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要旨 

高齢者の独居世帯が増加し続ける本邦においては、社会的孤立が重要な課題である。高齢者に

おける「社会とのつながり」の現状を把握する調査はあるものの、客観的なデータを用いて議論

をしている論文は少ない。そこで本研究では、全国消費実態調査の疑似データを用いて独居高齢

者における生活実態を把握することを目的とした。交際費と月謝を合計した消費額を「社会との

つながり指標」と定義し、家族分類間（独居男性世帯、独居女性世帯、夫婦世帯）での比較を行

った。その結果、家族分類間に有意な差がみられ、特に独居男性世帯は独居女性世帯よりも「社

会とのつながり」が弱く、それに関する生活実態についても性差があることが示された。 

 

キーワード：社会とのつながり、全国消費実態調査、独居世帯、高齢者、生活実態 

 

 

1 背景・目的 

本邦では少子高齢社会の進行に伴う問題が指摘されて久しいが、高齢者をとりまく世帯形態

についても大きく変容している 1)。厚生労働省による国民生活基礎調査によると、2015 年時点で

の高齢者の独居世帯は 624 万 3 千世帯（高齢者のいる世帯全体の 26.3%）にのぼり、調査が始ま

った 1986 年から増加が続いている 2)。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2030 年に高
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齢者のいる世帯のうち 37.7%が独居世帯となる予測もされている 3)。 

近年では、高齢者が死後一定期間発見されずに白骨化、腐敗化する孤立死（孤独死）が社会的

な問題となっている 4)。また、独居高齢者の方が非独居高齢者よりも抑うつを有する割合が高く、

うつ病の発症リスク上昇や日常生活に影響を及ぼしやすいことが、高齢者を対象とした研究で

報告されている 5,6)。このような現状の根底には、家族や地域コミュニティとの接触が減少して

「社会とのつながり」が希薄化し、十分なソーシャルサポートを受けにくくなった高齢者がおか

れている社会的孤立があり 3,7)、高齢者の独居世帯が増加し続ける本邦においては重要な課題で

ある。 

 こうした背景を受け、高齢者における社会とのつながりの現状を把握する調査が数多く行わ

れた。例えば内閣府による「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」によると、「会話が 2~3

日に 1 回以下」、「近所付き合いがほとんどない」、「困ったときに頼れる人がいない」と感じてい

る高齢者の多くが「生きがいを感じていない」と感じていることが明らかになった(順に 26.8%、

39.0%、55.4%が「生きがいを感じていない」と回答)7)。また久保らの調査では、独居高齢者は非

独居高齢者よりも閉じこもり傾向にあり、生きがいを得られていないことが示された 8)。このよ

うに社会とのつながりは、独居高齢者の抱える問題について議論するうえで重要な役割を担っ

ているが、ほとんどが自記式調査の回答データによる検討であり客観的なデータを用いて議論

をしている論文は少ない。 

 客観的なデータからライフスタイルの把握を試みた報告として、消費実態調査を用いた分析

がいくつか存在するが 9,10)、独居高齢者における社会とのつながりについての検討は不十分であ

る。そこで本研究では、全国消費実態調査の疑似データを用いて独居高齢者における生活実態を

把握し、今後の本邦における社会とのつながりについて思案するための基礎資料とすることを

目的に解析を行った。 

 

 

2 研究方法 

2－1 社会とのつながり指標 

高齢者の社会とのつながりを評価するための指標として、ここでは 

 

社会とのつながり指標 = 交際費 + 月謝 

 

とし、この値が大きい世帯ほど社会とのつながりが強いと定義した。交際費は、食料、家具・家

事用品、被服及び履物、教養娯楽、他の物品サービス、贈与金の消費額から構成される変数であ

り、月謝は語学教室やスポーツ教室等に消費する変数であった。 
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2－2 対象世帯 

全国消費実態調査で得られた 31,887,307 世帯

のデータから、図 1 のフローチャートに従い解

析対象世帯を選定した。全調査世帯から、世帯主

が 65 歳以上の独居・夫婦世帯に絞り、さらに実

支出に異常な外れ値がある世帯（｜標準化スコ

ア｜>3.29）を除外した。最終的な解析対象は、

6,372,780 世帯（独居男性世帯： 664,313、独居女

性世帯：1,740,806、夫婦世帯：3,967,661）となっ

た。 

 

