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本書について
目的
本書では、SAS グローバル認定試験「SAS Base Programming for SAS®9」の準備を
します。本書では、認定試験で出題される内容の、基本コンセプト、レポートの作成、
SAS データセットの作成や編集、さまざまなタイプの生データファイルの読み込みなど
をすべて網羅しています。
この本では、各章の内容の理解度をテストすることができるクイズを含んでいます。

対象
本書は、SAS グローバル認定試験「SAS Base Programming for SAS®9」の準備を行
いたい新規または経験のある SAS プログラマを対象としています。

プログラミング環境
本書では、Windows 環境の Base SAS ソフトウェアを仮定しています。SAS ウィンド
ウ環境のワークスペースで SAS プログラムを記述し、管理する方法を学習します。

構文に関する表記規則
以下は、本書での SAS コードの一般形の例です：

DATA output-SAS-data-set
(DROP=variable(s) | KEEP=variable(s) );
SET SAS-data-set < options >;
BY variable(s) ;
RUN;

たとえば、上記の一般形では、
□

DATA、DROP=、KEEP=、SET、BY、RUN は、示されているように記述しなけ
ればならず、大文字の太字で表記します。

□ output-SAS-data-set 、variable(s)、SAS-data-set 、options は、ユーザーが実際
の値を指定する項目で、イタリック体で表記します。
□

<options> は省略可能な構文で、山括弧で囲んで表記します。

□

DROP =と KEEP=は排他的（それらの項目のうち 1 つだけを選択可能）で、縦棒( | )
で区切って表記します。
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本書で示される SAS ステートメントやコマンドの一般形は、認定試験の準備で知っ
ておく必要があるもののみを含みます。完全な構文については適切な SAS リファレン
ス・ガイドを参照してください。

追加リソース
その他のリソースが SAS プログラミングを学習する際に便利かもしれません。本書
でカバーされている内容の理解を広げるために必要なリソースを参照することができま
す。SAS オンライン・ヘルプ、ドキュメント、他のリソースに SAS ソフトウェアや
Web 上からアクセスすることができます。
SAS ソフトウェア上では、
［ヘルプ］⇒［SAS ヘルプとドキュメント］を選択してください。
Web 上では、以下の URL を参照してください（英語）。
Bookstore
http://support.sas.com/publishing/
Training
http://support.sas.com/training/
Certification
http://support.sas.com/certify/
SAS Learning Edition
http://support.sas.com//learn/le/
SAS Global Academic Program
http://support.sas.com/learn/ap
SAS OnDemand
http://support.sas.com/ondemand/
または
Knowledge Base
Support
Learning Center
Community

http://support.sas.com/resources/
http://support.sas.com/techsup/
http://support.sas.com/learn/
http://support.sas.com/community/

SAS グローバル認定試験 SAS Base Programming for
SAS®9
本書は、SAS グローバル認定試験「SAS Base Programming for SAS®9」の準備をす
るためにデザインされました。本書のクイズでは、公式認定試験と同じ知識やスキルを
テストするために構成されました。また、認定試験の直前対策として Web ベースの模
擬問題が提供されています（別途有償）。support.sas.com/basepractice から、Language
が「日本語」のコンテンツを購入すれば、日本語の模擬問題にチャレンジできます。

SAS Base Programming for SAS®9
SAS 認定試験「SAS Base Programming for SAS®9」に関する詳細情報は、SAS®グ
ローバル認定プログラムの Web サイト（www.sas.com/jp/training/certify/）をご参照く
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ださい。
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概要
イントロダクション
SAS を使用して効率的にプログラムするには、処理する SAS プログラムや SAS ファ
イルについての基本コンセプトを理解することが必要です。特に、SAS データセットに
親しむことが必要です。
この章では、単純な SAS プログラムを調査し、どのように動作するかを見ていきま
す。（SAS が理解できる形式に論理的に編集されたデータを含むファイルの）SAS デー
タセットについての詳細を学習します。また、SAS データセット（SAS が理解できる形
式に論理的に編集されたデータを含むファイル）についての詳細を学習し、どのように
SAS データセットが SAS ライブラリに一時的または永久的に保存されるかを見ていき
ます。最後に、SAS セッションを管理し、SAS プログラムを処理する SAS ウィンドウ
をどのように使用するかを学習します。

