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はじめに 

QlikView では、インテリジェントなアルゴリズムを使用してユーザーの地域の日付を個別に認識

します。通常はそのままで機能するため、ユーザーが気にする必要はありませんが、日付が正し

く認識されないために、スクリプトに一定のコードを追加して正常に機能させるための処理が必

要となるケースもあります。QlikCommunity には、QlikView の日付に関するものや日付関数の使

用方法に関する質問が投稿されています。日付の基本は極めてシンプルですが、多くの誤解も存

在します。本テクニカルブリーフは、日付の処理に関する背景とヒントを提供することを目的と

しています。熟練した QlikView ユーザーには本文書に記載されていることはすべて既知の情報

かもしれませんが、その他の方には必ず役に立つことでしょう。 

日付の種類 

最初に、QlikView にはデータ種類はありません。

代わりに、QlikView はすべてのフィールド値に対

して２つののデータストレージを使用します。す

なわち、すべてのフィールド値は、文字列および

（該当する場合は）数字で表されます。フィール

ド値が数字（または日付）の場合は、デュアルス

トレージの数値部分にその数字が保存される一

方、デュアルストレージのテキスト部分には表示

文字列が保存されます。 

日付に使用されるシリアル番号は、Excel のシリアル番号と同じです。つまり、グレゴリオ暦の

1899 年 12 月 30 日から経過した日数です。シリアル番号の整数部は日付で、小数部は時刻で

す。例えば、米国式の日付フォーマットを使用して 2012 年 1 月 31 日午前 6 時をロードする

と、文字列の「1/31/2012 6:00 am」と一緒に数字の「40939.25」が保存されます。 

このように、日付、曜日、月はテキスト名または任意の

フォーマットにすることができ、かつ数値で保存するこ

とも可能です。また、こうしたフィールドは数値の計算

や比較に使えるほか、チャートの軸としても使用できま

す。数値関数は常にデュアルフィールドの数値部分を使

用し、文字列関数は常に文字列部分を使用します。 

解釈およびフォーマット 

QlikView には、時刻と日付を処理する 2 つの重要な関数として、解釈（Interpretation）関数と

フォーマット（Formatting）関数があります。解釈関数（「Date#()」、「TimeStamp#()」など）
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は、文字列から数値への変換を行います（つまり日付を含む文字列を入力すると、関数が正しい

日付のシリアル番号を作成）。出力は文字列と数値というデュアルフィールドになります。 

フォーマット関数（「Date()」、「TimeStamp()」など）は、解釈関数の逆の関数です。つまり、番

号から文字列への変換を行います（日付のシリアル番号を入力すると、関数が適切にフォーマッ

トされた日付を伴う文字列を作成します）。またこの場合も、出力は文字列と数値というデュア

ルフィールドになります。 

ユーザーが解釈関数やフォーマット関数を使用する必要はほとんどありません。通常、解釈と

フォーマットはユーザーが関与することなく行われます。なぜなら、明示的に使用された解釈関

数がない場合、QlikView はフォーマット変数に指定された日付フォーマットで試すためです。例

えば、スクリプトの始めの記述「Set DateFormat = …」で見つかる関数を使用します。これが

通常、ユーザーが必要な関数です。 

しかし、明示的なフォーマットを使用して解釈とフォーマットを行わなければならないこともあ

ります。ここで、ユーザーのフィールドが正しく解釈されない場合の、日付と時刻の処理方法に

関するヒントをいくつかご紹介します。 

ヒント 1：解釈関数を使用 

日付が自動的に認識されない場合、ユーザーは解釈関数を使用して日付を次のように解釈しま

す。 

Date#( DateField, 'M/D/YY') as Date 

フォーマット関数ではなく、解釈関数を使用していることを確認してください。解釈関数には

ハッシュマーク「#」が含まれています。 

また、QlikView が日付を数字として確かに解釈したことも、日付がリストボックスで右寄せに

なっていることを確認する黙示的方法、または、日付を数字としてフォーマット（プロパティ→

数字）し、表示された数字が 40000 前後（現在の日付）の値であることを確認する明示的方法

のいずれかで確認してください。 

使用されるフォーマットコードは Excel と同じです。そのフォーマットコードの文字は、大文字

と小文字が区別されます。「M」なら「月」を、「m」なら「分」を意味します。 

文字列は完全な日付である必要はありません。部分的な日付も解釈されます。例えば、文字列の

中に月の名前のみを有するフィールドがあるとします。その場合、ユーザーはテキストの月を、

以下の文字列を使用してデュアル月に変換することができます。 

Month( Date#( Month,'MMM') ) as Month 
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ヒント 2：ネストの利用 

