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Stata+α 「システム変数と egen コマンド」 
2014 年 7 月 

 

この半年間でいくつか便利なコマンドを紹介してきました。そこで、今回はその中でも特

に便利であると思われるシステム変数と egen コマンドについて復習したいと思います。知

っていると、とても便利で重宝する機能です。今回も解説に利用する情報は基本的に Stata 

13 の PDF マニュアルの内容をまとめたものです。 

 

システム変数 
例えば、ユーザが計算の都合上、一時的に利用する変数として Stata にはスカラー変数や

ローカルマクロといった道具が存在します。ここでご説明するシステム変数とは、Stata を

起動している間、ユーザがいつでも自由に利用できる便利な変数のことです。 

システム変数の詳細はユーザーズガイド(PDF)の 13 Functions and expressions で解説さ

れていますが、ここでは改めて紹介します。 

 

はじめに次のコマンドを実行します。 

 

.sysuse auto,clear 

.reg mpg weight 

.predict y_hat 

 

サンプルデータ auto.dta を利用して単純回帰モデルを推定します。そして、mpg の理論値

を計算します。 

                                                                              
       _cons     39.44028   1.614003    24.44   0.000     36.22283    42.65774
      weight    -.0060087   .0005179   -11.60   0.000    -.0070411   -.0049763
                                                                              
         mpg        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

 
表 1.単純回帰モデルの推定結果 

 

推定値(係数)はシステム変数に格納されます。つまり、-0.0060087 という値は_b[weight]

として操作できます。_b[変数名]として係数が Stata 内で確保されている状態になっていま

す。一方、定数項は変数とは結びつきませんので、いつでも、_b[_cons]として操作できま

す。したがって、predict コマンドによる理論値を次のようにして計算することもできます。 

 

.g y_hat_s=_b[_cons]+_b[weight]*weight 

.list y_hat y_hat_s in 1/5 
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正しく操作できていれば、y_hat と y_hat_s は同じ値になります。計量分析では推定値を

一般にβで表現します。そこで、Stata ではβの代わりに b を利用しているとご理解くださ

い。 

次はシステム変数_n について説明します。データエディタで auto.dta の内容を表示して、

25 行目の price の値が 4,187(Ford Mustang の価格)であることを確認します。データエディ

タを閉じて、コマンドウィンドウで次のコマンドを実行します。 

 

.display price[25] 

 

Result ウィンドウに 4,187 という値を表示します。つまり、目的の行番号の値は変数名[行

番号]という形で操作できることが分かります。では、この機能を利用して、次のコマンド

を実行してみましょう。 

 

.g price2=price[_n-1] 

.list price price2 in 1/5 

 

                       
  5.   7,827     4816  
  4.   4,816     3799  
  3.   3,799     4749  
  2.   4,749     4099  
  1.   4,099        .  
                       
       price   price2  
                       

 

表 2._n の利用例 

 

price2 のデータは price の値を一行下に下げた形になっています。すなわち、_n はデータ

の行数を管理するシステム変数で、_n-1 とすることにより、例えば 10 行目のデータは

10-1=9 行目に入ることになります、まとめると、Stata は行番号をシステム変数_n で管理

している、ということになります。そして、_n は自由に加減乗除できることをご理解くだ

さい。 

 

Stata はデータエディタに入力/インポートしたデータの行数、および変数(列数)分のメモリ

エリアを確保します。そこで、auto.dta の行数を簡単に調べたいときは、次のコマンドを

実行します。 
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.di _N 

 

di は display コマンドの短縮形です。Stata は Result ウィンドウに 74 という行数を表示し

ます。_N は開いているデータの行数を格納するシステム変数です。この他に推定結果の標

準誤差を格納する_se[変数名]というシテムです。特に、データの操作を行う場合に、_n と

_N は重宝しますので、必ず、覚えておきましょう。 

 

egen コマンド 
generate コマンドは新しい列データを作成するためのコマンドです。Excel である列を操

作して、その隣に新しい列データを作成する感覚に似ています。Excel で列値の合計を求め

るときは、皆さん、どのように操作しているでしょうか?普通、=sum(範囲)というコマンド

を、合計を表示するセルに入力するか、または、ツールバーにあるΣ記号をクリックして、

合計値を求めるのはないでしょうか。 

この合計を Stata で求める場合、どのようにしたら良いでしょうか?そのような時に利用す

るのが egen(extensions to generate )コマンドです。 

 

Stata13 の egen コマンドには 40 個の関数が用意されています。ここではその中から代表

的なものだけをいくつか紹介しながら、簡単に用法を説明します。40 個のリストを確認し

たい時は、次のようにしてオンラインヘルプを参照してください。 

 

.help egen 

 

知っておくと便利な egen の関数 
 

□max(exp) 

 

.egen mxwgt=max(weight) 

 

weight の 大値が入った変数 mxwgt を作成します。(exp)という表記の場合は、カッコ内

で演算も利用できることを示しています。max の他に mean(exp), median(exp), min(exp), 

mode(exp), sd(exp), total(exp), pc(exp), pctile(exp)などがあります。 

 

□group(varlist) 

 

.egen myg=group(mpg) 

.sort myg 
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.list myg mpg in 1/10 

 

変数 mpg には燃費のデータ(整数)が入っていますが、これに小さいものから順にグループ

番号を付ける(変数 myg を作成する)というが 1 行目のコマンドです。(varlist)という表記の

場合は、カッコ内で複数の変数名が利用できることを示しています。 

 

□rowmax(varlist) 

 

.gen price2=price+1 

.gen price3=price+2 

.egen mprice=rowmax(price price2 price3) 

.list price3 mprice in 1/10 

 

価格データ price とよく似たデータ price2 と price3 を作成します。そして、3 つ(3 列)の price

データから、同行の 大値を選択して、それぞれ mprice に入力するが、3 行目のコマンド

です。Stata の egen コマンドにはこのように横方向(行)で処理を行う多くのコマンドが用意

されています。この他に rowmean(varlist), rowmedian(varlist), rowmedian(varlist), 

rowmin(varlist), rowmiss(varlist) などの関数があります。 

 

それでは、ここまで解説したコマンドを bysort と組み合わせて利用する例題をご紹介しま

しょう。 

 

目的)高校生(米国)の各州ごとの平均体重を求め、 終的に各標本の体重の偏差を求める。

データファイルは highschool.dta で、州の情報は変数 state に入っている。 

 

.webuse highschool,clear 

.table state 

.bysort state:egen swgt=mean(weight) 

.g cwgt=weight-swgt 

 

このようにして作成したデータを stata の 1-9 までのヒストグラムを作成すると次のように

なります。 
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図 1.体重の偏差のヒストグラム(State:1-9) 

 

ここでは平均からの偏差を求めました。 

それでは、 

 

.bysort state:egen swgt=mean(weight) 

 

というコマンドの代わりに、次のコマンドを実行すると、どのようなデータが swgt に入る 

ことになるでしょうか? 

 

.bysort state:gen swgt2=weight- weight[_N] 

 

このコマンドは先頭に bysort がついていますので、各 weight データから State ごとに並べ

替えた州ごとのデータの 後の行のデータ weight[_N]を引いた値が、swgt に入ることにな

ります。このコマンドでは、右辺で関数は利用しませんので、egen ではなく、gen を利用

することになります。 

 

次回は分割表に関連する統計基礎知識について、Stata のコマンドと併せて解説します。 

 

■ 


