
ライブラリ参照と名前定義を利用してEXCELファイルへの
柔軟な入出力を実現する方法と応用例の提案

―解析結果のレポーティングからセルオートマトンまで―

森岡 裕

ナイフィックス株式会社 バイオメトリクスグループ

Using EXCEL LIBNAME Engine and Named RangeUsing EXCEL LIBNAME Engine and Named Range
to Enhance flexible Input and Output
-From reporting of an analysis result 

to simulating a cellular automaton -

Yutaka Morioka
Biometrics Group, Niphix KK



要旨：

LIBNAMEステートメントでEXCELファイルを直接指定することによって、シートや

名前の範囲をデータセットとして参照することができる。

その機能をうまく利用することによって、EXCELファイルへの入出力の手間を

大きく減らすことが可能になる。

またセルオートマトンのような、セルの集合領域に対して行うシュミレーション
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またセルオートマトンのような、セルの集合領域に対して行うシュミレーション

にも有効な手段となる。

いくつかの例を用いて、あまり取り上げられることが少ないLIBNAME EXCELに

ついて紹介する。

キーワード：LBNAME EXCEL   MODIFY  UPDATE CELLAR AUTOMATON 



様々な業界業種あるいはアカデミックの分野によってSASの使い方に違いは

あっても、、、

EXCELファイルのデータを読み込んだり、あるいは出力したりする処理が必要

になる場面は結構多いのではないでしょうか？

SASとEXCELファイルの入出力
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代表的な方法として、

・IMPORTプロシジャ＆EXPORTプロシジャ

・ODS（Output  Delivery System）機能

・DDE（Dynamic Data Exchange）通信

他にもSAS Add-in for Microsoft、ODBC、OLE DB、SAS/AF、SCL etc…



・EXPORTプロシジャ

PROC EXPORT DATA= WORK.DS_1 
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PROC EXPORT DATA= WORK.DS_1 

OUTFILE= "C:¥Users¥y.morioka¥Desktop¥Book1.xlsx" 

DBMS=EXCEL LABEL REPLACE;

SHEET="Sheet"; 

NEWFILE=YES;

RUN;

データセットがそのままの形でEXCELファイルになるイメージ

・EXCELファイルは常に新しく作成される

・作成されるファイルに書式（フォント、文字サイズ、罫線、カラー等）は設定不可能

・セルの配置もリスト形式でしか出力できない

・SAS/ACCESSのライセンスが必要



・ODS（Output Delivery System）

ods tagsets.ExcelXP file='C:¥Users¥y.morioka¥Desktop¥Book1.xls';
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ods tagsets.ExcelXP file='C:¥Users¥y.morioka¥Desktop¥Book1.xls';

proc print data=DS_1 noobs;

var X Y;

run;

ods tagsets.ExcelXP close;

アウトプットへのHTML出力がだいたいそのままの形でEXCELファイルになるイメージ

・EXCELファイルは常に新しく作成される

・デザインはいくらでも複雑にできるが、複雑なアウトプットをつくるためには出力の

ベースとなるプロシジャ、さらに色や罫線にこだわるためにはTEMPLATEプロシジャ

の知識が必要になる。



・DDE（Dynamic Data Exchange）

options noxwait noxsync;
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options noxwait noxsync;

x"C:¥Users¥y.morioka¥Desktop¥Book1.xlsx";

filename outexcel dde 'excel|sheet1!r2c2:r4c3';

data _null_;

file outexcel;

set DS_1;

put X Y;

run;

あらかじめ書式等を設定したエクセルファイルに指定したセル範囲で値を出力できる

・コード内にEXCEL4.0マクロ(VBAの前身)を書くことで、動的に書式設定することも可能

・書き込むタイミングで対象EXCELファイルがアクティブ( ≒開いている)なことが条件

・EXCEL操作能力は柔軟で強力だが、4.0マクロがレガシーテクノロジーになりつつある



・LIBNAMEステートメント

普段、よく使いすぎて、意識することの少ないLIBNAMEステートメントについて。

LIBNAMEステートメントはライブラリを定義するステートメントです。

ライブラリとはデータセットの在り処です。

ファイル・フォルダ
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SASはそのファイルタイプに適したエンジンを使用する

ことによりSASファイルだけでなく様々なタイプの

ファイルに対してアクセスし、SASライブラリとすることが

できます。

SASライブラリ

エンジン

ファイル・フォルダ



・SAS/ACCESS（ソフトウェアライセンス）

SAS/ACCESSソフトウェアのライセンスを持っていれば、以下のようなアプリケーションで

作成されたデータにLIBNAMEステートメントでアクセスできます。

※アクセスできるデータのタイプはOS環境やプロダクトライセンスに依存するそうです。
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ORACLE, SYBASE, Informix, DB2, Rdb, ODBC , A-OpenIngres,

ACCESS, ADABAS, IMS/DL-1, CA-IDMS, SYSTEM 2000, Lotus, DBF, DIF

Etc…..

