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要旨： 

SAS9.4M3から追加された「ODS EXCEL」はSASからExcelへの出力を提供する。 

本発表では、基本構文の紹介から始まり、テクニックや活用方法を提案する。 

本発表を通して、その魅力と可能性、そしてSASプログラミングの楽しさに触れ
たい。 

キーワード：ODS EXCEL, PROC REPORT, Microsoft Excel 
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ODS EXCEL とは ？ 
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SAS9.4M3からの新機能 

プロシジャの結果をExcelに出力できる 

「オートフィルタ」などのExcelの設定もある程度できる 



5 

使い方は簡単 
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ods excel file='c:¥test.xlsx' ; 

 

    proc means data=sashelp.class; 

        var height; 

        class age; 

    run; 

 

ods excel close; 

出力したいプロシジャを ODS EXCEL で囲むだけ 



出力結果 
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詳しい構文 



構文 
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ODS EXCEL FILE = 'file-specification' OPTIONS ( suboption(s) ); 

 

       ・・・ procedures ・・・ 

 

ODS EXCEL CLOSE; 

 file-specification   出力するExcelファイルのパス 既存ファイルには出力不可 

 suboption(s)   細かいオプションの設定 

 procedures   出力したいプロシジャを記述する 



構文 
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ODS EXCEL FILE = 'file-specification' OPTIONS ( suboption(s) ); 

 

       ・・・ Procedures ・・・ 

 

ODS EXCEL CLOSE; 

ここに色々なオプションを指定して、 

Excelの出力をカスタマイズできる 
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カスタマイズする例 

これを見ればODS EXCELマスター！ 
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ods excel file='c:¥test.xlsx' options( start_at='2,3' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

1) 出力位置の設定 

2列, 3行目 
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ods excel file='c:¥test.xlsx' options( autofilter='all' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

2) オートフィルタの設定 
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ods excel file='c:¥test.xlsx' options(  

    frozen_headers       = '1' 

    frozen_rowheaders = '2' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

3) ウィンドウ枠の固定 
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ods excel file='c:¥test.xlsx' options( sheet_name='MY_SHEET' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

4) シート名の設定 
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ods excel file='c:¥test.xlsx' options( tab_color='blue' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

5) シートタブの色の設定 
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ods excel file='c:¥test.xlsx' options( sheet_interval='bygroup' ); 

 

    proc means data=sashelp.cars; 

        var msrp; 

        by make; 

    run; 

 

ods excel close; 

6) シートの分け方を設定 SAS9.4M5から 

BY値ごとに
シートを分ける 
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(メモ)…  sheet_interval= には以下が設定できる 

• BYグループ毎にシートを分ける BYGROUP 

• プロシジャが出力する表毎にシートを分ける  デフォルトはこの設定 TABLE 

• プロシジャ毎にシートを分ける PROC 

• プロシジャが改ページを入れるタイミングでシートも分ける PAGE 

• シートを分けない  （1シートにすべて出力） NONE 

• プロシジャの結果を新しいシートに出力する。出力後は前の設定に戻る SAS9.4M5から NOW 



19 

ods excel file='c:¥test.xlsx' options(  

    rowbreaks_count='3' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

7) 改ページを入れる行数の設定 
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ods excel file='c:¥test.xlsx' options(  

    rowbreaks_interval='output' ); 

 

    proc univariate data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

8) 改ページの入れ方の設定 
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(メモ)… rowbreaks_interval= には以下が設定できる 

• 出力オブジェクト毎に改ページを入れる OUTPUT 

• プロシジャ毎に改ページを入れる PROC 

• 改ページを入れない NONE 
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ods excel file='c:¥test.xlsx' options(  

    absolute_row_height     = '0.5in' 

    absolute_column_width = '0.5in, 1in' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

9) 行と列の幅を設定 

全て
0.5inch 

0.5inch 1inch 0.5inch 1inch 0.5inch 
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options  papersize=A4; 

 

 

ods excel file='c:¥test.xlsx' options( 

    orientation        =  'landscape' 

    scale                 =  '80' 

    fittopage           =  'on' 

    pages_fitwidth  =  '3' 

    pages_fitheight =  '2' 

    dpi                     =  '300' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

