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要旨 
エクセルのファイル形式で入力された名簿の住所情報を市区町村名で自動分割する SAS プ

ログラムを開発した。このチュートリアルで、このプログラムの作成方法を丁寧に解説する。

まず、とりあえず本プログラム開発前に想定した形式の名簿データだけに対して作動する初期

バージョンの SAS プログラムの解説をする。更に、SAS マクロを駆使してこれを汎用化して、

SAS を知らないユーザでも自分の住所情報ファイル名を指定すれば使えるように改善した。更

に、そのプログラムのマクロを使わないバージョンも開発した。これも合わせて解説する。SAS

を使い始めたばかりのユーザには、SAS でデータハンドリングをするということはどういうこ

とかを理解してもらえるように解説する。特に他の汎用言語をこれまで使ってきて、最近にな

って SAS を使い始めたユーザや中級レベルのユーザにも十分参考になる内容を盛り込んでい

る。 

 

はじめに 
 

市区町村名で住所情報を分割する SAS プログラムそのものの解説については、SAS ユーザ

総会の論文集に収録された安井・周防論文と、チュートリアル用の周防の資料を参照されたい。

本稿では、他のプログラミング言語と比較して、SASによるプログラミングの優位性を紹介し、

特にデータハンドリングに伴う種々の技法を解説する。 

 

SAS を使い始めたきっかけ 
 

著者は SASを使い始めて今年でちょうど 30年になる。当時はメインフレームコンピュータの

世代で、使える言語は FORTRANであった。コンピュータを導入すれば「無料」で FORTRANが付

いてくる時代であった。都内の国立大学に助手として赴任した最初の仕事は、アンケート調査

の分析だった。FORTRANしかないので、それを使って調査票の情報をディジタル化するために、

入力用フォーマットを設計し、アルバイトを使ってパンチ入力を行った。EXCELなどない時代

で、テキストエディタを使って入力マニュアルに従ってパンチ入力をしてもらった。FORTRAN

でそれを入力エラーチェックしながら読み込むプログラムを書き始めた。 

当時は、こうした環境では、カラムを決めてテキストファイルを作成するのが常であった。

この欠点は、入力段階でカラムずれを起こした時の後始末のエラー修正作業の煩わしさである。

それを避けるために、パンチャーの負担を軽減して自由なカラム指定のファイル設計をした。



その分、そのデータを読み込むプログラムは複雑になる。これは、当時、プログラミングのバ

イブル的存在だった Kernighan他の著書“The Elements of Programming Style”(1974年：訳

書名：「プログラム書法」)で述べている ”Let the machine do the dirty work.”に従った結

果である。後から入力エラーを検出して時間と費用をかけるより、極力入力エラーが起こらな

いようなファイル設計をして、その代わりプログラミングで面倒を見ようという作戦だった。

最初はそれほど難しいプログラミングではないと高を括っていたが FORTRANでやってみると骨

が折れた。そのプログラムでは、入力エラーを検出する機能も持たせようとしたが、結局完全

なプログラムはできなかった。その頃、研究仲間の一人から、世間では最近 SAS というシステ

ムが使われ始めたと助言を貰った。それでさっそく SASを使ってみようと思い立ったのだが、

自分の大学にはもちろん導入されていない。当時は、九州大学・北海道大学･名古屋大学などの

国立大学で導入されていたが、自分が使える環境にない。そうこうするうちに、東京大学にも

導入されたと聞いたが、出かけて行って使うのはおっくうだったが、音響カプラーで自分の大

学と繋げば使えると知り、初めて SAS を使うことができるようになった。最初はこれまで使っ

ていた FORTRANや ALGOLとはプログラミングの方法が全く異なり、分からないことばかりだっ

た。それでも何とか慣れてくると、プログラミング作業の効率が格段に良いことが分かり、自

分の大学にも SAS を導入してもらうよう働きかけた。先のプログラムはあっという間に SAS

で完成できた。それ以来、他の言語はほとんど使わず、SAS 一辺倒になった。 

 

SAS の初心者だった頃の思い出 
 

表１に、手続き型プログラミング言語と SAS 言語によるプログラミングの比較をしてみた。

同表の SAS 欄にある×印が、SAS を使い始めた頃の最大のネックだった。恐らく、今でも他

のプログラミング言語を知っている SAS の初心者は同じ思いをしていると想像する。 

 