EXCEL



SASライブラリEXCEL ワークブック

・EXCELファイルにLIBNAMEを実行した際のイメージ

EXCELファイルにLIBNAMEステートメントを実行すると、ワークブックがライブラリになり、

そのブックに含まれるそれぞれのEXCELシートがSASデータセットとして扱われます。

また各シートの内部の、列がデータセットの変数とみなされ

行がオブザベーションとして認識されます。

SASライブラリEXCEL ワークブック

（EXCELファイル）
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Excel

Sheet

Excel

Sheet

Excel

Sheet

SAS

Dataset

SAS

Dataset

SAS

Dataset



文法

LIBNAME ライブラリ名 EXCEL  “ファイルのフルパス” オプション;

具体例
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Windows環境で、Cドライブ下の「ユーザー総会」フォルダ内にある「サンプル」という名

前のEXCELファイルを「EXLIB」という名前のライブラリとしたいときのコードになります。

EXLIBと“C:¥サンプル.xlsx”の間にある「EXCEL」という記述は、SASがファイルにアクセス

する際に、「これはEXCELファイルだからEXCELエンジンで接続をしなさい」と明示的に示

すことで、SASがどの種類のエンジンでアクセスするか判断する時間を省略でき、速い

そうです。

（ただ、省略しても、通常一瞬で実行されるので、違いを感じるケースは少ない？？）

具体例

LIBNAME EXLIB EXCEL  “C:¥ユーザー総会¥サンプル.xlsx”;



前スライドの「サンプル.xlsx」が3シート

「SheetA」 「 SheetB 」「シートC」で構成されて

いるブックであった場合

LIBNAMEステートメントを実行すると

正常に「EXLIB」というライブラリが割り当てら

れる

（ログの「エンジン：」の部分がEXCELになって

いることが確認できる）
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いることが確認できる）

割り当てられたEXLIBの中を見ると、

3シートがそれぞれ

「 SheetA＄」 「 SheetB＄」 「 シートC＄」という

データセットになっているのが確認できる。



左図のようなシート内容であった場合、SASデータセットの中身は右図のようになる。

SheetA

シート

「SheetA」の内容 SheetA

データセット

「SheetA＄」の内容
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左図のようなシート内容であった場合、SASデータセットの中身は右図のようになる。

これをWorkライブラリにコピーする場合、以下のデータステップになる。

data  DS_A;

set EXLIB.’SheetA$’n;

run;

対象となるデータセット名（シート名$ ）をシングルコーテーションで囲み、nをつけることで

初めてデータセットとして操作できる。

これは、SAS命名規則に必ずしも準じない、外部DBMSのデータを参照するための

SAS名前リテラルというルールになる。



SASがEXCELシートや名前の範囲の最初の行を変数名として使用するかどうかのオプション

オプション抜粋①HEADER（GETNAMES）

HEADER=YES|NO
デフォルト：YES LIBNAME EXLIB “C:¥ユーザー総会¥サンプル.xlsx

HEADER=NO;
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SASがEXCELシートや名前の範囲の最初の行を変数名として使用するかどうかのオプション

（GETNAMESオプションと同じ。HDRと略記可能）

YES→最初の行が変数名になる（※SAS命名規則に反していない限り）

NO→最初の行から、データとして扱う（列名はF1,F2,F3など自動付与される）



文字値と数値の混在するシートを参照する際に、強制的に文字型として参照するかどうか

オプション抜粋②MIXED

MIXED=YES|NO
デフォルト：NO

LIBNAME EXLIB “C:¥ユーザー総会¥サンプル.xlsx

HEADER=NO

MIXED=YES;

文字値と数値の混在するシートを参照する際に、強制的に文字型として参照するかどうか

のオプション。つけないと、混在する列の文字値は欠損値になる。

YES→全て文字型として扱う

NO→文字と数字が混在すると数値型となり、文字値は欠損値になる。



全てのデータ列を走査して、最長の文字列を見つけて、長さを設定する。NOであれば、デ

オプション抜粋③SCANTEXT

SCANTEXT=YES|NO
デフォルト：YES

LIBNAME EXLIB “C:¥ユーザー総会¥サンプル.xlsx

HEADER=NO

MIXED=YES

SCANTEXT=NO;

全てのデータ列を走査して、最長の文字列を見つけて、長さを設定する。NOであれば、デ

フォルト値が当てられる。

SCANTEXT=YESだと、EXCELへ値の出力ができないので、SASデータセットからEXCEL

に出力する処理を行う際はSCANTEXT=NOに切り替える必要がある。



・EXCELの「名前の定義」機能

EXCELには、任意のセル範囲にユーザーが名前をつけることで、グラフのデータ範囲や

EXCEL関数、EXCEL VBA等で範囲参照しやすくする「名前の定義」機能が用意されている。

EXCEL2007の場合

「数式タブ」から

「名前の定義」
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or

「選択範囲から作成」

で定義する。

また一度作成した定

義は「名前の管理」

で参照・変更可能

右例では着色の範囲

に「名前の定義見本」

という名前を定義した



SASライブラリEXCEL ワークブック

・名前の定義を含むEXCELファイル

EXCELファイルにLIBNAMEステートメントを実行した際、BOOKに名前の定義が存在する

場合、その範囲もシートと同様にSASデータセットとみなされます。

SASライブラリEXCEL ワークブック

（EXCELファイル）
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シートの範囲の中に、名前の定義が入れ

子になっているイメージ

データセット名に「＄」がついていないこと

に注目。

名前の範囲に「＄」はつかない。



・名前の定義に対するLIBNAMEの注意点

DDEと異なり、LIBNAMEによるEXCELファイルへの参照では、対応となるファイルがアク

ティブである必要はなく、閉じた状態で参照が可能である。

また、逆にファイルが開いている状態でも参照可能である。

ただし、対象ファイルが開いた状態と閉じた状態で以下の挙動に差がみられる。

19

1セルのみの範囲を指定して名前の定義を行ったセルのみの範囲を指定して名前の定義を行ったセルのみの範囲を指定して名前の定義を行ったセルのみの範囲を指定して名前の定義を行ったEXCELファイルをファイルをファイルをファイルをLIBNAMEでででで