2－3 比較方法 

2－3－1 データの調整 

各変数の値は、一般に世帯人員に応じて高くなるため、家族分類間（独居男性世帯、独居女性

世帯、夫婦世帯）の比較をする際に調整する必要があった。そこで、夫婦世帯の消費額を√2で除

して等価消費額を算出し 11)、それを 1 人当たりの消費額として用いることで独居世帯との人数

による消費額の差を調整した。 

 

2－3－2 解析方法 

■家族分類ごとの「社会とのつながり」 

家族分類間で、「社会とのつながり指標」に差があるかを検討した。指標の正規性を仮定でき

なかったため、検定にはノンパラメトリックな方法である Kruskal-Wallis 検定を用いた。また、

多重比較の補正には Bonferroni 法を用いた。なお、「社会とのつながり指標」は世帯の総消費額

に応じて値が大きくなり、純粋な「社会とのつながり」の差を検討することが出来ないため、各

世帯の実支出で除すことで調整した。 

■社会とのつながり指標の構成要素の性差 

性別によって「社会とのつながり指標」の構成要素の割合が異なる可能性が考えられた。そこ

で、独居世帯を対象に、構成要素のパイチャートを作成し検討した。 

■生活実態の性差 

独居世帯における性別ごとの日常的な消費傾向を明らかにするために「生活実態に関連する

項目」の消費額（［各項目/実支出］×1 万円)について Butterfly plot を作成した。「生活実態に関

連する項目」には、食費（調理食品と一般外食は除く)、調理食品、一般外食、酒、たばこ、被

服及び履物、交通、自動車関係費、光熱・水道を用いた 12）。さらに食費に関しては、穀類、魚介

図 1 解析対象世帯選択フローチャート 
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類、肉類、乳卵類、野菜・藻類、果物に細分化し（［各項目/食費（調理食品と一般外食は除く）］

×1000 円）、別に Butterfly plot を作成した。 

3 結果 

3‐1 対象世帯の基本属性 

表 1、2 に家族分類ごとの基本属性を示した。夫婦世帯は、独居世帯より勤労者世帯、自営業

などを含む勤労者以外の世帯の割合が高く、独居女性世帯は無職世帯の割合が高かった。また、

夫婦世帯は、65~69 歳の世帯の割合が最も高いのに対し、独居世帯は 75 歳以上の世帯の割合が

最も高いことが示された。年収に関しては、独居女性世帯が独居男性世帯より高い傾向がみられ、

実支出に関しても同様な傾向がみられた。年齢構成と年収から、独居女性世帯は同居者と死別し

ている可能性が考えられる。 

 

表 1 家族分類ごとの基本属性 

項目名 符号名 
夫婦世帯 独居男性世帯 独居女性世帯 

N % N % N % 

  世帯数 3,967,661 - 664,313 - 1,740,806 - 

世帯区分 

勤労者世帯数 304,110 8 49,265 7 99,239 6 

勤労者以外の世帯数 717,465 18 89,564 13 148,918 9 

無職世帯数 2,946,086 74 525,485 79 1,492,649 86 

世帯主の年齢 

65～69 歳の世帯数 1,471,056 37 207,522 31 487,244 28 

70～74 歳の世帯数 1,307,596 33 177,855 27 534,166 31 

75 歳以上の世帯数 1,189,008 30 278,936 42 719,395 41 

住居の所有関係 
持ち家あり 3,293,883 83 458,271 69 1,266,976 73 

持ち家なし 673,778 17 206,043 31 473,829 27 

＊ %は各世帯内で占める符号名の割合を示している。（%=符号名/項目名*100） 

 

