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要旨 
コピュラ (copula)とは， 変数間の依存関係を表す接合関数のことである． 複数の変量についてモデル化した

い場合， 各変量の周辺分布とコピュラとを別々に設定することで， 様々な多変量確率分布をあてはめること

ができる．  

医薬品開発において， 想定した試験デザインの動作特性を評価するためシミ ュレーショ ンを行う が， その

際， コピュラに従う 擬似データを生成しなければならないケースが考えられる． そこで本稿では， 代表的な

コピュラの乱数生成法について整理し ， SAS を用いてこれらの擬似乱数を生成するための具体的な方法を紹

介する．  
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1. はじめに 
医薬品開発において， 検討対象となる試験デザインの振舞いをう まく 数式で表せない， あるいは数式で表

現できてもその解を解析的に求めることが極めて困難な場合， 近似的な解を得るためにシミ ュレーショ ンは

威力を発揮する． そのよう なシミ ュレーショ ンでは， 大量の乱数を必要とすること ， 再現性が求められるこ

とから， 擬似乱数が用いられる [1]．  

擬似乱数が従う 分布は， 試験デザインの評価項目に依存し ， コピュラによるモデリ ングが有効な場合があ

る． SAS では， 擬似乱数を生成させるために RAND 関数が提供されている [2]が， コピュラの場合， RAND 関

数で指定できない確率分布が必要とされる．そこで本稿では，正規コピュラ (Normal copula)，スチューデント

t コピュラ (Student’s t copula)， クレイト ンコピュラ (Clayton copula)[3]， フランクコピュラ (Frank copula)[4]， ガン

ベルコピュラ (Gumbel copula)[5]を取り あげ，各コピュラに従う 乱数を生成させる方法について述べる．そして，

これら 5 種類のコピュラに対し ， SAS を用いて乱数を生成するための方法について具体的に説明する．  



2. コピュラについて  
m 個の確率変数を X1, X2, …, Xm とおき，これらの周辺分布関数を )( 11 xF , )( 22 xF ,…, )( mm xF ，同時分布関数

を ),...,,( 21 mxxxF と表すとき， スクラーの定理( Sklar’s theorem)と して  

))(),...,(),((),...,,( 221121 mmm xFxFxFCxxxF =    (2.1) 

を満たす関数 C が存在することが知られており ， この関数 C がコピュラである [6-8]． これは， 関数 C が多次

元同時分布とその 1 次元周辺関数を結合する役割を担っていることを示している． よって， m 個の確率変数

X1, X2, …, Xm についてモデル化したい場合，個々の周辺分布関数 )( 11 xF , )( 22 xF ,…, )( mm xF と ， これら周辺分

布関数の依存関係を表す関数 C，即ちコピュラとを別々に特定することで，X1, X2, …, Xm の同時分布関数を構

築することができる．  

(2.1)において， 関数 F が連続関数である場合には C は一意に定まり ， 任意の )( iii xFu = （ここに i=12,…,m

で ]1,0[∈iu ）に対し  

))(),...,(),((),...,,( 1
2

1
21

1
121 mnm uFuFuFFuuuC −−−=  (2.2) 

と与えられる． このとき C は， 各周辺分布が区間[0,1]の一様分布である同時分布関数となる．  

変量間の依存関係を行列で表現するコピュラとして， 正規コピュラ， スチューデント t コピュラが挙げら

れる． またそれ以外に， 変量間の依存関係を 1 種類のパラメ ータで表現するコピュラがあり ， その代表例が

アルキメ ディ アンコピュラ (Archimedean copula)[6-8]である．アルキメ ディ アンコピュラとは，生成素(generator)

と呼ばれる関数を用いて表現されるコピュラの総称であり ， クレイト ンコピュラ， フランクコピュラ， ガン

ベルコピュラが該当する．  

 

 

3. 乱数の生成 
3.1. アルキメ ディ アンコピュラに従う 乱数の生成 
区間 ]1,0( 上で定義され， 0 を含む正の実数値をとる単調減少凸関数φが 

0)1( =φ  (3.1) 