ライブラリ参照した場合、ファイルが閉じている場合はデータセットとして認識ライブラリ参照した場合、ファイルが閉じている場合はデータセットとして認識ライブラリ参照した場合、ファイルが閉じている場合はデータセットとして認識ライブラリ参照した場合、ファイルが閉じている場合はデータセットとして認識

されるが、開いている状態では一切認識されない。されるが、開いている状態では一切認識されない。されるが、開いている状態では一切認識されない。されるが、開いている状態では一切認識されない。

SAS社サポートに問い合わせたところ、Microsoft社の仕様に依存する部分であり、米国

SAS社からの回答としては、通常閉じた状態での実行を推奨していると回答いただいた。



・EXCELシートへの出力の方法基礎①

新規BOOKの作成
新しくEXCELファイルを作成する場合は、まだ存在しないパスに対してLIBNAMEを

実行するだけ（オプションはつけない）。
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ライブラリ「ライブラリ「ライブラリ「ライブラリ「NEWEXCEL」の中身は空」の中身は空」の中身は空」の中身は空

libname NEWEXCEL

"C:¥ユーザー総会¥NEW_BOOK.xlsx";



・EXCELシートへの出力の方法 基礎②

新規シートの追加

EXCELファイルにまだ存在しないシート名を作成する場合は、参照しているEXCELの

ライブラリにデータセットをSETステートメント等(proc copyでも可)で作成すればそれ

が反映される。 （シートと同時に変数×OBS数の名前の範囲も自動作成される）

data DATA;

x=1;y=2;output;

x=3;y=4;output;

run;
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ライブラリ参照中のファイルを開く場合は、一度ラ

イブラリ参照をクリアする。最初から開いた状態で

LIBNAMEの場合は問題ない。

クリアしないと(WinXPの場合？)、エラーで開けない

run;

data NEWEXCEL.DATA;

set DATA;

run;

libname NEWEXCEL clear;



・ここから応用編への導入です。

既存のシートへの出力ができない？？？

EXCELファイルにすでに存在しているシートの値を変更したい場合、

先ほどと同じように、SETステートメントでEXCELライブラリ内のデータセットを

再度作成することで行おうとすると、、、エラーがでて何も起きません

libname NEWEXCEL "C:¥ユーザー総会ユーザー総会ユーザー総会ユーザー総会¥NEW_BOOK.xlsx";

data DATA_2;
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data DATA_2;

x=10;y=20;output;

x=30;y=40;output;

run;

data NEWEXCEL.DATA;

set DATA_2;

run;



・データセットの置換（REPLACE）とは何か？

普段、SASでデータセット「A」を作成し、再度

data A；

・・・・・・;

run;

といったコードを実行すると、もともとあったデータセット「A」は削除され、新しく
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といったコードを実行すると、もともとあったデータセット「A」は削除され、新しく

作成されたデータセット「A」が残り、結果的に旧「A」から新「A」に置き換わる処

理が発生します。

これが置換（REPLACE）です。SASデータセットに対しての処理であれば問題あ

りませんが、ライブラリ参照しているEXCELの中のデータセットの本当の実体は

EXCELシートです。

SASのライブラリ参照からは

EXCELシートを削除し、再度作成するという処理ができません。



・置換（REPLACE）ではなく更新（UPDATE）

置換を伴った処理が全てエラーになるのであれば、

例えばあらかじめ書式を設定したテンプレートのEXCELファイル

に値だけ出力することはできないのでしょうか？？
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実は、実は、MODIFYMODIFYステートメント、またはステートメント、またはSQLSQLののUPDATEUPDATE文を使った文を使った

更新処理で実現可能です！更新処理で実現可能です！

ここからは 応用編として、実際に複雑なレイアウトの

EXCELファイルに値を出力していく例によって説明していきます



・例：臨床試験の１症例のデータを帳票に出力

右のような、出力箇所が非リス

ト型であるテンプレートに、対応

するSASデータセットの内容を

出力する。

設定されている名前の定義は

以下の通り
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以下の通り

① 登録番号：B4

② 患者背景：B7:B10

③ 既往歴合併症：A13:B22

④ 喫煙状況：E7:E9

⑤ 総合コメント：D13

「「「「C:¥ 症例レポート症例レポート症例レポート症例レポート.xlsx」の「背景情報」シート」の「背景情報」シート」の「背景情報」シート」の「背景情報」シート



・例：注目点

①名前「登録番号」は1セルのみの定義なので実行時はEXCELファイ

ルを閉じる。

③名前「既往歴合併症」のセル範囲にはEXCELの条件付き書式が

設定されており、セルに何か値が入った場合に、罫線が表示される

ようになっている。
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ようになっている。

⑤ 名前「総合コメント」はD13からE22までの結合セルとなっている。

DDEではこういった結合セルにそのまま出力することはできない。

ただし、結合すると1セルとみなされるので、①の場合と同じく

実行時は閉じる。



・例：出力するSASデータセットの内容

DM：患者背景：患者背景：患者背景：患者背景

MH：既往歴・合併症：既往歴・合併症：既往歴・合併症：既往歴・合併症
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MH：既往歴・合併症：既往歴・合併症：既往歴・合併症：既往歴・合併症