① SAS では、オブザベーション毎に計算処理が行われ、オブザベーション間の演算は「原則

的に」できない。これは、初心者には大問題だった。この実例を後に「例題」として紹介

する。簡単ではあるが、データハンドリングの一例である。 

② SAS ではサブルーティンや関数をプログラマが作ることは最近までできなかった。30 年前

の SAS マニュアルは、BASE と STAT の 2 冊だけで、しかも薄っぺらな冊子体だった。そ

の中に、マクロ言語の解説があり、それをうまく使えば見かけはサブルーティンの代用品

が作れそうだったので、試みたが、一番基本的なことが分からない。それは、プログラム

の「どこで」マクロを定義するのか？分かっている人にとってはそんなことは当たり前の

ことなので、マニュアルには全く説明がない。SAS 社に電話をかけてやっと分かったが、

恐らく阿呆な質問をしてくるなと思われたに違いない。他の言語では、サブルーティンは

別のプログラム単位として保存して、別のメインプログラムで使うというのが常識だった

ので、SAS ではあらゆるものを一つのプログラムに詰め込むとは思いもしなかった。 

③ 初心者が最初に途惑うのは、「DATA ステップ内では、基本的にはひとつのオブザベーショ

ンに対する処理を記述するだけで、繰り返し処理は自動的に行われる」点である。本当に

自動的に繰り返し処理をしてくれるのかと不安を感じていた。ただ、この点は、SAS の利

点の一つだと後になって認識した。 

④ SAS 言語には初めて見た時には奇妙に見える命令がいくつかある。 

sum 文 ( idno+1; )、サブセット if 文 ( if gender=”M”; )、return 文 

少し慣れてくると、sum 文やサブセット if 文は大変重宝することが分かる。 

これに反して、return 文はどうか。implicit return (見えない return) と explicit return (見



える return) があることを知っている SAS ユーザは意外に少ない。implicit return は知ら

なくても問題はないが、explicit return は知っていると、プログラム制御が非常にすっき

りして間違いも起こりにくい。自動的に繰り返し処理が行われることが多い SAS では、プ

ログラマが繰り返し処理を制御したい時に便利である。本システムでもこれを使っている。 

 

SAS プログラムの処理の流れ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市区町村名で住所情報を分割する SAS プログラム(初期バージョン) 
 

このチュートリアルでは本システムの開発過程で作成した初期バージョンを解説する。これ

は 3つの SASプログラムから成る。付録にこの３つのプログラムリストを収めた。 

 
(1) hokkaido.sas  
(2) create_original_ds.sas 
(3) shikuchoson.sas 

 
(3)にはチュートリアル用に、説明用のコメント文を入れておいた。このうち、コメント文で

「★前半部」と「★後半部」と記した箇所は完成版では、それぞれ make_final_key.sas、

final_result.sasとして独立した SASプログラムにした。 

再
加
工 

idno gender age idno gender age _N_ _ERROR_ ・・・

100 M 40 100 M 40 1 0
200 M 65
300 F 35

400 M 28

初期入力ファイル プログラムデータベクトル（PDV)

DATA ステップで使える全ての変数 

(SAS 特殊変数も含む)

SAS データセット 

実験 

データ アンケート 

調査用紙 

proc 

ステップ 

データハンドリング 

分析結果 



表１ 手続き型プログラミング言語と SAS 言語によるプログラミング

の比較 

 

 

利点

○ 元データはSASデータセットに変換して使う

◎
データセットはパーマネントデータセットとして
保存ができて、使う時は直ぐに使える

大容量データ
で特に有効

×
元データを読み込む時は、繰り返し処理を明
記する必要がある

◎

元データを読み込む時には、自動的に最後の
レコードまで処理が行われる。
DATAステップ内では、基本的にはひとつのオ
ブザベーションに対する処理を記述するだけで
よい。繰り返し処理は自動的に行われる。

信頼感大

×
元データを読み込んだ時は、件数など確認
作業が別途必要

○

元データを読み込んだ時は、自動的に、件数、
変数の個数などがLOG画面に、更に、結果の
データセットはTable Viewer画面に表示される
ので、確認のためのコーディングは不要