を満たすとする． このとき  

))()((),( 21
1

21 uuuuC φφφ += −  ここに 2
2,1 ]1,0()( ∈uu  (3.2) 

と して表現されるコピュラを， 2 次元アルキメ ディ アンコピュラと呼び， φを C の生成素という ． 3 次元以上

の場合， (3.1)及び ∞=→ )(lim 0 tt φ を満たし 1−φ が完全単調( completely monotone)であるとき  

))(...)()((),...,,( 21
1

21 mm uuuuuuC φφφφ +++= − , m
muuu ]1,0(),...,,( 21 ∈  (3.3) 

として定義される． 

アルキメ ディ アンコピュラにおいて， よく 用いられる乱数生成法の 1 つがマーシャルオルキン法( Marshall 

and Olkin method)[9]であり ，マーシャルオルキン法を用いた乱数生成法は以下のよう になる．手順 1 の )(・ζ は

ラプラス変換である．乱数を生成させたいアルキメ ディ アンコピュラに対し ，生成素φの逆関数 )(1・−φ に対応

するよう な確率分布 )(ηF を特定し ， その確率分布に従う 乱数を発生させる必要がある．  

 

 



 

手順 1  C の生成素に対し ， 以下を満たす確率分布 )(ηF に従う 乱数η を生成させる．  

)()()( 1 tdFet t −− == ∫ φηζ η  

手順 2  区間[0, 1]の一様分布からの乱数 x1,x2,..,xm を生成させる．  

手順 3  ))log(( 1
ii xu −−= ηζ （i=1,2,…,m）を算出する．  

 

3.2. 正規コピュラに従う 乱数の生成[10] 
平均ベクト ル 0，分散が全て 1 となる分散共分散行列 Σをもつ多変量正規分布が同時分布の場合， 周辺分

布は標準正規分布となる．従って，正規コピュラから 1 組の乱数 u1, u2, …, umを生成するための手順は以下の

よう になる．  

 

手順 1  所与の相関係数から， 分散全て 1 の分散共分散行列を作成する．  

手順 2  平均ベクト ル 0，手順 1 で作成した分散共分散行列の多変量正規分布に従う 乱数 z1, z2,…, zm を生成さ

せる．  

手順 3  )( ii zu Φ=  (i=1,2,…,m) を計算する． ここに )(・Φ は標準正規分布の分布関数である．  

 

3.3. スチューデント t コピュラに従う 乱数の生成[10] 
自由度ν ，相関行列 Σ (m×m)をもつ多変量 t 分布が同時分布の場合， 周辺分布は自由度ν の t 分布となる．

従って， スチューデント t コピュラから 1 組の乱数 u1,u2,…,um を生成するための手順は以下のよう になる．  

なお，自由度ν ，相関行列 Σの多変量 t 分布に従う 乱数 x1,x2,…,xm は，平均ベクト ル 0，分散共分散行列 Σの

多変量正規分布に従う m 個の乱数 z1,z2,…,zm と ，自由度ν のカイ二乗分布に従う 乱数 s とを用いて導出できる． 

 

手順 1  自由度ν ，相関行列 Σ (m×m)の多変量 t 分布に従う 乱数 x1,x2,…,xm を生成させる．  

手順 2  )( ii xtu ν=  (i=1,2,…,m) を計算する． ここに )(・νt は自由度ν の t 分布の分布関数である．  

 

 

4. SAS による擬似乱数の生成 
コピュラを用いた例と して， Yuan and Yin(2009)で用いられた 2 変量生存時間データを参考にした以下のモ

デルを考える．  

T を毒性発現までの時間を表す非負の確率変数とし ， T の生存関数としてパラメ ータ Tλ の指数分布 

)exp()( TTTT ttS λ−=  (4.1) 

を考える． 効果発現までの時間 E についても， 生存関数としてパラメ ータ Eλ の指数分布 

)exp()( EEEE ttS λ−=  (4.2) 