CO：総合コメント：総合コメント：総合コメント：総合コメント



LIBNAME OUTPUTEX excel "C:¥ 症例レポート症例レポート症例レポート症例レポート.xlsx"

scantext=no header=no;

header=noオプションをつけてライブラリ参照していオプションをつけてライブラリ参照していオプションをつけてライブラリ参照していオプションをつけてライブラリ参照してい
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印刷範囲を設定していると、印刷範囲を設定していると、印刷範囲を設定していると、印刷範囲を設定していると、

「「「「Print_are」や「」や「」や「」や「_xlnm#Print_Area」などという名前」などという名前」などという名前」などという名前

で、名前の定義として認識されるで、名前の定義として認識されるで、名前の定義として認識されるで、名前の定義として認識される

header=noオプションをつけてライブラリ参照していオプションをつけてライブラリ参照していオプションをつけてライブラリ参照していオプションをつけてライブラリ参照してい

るので、変数名はるので、変数名はるので、変数名はるので、変数名はF1から連番でから連番でから連番でから連番でF○○と自動で○○と自動で○○と自動で○○と自動で

付与される。名前「登録番号」の範囲が１セルのみ付与される。名前「登録番号」の範囲が１セルのみ付与される。名前「登録番号」の範囲が１セルのみ付与される。名前「登録番号」の範囲が１セルのみ

なので、１変数１なので、１変数１なので、１変数１なので、１変数１OBSの空データセットとなっているの空データセットとなっているの空データセットとなっているの空データセットとなっている



data OUTPUTEX.'登録番号'n;

set DM(keep=USUBJID rename=(USUBJID=F1));

run;

通常のSetではREPLACEが起きるのでエラー

data OUTPUTEX.'登録番号登録番号登録番号登録番号'n;
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data OUTPUTEX.'登録番号登録番号登録番号登録番号'n;

set DM;

modify OUTPUTEX.'登録番号登録番号登録番号登録番号'n;

F1=USUBJID;

run;

LIBNAME OUTPUTEX clear;

ライブラリを開放してEXCELを開くと



・MODIFYステートメント？？

既存のデータセットにあるオブザベーションオブザベーションオブザベーションオブザベーションの置き換え、削除、追

加を実行します。

（ SAS® 9.3ステートメントリファレンスのMODIFYステートメントより）

つまり、既存のデータセットを消さずに、そのデータ部内容（オブザ
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ベーション）のみを置き換え（更新）することができるステートメント。

いろいろな使い方ができますが、リファレンスではMODIFYステート

メントの項だけで20ページもあって、少しマニアック？なステートメ

ントなので、詳しくはリファレンスを参照ください

（SAS  Japan Hpの日本語版SASオンラインヘルプβ版から無料でダ

ウンロードできます）



data エクセルライブラリエクセルライブラリエクセルライブラリエクセルライブラリ.’名前の範囲名前の範囲名前の範囲名前の範囲or Sheet名名名名$$$$'n;

set 出力する出力する出力する出力するSASデータセットデータセットデータセットデータセット;

modifyエクセルライブラリエクセルライブラリエクセルライブラリエクセルライブラリ.’名前の範囲名前の範囲名前の範囲名前の範囲or Sheet名名名名$$$$'n;

エクセルライブラリのエクセルライブラリのエクセルライブラリのエクセルライブラリのDSの変数の変数の変数の変数1=SASDS内の変数内の変数内の変数内の変数1;

エクセルライブラリのエクセルライブラリのエクセルライブラリのエクセルライブラリのDSの変数の変数の変数の変数2=SASDS内の変数内の変数内の変数内の変数2;

エクセルライブラリのエクセルライブラリのエクセルライブラリのエクセルライブラリのDSの変数の変数の変数の変数3=SASDS内の変数内の変数内の変数内の変数3; 同じ
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DS 3=SASDS 3;

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

run;
MODIFYMODIFYステートメントの文法の理屈は、わかりにくいので

この形をそのまま覚えてしまうと楽。

よくみると通常の

data A;

set B;

X=Y;

run;

の形との違いは間にmodify A;が入ることと、EXCELに割り当てたい変数を割り当て

ステートメントで逐次指定しているかどうかだけなので、平易。



・SQLのUPDATE文

proc sql;

update OUTPUTEX.'登録番号登録番号登録番号登録番号'n

set F1=(select USUBJID from DM);

quit;

上下のプログラムの結果は同じ。上下のプログラムの結果は同じ。上下のプログラムの結果は同じ。上下のプログラムの結果は同じ。
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data OUTPUTEX.'登録番号登録番号登録番号登録番号'n;

set DM;

modify OUTPUTEX.'登録番号登録番号登録番号登録番号'n;

F1=USUBJID;

run;

上下のプログラムの結果は同じ。上下のプログラムの結果は同じ。上下のプログラムの結果は同じ。上下のプログラムの結果は同じ。



data OUTPUTEX.'既往歴合併症'n;

set MH;

modify OUTPUTEX.'既往歴合併症'n;

F1=MHCAT;

F2=MHTERM;

run;
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run;

あらかじめ、出力する名前の範囲に

条件付き書式を設定しておくことで

データの入った部分のみ罫線を発生させたりなどの

動的（に見える）書式設定が行える。



data OUTPUTEX.'総合コメント総合コメント総合コメント総合コメント'n;

set CO;

modify OUTPUTEX.'総合コメント'n;

F1=COMMENT;

run;
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結合セルについ結合セルについ結合セルについ結合セルについ