表 2 家族分類ごとの年収、実支出、預貯金額 

  Q1 中央値 Q3 平均 標準偏差 

年収（万円） 

夫婦世帯 183 236 349 277 153 

独居男性世帯 127 193 278 222 135 

独居女性世帯 202 276 378 325 221 

実支出（円） 

夫婦世帯 108,260 152,196 214,613 178,610 111,437 

独居男性世帯 84,637 132,561 203,608 160,585 110,731 

独居女性世帯 119,458 170,909 241,776 190,696 96,975 

預貯金（円） 

夫婦世帯 17,593 108,400 193,585 132,902 159,063 

独居男性世帯 33,318 91,121 174,257 123,389 143,963 

独居女性世帯 22,998 84,931 158,407 108,088 108,171 

＊夫婦世帯の消費額は√2 で除すことで 1 人当たりの消費額に調整している 

＊Q1：第一四分位、Q3：第三四分位 
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3‐2 家族分類ごとの社会とのつながり 

Kruskal-Wallis 検定を用い、家族分類ごとの「社

会とのつながり指標」を比較した結果、家族分類間

に有意な差がみられた（p <.0001）。さらに多重比

較を行ったところ、すべての世帯間に有意な差が

みられ、特に独居男性世帯と独居女性世帯の比較

では女性の方が顕著に社会とのつながりが強かっ

た。 

 

 

 

3－3 「社会とのつながり指標」の構成要素の性差 

図 3 に、独居世帯における「社会とのつながり指標」の構成要素のパイチャートを性別ごとに

示した。全体的な構成割合に大きな性差はなく、男女ともに贈与金、食料が多くの割合を占めて

いた。 

 

 

 

図 3 「社会とのつながり指標」の構成要素の割合 

 

図 2 家族分類ごとの社会とのつながり指標 
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3‐4 独居世帯における生活実態の性差 

独居世帯において、「生活実態に関連する項目」の消費額（実支出 1 万円あたり）の中央値と

四分位範囲を性別ごとに図 4 に示した。調理食品、一般外食、酒、たばこ、自動車等関係費に関

しては、男性の方が消費額が高い傾向にあり、食費、被服及び履物、光熱・水道に関しては、女

性の方が高い傾向にあることが示された。中央値を比較すると、女性に比べ男性の方が一般外食

では約 2.5 倍、酒では約 5.3 倍消費額が高かった。たばこの中央値は男女ともに 0 円であったが、

喫煙率には性差が見られた（男性の喫煙率 43%、女性の喫煙率 17%）。 

穀類、魚介類、肉類、乳卵類、野菜・海藻、果物の消費額（食費（調理食品と一般外食は除く）

1,000 円あたり）の中央値と四分位範囲を図 5 に示した。穀類以外は女性の方が消費額が高い傾

向が見られ、野菜・海藻に関しては中央値を比較してみると、男性に比べ女性の方が約 1.3 倍消

費額が高かった。 

 

 

 

 

 

 

図 4 生活実態に関連する項目の消費額 
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図 5 食費に関する項目の消費額 

 

 

4 考察 

本研究では、2004 年の全国消費実態調査の疑似データを用いて、独居高齢者の「社会とのつ

ながり」に関する生活実態を明らかにした。家族分類間の「社会とのつながり」を比較した結果、

独居女性世帯よりも独居男性世帯の方がつながりが弱く、それに関する生活実態についても性

差があることが示された。 

独居世帯における「社会とのつながり」の性差は、評価に用いた「社会とのつながり指標」の

構成要素の偏りによって生じている可能性があるため、比較を行ったが、構成割合に性差はみら

れなかった。 

次に、独居世帯では日常の生活実態の違いによって「社会とのつながり」に性差が生じている

と考え、「社会とのつながり」に関連する項目の消費傾向を比較した。その結果、食費の合計に

は性差はみられなかったが、男性は女性よりも野菜・果物の消費額が低く、調理食品や外食の消

費額が高い傾向がみられた。本結果から、男性は女性よりも料理をせず、コンビニの弁当などの

調理食品を購入しており、偏りのある食習慣であることが示唆される。また、男性の方が光熱・

水道の消費額が低いことからも、「男性が料理をしていない」という実態が推測できる。 

酒、たばこに関しては大きな性差はみられなかったが、男性の方が女性よりも消費割合が高い

傾向が示された。また、女性の方が被服及び履物の消費額が高く、交通にガソリン代以外も含む
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自動車等関係費を考慮しても女性の方が消費額が高いことから、外出する傾向が強いことが示

