
主な機能
SAS® University Editionでは、統計と定量化の手法を指導・学習する目的のユーザーのため
に、厳選したSAS製品を無償で提供しています。調査研究用の統計ソフトウェアや、他の学習
コース（経済学、社会科学、コンピュータ・サイエンス、ビジネス、医療／健康、エンジニアリン
グなど）にも簡単にアクセスできます。

メリット
世界中の公共機関や民間企業では、分析スキルについて理想と現実のギャップが大きな課題
となっています。SASは、アカデミックの領域において、このギャップ解消に必要な知識習得と
スキル養成を支援し、学生が分析的思考による問題解決手法を身につけてキャリアのスタート
を切ることができるよう貢献します。

対象ユーザー
SAS® University Editionは、学術環境で統計ソフトウェアを手軽に利用して定量分析を行い
たいと考える、あらゆる人々を対象として設計されています。対象者には学部生、大学院生、教
員、一般社会人、高校生、研究者、ポストドクター（博士課程修了者）などが含まれます。

 Fact Sheet

SAS® University Edition
良好な研究環境とキャリアの出発点をもたらす無償の統計ソフトウェア

SASは教育分野での取り組みに熱心なことで知
られています。雇用側が直面する分析スキルの
ギャップを解消する一助となることを目指し、

SASでは学生、教員、研究者、生涯学習者の皆様
が統計分析の知識／スキルを高めて現実の問
題解決に取り組んでいただけるように、無償版の
ソフトウェアを提供しています。

SAS® University Editionは、SASソフトウェア
を従来よりも素早く簡単に無償でご利用いただ
けるようにする新しい取り組みです。この取り組
みは包括的な教育イニシアチブであるSAS 

Analytics Uの一環として、最先端の統計手法を

SAS製品のサブセットの形で提供します。デー
タをインポート／エクスポートして高度な分析
を実行しながら、最先端の高度な分析手法・技法
を学ぶことができます。

このパッケージは、統計、データ操作、データ分
析を専門とする教員や学生に欠かせない機能を
網羅しており、定量化手法を教えたり学んだりす
る、あらゆる領域に活用いただけます。ダウン
ロード方法も簡単です。またこのパッケージに
は、eラーニング講座やトレーニング・ビデオも
含まれています。さらに、SAS Analytics Uのコ
ミュニティで幅広いユーザーと交流してアイデ
アを共有したり、SASの他のリソースを利用した
りすることも可能です。

利点
• 統計の知識とスキルを養成：SASを活用して、知的好奇心を刺激する重要な課題を探索・解決でき
ます。教員は統計分野の高度な研究と教育に必要な分析スキルを磨き、学生は業種を問わずに役立
つ能力を身につけることができます。

• SASのソフトウェアをいつでもどこでもダウンロードして利用：ダウンロードしたSASソフトウェ
アは、スタンドアロンのPCやMac、さらにはLinuxワークステーションでも利用できます。学生は
教員の指導を受けたり授業を受講しなくても、SASの使い方を自力で習得することができます。ク
ラスで演習する場合も独習する場合も、SASはすべてのアプリケーションを通じて一貫したユーザー
体験を提供します。どのような分析用途でも、PCで一般的なファイル形式はすべてインポート／エ
クスポートできます。

• 指導と学習に役立つ幅広いリソースを活用：教員、学生、研究者の皆様にSASを簡単に学び、教え、
常に活用していただけるように、ソフトウェアに加えて、以下をご用意しています。

ソフトウェアの登録ユーザーは、入門ビデオを無償で利用して、SASプログラミングおよび統計分
析の基本を学び、必要な機能を素早く利用することができます。

SAS Analytics Uプログラムでは、SASのアカデミック・ユーザーがチャット、サポート、入門ビデ
オなどを利用して交流できるコミュニティ（対応言語：英語）を運営しています。

SAS Global Academic Programでは、指導およびカリキュラム開発用の資料を教員向けに無
償で提供しています。この魅力あふれるアナリティクス・コミュニティに参加することは、学生の皆
様にも大きなメリットがあり、学界、民間企業、公共部門など将来どの道へ進む場合も貴重な準備
の場となります。



概要
SAS University Editionは、 基礎的な入門クラ
スから高度な研究まで、あらゆるレベルでSAS

を使い始めるための優れた手段として無償でご
利用いただけます。SASの基本に慣れるにあ
たっては、同じく無償で提供される2つのeラー
ニング・モジュールが役に立ちます。PC、Mac、

Linuxワークステーションにダウンロードした

SASソフトウェアは、仮想化ソフトウェア上のブ
ラウザを用いてスタンドアロン・モードで利用で
きます。

• SAS/IML®：この行列プログラミング言語で
は、非常に専門的な分析とデータ探索を実行
することができます。

• SAS Studio：数百種類に及ぶSAS構文／プ
ロシジャのオートコンプリート機能と標準搭
載の構文ヘルプ機能により、プログラミング
にかかる時間を短縮できます。