基本コンセプト △ 学習内容
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SAS データセット
‘Clinic’のコンテンツ

SAS プログラム

SAS
ファイル

SAS データセット

学習内容
この章では次について学習します。
□ SAS プログラムの構造とコンポーネント
□

SAS プログラムの処理に必要なステップ

□

SAS ライブラリとそれが含む SAS ファイルの種類

□

一時および永久 SAS ライブラリ

□

SAS データセットの構造とコンポーネント

□

SAS ウィンドウ環境

SAS プログラム
SAS プログラムを使用して、データにアクセスし、管理し、分析し、表現します。単
純な SAS プログラムを見ることから始めましょう。このプログラムは既存の SAS デー
タセットから新しい SAS データセットを作成し、新しいデータセットのリストを印字
します。SAS データセットは SAS が理解できる方法に整形されているデータファイル
です。
data clinic.admit2;
set clinic.admit;
run;
proc print data=clinic.admit2;
run;

このプログラムがどのように動作するか見ていきましょう。

SAS プログラムのコンセプト
単純な SAS プログラムは 2 つのステップを含みます: DATA ステップと PROC ステッ
プです。
data clinic.admit2;
set clinic.admit;
run;
proc print data=clinic.admit2;
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run;

これらの 2 種類のステップは、単独か組み合わされて、ほとんどの SAS プログラムを
形成します。
SAS プログラムは DATA ステップや PROC ステ

DATA ステップ

ップや DATA ステップと PROC ステップの任意の
組み合わせで構成できます。

PROC ステップ

DATA ステップ

PROC ステップ
PROC ステップ

DATA ステップは通常 SAS データセットを作成または編集します。また、独自のレポ
ートを作成するためにも使用できます。たとえば、DATA ステップを使用して、次を行
うことができます。
□

SAS データセットにデータを入力する

□

値を計算する

□

データのエラーをチェックし、修正する

□

既存のデータセットをサブセット化し、マージし、更新して新しい SAS データセ
ットを作成する

PROC（プロシジャ）ステップは、SAS データセットのデータを分析し処理し、レポ
ートの形式でデータを表現することのできるルーチンです。これらは時々、プロシジャ
の結果を含む新しい SAS データセットを作成します。たとえば、PROC ステップを使
用して、次を行うことができます。
□

データをリストするレポートの作成

□

記述統計量の作成

□

要約レポートの作成

□

グラフの作成

SAS プログラムの特徴
次に、サンプル・プログラムの個々のステートメントを見ていきましょう。SAS プロ
グラムは SAS ステートメントで構成されます。SAS ステートメントは 2 つの主たる特
徴を持っています：
□

通常、SAS キーワードで始まる。

□

必ずセミコロンで終わる。

既に見たように、DATA ステップは、キーワード DATA で始まる DATA ステートメン
トで開始されます。PROC ステップは、キーワード PROC で始まる PROC ステートメ
ントで開始されます。サンプル・プログラムは次のステートメントを含みます：
ステートメント

サンプル・プログラム・コード

基本コンセプト △ SAS プログラムのレイアウト
ステートメント

サンプル・プログラム・コード

①DATA ステートメント

data clinic.admit2;

②SET ステートメント
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set clinic.admit;

③RUN ステートメント

run;

④PROC PRINT ステートメント

proc print data=clinic.admit2;

⑤もう一つの RUN ステートメント

run;

SAS プログラムのレイアウト
SAS ステートメントはフリー・フォーマットです。これは次を意味します。
□

行のどこからでも始め、終わることができる。

□

１つのステートメントは数行にわたることができる。

□

複数のステートメントを 1 行にできる。
ブランクや特殊文字は SAS ステートメントのワードを区切ります。
大文字でも小文字でも SAS ステートメントを指定できます。ほとんどの場合、引

用符で囲まれたテキストは、大文字小文字を区別します。
ここまででサンプル・プログラムの一般的な構造を調査しました。これらのプログラ
ムを実行した際に何が起きるのでしょうか。