ても、通常のセても、通常のセても、通常のセても、通常のセ

ルと同じようにルと同じようにルと同じようにルと同じように

処理することが処理することが処理することが処理することが

できる。できる。できる。できる。



・セルの絶対参照を利用する。

名前の定義を利用しなくても、任意のセル範囲に対してデータ

入出力することは可能である。

Ａ1方式で直接セル範囲を指定する。（RC方式は不可）

この場合は対象が1セルであっても、ファイルを開いたまま実行

可能である。
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data OUTPUTEX."背景情報背景情報背景情報背景情報$E4:E4"n ;

set DM;

modify OUTPUTEX."背景情報背景情報背景情報背景情報$E4:E4"n ;

F1=ARM ;

run ;

可能である。

“シート名シート名シート名シート名$A1:B10”n



・応用例：EXCELグラフやピボットテーブル

SASではSAS Graphとして多くの種類のグラフを

作成することができる。

特に9.2以降はSG系プロシジャの活用によって、

初心者はお手軽に、上級者はTemplateプロシ
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初心者はお手軽に、上級者はTemplateプロシ

ジャを使ってより高度なグラフを作成できる。

しかし、それでもＳＡＳでグラフを作る時間や技

術が足りない場合。



EXCELシートにあらかじめ、データ範囲が空のグラフを作っ

ておいて、そこにSASからデータを出力することで、スムーズ

に作成できる。

EXCELのグラフやピボットテーブルはデータの参照範囲に名

前の範囲もとれるのでさらに相性がよい。
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シートの端にカプランマイヤ曲線を作図するのに必要な

データ（ＳＡＳのLIFETESTプロシジャで作成）を書き出す範囲

を作成しておき、そこをグラフで大きめに参照しておけばよ

い。セルを非表示にしておけば見栄えもよい。
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帳票を標準化して、多くの試験で使用する場合も

テンプレートに定義する名前の規則を標準化すれば

後はどの試験でも決まった名前を捉えて出力するだけなの

で、仮にセル位置が違っても同じプログラムで出力できる。
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・応用例：アンケート調査

アンケート調査を実施する場合、

例えばEXCELファイルでアンケートを作成し、そのファイルに対象者に書き込ん

でもらい、それをプログラムで読み込むようにすればその後の処理が大変楽

である。（プルダウン選択や入力規則、ロックなどを使えばデータがブレない）

アンケートのデザインがIMPORTプロシジャで読み込める形であれば読み込み

は容易だが、一般的に横に長いアンケートは記入がしにくい。
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そこでLIBNAME EXCELが活用できる。

まずひな型を作り

名前の定義を行う



作成した、ひな形をコピーして、アンケートを配る人数分ファイルを作成する。

そして、とりあえず１ファイルを読み込むプログラムを作成する。

libname EXF "C:¥ユーザー総会¥アンケート¥アンケートファイル_1.xlsx"

header=no access=readonly;

data DATA_A;

ID=1;

set EXF.NAME(rename=(F1=NAME));

set EXF.AGE(rename=(F1=AGE));

set EXF.JOB(rename=(F1=JOB));

run;

data DATA_B;

41

「アンケートファイル「アンケートファイル「アンケートファイル「アンケートファイル_1.xlsx」」」」

data DATA_B;

set EXF.Q_1(rename=(F1=ANS))

EXF.Q_2(rename=(F1=ANS))

EXF.Q_3(rename=(F1=ANS));

if _N_=1 then do;QNO=1;QUES='赤';end;

if _N_=2 then do;QNO=2;QUES='黄';end;

if _N_=3 then do;QNO=3;QUES='青';end;

run;

data DATA_C;

set DATA_A DATA_A DATA_A;

set DATA_B;

label NAME='氏名' AGE='年齢' JOB='職業' QNO='質問No' ANS='回答' QUES='対象色';

run;

proc append data=DATA_C base=ALL_DATA;run;



１つのファイルが適切に読み込めていることを確認したら、後はマクロ化し、

フォルダ内の全てのファイルに対してループするようにすれば、それで扱いや

すい形のデータセットが完成する。
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Proc appendを用いることで、一回ごとに読み込まれたデータが追加されていく。

DDEDDEで同様の処理を行う場合に比べて、で同様の処理を行う場合に比べて、で同様の処理を行う場合に比べて、で同様の処理を行う場合に比べて、で同様の処理を行う場合に比べて、で同様の処理を行う場合に比べて、で同様の処理を行う場合に比べて、で同様の処理を行う場合に比べて、11ファイル読み込むごとにファイルをファイル読み込むごとにファイルをファイル読み込むごとにファイルをファイル読み込むごとにファイルをファイル読み込むごとにファイルをファイル読み込むごとにファイルをファイル読み込むごとにファイルをファイル読み込むごとにファイルを

OPENOPENする必要がないので処理が高速となる。する必要がないので処理が高速となる。する必要がないので処理が高速となる。する必要がないので処理が高速となる。する必要がないので処理が高速となる。する必要がないので処理が高速となる。する必要がないので処理が高速となる。する必要がないので処理が高速となる。

また読み込み中に他のまた読み込み中に他のまた読み込み中に他のまた読み込み中に他のまた読み込み中に他のまた読み込み中に他のまた読み込み中に他のまた読み込み中に他のEXCELEXCELファイルを操作していても問題がない。ファイルを操作していても問題がない。ファイルを操作していても問題がない。ファイルを操作していても問題がない。ファイルを操作していても問題がない。ファイルを操作していても問題がない。ファイルを操作していても問題がない。ファイルを操作していても問題がない。



セルオートマトン（Cellular Automata-maton）

解析の対象となる領域を正方形状のセル集合に置き換え、経過時間を離

散化（時点化）する。個々のセルはステータス値を持っていて、自身のステー

タス及び周辺のセルのステータスから影響を受けて、設定された規則式の結

果に基づいて次の局面におけるステータスが決定される。
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単純なシュミレーションモデルであるが、生命現象や気象現象から交通渋滞