を仮定する． 更に， 毒性発現までの時間 T と効果発現までの時間 E との相関構造として， クレイト ンコピュ

ラ (4.3)を想定する．  



θθθ /1}1)()({),( −−− −+= EETTET tStSttS  (4.3) 

以上に示したモデルに従う 生存時間(tT, tE)の擬似データは， 以下 2 つのステッ プにより 得ることができる．  

<Step1> 想定したコピュラからの擬似乱数を生成する  

<Step2> Step1 で生成された擬似乱数を変換する  

Step1 において，想定したコピュラから擬似乱数を生成するにあたり ，まず DATA ステッ プを用いた方法を説

明する． 次に， Ver.9.3 より SAS/ETS に搭載された COPULA プロシジャを用いた方法について紹介する．  

 

4.1. DATA ステッ プを用いた擬似乱数の生成 
Step1 では， クレイト ンコピュラ  

θθθ /1
2121 )1(),( −−− −+= uuuuC  (4.4) 

に従う 擬似乱数(u1,u2)を生成させる． クレイト ンコピュラでは， 生成素の逆関数はパラメ ータ 1−θ のガンマ分

布に従う 確率変数のラプラス変換に一致することから， マーシャルオルキン法を用いて， (4.4)で表されるク

レイト ンコピュラに従う 擬似乱数を 1 組生成させるためのアルゴリ ズムは， 以下のよう になる．  

 

手順 1  パラメ ータ θ/1 のガンマ分布に従う 擬似乱数 Z を 1 つ生成する．  

手順 2  手順 1 で生成した擬似乱数 Z と独立に，区間[0,1]の一様分布に従う 擬似乱数 X1, X2 を生成させる．  

手順 3  θ/1)/)ln(1( −−= ZXU ii （i=1,2）を算出する．  

 

プログラム 4.1 は， 上記の手順 1 から手順 3 までを用いて 2 次元クレイト ンコピュラに従う 擬似乱数を生

成させるための SASマクロプログラムである．マクロ引数 thetaにクレイト ンコピュラのパラメ ータ )1(>θ を，

マクロ引数 ndraws に生成する擬似乱数の個数を，マクロ引数 outuniform に生成した擬似乱数を保存するため

のデータセッ ト 名を， それぞれ指定する．  

 

プログラム 4.1  DATA ステッ プを用いたクレイト ンコピュラの擬似乱数生成 

%macro mclayton(theta,ndraws,outuniform); 

  data &outuniform.;run; 

  %do m_i=1 %to &ndraws.; 

    data m_wrk ; 

     length m_r1 m_r2 m_u 8.; format m_r1 m_r2 m_u best.; 

     m_r1=rand('gamma',1/&theta.) ;  

     do m_j=1 to 2; 

       m_r2=rand('uniform') ; 

       m_u =(1-log(m_r2)/m_r1)**((-1)/&theta.);  

       output;  

     end; 

    run; 



    proc transpose data=m_wrk out=m_wrk prefix=m_u;var m_u;run; 

    data m_wrk ;set m_wrk;if n(m_u1,m_u2)=2 then SimNo=&m_i.;run; 

    data &outuniform.;set &outuniform. m_wrk(keep=SimNo m_u1 m_u2); 

if SimNo^=.; 

run; 

    proc datasets library=work nowarn nolist nodetails; delete m_wrk; run; quit; 

  %end; 

%mend mclayton; 

 

Step2 では， Step1 において得られた擬似乱数(u1,u2) を用いて( )( 1
1 uST
− , )( 2

1 uSE
− )と変換することにより ，同時

分布関数(4.3)に従う 擬似乱数を算出する． (4.1), (4.2)より 

TTT uuSt λ/ln)( 11
1 −== −  (4.5) 

EEE uuSt λ/ln)( 22
1 −== −  (4.6) 