SAS プログラムの処理
SAS プログラムをサブミットすると、SAS はステートメントを読み込み、エラーを
チェックします。
DATA および PROC ステップは、新しいステップを開始する合図です。SAS が次の
DATA、PROC、RUN ステートメントのいずれか（DATA ステップとほとんどのプロシ
ジャに対して）か、QUIT ステートメント（いくつかのプロシジャに対して）に遭遇す
ると、プログラムの前のステップを実行します。サンプル・プログラムでは、各ステッ
プは RUN ステートメントで終わっています。
data clinic.admit2;
set clinic.admit;
run;
proc print data=clinic.admit2;
run;

新しいステップ（DATA または PROC）の始まりは、前のステップの最後を意味
します。RUN ステートメントは、SAS プログラムのステップの間には必ずしも必要で
はありませんが、SAS プログラムが読みやすく、デバッグしやすいように、そして
SAS ログが読みやすいように RUN ステートメントを使用してください。

ログ・メッセージ
ステップが実行されるたびに、SAS は処理のアクティビティと処理結果のログを生成
します。SAS ログは SAS プログラムの処理と発生したすべてのエラーについてのメッ
セージを収集します。
SAS がサンプル・プログラムを処理すると、次のようなログ・メッセージを示します。
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プログラムのステップごとに別々のメッセージのセットがあることに注意してくださ
い。
SAS ログ

処理の結果
以下のサンプル・プログラムをサブミットすると仮定します。
data clinic.admit2;
set clinic.admit;
run;
proc print data=clinic.admit2;
run;

プログラムが処理されると、
□

DATA ステップで、SAS データセット Clinic.Admit2 を作成します。DATA ステッ
プは SAS ログにメッセージを生成しますが、レポートや他の出力は作成しませ
ん。

□

SAS データセット Clinic.Admit2 の次のリストレポートを作成します。

基本コンセプト △ 処理の結果

7

このテキストを通して、プロシジャ出力は、特に断りがなければ上に示すスタイ
ルを使用して HTML で示します。Chapter 2「ファイル参照とオプション設定」p37 で
HTML 出力の作成方法を学習します。
サンプル・プログラムのサブミットした結果はすでに示しました。他の SAS プログ
ラムについては、処理の結果はさまざまです。
□

いくつかの SAS プログラムは REPORT ウィンドウなどの対話ウィンドウ（データ
を直接変更するために使用するウィンドウ）を開きます。
proc report data=clinic.admit;
columns id name sex age actlevel;
label name=’Name’ sex=’Sex’ age=’Age’
actlevel= ’ActLevel’;
run;
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章のまとめ
まとめ
SAS プログラムのコンポーネント
SAS プログラムは 2 つのタイプのステップで構成されています：DATA ステップと
PROC（プロシジャ）ステップです。この 2 つのステップが、単独または組み合わされ
て、ほとんどの SAS プログラムは形成されます。SAS プログラムは DATA ステップ、
または PROC ステップ、または DATA ステップと PROC ステップのどんな組み合わせ
からでも構成することができます。DATA ステップは通常、SAS データセットを作成し
たり編集したりしますが、独自のレポートを生成することもできます。PROC ステップ
は SAS データセットのデータを分析したり、処理したり、レポートの形式でデータを
表したりできるようにするルーチンです。

SAS プログラムの特徴
SAS プログラムは SAS ステートメントで構成されています。SAS ステートメントは、
通常 SAS キーワードで始まり、常にセミコロンで終わります。DATA ステップは、キー
ワード DATA で始まります。PROC ステップはキーワード PROC で始まります。SAS
ステートメントはフリー・フォーマットなので、行内のどこからでも開始でき、終了で
きます。1 つのステートメントはいくつかの行をまたいで続けることができ、複数のス
テートメントが 1 つの行内に存在することができます。SAS ステートメントでは、ブラ
ンクや特殊文字が“ワード”を分離します。