処理結果を確
認しながらプ
ログラミングが
できる

△
情報はオブザベーション単位で保持されて、オ
ブザベーションの集合がデータセットになる

×

オブザベーション毎に計算処理が行われ、
オブザベーション間の演算は「原則的に」で
きない
(ただし、retain文を使えばできるし、それ以外
にも方法はあるが、初心者には使いづらい）

×
サブルーティンや関数をプログラマが作るこ
とはできない

○
(SAS9.2から使えるproc fcmpを使えばサブ
ルーティンと関数をユーザが作れるようになっ
た)

×
プログラムの処理手順は詳細なフロー
チャートに書くことが原則である

○

プログラムの処理手順を詳細なフローチャート
で書いておく必要はない。処理手順はデータ
セットの作成・加工の流れで示すことで十分で
ある

△
プログラムはメインプログラム、サブルーティ
ン、関数で構成され、その間の情報の受け
渡しは基本的には変数によって行われる

◎

SASプログラムは部品（DATAステップとPROC
ステップ）の繋がりで構成されており、その間の
変数などの情報の受け渡しはデータセットに
よって行われる。これらの部品はプログラムの
上から下へ線形につながっており、制御が下
から上へ行くことは原則的にはない。

ディバッグが
簡単

○
サブルーティンや関数をプログラマが
作って使える

①手続き型プログラミング言語 ②SAS言語によるプログラミング

×
元データは実行の度にプログラム中で読み
込んで使う

○
全ての変数がプログラムの中でどこで
も、いつでも使える



【例題】A 社の各支店の売上シェア計算 
  /* sales_share.SAS */  /* 支店の売上シェア計算 */ 
 
options nocenter; 
 
data original; 
  input branch $ sales; 
       *支店名   売上高(万円);  
 datalines; 
 北日本  700 
 関東   4500 
 中日本 2200 
 近畿   3400 
 西日本  650 
 九州    900 
 ; 
run; 
 
proc print; title "data=original"; run; 
 
data original2; 
  set;  
  idno+1; 
  total+sales; 
run; 
 
proc print; title "data=original2"; 
   var idno branch sales total; run; 
 
proc sort; by descending total; run; 
 
proc print;  
 title "after sorting of original2"; 

  var idno branch sales total;  
run; 
 
data share; 
  drop total; 
  retain xtotal;  
  set; 
  if _n_=1 then xtotal=total; 
      *↑第1observationの時だけ実行; 
  share=sales/xtotal*100; 
run; 
 
proc print; title "share"; 
  var idno branch sales xtotal share; 
run; 
 
proc sort; by idno; run; 
 
proc print; title "売上シェア(％)"; 
  var branch sales share; 
  format share F5.1; 
run; 

OBS branch sales

1 北日本 700

2 関東 4500

3 中日本 2200

4 近畿 3400

5 西日本 650

6 九州 900

OBS idno branch sales total

1 1 北日本 700 700

2 2 関東 4500 5200

3 3 中日本 2200 7400

4 4 近畿 3400 10800

5 5 西日本 650 11450

6 6 九州 900 12350

OBS idno branch sales total

1 6 九州 900 12350

2 5 西日本 650 11450

3 4 近畿 3400 10800

4 3 中日本 2200 7400

5 2 関東 4500 5200

6 1 北日本 700 700

share
OBS idno branch sales xtotal share

1 6 九州 900 12350 7.2874

2 5 西日本 650 12350 5.2632

3 4 近畿 3400 12350 27.53

4 3 中日本 2200 12350 17.814

5 2 関東 4500 12350 36.437

6 1 北日本 700 12350 5.668

OBS branch sales share

1 北日本 700 5.7

2 関東 4500 36.4

3 中日本 2200 17.8

4 近畿 3400 27.5

5 西日本 650 5.3

6 九州 900 7.3

data=original

data=original2

after sorting of original2

売上シェア(％)

身
代
わ
り 

縦方向に売上高を加算して

最後のオブザベーションで

得られた合計に対する各支

店の売上げシェアを計算す

る 



 

 