フォーマット関数内に解釈関数をネストすることが実用的な場合も多くあります。例として下記

を見てみましょう。 

Date( Date#( DateField, 'M/D/YY'), 'YYYY-MM-DD') as Date 

内部関数は、日付を表すシリアル番号を正しく作成するために、入力テキストが正確に解釈され

ていることを確認するものです。外部関数は、シリアル番号が正しい日付フォーマットで表示さ

れることを確認するものです。 

 

例： 

年月日の間のスラッシュもダッシュもなく、日付が「20120131」と保存されている日付フィー

ルドがあります。QlikView は、これを 2,000 万強という値の整数として誤って解釈してしまいま

す。ここで「誤って」という理由は、正しい日付のシリアル番号でない値を割り当て、日付の比

較を不可能にしてしまうためです。例えば、ユーザーが「20120131」から「20120201」までの

日数を計算したい場合、明らかに「1」であるべきなのにもかかわらず、「70」になってしまう場

合もあります。 

これを正しくロードする 1 つの方法は以下の通りです。 

Date( Date#( DateField, 'YYYYMMDD'), 'M/D/YYYY') as Date 

ここでは、内部関数は実際の日付フォーマットを、そして外部関数は推奨日付フォーマットを含

んでいます。また、このようにすれば、日付は約 40000 の数値を得て、他の日付との正しい比較

や、計算での使用が可能になります。 

ヒント 3：MakeDate関数を使用 

年フィールド、月フィールド、日フィールドなど、日付がいくつかのフィールドに保存される場

合、ユーザーは以下に示す MakeDate 関数を使用して、特定の日付に対して適切な日付シリアル

番号を作成する必要があります。 

MakeDate( Year, Month, Day ) as Date 
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ヒント 4：丸め(rounding)関数を使用 

ソースデータの日付フィールドは、単に日付ではなく、1 日のうちの特定の時刻に対応するタイ

ムスタンプであることがよくあります。その場合、日付のシリアル番号は整数にはなりません。

例えば、時刻の「6 pm 1/1/2012」は、日付シリアル番号の「40909.75」に対応します。 

このような場合、日付関数を使用してフォーマットから時間と分数を除くだけでは不十分です。

日付としてタイムスタンプをフォーマットすると時刻は非表示になりますが、シリアル番号の小

数部はまだフィールドの数値部に保存されたままなので、フィールドは比較の際に不正確な結果

をもたらすことがあります。 

数値部からさらに「0.75」が表示されないようにするには、以下の例のように丸め関数を使用す

る必要があります。 

Date( Floor( Date ), 'YYYY-MM-DD') as Date 

 

<補足> 

floor(x [ , base [ , offset ]])  

端数 x は、offset に合わせて base の一番近い倍数まで切り捨てられます。結果は数値です。  

 

丸め関数が適するもう 1 つの例は、日付が 2 つのテーブルがリンクするキーフィールドである場

合です。フィールド値が、午前０時「00:00:00」以外の時刻のタイムスタンプの場合、日付とし

てフォーマット済みであっても別のテーブルの日付にリンクしません。すなわち、数値が存在す

る場合は、デュアルフォーマットの文字列部分については、キーとして使用されず、常に数値が

キーとして使用されます。したがって、2 つの数値がまったく同じにフォーマットされるだけで

は不十分です。日付をキーとして使用したい場合は、タイムスタンプの整数部分を使用し、時刻

の情報を除外する必要があります。 

例： 

トランザクションテーブルにタイムスタンプ（「2012-01-28 08:32:45」など）を含め、これを日

付が含まれるマスターカレンダーテーブルにリンクさせた方がいいでしょう。このキーをロード

する正しい方法の一例は、以下の通りです。 

Date( Floor( Timestamp#( Created, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss')), 'M/D/YYYY') as CreatedDate 
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CreatedDate のキーに加え、その他のフィールドもタイムスタンプの整数部を示すように作成で