であるから，プログラム 4.1 により 得られた擬似乱数(u1,u2)を (4.5), (4.6)へ代入することにより ， (4.1)から (4.3)

に示したモデルに従う 擬似乱数を得ることができる．プログラム 4.2は，(4.1)，(4.2)においてパラメ ータを Tλ =1, 

Eλ =1 と したときの SAS プログラムである． SAS データセッ ト randata に t1,t2 という 変数名でデータが入力

される． なお， プログラム 4.2 では， 各症例の観察期間 O は区間[0,ω ]の一様分布に従う ものとし ， i 番目の

イベント 発現までの時間(Ti,Ei)に対し Oi<Ti または Oi<Ei なら打ち切り とする [12]よう に組んでいる．  

 

プログラム 4.2  生存時間の擬似乱数を算出する SAS プログラム 

data randata; set unifdata ; 

length lambda_T lambda_E t_1 t_2 8.;  

format lambda_T lambda_E t_1 t_2 best.; 

lambda_T=1; lambda_E=1; 

array unidata(2) m_u1 m_u2; 

array stime(2) t_1 t_2; 

array parm(2) lambda_T lambda_E ; 

do i=1 to 2; stime(i)=round((-1)*(log(1-unidata(i)))/parm(i),1e-12) ;end; 

run; 

data randata; set randata; 

 length w 8.;format w best.; w=7; 

 if rand('uniform')*w<t_1 | rand('uniform')*w<t_2 then censor=0; else censor=1; 

run; 

 

ここでは， 2 つの生存時間を表す確率変数 T と E の依存構造として， クレイト ンコピュラ (4.4)を想定した

が， フランクコピュラ， ガンベルコピュラは， (3.2)を用いて統一的に表現でき， よってこれらのコピュラに



従う 擬似乱数は， クレイト ンコピュラと同様の手順で生成することができる． ただし以下に示すとおり ， 生

成アルゴリ ズムはやや複雑になる．  

 

・ フランクコピュラの擬似乱数生成 

フランクコピュラ  
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において生成素の逆関数は，パラメ ータ θβ −−= e1 の対数級数分布に従う 確率変数のラプラス変換に一致する．

よってフランクコピュラの乱数を生成するためには，パラメ ータ θβ −−= e1 の対数級数分布に従う 乱数が必要

となる． しかし ， SAS の RAND 関数では対数級数分布に従う 擬似乱数は生成させることができない． 逆関数

法を用いて擬似乱数を生成させる方法もあるが， ここでは， 区間[0,1]の一様分布に従う 確率変数 U とパラメ

ータ 1 の指数分布に従う 確率変数 V が互いに独立であるとき，  

1
))1(1ln(
+













−−
−=

U
VX

β
 （ ここに  ・は・ を超えない最大の整数値）  (4.8) 

によって定義される確率変数 X が対数級数分布に従う ことを用いた [13]． この性質を用いれば， 区間[0,1]の一

様乱数 U とパラメ ータ 1 の指数分布に従う 乱数 V を互いに独立に生成させ， (4.8)に代入することで， 対数級

数分布に従う 乱数を得ることができる． 従って， マーシャルオルキン法を用いて， 2 次元フランクコピュラ

に従う 擬似乱数を 1 組生成させるためのアルゴリ ズムは， 以下のよう になる．  

 

手順 1  以下の手順にて対数級数分布に従う 擬似乱数 Z を生成する．  

手順 1-1  区間[0,1]の一様乱数Uとパラメ ータ 1の指数分布に従う 擬似乱数Vと を互いに独立に生成する． 

手順 1-2  1
))(1ln(
+













−
−=

− Ue
VZ

θ を算出する．  

手順 2  手順 1で生成した擬似乱数 Zとは独立に，区間[0,1]の一様分布に従う 擬似乱数X1,X2を生成させる． 

手順 3  θθ /)}1))(ln(exp(1log{ 1 −+−= −− eXZU ii （i=1,2）を算出する．  

 

