較ではなく、2 つ目のオペランドに類似しているか

のみを見るために、最初のオペランドをテストします。2 つ目のオペランドが NULL の

場合にのみ、NULL を返します。 
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• 文字列連結演算子は、両方のオペランドが NULL の場合にのみ、NULL を返します。つ

まり、文字列連結は、オペランドの 1 つが NULL であっても機能します。 

 

例： 

○ Null() & Null()は、NULL と評価されます 

○ 'xyz' & Null()は、'xyz'と評価されます 

○ '' & Null()は、空の文字列と評価され、NULL とは評価されません 

• 片方が NULL である演算操作はすべて、NULL と評価されます。代わりに範囲関数を使

用する場合、NULL を無視する数式を使用できます。 

例： 

○ Null() + 5 は NULL と評価されます 

○ RangeSum( Null(), 5 )は 5 と評価されます 

 

• ほとんどの数値関数は、パラメータが NULL の場合は NULL を返します。ただし、範囲

関数は例外です。 

例： 

○ Sqrt( Null() )は NULL を返します 

○ Sqrt( RangeSum( Null() ) )は 0 を返します 
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• ほとんどの文字列関数は、パラメータが NULL の場合は NULL を返します。代わりに空

の文字列を返したい場合は、文字列関数の中で文字列連結を使用します。 

例： 

○ Left( Null(), 1 )は NULL と評価されます 

○ Left( '' & Null(), 1 )は空の文字列と評価されます 

○ Len( Null() )は 0 と評価されます。つまり、NULL の長さはゼロということです 

○ Index( Null(), 'x' )は 0 と評価されます。つまり、文字列「x」は最初のパラメータにな

いということです。このことから、INDEX 関数は NULL を使用した場合も正常に機能

します。 

 

• パラメータを 2 つだけ使用する If()関数は、ELSE 式として Null()を使用します。 

 

• 集計関数は通常 NULL の影響を受けません。つまり、演算では NULL を含むレコードを

使用しません。ただし、NULL を含むレコード件数を求める NullCount()は例外です。 

 

• 集計関数 Only()は、使用可能なパラメータ値が全くない、もしくは複数ある場合に NULL

を返します。使用可能なパラメータ値が 1 つだけある場合は、その値を返します。使

用可能なパラメータ値を 1 つだけ有するレコードが数件あり、同時に NULL を含むレコ

ードがある場合も、これに該当します。 

 

• 集計関数 NullCount()は、NULL を含むレコード件数を返します。チャートで使用される場

合、タイプ 1 の欠損値に対しても 1 を返し（しかしデータにレコードは存在しません）、タ

イプ 2 の欠損値に対しては 0 を返します。 
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ヒント集 

どのように空の項目や空の文字列を NULL に変換するのでしょうか？ 

テキストファイルの空白や特殊記号を NULL に変換したい場合は、QlikView の変数、

NullInterpret を次のように使用します。 

 

Set NullInterpret = ; 

 

テキストファイルの空白の項目すべてが NULL に変換されます。ただし、Excel スプレッドシ

ートの空のセルには適用されません。このような場合は、NullInterpret に別の値を挿入する

必要があります。 

 

Set NullInterpret = ''; 

 

また、以下の構造を用いて、特定の項目に NULL を設定できます。条件が満たされていない

場合、If()関数は NULL を返します。 

 

If( Len(Trim(Field))>0, Field ) 

 

どのように NULL を表示するのでしょうか？ 

NULL は表示されません。ただし、NULL に値を指定して表示させる方法がいくつかあります。 

 

まず、ODBC からデータをロードして表示させる場合、QlikView の変数 NullDisplay を次のよ

うに使用します。 

 

Set NullDisplay = '<NULL>'; 

 

ただし、データがテキストファイルなど他のソースからのものである場合、NULL を置き換

える文字列の定義とともに、NullAsValue ステートメントを使用します。後続のロード・ス

テートメントが、NULL をその文字列に変換します。 

 

NullAsValue *; 

Set NullValue = '<NULL>'; 
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ワイルドカードの代わりに、この処理を行う項目を指定することもできます。 

 

ただし、NullAsValue の使用においては注意すべき点がいくつかあります。まず、最適化さ

れた QVD ロードを使ってテーブルをロードする場合です。最適化されたロードは QVD 内の

データを変更しないため、NULL も変換しません。QlikView が最適化されていないデータを

ロードするように指定する必要があります。単純な WHERE 句でも行えますが、私はより明

示的なコードを作成することを好みます。1 年後にスクリプトを見た時に、なぜそのように

したかを思い出せるからです。以下は私の提案するコードです。 

 

Load If( Len( Trim( Field ) ) > 0, Field, '$(NullValue)' ) as NewField … 

 

もう 1 つの問題は、結合および連結のプレフィックスから生成された NULL は、一部しか変

換されないということです。これらの値を表示する唯一の方法は、結合や連結が行われた

後に Resident Load を使用してテーブルに 2 つ目のパスを実行することです。 

 