• SAS/ACCESS®：データの場所を意識せず、
すべてのデータにシームレスに接続すること
ができます。

入門コースで扱うような統計タスク（線形回帰、
分布分析、相関、要約統計量など）については、
強力なSASプログラミング言語を使って直接実
行することも、SAS Studioで自動コード生成の
タスクやプロセスフローを選択することもでき
ます。

SASでは、ソフトウェアの厳格なテスト、製品の
完全な文書化、ソフトウェアの数値検証を徹底し
ています。SASに含まれる統計プロシジャは定
期的に更新され、最新の統計手法が反映されて
います。さらに、テクニカル・サポートは修士号
および博士号をもつ経験豊富な統計専門家が担
当し、高度なサービスを提供しています。

主な機能
SAS®のプログラミング言語 
– Base SAS®

Base SASは、SAS University Editionのすべ
てのコンポーネントを支える強力な汎用ソフト
ウェア基盤です。直感的で習得しやすく使いや
すいプログラミング言語を搭載しているため、情
報の提供に必要なコード量が大幅に減り、プログ
ラミングの生産性が高まります。

この柔軟性と拡張性に優れた第4世代プログラ
ミング言語（4GL）は習得しやすい構文を採用し
ており、数百種類もの言語要素と関数が用意さ
れています。データの抽出、書式設定、クレンジ
ングから、データ分析、レポーティング、情報配布
まで、あらゆるプログラミング領域をサポートし
ます。データに関する小さな問題から大規模で
複雑な課題まで、データの形式に関係なく、デー
タの読み込み、フォーマット、分析、レポート作成
を素早く実行することができます。

SAS University Editionには、利用可能な最先
端の統計／定量化手法で高度な統計分析を実
行するために必要な機能がすべて含まれており、
オブザベーションの制限はなく、製品版のプロシ
ジャがほぼ全てお使いいただけます。以下の製
品が含まれています。

• Base SAS：SASプログラミング言語、ODS 

（Output Delivery System）グラフィックス、
レポート作成プロシジャにより、迅速で簡単な
プログラミングが可能です。

• SAS/STAT®：信頼性に定評のある、幅広い
統計手法・技法を利用できます。

図2：SAS® Studioでは、数百種類に及ぶSAS構文／プロシジャのオートコンプリート機能や標準搭載
の構文ヘルプ機能など、プログラミング時間を短縮するための機能が用意されています。

図1：SAS® Studioでは、ガイド機能を利用しながら、作成したいコード用のタスクを選択するだけで、
SAS®コードを生成することができます。



主な機能

SAS®プログラミング言語（Base SAS®）
• 構文を習得しやすい柔軟で直感的な4GL

• SAS Macro Facility（マクロ機能）が一般的なタスクのコーディング作業を軽減。ユーザーは
作業を「モジュール化」し、再利用・維持することが可能

• データ分析：記述統計、相関、分布分析、表分析

• データ管理、分析、表示プログラム用に、記述済みプロシジャのライブラリをご用意

• ほぼすべてのファイルから、ほぼすべての形式のデータを読み込むことが可能（可変長レコード、
バイナリーファイル、自由形式データのほか、データの破損または欠損があるファイルにも対応）

• SQL（Structured Query Language）のサポート

統計手法（SAS/STAT®）
• 80種類以上のプロシジャが用意された幅広い統計機能：

分散分析
ベイズ分析
カテゴリー・データ分析
クラスター分析
記述統計
判別分析
分布分析
厳密法
群逐次設計・分析
市場調査
欠損値の補完
混合モデル
多変量分析
ノンパラメトリック分析
検定力（Power）とサンプル規模の計算
サイコメトリック（心理測定的）分析
回帰
空間分析
構造方程式
調査のサンプリングと分析
生存時間分析
変換

行列プログラミング（SAS/IML®）
• 対話操作型の行列プログラミング言語

• 制御文、行列関数、線形代数方程式と統計関数、時系列関数、数値分析関数

• 動的な数値演算子と行列演算子の広範なセット

• 制御文

• 一般的な行列関数

• 線形代数方程式と統計関数

• 時系列

• 数値分析

• 対話操作型のデータ分析

Base SASは、データ操作、情報の蓄積と検索、
記述統計と基本的な分析（相関、分布分析、表分
析など）、レポート作成など、カプセル化プログ
ラミング・プロシジャの豊富なライブラリを完
備しています。また、統計グラフィックス作成用
に設計された各種のプロシジャとGraphical 