・ ガンベルコピュラの擬似乱数生成 

ガンベルコピュラ  
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において， 生成素の逆関数は， 特性指数(characteristic exponent)が 1−θ ，歪度パラメ ータが 1， 尺度パラメ ータ



が θθπ )]2/[cos( ，位置パラメ ータが 0 の安定分布 St( 1−θ ,1, θθπ )]2/[cos( ,0)に従う 確率変数のラプラス変換に一

致する． 従って， マーシャルオルキン法を用いて， 2 次元ガンベルコピュラに従う 擬似乱数を 1 組生成させ

るためのアルゴリ ズムは， 以下のよう になる．  

 

手順 1  安定分布 St( 1−θ ,1, θθπ )]2/[cos( ,0)に従う 擬似乱数 Z を生成する．  

手順 2  手順 1で生成した擬似乱数 Zとは独立に，区間[0,1]の一様分布に従う 擬似乱数X1,X2を生成させる． 

手順 3  ))/)ln((exp( /1 θZXU ii −−= （i=1,2）を算出する．  

 

これを SAS で実装する場合， 問題となるのは安定分布に従う 擬似乱数の生成である． SAS の RAND 関数

では（ 一部の特殊な場合を除いて） 安定分布に従う 擬似乱数を生成することができない． そこで， Weron の

アルゴリ ズム[14]により 標準安定分布 St(α , β ,1,0)に従う 擬似乱数を生成させ，それを用いて任意のパラメ ータ

に対応する擬似乱数を作り 出すことにした．  

 

Step1  区間[ 2/π− , 2/π ]の一様乱数 U を生成する．  

Step2  一様乱数 U とは独立にパラメ ータ 1 の指数分布に従う 擬似乱数 V を生成する．  

Step3  標準安定分布 St(α , β , 1, 0)に従う 擬似乱数 X を算出する．  

1) 1≠α のとき  
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2) 1=α のとき  
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上記アルゴリ ズムにより 得られた標準安定分布 St(α , β ,1,0)に従う 擬似乱数 X に対し  
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とすれば，特性指数α ( 20 ≤< α )，歪度パラメ ータ β ( 11 ≤≤− β )，尺度パラメ ータ σ ，位置パラメ ータ µ の安

定分布 St(α , β ,σ , µ )に従う 擬似乱数となる [15]．  

付録 A に， DATA ステッ プを用いて， クレイト ンコピュラ， ガンベルコピュラ， フランクコピュラ， 正規

コピュラ， スチューデント t コピュラの擬似乱数を生成するプログラムを示した． 少し補足すると ， 正規コ



ピュラ及びスチューデント t コピュラの場合， 3.2 節， 3.3 節に示したよう に， 多変量正規分布の乱数が必要

となる． 多変量正規分布に従う 乱数の生成は， 分散共分散行列を Cholesky 分解することに基づいて行う こと

ができる [5]ため， 付録 A では MIXED プロシジャを用いて Cholesky 分解を行い， 多変量正規分布に従う 擬似

乱数を生成させている [16]．  

 

4.2. COPULA プロシジャを用いた擬似乱数の生成 
SAS では， Ver.9.3 より SAS/ETS に COPULA プロシジャが Experimental と して搭載され， 正規コピュラ，

スチューデント t コピュラ， クレイト ンコピュラ， フランクコピュラ， ガンベルコピュラに従う 擬似乱数の

生成が可能となった [10]． (4.4)で示されるクレイト ンコピュラに従う 擬似乱数を， COPULA プロシジャを用い

て生成するための SAS プログラムを以下に示す．  

 

プログラム 4.3  COPULA プロシジャを用いたクレイト ンコピュラの乱数生成 

proc copula; 

   var U1-U2 ; 

   define COP clayton (theta=8) ; 

simulate COP/ ndraws=1000 seed=0724 outuniform=unifdata; 

 run; 

 