きます。 

Timestamp#( Created, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss') as CreatedTimestamp, 

Time( Frac( Timestamp#( Created, 'YYYY-MM-DD hh:mm:ss')), 'hh:mm:ss') as CreatedTime, 

また、Frac()関数は時間情報のみを含むフィールドの数字の整数部を省くために使用されること

にご注意ください。 

ヒント 5：常に変数の数値を使用 

フィールドと変数は両方の値を保持しますが、変数のドル記号展開はデュアルではありません。

そのため、where 文節の数値比較などのために変数にデータを保存し、後から使用したい場合

は、変数はデータフォーマットを含む文字列でなく、単なる数値であればより簡単です。 

したがって、以下の関数構文を使用します。 

Let vToday = Num( Today() ) ; 

Let vAMonthAgo = Num( AddMonths( Today(),  – 1 )) ; 

 

<補足> 

AddMonths(startdate, n , [ , mode] ) 

startdate の n ヶ月後の日付、または n が負の場合は startdate の n ヶ月前の日付を返しま

す。  

mode を指定することにより (省略した場合は 0)、指定された月の未修正の日 (mode=0)、また

は月末から算出された日 (mode=1) に日付を設定できます。  

例： 

addmonths ('2003-02-29',-1) は、"2003-01-29" を返します。 

 

その後の変数の使用は、次の例のように単純になります。 

… Where DeliveryDate  > $(#vAMonthAgo) and DeliveryDate <= $(#vToday); 

ドル記号展開で使用するハッシュマークは、小数点を使用して展開することが求められることに

注意してください。これは、小数点を表すのに点ではなくコンマを使用する国のユーザーにとっ

て、有用です。 
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ヒント 6：コンビネーションフィールドを使用（例：年と月を 1 つの

フィールドとして使用） 

日付の数値は「年-月」フィールドや、その他の

類似したものに使用します。 

Date( MonthStart( DateField ), 'YYYY-MMM') 

as YearMonth 

ここでは、「MonthStart()」関数は月始めの日付数

値を返し、「Date()」関数は日にちを非表示にす

るために使用します。 

<補足>  

MonthStart(date [, shift = 0]) 

date を含む月の最初の日付の最初のミリ秒のタイムスタンプに対応する値を返します。

デフォルトの出力形式は、スクリプトに設定されている DateFormat です。Shift は整数

で、0 は date を含む月を示します。負の値の shift は過去の月を示し、正の値は将来の

月を示します。  

 

その他、WeekStart、QuarterStart、YearStart なども、役立つ関数です。 

ヒント 7：Dual関数を使用 

Dual 関数は、厄介な問題を解決するためによく用

いられます。これを使うと、数値と、その数値に

どのテキストを関連付けるかが特定できます。 

例えば、ユーザーが週の数値を使用したいにもかか

わらず、年の変更もソートされた場合は、その日付

の数を数値として使用しますが、任意で年と一緒に

週の数を表示します。 

Dual( Week( Date ), WeekStart( Date ) ) as YearWeek 

Dual( Year( Date ) & '-w' & Week( Date ), WeekStart( Date ) ) as YearWeek 

または、会計年度の月を作成したい場合は、以下の通りです。 
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Dual( Month(Date), Mod(Month(Date)-$(vFirstMonthOfFiscalYear),12)+1) 

mod(x1 , x2)  

割り算の余りを返す関数です。パラメータは両方とも整数値である必要があります。x2 は 0 よ

り大きくなければなりません。結果は、整数除算による負でない余りが返されます。  

 