された。先行研究においても女性は男性より定期的なグループ活動や友人交流といった対人関

係を前提とする活動に対して積極的であること 13)、人と交流する機会が多いこと 14)が示されて

おり、これは女性の方が外出する傾向が強いという本研究の結果を支持していた。 

「社会とのつながり」に関連する項目の消費傾向には、いくつかの項目で性差がみられたが、

これは高齢期以前の性役割が影響していると考えられる。男性は主に勤労という家庭外の役割

が求められていることが多いが、女性は高齢期以前から食事の支度や近所付き合いなど家庭の

役割が求められている。そのため、男性における他者との交流は職場での人間関係に限られてし

まい、女性のように家を中心とした地域内で多様な人間関係を築くことが難しい環境にある 15,16)。

このような性役割の違いが高齢期での生活実態の性差を生み、高齢男性の社会的孤立につなが

っていると考えられる。そこで、男性に対しては高齢期に入ってからでも取り組めるグループ活

動等への参加促進を図っていくことが重要であるといえる。 

本研究の限界点について述べる。先行研究では社会的孤立の関連因子として、健康状態が挙げ

られており、健康状態が悪い人ほど「社会とのつながり」が弱いことが示されている 12)。しか

し、本研究で使用している全国消費実態調査の疑似データには、医薬品等の健康に関する変数は

あるものの、それらの変数では病状の区別等ができず、健康状態を正確に判別できない。そのた

め、独居高齢者の「社会とのつながり」の関連因子に健康面を含めることができなかった。 

このような限界点はあるが、本研究の結果から高齢者の独居世帯において生活実態に性差が

あり、この性差が「社会とのつながり」に影響を及ぼしている可能性があることが示唆された。

したがって、今後の高齢者の独居世帯におけるソーシャルサポートの促進を考えていく際には、

男性に対しては今回得られた性差を考慮した対策方針を設定することによって、より効果的な

結果が得られるのではないだろうか。本研究の結果が、今後も高齢化が進む本邦において、孤立

など様々な問題と関連のある「社会とのつながり」について思案するための基礎資料となること

が望まれる。 
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付 録 

付録 1 規定課題用 SAS プログラム 

 

************** データ保管場所の指定*************; 

/*set_enviromentsas*/; 

%let  drive=C; 

%let  path=\SASコンペ2018\チーム0\SASプログラム; 

%let  pathFugou=\SASコンペ2018\チーム0; 

%let  FugouExcel=全消2004年新擬似ミクロデータ符号

表.xlsx; 

libname micro"&drive:&path"; 

 

*フォーマットの自動作成 実行マクロ; 

%include "&drive:&path\#3.sas"; 

*フォーマット自動作成プログラム（#3）; 

filename out1 "&drive:\SASコンペ2018\チーム0\SASプログ

ラム\autoformat.sas"; 

proc import datafile="&drive:&pathFugou\&FugouExcel" 

out=format  (rename=(f2=cate f3=varNAME f4=var 

f5=code)) replace; sheet="世帯事項"; getnames=no;run; 

proc print data=format; 

title "format 符号表";run; 

 

data _NULL_; 

set format;file out1;length buff $ 100; 

if _N_=1 then put '/*autoformat.sas*/'; 

if _N_<=4 then return; 

if varNAME="ｗeight" then do; put ';' / ' run; ' ; return; end;  

if _N_=5 then put "proc format;"; 

formatname=compress(varNAME || 'F'); 

if varNAME NE " " then put ';' / '*' cate ';' / 'value ' 

formatname; 

buff=var||'=" '||var||':'||code||'"'; 

buff=kcompress(buff);put buff;run; 

*完成したフォーマット; 

/*autoformat.sas*/ 

proc format; 

; 

*大都市圏の別 ; 

value X01F 1="1:３大都市圏" 0="0:その他"; 