の発生メカニズムまで、様々な現象を模した興味深い結果を与えてくれる

歴史としては1940-50年代にジョン・フォン・ノイマンによって研究されたのが起

こりで、1970年代の個人向けコンピューターの普及時にライフゲームというモ

デルが紹介され、研究が広く普及した。

主に1-3次元のセルオートマトンが研究されていますが、

今回は２次元セルオートマトンに的を絞ります。



近傍セルの定義

2次元セルオートマトンにおいて、ある一つのセル（注目セル）に影響を与え

る周辺のセル（近傍セル）を定義する必要があるが、定義の仕方が2種類存

在する。

・ノイマン近傍

→注目セルに縦横に隣接する４セルを近傍セルとみなす。

「ノイマン近傍」「ノイマン近傍」「ノイマン近傍」「ノイマン近傍」
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→注目セルに縦横に隣接する４セルを近傍セルとみなす。

・ムーア近傍

→注目セルに縦横斜めに隣接する

８セルを近傍セルとみなす。

「ムーア近傍」「ムーア近傍」「ムーア近傍」「ムーア近傍」



境界（端点）条件

対象となる領域をセルの集合とみなしたとき、各セルにそれぞれ対応する、

近傍セルが定義できる。ただし、有限な領域をとるので、端のセルは近傍セ

ルが全て揃わないということが起きる。

その際の処理として、近傍セルが欠けた状態を許容する開放境界条件開放境界条件開放境界条件開放境界条件と

反対側に巻き戻って近傍セルとする周期境界条件周期境界条件周期境界条件周期境界条件がある。
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「開放境界条件」「開放境界条件」「開放境界条件」「開放境界条件」 「周期境界条件」「周期境界条件」「周期境界条件」「周期境界条件」



・例として感染症拡大シュミレーション

２次元セルオートマトンの例で有名なものに、感染症拡大（森林火災延焼）モデル

があるので紹介します。

ただし、説明のため、可能な限り単純なモデルとしているので、現実世界を反映す

るモデルとしては検討が必要と思われます。

モデルは以下のシナリオを表現するものです。
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モデルは以下のシナリオを表現するものです。

シナリオ

①感染症が流行していない非流行地域に一定の確率pで、感染症

が自然発生し、流行地域になる。

②流行地域に隣接する非流行地域は確率qで感染症が流行する。

③流行地域は終息地域になり、2度と流行地域になることはない。



近傍セルの定義→ノイマン近傍 境界条件→開放境界条件

47

EXCELの30×30セルを

対象領域とする

対象領域に名前の定義で

「AREA」という名前をつけている



セルの値「１」は非流行地域を表す値

セルの値「2」は流行地域を表す値
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セルの値「0」は終息地域を表す値

EXCELのシートに、値の変化がわかりやすいように、条件付き書式を設定しておく。

「１」のときは肌色、「２」のときは赤色になる。



時点ｔにおける注目セルSの状態をS(ｔ)と表現し、[0,1]の一様乱数をRとする。

p:自然発生確率 q:流行伝播確率 C：流行状態にある近傍セルの合計数

以上のとき

①流行の自然発生②隣接地域への流行伝播③流行の終息は以下に表現できる

①流行の自然発生

規則式（ルール）の定義
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①流行の自然発生

S（ｔ）＝1 かつ R≧（1-p) ならば S(t+1)=2
②隣接地域への流行伝播

S（ｔ）＝1 かつ R≧（1-q)C
ならば S(t+1)=2

※例えば、qが0.4（40％）で3つの近傍セルが流行状態であれば、注目セルが次の

時点で流行状態になるのは R≧(1-0.4)3
すなわち R≧0.216となり

78.4％の確率でいずれかの近傍地域から感染が伝播する。

③流行の終息

S（ｔ）＝2 ならば S(t+1)=0



シュミレーションの流れ

EXCELのデータをのデータをのデータをのデータを

読み込んで読み込んで読み込んで読み込んでSAS 

DSにするにするにするにする
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データステップで次時データステップで次時データステップで次時データステップで次時

点の各セルの値を導出点の各セルの値を導出点の各セルの値を導出点の各セルの値を導出

SAS DSのデータのデータのデータのデータ

ででででEXCELを更新を更新を更新を更新

毎回、流行地域数の数をカウントして毎回、流行地域数の数をカウントして毎回、流行地域数の数をカウントして毎回、流行地域数の数をカウントして

試行ごとに試行ごとに試行ごとに試行ごとに1obs追加していく追加していく追加していく追加していく



規則式部分のSASコード抜粋

/*状態遷移の法則式状態遷移の法則式状態遷移の法則式状態遷移の法則式*/

data CHANGE_DS;

set COUNT_DS;

call streaminit(20130719);

%do i=1 %to 30;

/*平常地域に感染が自然発生し、流行する平常地域に感染が自然発生し、流行する平常地域に感染が自然発生し、流行する平常地域に感染が自然発生し、流行する*/

if F&i=1 and FC&i=0 and rand('uniform')>=(1-&p) then F&i=2;

変数F1～F30が横30セ

ルに対応する変数名

確率（p 、q）はマクロで

設定済
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if F&i=1 and FC&i=0 and rand('uniform')>=(1-&p) then F&i=2;