ヒント 8：混合の日付フォーマットを伴うフィールド 

1 つのフィールドに、まちまちの日付フォーマッ

トがある場合、またはフォーマットが異なる複数

のソースからのデータがある場合は、「Alt()」関数

を使用して、以下に示すように可能な各種データ

フォーマットを定義します。 

Alt(  Timestamp#(MixDate,'M/D/YYYY h:mm tt'), 

Date#(MixDate,'M/D/YYYY'), 

Date#(MixDate,'D/M/YYYY'),  

Date#(MixDate,'YYYYMMDD'),  

Date#(MixDate,'DD.MM.YYYY'),  

Date#(MixDate,'YYYY-MM-DD') 

) as MixDate 

また、解釈関数の順番は、1 つの特定のフィールド値に対していくつかのフォーマットが可能な

場合に、優先順位を定義します。例えば、米国では「8/4/2012」は「8 月 4 日」を意味します

が、英国では「4 月 8 日」を意味します。 

まとめ 

「日付」または「時刻」に関するものはすべて、常に適切な日付のシリアル番号に変換し、それ

をデュアルフォーマットで数字として使用します。デュアルフォーマットのテキスト部分は表示

トピックですが、何を表示するかはユーザー次第です。 

参考：グレゴリオ暦 

QlikView のシリアル番号は明確に定義されており、紀元 0 年 1 月 1 日から約 20 億年後まで、一

般化されたグレゴリオ暦に従って正確に機能するようになっています。比較としては、Excel の
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日付関数は 1900 年 3 月 1 日から定義されていることに注意してください。これより前の日付を

入力すると、Excel は誤って 1900 年はうるう年と見なしてしまいます。 

暦について詳しい方ならば 0 年は存在しないこと、紀元前 1 年の次は 0 年でなく紀元 1 年だと

反論したくなるかもしれません。この主張は正しく、これまで 0 年を盛り込んだ歴史家は存在し

ません。このシステムは、6 世紀の修道僧ディオニュシウス・エクシグウスが考案したものです

が、当時ヨーロッパでは数字としての 0 の存在は知られておらず、ユリウス暦が使用されていま

した。 

グレゴリオ暦はもっと後の 1582 年に教皇グレゴリウス 8 世によって導入されました。教皇勅書

には、新暦をどのように時を遡及して適用するかについては何も記載されていませんでした。結

果として、新暦が過去に遡及して適用された際、6 世紀の古い論法が採用されました。これは現

在、先発グレゴリオ暦と呼ばれるものです。この暦には 0 年がなく、AD/CE（紀元）または

BC/BCE（紀元前）という共通の表記法が使用されています。 

しかし、グレゴリオ暦には 2 度目の一般化があります。0 年という単独の年を用いる、太陽年に

よる年号です。かなり初期に、天文学者たちは天測暦において、紀元前（キリストの誕生以前）

および紀元（キリスト紀元）という分け方でなく、0 年（西暦）として単独の年を使用していま

す。その例が、ヨハネス・ケプラー（1627 年ルドルフ表）やフィリップ・ド・ラ・イール

（1702 年天文表）です。しかしながら、初めて 0 年が使用されたのは 1740 年のことで、

ジャック・カッシーニが自身の天文表に導入しました。 

太陽年による年号は現在、ISO 標準（ISO 8601）となっており、科学に関連したあらゆる分野

で世界的に使用されています。したがって、0001 年（ISO 8601）は紀元前 2 年（先発グレゴ

リオ暦）と同じです。QlikView は、この ISO 8601 標準に従っています。 

残念ながら、QlikView の多くの日付関数は紀元 1 年より前の年号には適切に機能しません。とは

いえ、この期間を扱う場合は QlikView のシリアル番号が使用できます。注意事項は以下の通り

です。 

 「（Date()」、「Date#()」、「MakeDate()」など、いくつかの関数は正しく機能しません。 

したがって、日付のフォーマットが不正確を生みます。 

 先発グレゴリオ暦を使用したい場合は、Year 関数として以下を使用できます。 

Num(if(Year(Date)>0, Year(Date), Year(Date)-1),'#0 AD;#0 BCE') as Year 

 例えば、以下のような関数を使用して日付が作成できます。 

Load Dual( Num(Year(Date),'0000') &'-' & Date(Date,'MM-DD'),Date) as Date;  

Load MakeDate(1)-recno() as Date autogenerate 100000; 