10) 「ページ設定」の「ページ」タブの設定 
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options   topmargin=2in bottommargin=2in 

               leftmargin=2in rightmargin=2in; 

 

 

ods excel file='c:¥test.xlsx' options( 

    print_header_margin  =  '1'    /* インチ */ 

    print_footer_margin    =  '1'    /* インチ */ 

    center_horizontal        =  'on'   

    center_vertical            =  'on' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

11) 「ページ設定」の「余白」タブの設定 
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ods excel file='c:¥test.xlsx' options( 

    print_area                =  'A1:D10' 

    row_repeat              =  '1' 

    column_repeat        =  '2' 

    gridlines                  =  'on' 

    blackandwhite         =  'on' 

    draftquality              =  'on' 

    rowcolheadings       =  'on' 

    page_order_across =  'on'); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

12) 「ページ設定」の「シート」タブの設定 
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title; 

footnote; 

 

ods excel file='c:¥test.xlsx' options( 

    print_header = 'my header' 

    print_footer   = 'my footer' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

13) 「ページ設定」の「ヘッダー/フッター」タブの設定 
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title         'titleステートメントが優先される'; 

footnote  'footnoteステートメントが優先される'; 

 

 

ods excel file='c:¥test.xlsx' options( 

    print_header = 'my header' 

    print_footer   = 'my footer' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

(続き)… ただし、TITLE・FOOTNOTEステートメント が 

設定されていると、そちらが「ヘッダー/フッター」として優先される。 
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title         'titleをセルに埋め込む'; 

footnote  'footnoteをセルに埋め込む'; 

 

ods excel file='c:¥test.xlsx' options( 

    sheet_interval             =  'none' 

    embedded_titles         =  'on' 

    embedded_footnotes  =  'on' ); 

 

    proc means data=sashelp.class; 

         var height;  class sex; 

    run; 

 

    proc means data=sashelp.class; 

         var height;  class age; 

    run; 

 

ods excel close; 

(続き)… TITLE・FOOTNOTE を「ヘッダー/フッター」ではなく、セルに埋め込む 
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TITLEと
FOOTNOTEが
繰り返し出力さ
れてしまった。。 

(続き)… しかしよく見ると 
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title         'titleをセルに埋め込む'; 

footnote  'footnoteをセルに埋め込む'; 

 

ods excel file='c:¥test.xlsx' options( 

    sheet_interval                = 'none' 

    embedded_titles            = 'on' 

    embedded_footnotes     = 'on' 

    embed_titles_once        = 'on' 

    embed_footnotes_once = 'on' ); 

 

    proc means data=sashelp.class; 

         var height;  class sex; 

    run; 

 

    proc means data=sashelp.class; 

         var height;  class age; 

    run; 

 

ods excel close; 

(続き)… TITLE・FOOTNOTEを最初と最後のセルだけに埋め込む 
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テクニック集 
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1) ヘッダー/フッターの書式設定 

文字サイズ や 文字色 などの 

書式を設定したい 
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(続き)... 書式コード と VBAコード というものを指定して
ヘッダー・フッターに書式を設定できる 

書式コード 

• 文字列を左側に表示 &L 

• 文字列を中央に表示 &C 

• 文字列を右側に表示 &R 

• 指定したフォントサイズで表示 （nnには2桁の数値を指定） &nn 

• 指定したフォントで表示 &"フォント" 

• 指定したカラーにする （16進カラーコードを指定） &Kカラー 

VBAコード 

• ページ番号を表示 &P 

• 総ページ数を表示 &N 

…etc 
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title         '&L&15あいうえお&R&K0000ffかきくけこ'; 

footnote  '&P/&N'; 

 

ods excel file='c:¥test.xlsx'; 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

(続き)... プログラム例 
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(続き)... 実行結果 (ヘッダー) 
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(続き)... 実行結果 (フッター) 
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title; 

footnote; 

ods excel file='c:¥test.xlsx'  options(  

    print_header = '&Lあいうえお' 

    print_footer   = '&Rかきくけこ' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

(続き)... ただし、PRINT_HEADER や PRINT_FOOTER で 

ヘッダー・フッターを設定する場合、、 

VBAコード・書式コード を使用すると、
Excelが壊れてしまうようです。 
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title; 

footnote; 

ods excel file='c:¥test.xlsx'  options(  

    print_header = '&amp;Lあいうえお' 

    print_footer   = '&amp;Rかきくけこ' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel close; 