SAS プログラミングの処理
SAS プログラムをサブミットする際、SAS は SAS ステートメントを読み、間違いが
ないかチェックします。その後に続いて DATA ステートメント、PROC ステートメント、
RUN ステートメント、QUIT ステートメントのいずれかに出合うと、SAS はプログラ
ムの前のステップを実行します。
ステップが実行される度に、SAS は処理の動きや処理の結果のログを生成します。
SAS ログは、SAS プログラムの処理に関するメッセージや起きているすべてのエラー
に関するメッセージを収集します。
処理の結果は様々です。SAS プログラムには、対話ウィンドウを開いたり、レポート
の形式で出力を作成するプロシジャを呼び出すものがあります。また他の SAS プログ
ラムには、ログにメッセージ以外の結果が表示されない、データを並べ替えたり管理す
るようなタスクを実行するものがあります。

SAS ライブラリ
すべての SAS ファイルは、SAS データセットやカタログのような SAS ファイルの集
合である SAS ライブラリに保存されています。いくつかのオペレーティング環境では、
SAS ライブラリがファイルの物理的な集合のものもあります。その他には、ファイルが
論理的に関連しているにすぎないものもあります。Windows や UNIX 環境では、SAS
ライブラリは通常、同じフォルダまたはディレクトリの、SAS ファイルのグループで
す。
使用するライブラリ参照に依存して、一時 SAS ライブラリかまたは永久 SAS ライブ
ラリに SAS を保存できます。
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主要な SAS ウィンドウの利用
次のウィンドウを使用して、ファイルを探索し、管理して、SAS プログラムを入力、
サブミットし、メッセージを見て、出力を見たり管理したりします。
使用するウィンドウ

目的

エクスプローラ

SAS ファイルの表示
新しいライブラリと SAS ファイルの作成
ファイルの移動、コピー、削除などのファイル
の管理タスクのほとんどを実行
SAS で作成されなかったファイルへのショート
カットの作成

拡張エディタ（コード編集ウィンドウ）

SAS プログラムの入力、編集、サブミット
拡張エディタ・ウィンドウは Windows オ
ペレーティング環境でのみ使用可能です

プログラムエディタ（コード編集ウィンドウ）

SAS プログラムを入力、編集、サブミット

ログ

SAS セッションに関するメッセージと、サブミ
ットするすべての SAS プログラムに関するメッ
セージの表示

アウトプット

SAS プログラムから出力の参照

結果

SAS プログラムからの出力の操作と管理個々の
出力のアイテムの表示、保存、印字

ポイント
□

SAS ファイルを参照する前に、ファイルが保存されるライブラリに名前（ライブラ
リ参照名またはライブラリ参照）を割り当てなければなりません（あるいは SAS が
名前を自動的に割り当てたものを指定しなければなりません）。

□

SAS ファイルを一時的、または永久的に保存することができます。

□

変数名は SAS データセット名と同じ規則に従います。しかし、お使いのサイトで
は、変数名を、バージョン 6 の SAS で有効な変数（変数名を自動的に大文字にする）
に制限するか、変数名の制限を削除することを選択するかもしれません。

クイズ
各質問に一番良い解答を選択してください。クイズを完成させたあとに Appendix の
解答を使用して答をチェックしてください。
1

下のデータセットにはいくつのオブザベーションと変数が含まれていますか？

基本コンセプト △ クイズ

a
b
c
d
2
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3 オブザベーション、4 変数
3 オブザベーション、3 変数
4 オブザベーション、3 変数
欠損値があるので解答ができない
下のプログラムが実行される場合、いくつのプログラム・ステップが実行されま
すか？

data user.tables;
infile jobs;
input date name $ job $;
run;
proc sort data=user.tables;
by name;
run;
proc print data=user.tables;
run;

a
b
c
d
3

下のデータセットの変数 AcctNum はどんなタイプの変数ですか？

a
b
c
d
4

3つ
4つ
5つ
6つ

数値
文字
文字でも数値でもある
示されたデータからは解答ができない
データセットに欠損値があると仮定して、下のデータセットの変数 Wear はどん
なタイプの変数ですか？