*世帯区分 ; 

value X02F 

1="1:勤労者世帯（世帯主が会社などに勤めている世帯)" 

2="2:勤労者以外の世帯" 3="3:無職世帯"; 

*世帯人員 ; 

value X03F 

1="1:１人" 2="2:２人" 3="3:３人" 4="4:４人" 5="5:５人以上

" ; 

*就業人員 ; 

value X04F 

0="0:０人" 1="1:１人" 2="2:２人" 3="3:３人以上" ; 

*住居の構造 ; 

value X05F 

1="1:木造（防火木造含む)" 2="2:木造（防火木造含む)以外" ; 

*住居の建て方 ; 

value X06F 1="1:一戸建" 2="2:一戸建以外" ; 

*住居の所有関係 ; 

value X07F 1="1:持ち家" 2="2:持ち家以外" ; 

*世帯主の性別 ; 

value X08F 1="1:男" 2="2:女" ; 

*世帯主の年齢 ; 

value X09F 

5="5:24歳以下" 6="6:25～29歳" 7="7:30～34歳" 8="8:35～

39歳" 9="9:40～44歳" 10="10:45～49歳" 11="11:50～54歳" 

12="12:55～59歳" 13="13:60～64歳" 14="14:65～69歳" 

15="15:70～74歳" 16="16:75歳以上" ; 

*企業区分･従業者規模 ; 

value X10F 1="1:民営･自営1～4人" 2="2:〃5～29人" 3="3:〃

30～499人" 4="4:〃500人以上" 5="5:官公" 6="6:無職" ; 

*家族分類 ; 

value X11F 

1="1:単身世帯" 2="2:夫婦のみの世帯" 3="3:二世代の世帯

（注1）" 

4="4:二世代（ひとり親）の世帯（注2）" 5="5:三世代の世帯

（注3）" 

6="6:その他の世帯（1～5以外の世帯）" ; 

*未就学児の有無 ; 

value X12F 1="1:無" 2="2:有" ; 

*学校に通う世帯員の有無 ; 

value X13F  

1="1:無" 2="2:有（学校には、専修学校及び各種学校を含

む）"; 

*65歳以上の世帯員数 ; 

value X14F 0="0:０人" 1="1:１人" 2="2:２人以上" ; 

run;  

*************************************************; 

*規定課題①; 

 ods pdf FILE="C:\SASコンペ2018\チーム0\規定課題

①.pdf" ; 

proc tabulate data=Micro.Data vardef=weight 

format=comma10.0; 

class x08 x11; format x11 x11F. x08 x08F.; 

var Y001 /WEIGHT=weight; keylabel N=" " SUM=" "; 

table  X11="家族分類" all="合計", X08="世帯主の性別

"*(Y001="")*(mean="平均") (Y001="全世帯")*(mean="平均") 

X08="世帯主の性別"*(Y001="")*(std="標準偏差") (Y001="全

世帯")*(std="標準偏差") 

X08="世帯主の性別"*weight="世帯数" all="全世帯"*weight="

世帯数"; run; 

ods pdf close; 

*************************************************; 

*規定課題② 

*ジニ係数の算出; 

%macro data1(var,num,sex,s); 

proc freq data=micro.Zensho2004gijimicro; 

where x11=&var and x08=&sex; tables y001/missing; 

weight weight; ods output onewayfreqs=micro.table;run; 

data micro.table; set micro.table; 

all_Nenkan_Syuunyuu=Y001*frequency; num=1; run; 

proc means data=micro.table sum; 

ods output summary=micro.table2; 

var all_Nenkan_Syuunyuu;run; 

 

data micro.table2; set micro.table2; num=1; run; 

data micro.table3; merge micro.table(in=a) micro.table2; 

by num; if a; sum+all_Nenkan_Syuunyuu; 

menseki=(((sum+Lag(sum))/all_Nenkan_Syuunyuu_sum)*(C

umpercent-Lag(Cumpercent))/100)/2; 

aaa=sum/all_Nenkan_Syuunyuu_sum; 
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cumpercent2=cumpercent/100; 

label aaa="年間収入の累積相対度数" ; 

cumpercent2="累積相対度数"; run; 