ユーザーが指定したコピュラに従う 擬似乱数を生成することが目的であるので， PROC COPULA ステート

メ ント において， DATA=の指定は不要である． 生成する擬似乱数の変数名は， VAR ステート メ ント に記載す

る． DEFINE ステート メ ント において， クレイト ンコピュラを表すキーワード である CLAYTON と指定し ，

あわせてパラメ ータ値をオプショ ン THETA=で指定する． また， SIMULATE ステート メ ント にて使用するた

めに， このコピュラの名前を “COP”と した． 生成させる擬似乱数に関する指定は SIMULATE ステート メ ント

で行う ． SIMULATE ステート メ ント において， DEFINE ステート メ ント において定義したコピュラの名前を

記述した後，オプショ ン NDRAWS=で生成する擬似乱数の個数を，オプショ ン SEED=で擬似乱数を生成する

ためのシード を， それぞれ指定する． 生成した擬似乱数を保存するための SAS データセッ ト 名は， オプショ

ン OUTUNIFORM=で記述する．  

プログラム 4.3 より ， クレイト ンコピュラに従う 擬似乱数が生成されれば， あとは DATA ステッ プでの生

成と同様に， 得られた擬似乱数(u1,u2)を用いて ( )( 1
1 uST
− , )( 2

1 uSE
− )と変換することにより ， 同時分布関数(4.3)に

従う データを算出すればよい． なお， 2 つの生存時間を表す確率変数 T と E の依存構造として， 正規コピュ

ラ， スチューデント t コピュラ， ガンベルコピュラ， フランクコピュラを考えるのであれば， プログラム 4.3

において， DEFINE ステート メ ント の CLAYTON の代わり に各コピュラを表すキーワード 及びパラメ ータを

指定する． ただし ， 正規コピュラ， スチューデント t コピュラにおいては， 分散共分散行列の各成分をもつ

SAS データセッ ト を予め用意した上で，DEFINE ステート メ ント のオプショ ン CORR=にて指定する必要があ

る．プログラム 4.4 に，ケンド ールのτ を 0.8 と したときの正規コピュラに従う 擬似乱数を生成するための SAS

プログラムを示した． 2 変量正規コピュラにおいて， ケンド ールのτ と相関係数 ρ とには 



ρπτ arcsin)/2(=  (4.11) 

との関係が成り 立つことを用い， DATA ステッ プで対応する分散共分散行列を用意した上で， COPULA プロ

シジャにより 擬似乱数を生成している．  

 

プログラム 4.4  COPULA プロシジャを用いた正規コピュラの擬似乱数生成 

data corr;  

  length U1 U2 rho pi 8.; format U1 U2 rho pi best.; 

  keep U1 U2; 

pi=constant('pi'); rho=sin(0.8*pi/2); 

  U1=1;  U2=rho;output; 

U1=rho; U2=1 ; output; 

run; 

proc copula; 

   var U1-U2 ;  

define COP NORMAL(cor=corr) ; 

   simulate COP/ ndraws=1000 seed=0724 outuniform=unifdata; 

run; 

 

 

5. おわり に 
本稿では， SAS を用いてコピュラに従う 乱数を生成させる方法について紹介した． コピュラを取り 扱う プ

ロシジャとして， SAS Ver.9.3 より SAS/ETS に COPULA プロシジャが搭載され， 計 5 種類のコピュラに従う

乱数を簡単に生成させることができる． また， 当該プロシジャを使用できない環境下で乱数を生成させる方

法として， DATA ステッ プを用いたマクロプログラムを示した．  

COPULA プロシジャでは， 解析対象となるデータにコピュラをあてはめたときのパラメ ータを推定するこ

とも可能である． 現段階では Experimental の扱いであるが， 完全にサポート されれば更に利用価値が高まる

ものと期待される． コピュラを用いたシミ ュレーショ ン実験あるいはデータ解析を行う 際に， 本稿がその一

助になれば望外の喜びである．  
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付録 A  DATA ステッ プによるコピュラの乱数生成プログラム 