& を &amp; に置き換える

とうまくいく。 

(続き)... 回避策 
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(続き)... 実行結果 (ヘッダー) 
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(続き)... 実行結果 (フッター) 
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ods excel file='c:¥test.xlsx'; 

 

    proc report data=sashelp.cars; 

    run; 

 

ods excel close; 

2) 「セル内改行」の落とし穴 

セル幅が足りない場合、 

セル内改行されてしまう 
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ods excel file='c:¥test.xlsx' options( flow='table'); 

 

    proc report data=sashelp.cars; 

    run; 

 

ods excel close; 

(続き)… 「セル内折り返し」にするオプション SAS9.4M4から 

セル内折り返しになる 
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ods excel file='c:¥test.xlsx'; 

 

proc report data=sashelp.class   style( header ) = [ background=blue color=white ]; 

    column sex name age height weight; 

    define   sex / order; 

    compute weight; 

        if age.sum > 12 then do; 

             call define( "age.sum", "style",  "style = [ color=red ]" ); 

             call define( "name"     , "style",  "style = [ background=yellow ]" ); 

        end; 

    endcomp; 

run; 

 

ods excel close; 

3) PROC REPORT の STYLEオプション で書式設定 

「age > 12」 だったら、ageの文字色赤、nameのセル色 に 

表ヘッダーのセル色青、文字色 に 
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続き)... 出力結果 
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data test; 

input x$; 

cards; 

001 

002 

003 

. 

; 

ods excel file='c:¥test.xlsx'; 

 

    proc report data=test; 

        define x / display; 

    run; 

 

ods excel close; 

4) 「セルの表示形式」の落とし穴 

Excelに出力したら、 

 「001」→「1」 

 「002」→「2」 

のように先頭の「0」が消えてしまった。 
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(続き)...  

実は、文字変数を「ODS EXCEL」で出力すると、書式が「標準」に
なる。 

 

そのため、 

「001」などのテキストは数値として認識されて 

先頭の「0」が失われてしまう。 
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ods excel file='c:¥test.xlsx'; 

 

    proc report data=test; 

        define x /  display style(column)={tagattr='type:String format:@'}; 

    run; 

 

ods excel close; 

(続き)... 

このおまじない（Style指定）で 

文字書式に出来る。 



48 

(続き)... 実行結果  
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(続き)... 実行結果  

ただし、欠損値のセルは 

文字書式にならないようです。 
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ods excel file='c:¥test.xlsx'  options( sheet_name='CLASS' ); 

 

    proc report data=sashelp.class; 

    run; 

 

ods excel options( sheet_name='CARS' ); 

 

    proc report data=sashelp.cars; 

    run; 

 

ods excel close; 

5) ODS EXCEL の複数置き 

オプションの設定値を
途中で変えられる。 
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ods excel file='c:¥test.xlsx' options( 

 sheet_interval = 'bygroup' 

 sheet_name    = '#byval1' ); 

 

    proc report data=sashelp.cars; 

        by make; 

    run; 

 

ods excel close; 

BY値をシート名に設定できる 

6) シート名の設定に #BYLINE, #BYVARn, #BYVALn が使える 
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実践編 
 

～活用方法を考えてみた～ 
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ODS EXCELで解析帳票を作成できないか？ 

現在、治験の解析業務では、「ODS RTF」と「PROC REPORT」で帳票を作成
する事が多いが、、 

 

今でもExcelで作成している企業や部署は多く存在している 

（※身の回りの同僚や企業へ個人的に聞いてみた結果） 

 

 

という事で、個人的な興味も含めて「ODS EXCEL」と「PROC REPORT」を
使って、解析帳票が作成可能か検討してみた。 
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解析帳票: 出力イメージ 
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解析帳票：使用するデータセット 【ADVS】 
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解析帳票：集計＆結果をデータセット化 

proc summary data=ADVS nway; 

    var        AVAL CHG; 

    class     AVISITN AVISIT; 

    where   PARAMCD = "PULSE"; 

    output out=OUT1 n= mean= std= min= median= max= / autoname; 

run; 