 

proc means data=micro.table3 sum; 

var menseki; ods output 

summary=micro.table4_&num._&s;run; 

 

data micro.table4_&num._&s; set micro.table4_&num._&s; 

jini=(0.5-menseki_sum)*2; x11=&num; 

jini2=int(jini*10**2)/10**2; put jini2; run; 

%mend data1; 

%data1(var=1,num=1,sex=1,s=1) %data1(var=2,num=2,sex

=1,s=1) %data1(var=3,num=3,sex=1,s=1) %data1(var=4,nu

m=4,sex=1,s=1) %data1(var=5,num=5,sex=1,s=1) %data1(v

ar=6,num=6,sex=1,s=1) %data1(var=1&2&3&4&5&6,num=7,

sex=1,s=1) 

%data1(var=1,num=1,sex=2,s=2) %data1(var=2,num=2,sex

=2,s=2) %data1(var=3,num=3,sex=2,s=2) %data1(var=4,nu

m=4,sex=2,s=2) %data1(var=5,num=5,sex=2,s=2) %data1(v

ar=6,num=6,sex=2,s=2) %data1(var=1&2&3&4&5&6,num=7,

sex=2,s=2) 

%data1(var=1,num=1,sex=1&2,s=3) %data1(var=2,num=2,s

ex=1&2,s=3) %data1(var=3,num=3,sex=1&2,s=3) %data1(v

ar=4,num=4,sex=1&2,s=3) %data1(var=5,num=5,sex=1&2,s

=3) %data1(var=6,num=6,sex=1&2,s=3) %data1(var=1&2&3

&4&5&6,num=7,sex=1&2,s=3) title; 

 

*ジニ係数の出力; 

%macro sex(sex); data micro.total_&sex; 

set  micro.table4_1_&sex micro.table4_2_&sex 

micro.table4_3_&sex micro.table4_4_&sex 

micro.table4_5_&sex micro.table4_6_&sex 

micro.table4_7_&sex; 

drop jini menseki_Sum jiini1; if x11='.' then x11=7; 

jini2_&sex=jini2; label jini2_&sex='ジニ係数' x11='世帯分類'; 

run; 

%mend sex; 

%sex(1) %sex(2) %sex(3) 

data micro.gini; merge micro.total_1 micro.total_2 

micro.total3 ; 

by x11;run; proc print data=micro.gini noobs label; 

format x11 X11F.; run; 

 

*表の作成; 

proc transpose data=micro.gini out=micro.tra; 

var jini2_1 jini2_2 jini2; by x11; run; 

 

proc format; value x11F  

1="1:単身世帯" 2="2:夫婦のみの世帯" 3="3:二世代の世帯

"4="4:二世代（ひとり親）の世帯" 5="5:三世代の世帯" 

6="6:その他の世帯" 7="全世帯"; 

value sex 1="1:男" 2="2:女"; run; 

 

data micro.tra2; set micro.tra; 

if _NAME_='jini2' then _NAME_='全世帯'; 

if _NAME_='jini2_1' then _NAME_='1:男'; 

if _NAME_='jini2_2' then _NAME_='2:女'; run; 

 

ods pdf FILE="C:\SASコンペ2018\チーム0\規定課題2.pdf" ; 

proc tabulate data=micro.tra2; var  COL1 ; 

class x11 _NAME_; format x11 x11F.; keylabel SUM=" "; 

tables x11="家族分類" , _NAME_="年間収入のジニ係数

"*(COL1=""); 

run; ods pdf close; 

******************************************* 

 

付録 2 規定課題図表 

－規定課題 1 

 

－規定課題 2 
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付録 3 自由課題 SAS プログラム 

 

***社会とのつながり指標の作成***; 

data H.taisyou6; 

set H.taisyou5; 

kizuna=Y148+Y159; *Y148は月謝類、Y159は交際費; 

label kizuna="社会とのつながり指標"; 

run; 

***クラスカル・ウォリス検定***; 

proc NPAR1WAY data=H.taisyou6 wilcoxon; 

class cate; *cateは、独居男、独居女、夫婦世帯の区分; 

var kizuna; *kizunaは、「社会とのつながり指標」; 

freq weight; 

format cate catef.; 

run; 