/* クレイト ンコピュラに従う 乱数生成マクロ  

 dim………….コピュラの次元 

 theta................コピュラのパラメ ータ  

 seed………….シード  

 ndraws.............生成したい乱数の個数 

 outuniform.....出力用データセッ ト */ 

%macro mclaycop(dim,theta,seed,ndraws,outuniform);   

  data &outuniform.; keep m_u: SimNo;  

   array col{&dim.}; array m_u{&dim.}; call streaminit(&seed.); 

   do SimNo=1 to &ndraws.; 

     m_r1=rand('gamma',1/&theta.) ;  

     do m_j=1 to dim(m_u); 

      col{m_j}=rand('uniform') ; 

      m_u{m_j}=(1-log(col{m_j})/m_r1)**((-1)/&theta.); 

     end; 

     output; 

    end; 

  run; 

%mend mclaycop; 

 

/* フランクコピュラに従う 乱数生成マクロ  

 dim………….コピュラの次元 

 theta................コピュラのパラメ ータ  

 seed…………シード  

 ndraws.............生成したい乱数の個数 

 outuniform.....出力用データセッ ト */ 

%macro mfrankcop(dim,theta,seed,ndraws,outuniform);   

  data &outuniform.; keep m_u:;  

   array col{&dim.}; array m_u{&dim.}; call streaminit(&seed.);   

   do SimNo=1 to &ndraws.; 

     m_su=rand('uniform') ; 

     m_sv=rand('exponential') ; 

     m_r1=int((-1)*m_sv/(log(1-(exp((-1)*&theta.))**m_su)))+1; 

     do m_j=1 to dim(m_u); 

       col{m_j}=rand('uniform'); 



       m_u{m_j}=( log( 1+ exp(log(col{m_j})/m_r1)*(exp((-1)*&theta.)-1) ) )*((-1)/&theta.);  

     end; 

     output; 

   end; 

  run; 

%mend mfrankcop; 

 

/* ガンベルコピュラに従う 乱数生成マクロ  

 dim………….コピュラの次元 

 theta................コピュラのパラメ ータ  

 seed…………シード  

 ndraws.............生成したい乱数の個数 

 outuniform.....出力用データセッ ト */ 

%macro mgumbelcop(dim,theta,seed,ndraws,outuniform); 

  data &outuniform.; keep m_u:; 

   array col{&dim.}; array m_u{&dim.}; 

   call streaminit(&seed.); 

   do SimNo=1 to &ndraws.; 

     length m_xu m_v pi m_x m_s m_b m_r1 8.; format m_xu m_v pi m_x m_s m_b m_r1 best.; 

     pi=constant('pi'); 

     m_gamma=(cos(pi/(2*&theta.)))**&theta.; m_alpha=round(1/&theta.,1e-12); m_beta =1; 

     if  m_alpha^=1 then do; 

      m_xu=rand('uniform')*pi-pi/2; 

      m_v =rand('exponential'); 

      m_b =atan(m_beta*tan(pi*m_alpha/2)); 

      m_s =(1+(m_beta*tan(pi*m_alpha/2))**2)**(1/(2*m_alpha)); 

      m_x =m_s*(sin(m_alpha*m_xu+m_b)/(cos(m_xu)**(1/m_alpha))) 

      *( (cos(m_xu-m_alpha*m_xu-m_b)/m_v)**((1-m_alpha)/m_alpha) ); 

      m_r1=round(m_gamma*m_x,1e-12); 

     end; 

     else if m_alpha=1 then do; 

      m_xu=rand('uniform')*pi-pi/2; 

      m_v =rand('exponential'); 

      m_x =(2/pi)*((pi/2+m_beta*m_xu)*tan(m_xu)-m_beta*log(((pi/2)*m_v*cos(m_xu))/(pi/2+m_beta*m_xu))); 

      m_r1=round(m_gamma*m_x+(2/pi)*m_beta*m_gamma*log(m_gamma),1e-12); 

     end; 



     do m_j=1 to dim(m_u); 

      col{m_j}=rand('uniform') ; 

      m_u{m_j}=exp( (-1)*(-log(col{m_j})/m_r1)**(1/&theta.) ); 

     end; 

     output;  

    end; 

   run; 