用語集
用語集
1 対 1 マージ
データセットのオブザベーションの位置に基づいて、2 つまたはそれ以上のデータセッ
トを組み合わせるために、（BY ステートメントなしで）MERGE ステートメントを使
用する処理。マッチマージも参照してください。
1 対 1 マッチ
2 つまたはそれ以上の SET ステートメントを使用して、各データセットから独立にオブ
ザベーションを読み込み、2 つまたはそれ以上のデータセットからのオブザベーション
を 1 つのオブザベーションに組み合わせる処理。マッチマージも参照してください。
1 レベルの名前
ライブラリ参照名が省略され、ファイル名だけが指定されている SAS ファイルに対す
る名前。１レベルの名前が指定されると、デフォルトの一時ライブラリ Work が仮定さ
れます。
Base SAS ソフトウェア
データを管理するプログラミング言語、分析やレポートのプロシジャ、SAS ファイルを
管理するプロシジャ、マクロ機能、ヘルプメニュー、テキストエディタやファイル管理
のウィンドウ環境を含むソフトウェア。
BY グループ
BY ステートメントで指定される変数に対して同じ値を持つ、オブザベーション（行）の
グループ。BY ステートメントに 2 つ以上の変数が指定されるならば、BY グループはこ
れらの変数の値の一意な組み合わせを持つオブザベーションのグループになります。
BY グループ処理
1 つまたはそれ以上の変数の値に従って、順番付けられるか、グループ化されるか、イ
ンデックス化されているオブザベーションを処理するために、BY ステートメントを使
用する処理。多くの SAS プロシジャや DATA ステップが BY グループ処理を使用できま
す。たとえば、PRINT プロシジャでも BY グループ処理を使用でき、単一の SAS デー
タセットのオブザベーションの別々のグループにレポートを分割して印字できます。
BY 値
BY 変数の値。
BY 変数
BY ステートメントに指定されている変数で、その値が処理するオブザベーションのグ
ループを定義します。
DATA ステップ
DATA ステートメントで開始し、RUN ステートメント、次の DATA ステートメント、
PROC ステートメント、ジョブの終了、データ行の直後のセミコロンのいずれかで終わ
る SAS プログラムのステートメントのグループ。DATA ステップは、生データや他のデ
ータセットの読み込みや、プログラミング・ロジックの使用、SAS データセットの作成、
レポートへの出力、外部ファイルへの出力が可能です。
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DO グループ
単純な DO ステートメントで始まり、対応する END ステートメントで終了するステー
トメントの並び。DO ループも参照してください。
DO ループ
反復 DO、DO WHILE、DO UNTIL ステートメントで始まり、対応する END ステート
メントで終わるステートメントの並び。ステートメントは、DO ステートメントで指定
された指示に従って、（通常、反復的に）実行されます。DO グループも参照してくだ
さい。
FIRST.変数
各 BY グループの最初のオブザベーションを識別するために、SAS が作成する一時変数。
この変数は SAS データセットには追加されません。LAST.変数も参照してください。
LAST.変数
各 BY グループの最後のオブザベーションを識別するために、SAS が作成する一時変数。
この変数は SAS データセットには追加されません。FIRST.変数も参照してください。
PDV （プログラム・データベクトル）
プログラム・データベクトル(PDV)を参照してください。
PROC ステップ
SAS プロシジャを呼び出し実行する SAS ステートメントのグループ。PROC ステップ
は通常、入力として SAS データセットを受け入れます。
SAS Enterprise Guide
SAS ソフトウェアの多くのコンポーネントの機能へのユーザーアクセスを提供するポイ
ント&クリック・インターフェイスを持つソフトウェア・アプリケーション。対話的な
ダイアログボックスはデータ分析のタスクやレポーティング・タスクをユーザーにガイ
ドし、そのタスクの結果を他の Windows アプリケーションやサーバーに簡単にユーザ
ーがエクスポートすることができます。SAS Enterprise Guide は SAS データファイル
だけでなく、他のソフトウェア・ベンダや他のオペレーティング・システムの形式のさ
まざまな幅広いデータへのアクセスを提供します。
Sashelp ライブラリ
ヘルプ・ウィンドウのテキスト、デフォルトのファンクションキーの定義とウィンドウ
の定義、メニューを保存する SAS ソフトウェアによって提供される SAS データ・ライ