例： 

// -------- Temporary table -------- 

Temp: 

LOAD ... FROM A; 

Concatenate 

LOAD ... FROM B; 

 

// -------- Final table -------- 

Data: 

NoConcatenate 

LOAD * FROM Temp; 

Drop Table Temp; 

 

どのように NULL や欠損値をテストするのでしょうか？ 

項目値が NULL の場合、テストに等号を使用することはできません。以下の IsNull()関数を使

用する必要があります。 

 

IsNull( Field ) 
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この関数は空の文字列に FALSE を返しますが、大抵の場合は、空の文字列や空白のみを含む

文字列（半角スペース、Chr(32)）は NULL と同じように扱いたいものです。その場合、代わ

りに以下のテストを使用します。 

 

Len( Trim( Field ) ) = 0 

 

この数式は、先頭と末尾の半角スペースを削除してから長さを計算します。半角スペース、

空の文字列、NULL、および欠損値はすべて、このテストでは長さがゼロになります。 

 

時には、ノーブレークスペース（Chr(160)）、タブ（Chr(09)）、表意文字スペース（Chr(12288)）

といったあらゆるタイプの空白の項目値も含むように、テストを拡張させたい場合があり

ます。その場合は、以下のテストを行うべきです。 

 

Len( Purgechar( Field, Chr(09) & Chr(32) & Chr(160) & Chr(12288)) ) = 0 

 

欠損値のテストもほぼ同様です。上記の関数がすべて使用できます。さらに、スクリプト

で欠損値をテストする際に、Exists()関数を使用して現在のテーブルの内容を以前ロードした

内容と比較できます。比較する適切な項目がない場合は、この比較目的限定の一時的な項

目を作成することができます。 

 

 

どのように NULLや欠損値を検索、選択するのでしょうか？ 

NULL は明確に選択できないので、NULL を含むレコードを検索するためには、必ず他の項目

で選択を行わなければなりません。例えば、個人のリストがあり、一部のレコードに電話

番号がない場合、すなわち電話番号の項目が一部 NULL である場合、電話番号が NULL であ

る個人 ID を選択する必要があります。 

 

[除外値の選択]の使用 

属性のない値を検索する最も簡単な方法は、以下の 2 つのステップで選択を行うことです。 

• はじめに、すべての電話番号を選択します（電話番号を右クリックして[すべて選

択]を選択する、またはワイルドカード「*」で検索する）。 

• 次に、除外する ID を選択します（個人 ID を右クリックして[除外値の選択]を選択

する）。 
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この方法は、NULL とタイプ 1 の欠損値の両方に使用できます。また、「どの顧客が特定の商

品をまだ購入していないか」など、類似の質問にも応用できます。その場合は、商品を選

択し、除外する顧客を選択します。 

 

ユーザーがこのような選択を頻繁に行うのであれば、除外する値を選択する 2 つ目の 

ステップをボタンにするのもよいでしょう。ボタンにわかりやすい名前を付け、[除外値の

選択]の処理を行います。これにより、ユーザーの操作が大幅に簡略化されます。 

 

高度な検索の使用 

もう 1 つの方法は、高度な検索を行うことです。高度な検索により、ユーザーは電話番号

のないレコードの個人を明示的に検索できます。リストボックスを個人 ID でマーク付けし、

以下の検索式を入力します。 

 

'=NullCount(phone)>0' 

 

この数式は、電話番号の項目が NULL であるレコードを 1 つまたは複数持つ個人を明示的に

探し出します。図の例では、検索結果は個人 ID「Z」のみを正しく表示しています。実際の

データは右のテーブルボックスに表示されていますが、ID が「Z」の電話番号のみが NULL

であることがわかります。 
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この方法は、NULL とタイプ 1 の欠損値の両方に使用できます。 

 

この方法には、どの数式を使用すべきかが明解でないという問題があります。ほとんどの

人は、おそらく「=IsNull(phone)」を使用するでしょう。しかし、私の見解ではこの数式は正

しくありません。誤った結果を導くこともあるからです。このことは、下図の例に明確に

示されています。「Z」の電話番号のみが NULL であるのに、検索結果は「Y」と「Z」の 2 人

を表示しています。 

 

 

この状態を理解するには、1 人が複数の電話番号を持つ可能性があることをまずは把握する

必要があります。従って、QlikView は集計関数を使用して数式を評価しなければいけません。

実際、高度な検索では、QlikView は常に何らかの集計関数を使用します。数式に明示的な集

計関数がない場合は、QlikView は Only()関数の使用を想定しています。よって、QlikView は

検索で「=IsNull(Only(phone))」を使用します。 

 

この Only()関数は、2 つの異なる場合において NULL を返します。第一に値が全くない場合、

そして第二に使用可能な値が複数ある場合です。 

 