 

data OUT1;  

    set OUT1; 

    if AVISIT="Baseline" then call missing( of CHG_:); 

run; 
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解析帳票：出力準備 

proc template; 

    define style user.mystyle; 

    parent = styles.printer; 

    class fonts / 'TitleFont2'                     = ('Times New Roman', 9pt) 

                        'TitleFont'                       = ('Times New Roman', 9pt) 

                        'StrongFont'                   = ('Times New Roman', 9pt, Bold) 

                        'EmphasisFont'              = ('Times New Roman', 9pt, Italic) 

                        'FixedEmphasisFont'     = ('Times New Roman', 9pt, Italic) 

                        'FixedStrongFont'           = ('Times New Roman', 9pt, Bold) 

                        'FixedHeadingFont'        = ('Times New Roman',9pt) 

                        'BatchFixedFont'            = ('Times New Roman',9pt) 

                        'FixedFont'                     = ('Times New Roman', 9pt) 

                        'headingEmphasisFont' = ('Times New Roman',9pt,bold italic) 

                        'headingFont'                 = ('Times New Roman', 9pt)                   

                        'docFont'                        = ('Times New Roman', 9pt); 

    class color_list / 'bgh'=white   'bg'=white; 

    class header / bordertopstyle=solid   borderbottomstyle=solid; 

    end; 

run; 

フォントや罫線など、おおまかな書式を 

PROC TEMPLATE で定義しておく 
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解析帳票：出力準備 

/* 用紙サイズと余白の設定 */ 

options missing=' ' papersize=A4 leftmargin=2.5cm rightmargin=2.5cm topmargin=2.5cm bottommargin=2.5cm; 

 

/* TITLE・FOOTNOTEの設定 */ 

title         justify=left  'Table1. Change from Baseline in Pulse Rate (beats/min)'; 

footnote  justify=left  'Baseline = Day-1'; 

 

/* 四捨五入FORMAT */ 

proc format; 

    picture _0round (default=8 round) 

        low   - -0.5  = '0000009' (prefix='-') 

        -0.5 <- high  = '0000009' 

    ; 

    picture _1round (default=8 round) 

        low   - -0.05  = '00009.9' (prefix='-') 

        -0.05 <- high  = '00009.9' 

    ; 

run; 

用紙サイズや余白、TITLE・FOOTNOTE

の設定など 
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解析帳票：Excelに出力 

ods excel file='c:¥Table1.xlsx' style=user.mystyle 

options( 

     start_at                           = '2,2' 

     absolute_column_width = '2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0' 

     flow                                 =  'table' 

     embedded_titles             =  'on' 

     embedded_footnotes      =  'on' 

     orientation                       =  'landscape' 

     sheet_name                    =  'Table1' 

     print_header                    =  '&amp;LProtocol No. xxx-yyy-zzz' 

     print_footer                      =  '&amp;P/&amp;N' 

     print_header_margin       =  '0.78'   /* 単位はinch */ 

     print_footer_margin         =  '0.78'   /* 単位はinch */ 

); 

ODS EXCELで出力開始 
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解析帳票：Excelに出力 

proc report data=OUT1; 

    column AVISITN AVISIT ('Analysis Value' AVAL_:) ('Change from Baseline' CHG_:); 

    define   AVISITN             /  noprint order; 

    define   AVISIT                /  'Analysis Visit'  style=[width=100]; 

    define   AVAL_N              /  'N'                    style=[width=70]; 

    define   AVAL_MEAN      /  'MEAN'             style=[width=70]  format=_1round.; 

    define   AVAL_STDDEV  /  'SD'                  style=[width=70]  format=_1round.; 

    define   AVAL_MIN          /  'MIN'                style=[width=70]  format=_0round.; 

    define   AVAL_MEDIAN   /  'MEDIAN'         style=[width=70]  format=_1round.; 

    define   AVAL_MAX         /  'MAX'               style=[width=70]  format=_0round.; 

    define   CHG_N               /  'N'                    style=[width=70]; 

    define   CHG_MEAN       /  'MEAN'             style=[width=70]  format=_1round.; 

    define   CHG_STDDEV   /  'SD'                  style=[width=70]  format=_1round.; 

    define   CHG_MIN           /  'MIN'                style=[width=70]  format=_0round.; 

    define   CHG_MEDIAN    /  'MEDIAN'         style=[width=70]  format=_1round.; 

    define   CHG_MAX          /  'MAX'               style=[width=70]  format=_0round.; 

    compute CHG_MAX ; 

         if AVISITN=4 then call define(_row_,'style','style=[borderbottomstyle=solid]'); 

    endcomp; 

run; 