/*流行地域から平常地域に、感染が伝染する流行地域から平常地域に、感染が伝染する流行地域から平常地域に、感染が伝染する流行地域から平常地域に、感染が伝染する*/

else if F&i=1 and FC&i>0 and rand('uniform')>=(1-&q)**FC&i then F&i=2;

/*流行地域が終息する流行地域が終息する流行地域が終息する流行地域が終息する*/

else if F&i=2 then F&i=0;

%end;

keep F1-F30;

run;

rand関数に’uniform’を指定して、[0,1]の一様分布に従う乱数を発生さ

せて、条件分岐に使用している。

call  streaminitルーチンで乱数のシードを設定している。

変数FC1～FC30はF1～F30に該当するセル

がいくつ流行状態の近傍セルと隣接してい

るかの値（0-4）が入っている



900セルそれぞれに近傍セルの値をどうやって定義するか

左右の近傍セルの値左右の近傍セルの値左右の近傍セルの値左右の近傍セルの値→配列で簡単配列で簡単配列で簡単配列で簡単

→F1からからからからF30を配列にすれば、要素番号を配列にすれば、要素番号を配列にすれば、要素番号を配列にすれば、要素番号-1が左隣のセルが左隣のセルが左隣のセルが左隣のセル

の値で要素番号の値で要素番号の値で要素番号の値で要素番号+1の値になる。の値になる。の値になる。の値になる。

Do loopでででで30セルに対して順番に両隣の値を定義する。セルに対して順番に両隣の値を定義する。セルに対して順番に両隣の値を定義する。セルに対して順番に両隣の値を定義する。

上の近傍セルの値上の近傍セルの値上の近傍セルの値上の近傍セルの値→lag関数で簡単関数で簡単関数で簡単関数で簡単

lag関数は指定した変数の関数は指定した変数の関数は指定した変数の関数は指定した変数の1obs前（前（前（前（2やややや3など好きな数を指定でなど好きな数を指定でなど好きな数を指定でなど好きな数を指定で
少し難しい？少し難しい？少し難しい？少し難しい？
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lag関数は指定した変数の関数は指定した変数の関数は指定した変数の関数は指定した変数の1obs前（前（前（前（2やややや3など好きな数を指定でなど好きな数を指定でなど好きな数を指定でなど好きな数を指定で

きるがデフォルトがきるがデフォルトがきるがデフォルトがきるがデフォルトが1obs前）の値を取得する関数なので前）の値を取得する関数なので前）の値を取得する関数なので前）の値を取得する関数なので

それをそれをそれをそれを30セルそれぞれにかけて上の値を定義する。セルそれぞれにかけて上の値を定義する。セルそれぞれにかけて上の値を定義する。セルそれぞれにかけて上の値を定義する。

（注：（注：（注：（注：lag関数は便利な関数ですが、関数は便利な関数ですが、関数は便利な関数ですが、関数は便利な関数ですが、if ステートメント内でステートメント内でステートメント内でステートメント内で

記述すると記述すると記述すると記述するとif文の結果が正しくでないという特性に注意。文の結果が正しくでないという特性に注意。文の結果が正しくでないという特性に注意。文の結果が正しくでないという特性に注意。

※※※※実行された時のキューの値をとる仕様のため）実行された時のキューの値をとる仕様のため）実行された時のキューの値をとる仕様のため）実行された時のキューの値をとる仕様のため）

下の近傍セルの値下の近傍セルの値下の近傍セルの値下の近傍セルの値

下の近傍セルの値を1ステップで取得する

ために、今回は少しトリッキーにみえるかもしれないコードを書いてみます。

少し難しい？少し難しい？少し難しい？少し難しい？



1ステップで先のobsの値をとる

data COUNT_DS;

set AREA;

next=_n_+1;

set AREA

(rename=

(F1=_NF1 F2=_NF2 F3=_NF3 F4=_NF4 F5=_NF5

F6=_NF6 F7=_NF7 F8=_NF8 F9=_NF9 F10=_NF10

他にもSQLやMERGEや

ハッシュ関数等方法は

たくさんあります
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F6=_NF6 F7=_NF7 F8=_NF8 F9=_NF9 F10=_NF10

F11=_NF11 F12=_NF12 F13=_NF13 F14=_NF14 F15=_NF15

F16=_NF16 F17=_NF17 F18=_NF18 F19=_NF19 F20=_NF20

F21=_NF21 F22=_NF22 F23=_NF23 F24=_NF24 F25=_NF25

F26=_NF26 F27=_NF27 F28=_NF28 F29=_NF29 F30=_NF30))

point=next;

・・・・・・（略）・・・・・・（略）・・・・・・（略）・・・・・・（略）

一度目のSetステートメントで元DSを読み込む際に振られる自動連番_N_に

＋１した変数を作成し、それをダイレクトアクセス（obs位置指定）のオプションで

あるpointオプションに追加し、Setの２度掛けを行う。renameで全変数を変えて

いるので、完成形は60変数（30は元々の変数で、30は1obs先の値）30obs



1ステップで先のobsの値をとる

[1obs」ずらしている」ずらしている」ずらしている」ずらしている
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Setステートメントの複数掛けのおもしろい特性として、完成するデータセットのOBS

数は必ずSetされたDSのうちの最小のOBS数になるというルールがある。

なので今回も何も絞らなくても31OBSはできない（そもそも元データにないのですが）

また最初のSetのEOFが効くので、Stopステートメントは必要ない



読み込みから書き込みまでをマクロにして繰り返す

/*+++パラメータ設定パラメータ設定パラメータ設定パラメータ設定++++++++++*/

/*流行発生確率流行発生確率流行発生確率流行発生確率*/

%let p=0.002;