/* ① hokkaido.sas */ 
options nocenter nodate nonumber; 
*北海道の振興局に属する町村に郡名を付与する; 
filename in1 
"C:\SAS_Forum\2013\SAS総会 2013発表資料\報告用住所名簿データ\全国住所データ\ 
市町村コード一覧表：北海道.TXT"; 
 
data hokaido_code; 
    infile in1 firstobs=3 missover; 
    length shichoson1 $ 60; 
    input ken_code $ shichoson_code $ shichoson1 $; 
run; 
 
proc print data=hokaido_code (obs=100); title "    北海道：市区町村コード"; run; 
 
data hokaido_code; 
    retain kyoku; 
    set; 
    if kindex(shichoson1,"振興局") NE 0 then kyoku=shichoson1; 
run; 
 
proc print data=hokaido_code (obs=100); title "振興局"; run; 
 
data hokaido_code; 
    retain gun; set; 
    if shichoson_code="***" then gun=shichoson1; 
run; 
 
proc print data=hokaido_code; title "全リスト"; run; 
 
data hokaido_code; 
    set; if shichoson_code="***" OR kyoku=shichoson1 then delete; 
run; 
 
proc print data=hokaido_code; title "全リスト 2";  
     var shichoson_code gun shichoson1 kyoku; 
run; 
 
data hokaido_code(drop=t); 
    rename shichoson1=shichoson3 
           kyoku=shichoson1; 
    set; 
    t=index(gun,"（"); if t NE 0 then gun=substr(gun,1,t-1); 
run; 
 
proc print data=hokaido_code; title "全リスト 3"; 
    var shichoson_code gun shichoson3 shichoson1; 
run; 
 
data xhokaido_code; 
    drop shichoson1 shichoson3; 
    set; 
    length var1 $ 20  var3 $ 14; 
    var1=shichoson1; 
    var3=shichoson3; 
run; 
 
proc print data=xhokaido_code (obs=100); title "長さ変更後"; 
    var shichoson_code gun var3 var1; 
run; 
 
data hokaido_code (drop=ken_code shichoson_code); 
    set; 

付録 市区町村名で住所情報を分割する SAS プログラム(初期バージョン) 



    rename var1=shichoson1 var3=shichoson3; 
run; 
*北海道市町村コードデータセット作成終了; 
 
options ls=80 ps=60 nocenter nonumber; 
proc datasets library=work; contents data=hokaido_code; run; quit; 
proc print data=hokaido_code (obs=50); 
    title " (first 100 observations of 'hokaido_code')"; 
run; 

 

/* ②create_original_ds.sas */ 

*分割したい住所ファイル名を指定して下さい; 
%let original_address_data=全顧客名簿.xlsx; 
 
*上記のファイルが保存されている場所の full path を指定して下さい; 
%let folder=C:\SAS_Forum\2013\SAS総会 2013発表資料\報告用住所名簿データ; 
 
options symbolgen; 
 
proc import dbms=EXCEL out=original_list 
 datafile="&folder\&original_address_data" 
 replace; 
 sheet="府県分離済データ"; 
run; 
 
data original_list; set; idno+1; run; 

 

/* ③shikuchoson.sas */  
*このプログラムは「府県分離型データ」にのみ対応している; 
 
*★前半部：市区町村名で分離するために必要な全国の市区町村名から成るデータセットを作成する; 
 
%let data_kensu=534; *元の住所リストの件数を指定する; 
%let shikuchoson_no=1903; *全国の市区町村数を指定する; 
 
proc import dbms=EXCEL out=original_shikuchoson 
 datafile="C:\SAS_Forum\2013\SAS総会2013発表資料\報告用住所名簿データ\全国住所データ\市区
町村名一覧.xls" 
 replace; sheet="市区町村名一覧 (変数名変更)"; 
run; 
 
data original_shikuchoson; 
 set; serialNO+1; *後で元の順序に戻すための情報; 
run; 
 
proc print data=original_shikuchoson (obs=150); title "修正前の市区町村名一覧.xls"; run; 
 
%include "C:\SAS_Forum\2013\SAS総会 2013発表資料\hokkaido.sas"; 
 