従って、1 人につき 1 つだけレコードがある場合、この数式は電話番号のない人に正しく

TRUE を返し、電話番号がある人に FALSE を返します。しかし、複数のレコードを持つ個人

には、数式は望まれていない値を返す可能性があります。個人が異なる 2 つの電話番号を

持っている場合、数式は TRUE を返しますが、これは望まれている結果ではありません。 

 

さらに、NULL が挿入されたレコード、電話番号が挿入されたレコードという 2 つのレコー

ドを個人が持っている場合、Only()関数は電話番号を返し、数式は FALSE を返します。よっ

て、大方の期待に反して、この検索文字列がそのような個人を見つけ出すことはありませ

ん。 

 

残念ながら、検索文字列「=IsNull(Field)」を高度な検索に使用すべきであるという誤った考

えが蔓延しています。私は、代わりに集計関数 NullCount()を以下の検索式で使用することを

推奨します。 
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'=NullCount(Field)>0' 

 

ユーザーがこのような選択を頻繁に行うのであれば、高度な検索をブックマークに保存す

るのもよいでしょう。ブックマークは高度な検索を記録し、処理が選択される度に実行し

ます。これにより、ユーザーの操作が大幅に簡略化されます。 

 

除外値を選択できるデータモデルに項目を作成 

3 つ目の可能性は、スクリプトに NULL と欠損値を選択する仕組みを用意することです。こ

れは、必要な情報を保持する項目を作成することによって行います。 

 

欠損した電話番号（真の NULL）に対しては、レコードに電話番号があるかどうかを表すブ

ール項目を追加できます。 

 

People: 

LOAD PersonID, 

If( Len(Trim(Phone))>0, 'Yes', 'No') as [Has phone], 

... FROM People; 

 

まだ注文を行っていない顧客（欠損値タイプ 1）に対しては、顧客が注文を行ったかどうか

（キーが他のテーブルにあるかどうか）を表すブール項目を追加できます。 

 

Orders: 

LOAD CustomerID, 

... FROM Orders; 

 

Customers: 

LOAD CustomerID, 

If( Exists(CustomerID), Dual('Yes', True()), Dual('No', False()) ) as [Has orders], 

... FROM Customers; 

 

Exists()関数は、Customers テーブルの CustomerID の値を、以前にロードされたこの項目のす

べての値と比較します。値が以前にロードされていれば Exists()関数は TRUE を返し、ロード

されていなければ FALSE を返します。これを行うには、まず Orders テーブルがロードされ

ていなければならないことに注意してください。 
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Dual()関数は必須ではありませんが、Dual()を使用すれば作成された項目をブールフラグの条

件として直接使用できます。 

 

この方法には、どのように欠損値を見つけるかがユーザーに明確であり、同時に他の検索

の可能性すべてが維持できるという利点があります。 

 

SET分析における NULLと欠損値 

ここまで述べたことの大部分は、SET 分析にも適用できます。 

 

SET 分析では、検索は二重引用符を使用して行います。また、高度な検索や、上述の仕組み

を使用した NULL の検索も行うことが可能です。従って、 

 

Concat({$<PersonID={"=NullCount(phone)>0"}>} distinct PersonID) 

 

は、前述の「高度な検索の使用」のセクションにおけるサンプルデータを使用すると、「Z」

と評価されます。これは、このセクションで述べた例とまさに同じ、すなわち電話番号の

ない個人です。 

 

空の要素セットは、明示的（<Product = {}>など）か、暗示的（何も検索されない<Product = 

{"Perpetuum Mobile"}>など）かにかかわらず、製品（Product）がないことを意味します。つ

まり、どの製品にも関連しない一連のレコードとなります。 

 

SET 修飾子<Product = >は、<Product = {} >と同じではないことに注意してください。前者は項

目における既存の選択を削除するだけですが、後者は空のセットを返します。 

 

SET 演算子 

SET 分析では、選択を補完するもの（つまり除外されたレコード）を検索するために、SET

演算子を使用できます。例えば、SET 式 

 

{$<OrderID={"*"}>} 

 

は、可能な OrderID（ただし NULL ではない）をすべて選び出します。さらに、 

 

{1-$<OrderID={"*"}>} 
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は、補完するものを返します。すなわち、空の OrderID セットを持つすべての顧客（注文を

まだ行っていないすべての顧客）を選び出します。 

 

暗黙的項目値の定義 

SET 分析では、暗黙的項目値の定義、P()および E()を使用することも可能です。P()と E()は、

一連の使用可能な値と除外値をそれぞれ返します。SET 関数 E()は特に有用です。 

例 1： 

{$<Customer = E({1<Product={"*"}>})>} 

 

この数式は、すべての製品が選択された際に除外された顧客、つまり何も購入していない

顧客を選び出します。 

例 2： 

{$<Customer = E({1<Product={'Shoe'}>})>} 

 

この特定の数式は、製品「靴（Shoe）」が選択された際に除外された顧客、つまり靴を購入

したことのない顧客を選び出します。 

 

 