%mend mgumbelcop; 

 

/* 正規コピュラに従う 乱数生成マクロ   

 dim.................コピュラの次元 

 cor...................相関行列(SAS データセッ ト 名). 変数名は colX でないとエラーになる . 

 seed.................シード  

 ndraws............生成したい乱数の個数 

 outuniform.....出力用データセッ ト */ 

%macro mnormcop(dim,cor,seed,ndraws,outuniform); 

  data m_wrk; 

    call streaminit(&seed.); 

    _TYPE_="SCORE"; _MODEL_="col"; mean=1; array col{&dim.}; 

    do num=1 to &ndraws.;do i=1 to dim(col);col{i}=rand("NORMAL");end;output;end; 

    drop i; 

  run; 

  data m_cov ;set &cor.;length mean 8.;format mean best.;mean=0;row=_n_;run; 

  ods listing close; 

  ods output CHOLG=m_cholesky; 

  proc mixed data=m_cov; 

   class row mean; parms /noiter;model mean=; random row*mean/type=UN gdata=m_cov GC;  

  run; 

  ods listing; 

  proc score data=m_cholesky score=m_wrk out=m_mnorm(keep=col num); by num;var mean col:; run; 

  proc transpose data=m_mnorm OUT=m_mnorm(DROP=_NAME_);by num;run; 

  data &outuniform.;set m_mnorm; 

   array col{&dim.} ; array m_u{&dim.}; 

   do i=1 to &dim.;do i=1 to dim(m_u);m_u{i}=CDF('NORMAL',col{i});end;end; 

   drop i col:; 

  run; 



  proc datasets library=work nowarn nolist nodetails; delete m_wrk m_cholesky m_cov m_mnorm; run; quit; 

%mend mnormcop; 

 

/* t コピュラに従う 乱数生成マクロ   

 dim..................コピュラの次元 

 cor....................相関行列(SAS データセッ ト 名). 変数名は colX でないとエラーになる . 

 df.....................t コピュラの自由度 

 seed..................シード  

 ndraws............生成したい乱数の個数 

 outuniform.....出力用データセッ ト */ 

%macro mtcop(dim,cor,df,seed,ndraws,outuniform); 

  data m_wrk; 

    call streaminit(&seed.); 

    _TYPE_="SCORE"; _MODEL_="col"; mean=1; array col{&dim.}; 

    do num=1 to &ndraws.;do i=1 to dim(col);col{i}=rand("NORMAL");end;output;end; 

    drop i; 

  run; 

  data m_cov ;set &cor.;length mean 8.;format mean best.;mean=0;row=_n_;run; 

  ods listing close; ods output CHOLG=m_cholesky; 

  proc mixed data=m_cov; 

   class row mean; parms /noiter;model mean=; random row*mean/type=UN gdata=m_cov GC;  

  run; ods listing; 

  proc score data=m_cholesky score=m_wrk out=m_mnorm(keep=col num); by num;var mean col:; run; 

  proc transpose data=m_mnorm OUT=m_mnorm(DROP=_NAME_);by num;run; 

  data m_wrk ;do num=1 to &ndraws.;output;end;run; 

  data m_wrk;set m_wrk;length m_s 8.;format m_s best.; call streaminit(&seed.+num);m_s=rand('chisquare',&df.);run; 

  data &outuniform.; 

   merge m_mnorm m_wrk;by num; 

   array col{&dim.} ; array m_u{&dim.}; 

   do i=1 to &dim.;do i=1 to dim(m_u);m_u{i}=CDF('T',col{i}*sqrt(&df./m_s),&df.);end;end; 

   drop i col:; 

  run; 

  proc datasets library=work nowarn nolist nodetails; delete m_wrk m_cholesky m_cov m_mnorm; run; quit; 

%mend mtcop; 

 