/*伝染確率伝染確率伝染確率伝染確率*/

%let q=0.65;

/*繰り返し数繰り返し数繰り返し数繰り返し数*/

%let rep=25;

/*EXCELファイルのフルパスファイルのフルパスファイルのフルパスファイルのフルパス ※※※※xlsx形式の場合は形式の場合は形式の場合は形式の場合はSAS9.2以上以上以上以上*/
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%macro m_loop;

%do j=1 %to &rep; /*マクロ変数マクロ変数マクロ変数マクロ変数repにはにはにはには試行回数試行回数試行回数試行回数*/

%m_load /*読み込み読み込み読み込み読み込み*/

%m_area_count /*カウントカウントカウントカウント*/

%m_data_change /*法則式計算法則式計算法則式計算法則式計算*/

%m_update /*書き込み書き込み書き込み書き込み*/

%end;

%mend;

/*EXCELファイルのフルパスファイルのフルパスファイルのフルパスファイルのフルパス ※※※※xlsx形式の場合は形式の場合は形式の場合は形式の場合はSAS9.2以上以上以上以上*/

%let book D:¥ユーザー総会発表ユーザー総会発表ユーザー総会発表ユーザー総会発表¥2013¥セルオートマトンセルオートマトンセルオートマトンセルオートマトン.xlsx;

略略略略
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左上端が試行0回の初期局面となる。

以下1局面ごとの実行結果。

推奨はされていないがEXCELを開いた状

態で実行も可能なので、セルの変化が視

覚的にわかりやすい。



流行地域数の変化

/*各地域数集計データの作成各地域数集計データの作成各地域数集計データの作成各地域数集計データの作成*/

proc sql noprint;

create table SUM_1 as

select F1 as F from CHANGE_DS

%do i=2 %to 30;

union all

select F&i as F from CHANGE_DS

%end;

;

局面更新のたびに全セルを集計し、局面更新のたびに全セルを集計し、局面更新のたびに全セルを集計し、局面更新のたびに全セルを集計し、appendでででで

蓄積するため、以下をマクロ内に入れる蓄積するため、以下をマクロ内に入れる蓄積するため、以下をマクロ内に入れる蓄積するため、以下をマクロ内に入れる
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;

quit;

/*集計集計集計集計*/

proc freq data=SUM_1 noprint;

tables F/out=SUM_2(drop=percent 

rename=(F=STATUS));

run;

data SUM_3;

set SUM_2;

TURN=&j;

run;

/*集計データの蓄積集計データの蓄積集計データの蓄積集計データの蓄積*/

proc append base=SUM_DS data=SUM_3 force;

run;

title "流行地域数の変化";

proc sgplot data=SUM_DS;

series x=TURN y=COUNT;

run;



SAS⇔EXCELでセルオートマトンを行う利点

★結果を都度、確認する際にEXCELの画面は手軽。条件付き書式などを活用できる

ので視覚的に理解がはかどる

★結果を抽出して、SASデータセットにすることができるので、局面ごとの値の変化

などをシュミレーション後にSASで解析するのがスムーズになる。

★EXCEL上で値を少し変えて、SASを実行できるので、初期局面の設定などが楽で
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★EXCEL上で値を少し変えて、SASを実行できるので、初期局面の設定などが楽で

対話的にトライ＆エラーをしてモデルを検討することができる

★SASのコーディングが苦手な場合、EXCELシート上で関数式等を使って処理の大

半をEXCEL側の処理として持たせることもできるので、初心者にも向いている。



LIBNAME EXCELの可能性

Excel Sheet

Named Range１

Named Range2

例えば、名前の定義において

対象範囲を入れ子状にすると

下層の名前の定義の範囲

（左図だとNamed Range3）の値を

更新すると、それが2と1にも反映

セル範囲が重複する名前の定義
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Named Range2

Named

Range3

更新すると、それが2と1にも反映

される。

特別なコードを書かなくても、自

動的に範囲同士の値の整合性

が保たれる性質は、例えば数独

のような全体の調和をとる最適

解を求める類の問題に対して利

用できるでは？



LIBNAME EXCELの可能性

EXCELをインターフェイスとして対話的アプリケーション化

VBAででででSASを実行し、を実行し、を実行し、を実行し、

セル上の情報を取得セル上の情報を取得セル上の情報を取得セル上の情報を取得
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実行結果を実行結果を実行結果を実行結果をEXCELに返すに返すに返すに返す

VBAでSASを実行し、セル上の情報を読み込む、SASの実行結果を返すアプリケーションが

作成できる。

なので、例えば五目並べやオセロなどのマス目状のゲームをSASと勝負するPGも作れる



おわりに

統計解析やSASのプログラミングには興味があるのに、思い通りの出力結果をつく

れなかったり、うまくデータを読み込めなくて、挫折してしまったり、SASが楽しくなく

なってしまう人を減らしたい。

LIBNAMEはEXCELファイルとの入出力を簡単にして、SASをより身近なものにしてくれ

ます。
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またEXCELシートをあたかもSASデータセットのように扱うこの仕組みは、熟練した

ユーザーにも新鮮さを与えてくれるのではないでしょうか。

今回の発表でとりあげた箇所は、ほんの表層に過ぎないと感じています。

それでも、今回の発表のためにLIBNAME EXCELを改めて勉強したことで、発表者は

SASからたくさんのワクワクやトキメキをいただきました。

今後もより知識を深めて、多くの方とSASの楽しさを共有できればと思っています。
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