*二つのデータセット original_shikuchoson と hokaido_code を 
shichoson1 と shichoson3 でマッチマージし、前者に北海道の郡名を与える。; 
 
proc sort data=original_shikuchoson; by shichoson1 shichoson3; run; 
proc sort data=hokaido_code;         by shichoson1 shichoson3; run; 
 
data shikuchoson2; 
 merge original_shikuchoson(in=in1) hokaido_code; by shichoson1 shichoson3; 
 if in1; 
run; 
 
proc sort data=shikuchoson2; by serialNO; run; *元の順序に並べ替える; 
 
proc print data=shikuchoson2 (obs=50); title "shikuchoson2"; run; 
 



data shikuchoson; drop gun serialNO; 
 set; *後の処理で必要な変数は shichoson1 と shichoson3 であるが確認のための変数も残した; 
 if shichoson3=" " then delete; 
 if gun NE " " then do; kyoku=shichoson1; 
         shichoson1=gun; 
        end; 
run; 
 
proc print data=shikuchoson (obs=100); title "shikuchoson"; run; 
 
data kiritori; 
 length kiritori $ 30; 
 set; 
 kiritori=compress(shichoson1 || shichoson3); 
   
 *変数 kiritori の長さのチェック(以下の 5行の statement はなくても良い); 
 /* 
 if shichoson1=" " then length1=0; 
       else length1=length(shichoson1); 
 length3=length(shichoson3); 
 length=length1+length3;*市区町村名(郡名含む)の文字列の長さ; 
 if length=4 then put ken= shichoson1= shichoson3= kiritori=; *漢字 2文字の市区町村名を確
認; 
 */ 
run; 
 
proc print data=kiritori (obs=300); 
 var ken kiritori shichoson1 shichoson3;    
 title "shichoson1+shichoson3"; 
run; 
 
data kiritori_key (keep=kiritori); 
 set; 
run; 
 
proc print data=kiritori_key (obs=100); title "data=kiritori_key"; run; 
 
proc transpose data=kiritori_key out=kiritori_var; var kiritori; run; 
proc print data=kiritori_var; title "data=kiritori_var"; run; 
 
data kiritori_var (drop=i); 
 set; 
 array col $ col1-col&shikuchoson_no; 
 array len   len1-len&shikuchoson_no; 
 do i=1 to &shikuchoson_no; len{i}=length(compress(col{i})); end; *市区町村名文字列の長さ; 
run; 
 
proc print data=kiritori_var; title "data=kiritori_var+len"; run; 
 
data final_key (drop=i); *後半部で一対一のマッチングをするために住所件数分をコピーする; 
 set kiritori_var; 
 do i=1 to &data_kensu; output; end; 
run; 
*名簿の住所情報と全国の市区町村名をマッチングする準備が整った; 
 
*★後半部：名簿の住所を市区町村名で分離する; 
 
*次のプログラムで元の住所情報を SASデータセット oroginal_list に importする; 
%include "C:\SAS_Forum\2013\SAS総会 2013発表資料\初期バージョン\create_original_ds.sas"; 
 
*以下で、oroginal_list と final_key のマージをして、名簿の住所を市区町村名で分割する; 
 
filename out1 "C:\SAS_Forum\2013\SAS総会 2013発表資料\初期バージョン\住所分割失敗.csv"; 
filename out2 "C:\SAS_Forum\2013\SAS総会 2013発表資料\初期バージョン\最終結果住所ファイル.csv"; 
 
data final_list (keep=idno id zip pref address1 address2 building); 
 file out1 dsd; 



 merge original_list final_key; *同じ件数のデータセットをマッチマージする; 
 
 length address1 $ 30;  *分離した市区町村名; 
 length address2 $ 100; *市区町村名を切り取った残りの住所情報; 
 
 array col $ col1-col&shikuchoson_no; 
 array len   len1-len&shikuchoson_no; 
 
 do i=1 to &shikuchoson_no; 
  left= substr(address,1,len{i}); *名簿住所の先頭部(長さ len{i}分); 
  right=substr(col{i},1,len{i});  *全国市区町村名; 
  if left=right then do; address1=left; *分離した市区町村名を変数 address1 に保存; 
          xaddress=address; 
          do j=1 to len{i}; 
substr(xaddress,j,1)=" "; end; 
          address2=left(xaddress); *市区
町村名切取後の残りの住所情報; 
          output; *分離成功したのでデー
タセット final_list に保存; 
          return; *★次の observation の
処理に行く; 
         end; 
 end; 
 
 *住所分割失敗の出力; *ここが実行される時は、全国の市区町村名のどれにも該当しない時に限る; 
 put idno id zip pref address building; *filename out1 に CSV形式で出力する; 
run; 
 
data _null_; 
 file out2 dsd; *分割成功した住所情報だけを filename out2 に CSV形式で出力する; 
 set; 
 put idno id zip pref address1 address2 building; 
run; 