*** パイチャート***; 

proc template; 

define statgraph Paichart; 

dynamic _title ; 

begingraph; 

layout lattice / columns=2 columnweights=(0.45 0.45) 

rowdatarange=union; cell;  

/*left cell with male data*/ 

cellheader; 

entry textattrs=(size=13PT) "独居男性世帯"; 

endcellheader; 

layout region; 

piechart category=_name_ response=per_m /name="p"  

otherslice=false dataskin=matte 

datalabelcontent=(percent) datalabellocation=inside start=90 

categorydirection=clockwise 

othersliceopts=(type=percent percent=20) 

datalabelattrs=(size=12); 

endlayout; 

endcell; 

cell; 

/*right cell with female data*/ 

cellheader; 

entry textattrs=(size=13PT) "独居女性世帯"; 

endcellheader; 

layout region; 

piechart category=_name_ response=per_f / name="p" 

otherslice=false dataskin=matte 

datalabelcontent=(percent) datalabellocation=inside start=90 

categorydirection=clockwise 

othersliceopts=(type=percent percent=20) 

datalabelattrs=(size=12); 

endlayout; 

endcell; 

sidebar / spacefill=false; 

discretelegend "p" / across=4  

border=true halign=right itemsize=(linelength=20 

heightscale=2) valueattrs=(size=12); 

endsidebar; 

endlayout; 

endgraph; 

end; 

run; 

proc format; 

value $_name_  "Y148_MEAN"="月謝" "Y160_MEAN"="食

料" "Y161_MEAN"="家具・家事用品" "Y162_MEAN"="被

服・履物" "Y163_MEAN"="教養娯楽" "Y164_MEAN"="他の

物品サービス" "Y165_MEAN"="贈与金" "Y166_MEAN"="他

の交際費"; 

run;  

ods listing style=journal3; 

proc sgrender data=H.matome2 template=Paichart; 

format _name_ $_name_.; 

run; 

 *** Butterfly plot ***; 

proc template; 

define statgraph Butterfly; 

dynamic _title;begingraph; 

entrytitle "独居男性と独居女性のライフスタイル" _title; 

layout lattice / columns=2 columnweights=(0.427 0.573) 

rowdatarange=union; 

/*left cell with male data*/ 

layout overlay / walldisplay=standard 

xaxisopts=(reverse=true display=(tickvalues) griddisplay=on 

gridattrs=(color=cxf7f7f7) linearopts=(viewmax=2500)) 

yaxisopts=(display=none reverse=true 

discreteopts=(colorbands=odd)); 

scatterplot x=med_m_r y=Variable / name="m" legendlabel="

男性" xerrorlower=q1 xerrorupper=q3                                             

markerattrs=(symbol=squarefilled color=teal size=10) 

errorbarattrs=(color=teal thickness=1) datalabel=med_m_r 

datalabelattrs=(size=10);endlayout; 

/*right cell with female data*/ 

layout overlay / walldisplay=standard 

xaxisopts=(display=(tickvalues) griddisplay=on 

gridattrs=(color=cxf7f7f7) linearopts=(viewmax=2500)) 

yaxisopts=(reverse=true discreteopts=(colorbands=odd) 

tickvaluehalign=center display=(tickvalues line)); 

scatterplot x=med_f_r y=Variable / name="f" legendlabel="女

性" xerrorlower=q1_f xerrorupper=q3_f                                         

markerattrs=(symbol=squarefilled color=lightcoral size=9) 

errorbarattrs=(color=lightcoral thickness=1) 

datalabel=med_f_r                                   

datalabelattrs=(size=10); 

endlayout; 

/*legend*/ 

sidebar / spacefill=false; 

discretelegend "m" "f" / across=2 valueattrs=(size=11) 

autoitemsize=true border=false;endsidebar; 

endlayout;endgraph; 

end;run; 

/*output*/                                                                                 

proc sgrender data=H.butterfly template=Butterfly; 

format Variable $VariableF.;run; 