 

ods excel close; 

PROC REPORTで出力 
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解析帳票: 出力結果 



62 

解析帳票: OPTIONS MISSING との併用に注意 

p.58で options missing=' ' として、数値欠損値の表示を「ドット」から「空白」に 

設定変更した結果...欠損値の箇所に空白（スペース）が入ってしまった... 

他のODS出力ではNullになるので、将来的には修正されると思われる。 
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解析帳票: ちなみに 
グラフも出力可能 （プログラムは省略） 
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 ODS RTF + PROC REPORTで解析帳票を作成する要領と似ている。 

 

 

 解析帳票の作成でよくやる「全角文字をMS明朝」「半角英数字をTimes New 

Roman」のようなフォントの混在をODS EXCELで制御することは出来なさそう。 

 

 

 ODS EXCELでコントロールが難しい事も結構あるが、、、最終的にはVBAや
VBScriptに任せてしまえば、どうとでも出来る。 

解析帳票: 感想など 
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まとめ 
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ODS EXCELは”使える”機能か？ 

SASからEXCELに出力する方法は沢山あるが、 

その手段の中の第1候補になりえる。 
 

 

理由として、 

 

 

Excelの設定を制御できる点と、PROC REPORTと
組み合わせて使用する事で、右図のようにセル色
や文字色、はたまた罫線など、細かな書式もコント
ロール出来る点があげられる。 
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ODS EXCELを使うにあたって 

ODS EXCEL自体が最近追加されたものなので、まだまだ完全体ではない印象。 

 

しかし今後バージョンが上がるにつれ、使い勝手の良いオプションがどんどん追
加されていくと予想。 

 

 

現状では、「セル内折り返し」を設定するFLOW=オプションが使えるようになった 

SAS9.4M4 以上の環境で利用するのが個人的にはおススメ。 
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ちなみに、SASのバージョンを調べるには 

%put  &sysvlong; 

 

ログ: 

 

以下のプログラムを実行するとログにSASのバージョンを出力することが
できます。 
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今回紹介できたのは、ほんの一部分です。 

 

もっと詳細を知りたい方はSAS社のリファレンス、または以下
サイトで現在まとめ中なので、ご参考になればと思います。 

 

https://sas-boubi.blogspot.com/2019/04/ods-excel_11.html 

http://sas-boubi.blogspot.com/2019/04/ods-excel_11.html
http://sas-boubi.blogspot.com/2019/04/ods-excel_11.html
http://sas-boubi.blogspot.com/2019/04/ods-excel_11.html
http://sas-boubi.blogspot.com/2019/04/ods-excel_11.html
http://sas-boubi.blogspot.com/2019/04/ods-excel_11.html
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ご清聴ありがとうござ... 
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（すみません、まだ話したりないので小話させてください） 

最近、 SASのリファレンスって分かりづらくないですか？ 

 

知りたい事があって、ググってもなかなか該当するリファレ
ンスのページが見つからない。 
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最新のリファレンスを検索で見つけるコツ 

 先頭に SAS HELP CENTER と入れる 

 

 キーワードはなるべく英語で 日本語リファレンスは翻訳されてないものが多い 

SAS HELP CENTER  キーワード 

※検索エンジンや個人設定などにもよるので、必ずこの方法で検索上位に
出てくるとは限りません。 
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検索例 

例えば、「SGPLOTで箱ひげ図を描く方法」 を調べたい場合 

 

 

 

 

 

SAS HELP CENTER SGPLOT BOXPLOT 
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検索上位に以下SAS社のリファレンスページが出てくるはず。 
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Version の選択も忘れずに！ 
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今度こそ、 

ご清聴ありがとうございました。 
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