Template Languageを含む、ODSグラフィッ
クス機能も利用できます。

信頼性の高い統計手法を提供する
SAS/STAT®

統計は急速に拡大中の分野であり、SASはその
最先端を担っています。SAS/STATは、高等教
育、ビジネス、調査研究、公共部門の最前線で活
用できる幅広い統計手法を提供します。こうした
統計分析機能としては、分散分析、混合モデル、
回帰、カテゴリー・データ分析、ベイズ分析、多変
量分析、生存時間分析、サイコメトリック（心理測
定的）分析、クラスター分析、ノンパラメトリック
分析、調査データ分析、多変量補完、検定力
（Power）とサンプル規模の計算、ポストフィッ
ティング（事後当てはめ）推論などがあります。

SASは定期的なリリース・スケジュールを維持し、
より最先端の手法や計算ツールの提供に努めて
いるほか、アップデートを通じて数々の機能強化
を継続的に行っています。ドキュメンテーション
には初心者向けの実例が豊富に盛り込まれてお
り、ソフトウェアの使い方を短期間で効果的に学
習することができます。統計処理の結果は、自動
的に作成される豊富なグラフを含む明晰で一貫
したレポートとして出力できるため、分析結果を
明確に把握する上で役立ちます。また、テストと
検証の徹底したプロセスを完備しているため、
信頼性の高い結果が得られます。

SAS/IML®による行列プログラミング
SAS/IMLは、強力で柔軟な行列プログラミング
言語です。SAS製品でデータを操作して統計分
析した後、SAS/IMLを使って、さらに専門的な分
析とデータ探索を行うことができます。例えば、
学術雑誌で発表されたばかりの、新たに考案さ
れた手法を実装することも可能です。

ユーザーは行列式に関する多彩な機能と、統計／
数値計算手法の膨大なライブラリを利用して、効
率よく簡単にプログラムを作成することができま
す。シンプルな構文で容易に数式をプログラム文
へ変換でき、演算や文字式を扱うための機能も豊
富に用意されています。自動メモリ管理と行列サ
イズ調整の機能も利用できます。データ行列を
操作する際にストレージの宣言、サイズ指定、割
当はSAS/IMLが自動的に行ってくれるため、ユー
ザーが自分で行う必要はありません。
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対話操作型インターフェイス：  
SAS® Studio

SAS StudioはSAS University Edition向けの
開発環境であり、ユーザーのWebブラウザ上
でローカルに実行されます。Base SAS、SAS/

STAT、SAS/IMLへのアクセスも、SAS Studio

を通じて提供されます。このインターフェイスに
より、ユーザーはいつでもどこでもSASを簡単
に利用できます。SAS University Editionをサ
ポートする任意のデバイス（PC、Mac、Linux

ワークステーション）から、SASコードを記述し
てサブミットすることができます。すべてのサ
ポート対象デバイスで画面表示が統一されてい
るため、指導も習得も簡単です。

また、経験豊富なSASプログラマーではない場
合や、既存のプログラムから始める必要がある
場合にも、SAS Studioが役立ちます。例えば、
ユーザーテーブル・ビューアでテーブルを開き、
表示する列を選び、データのフィルタリングや
ソートを実行することができますが、その背後で
はSAS Studioがテーブルの表示に必要なコー
ドをすべて記述します。ユーザーがそのコードを
利用することも可能です。

各種PCファイル形式へのアクセスを
提供するSAS/ACCESS®

SAS/ACCESS Interface to PC Filesは、デー
タアクセスを簡素化する仕組みを提供します。

SAS製品と他社の一般的なPCファイル形式と
の間で直接、高度に最適化されたデータアクセ
スとデータ統合を行うための機能が、すぐに使え
る状態で提供されます。

SASネイティブのインターフェイスを用いて
データに直接、簡単かつ安全にアクセスできる
ほか、Microsoft Excel、JMP®、Paradox、SPSS、

Stata、DBFなど、よく使われるPCファイル形式
のデータをインポート／エクスポートすることが
できます。SQLの専門的な知識やカスタムコー
ドの作成による抽出は必要ありません。また、新
たなスクリプティング言語やクエリ言語を習得ま
たは指導する必要もありません。

主な機能（続き）

対話操作型インターフェイス（SAS® Studio）
• 対話操作型フィードバックとプロンプトを備え、ヘルプ機能が充実したプログラミング・ツール
により、生産性が向上

• ポップアップ方式の構文ヘルプ機能が常に利用可能

• コード生成タスクにより、開発のスピードと効率が向上

• ブラウザベースのインターフェイスにより、基本的なデータ操作と基本的な統計タスクを実行
し、SASコードを生成することが可能

PCファイル形式のアクセス（SAS/ACCESS®）
• 各種のPCファイルへのインターフェイス：

Microsoft Excel  SPSS

JMP®  Stata

Paradox  DBF

SAS University Editionの詳細とダウ
ンロードについては、Webサイトをご
覧ください。
sas.com/jp/go/universityedition

図3：テーブルビューアでテーブルを開き、表示する列を選び、データのフィルタリングやソートを実行
することができます。