ブラリ。
Sasuser ライブラリ
最初の SAS セッションの開始時に作成されるデフォルトの永久 SAS データ・ライブラ
リ。Sasuser ライブラリは、SAS に対して指定したカスタマイズされた機能や設定を保
存する Profile カタログを含みます。このライブラリに他の SAS ファイルを保存するこ
ともできます。
SAS ウィンドウ環境
SAS ソフトウェアへのインターフェイスの対話型ウィンドウ。この環境では、コマンド
行にタイプするか、ファンクションキー押すか、メニューやメニューバーからアイテム
を選択することでコマンドを発行することができます。1 つのセッション中に、プログ
ラムの準備やサブミット、結果の表示や印字、プログラムのデバッグや再サブミットな
どの多くのさまざまなタスクを実行できます。
SAS 演算子
演算子を参照してください。
SAS カタログ
カタログエントリと呼ばれるより小さな単位に多くの異なる種類の情報を保存した SAS
ファイル。1 つの SAS カタログはいくつかの種類のカタログエントリを含むことができ
ます。
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SAS 関数
関数を参照してください。
SAS キーワード
SAS 言語の主たる部分であるリテラル。キーワードはステートメント名、関数名、コマ
ンド名、マクロステートメント名、マクロ関数名です。
SAS 時間値
SAS ソフトウェアで時間を表す整数。その整数は午前零時と指定された日時の間の秒数
を表します。（たとえば、9:30 a.m.に対する SAS 時間値は、34200 です）。
SAS 時間定数
SAS のステートメントで時間を表す ’hh:mm:ss’t の形式の文字列。その文字列は引用
符で括られ、文字 t を続けます（たとえば、’09:53:22’t などです)。
SAS 式
SAS が処理する指示の集まりを形成し、単一の値に解決されるオペランドと演算子の並
び。SAS 式は、変数の作成、値の割り当て、新しい値の計算、変数の変換、条件処理の
実行を行うために SAS プログラミング・ステートメントで使用されます。SAS 式は数
値、文字、ブール値に解決されます。
SAS システム・オプション
オプションが指定された時から、それが変更されるまでに SAS プログラム全体や、対
話 SAS セッションに影響を与えるオプション。SAS システム・オプションで制御され
るアイテムの例には、SAS 出力の表示、SAS によって使用されるいくつかのファイル
の制御、システム変数の用法、SAS データセットのオブザベーションの処理、SAS が
ホスト・オペレーティング・システムと対話する方法などがあります。
SAS ステートメント
SAS が操作を実行する指示や、SAS に情報を与える SAS キーワード、SAS 名、特殊文
字、演算子の文字列。各 SAS ステートメントはセミコロンで終わります。
SAS セッション
特定の SAS ソフトウェア・プロダクトを起動し、終了するまでの作業。
SAS データセット
コンテンツがネイティブな SAS ファイルの形式の 1 つであるファイル。SAS データセ
ットには、SAS ファイルと SAS データビューの 2 つの種類があります。SAS データフ
ァイルは、データに関連するディスクリプタ情報に加えてデータ値を含みます。SAS デ
ータビューは、ディスクリプタ情報と他の SAS データセットや他のソフトウェア・ベ
ンダのファイル形式のコンテンツからのデータ値を抽出するために必要な、他の情報だ
けを含みます。
SAS データセット・オプション
SAS データセット名の後の括弧の中に表示するオプション。データセット・オプション
は、その SAS データセットを処理するためだけに適用する操作を指定します。
SAS データビュー
他のファイルからのデータ値を抽出する SAS データセットのタイプ。SAS データビュ
ーは、データタイプ、変数（列）の長さなどのディスクリプタ情報と、他の SAS データ
セットや他のソフトウェア・ベンダのファイル形式に保存されている情報を抽出するた
めに必要な、他の情報だけを含みます。SAS データビューは、ACCESS プロシジャ、
SQL プロシジャ、と SAS DATA ステップで作成できます。
SAS データファイル
データ値とデータに関する説明的な情報を含む SAS データセットの種類。ディスクリ
プタ情報には、データタイプ、変数の長さや、データを作成するために使用されたエン
ジンの名前などの情報が含まれます。SAS データファイルはメンバタイプ DATA です。
PROC SQL のテーブルは SAS データファイルです。
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