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本セッションの内容について

i. これまでのデータ活用のためのシステム
アーキテクチャの限界について

ii. アーキテクチャ刷新に向け、SAS環境を
モダナイズするソリューションについて



変化への即応が求められている時代
新型コロナの例にみられるように、ビジネスや人々の生活様式において長らく規範とされてきたことの限
界が露呈した。企業や組織は、これまで以上に、コロナ禍、コロナ後と変化する新しい現実に即応する
“変化の達人”となることが求められている

業界の融合・再編成 地域的な制約の無い
サプライチェーン

大人数での
バーチャル空間利用

変化し続ける顧客ニーズへ
の素早い対応

Workship MAGAZINE https://goworkship.com/magazine/live-commerce-ec/



COVID-19以前も、あらゆる企業がビジネスの成長のために、
テクノロジーに投資をしてきました。しかしながら、いわゆる
“イノベーション成果におけるギャップ”（テクノロジーへの投資の
潜在的価値と実際に得られる価値との乖離）が生み出される
結果となっています。

様々なテクノロジーを採用しているが、
価値を創出できている企業・組織は
意外にも少ない
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テクノロジー活用の巧拙が組織の成長を左右する
昨今の環境変化により、テクノロジー活用の先行企業と出遅れた企業の収益成長率の差が拡大

アクセンチュアが、日本を含む25カ国、20の業界における4,300名（日本は200名）の企業経営層およびIT担当幹部を対象に調査
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テクノロジートレンド
テクノロジーの
戦略的集積

アーキテクチャが
未来を決定づける

ミラーワールド

インテリジェントな
巨大デジタルツインが戦力に

一人ひとりが
テクノロジスト

テクノロジーを
民主化する

あらゆる場所が
仕事場に

自社の環境を持ち歩く

｢個｣から｢全体｣へ

マルチパーティシステムが
突破口に

適応性の高い技術基盤
を固め、来たるべき変化

に備える

•適応性の低いレガシーシ
ステムから脱却する

•クラウド化、マイクロサービ
ス化で適応性、再利用性
を強化する

強固なデータ基盤を築き、
予測結果の信頼性を高

める

•これからの未来を予測する
には、過去のデータだけで
は不十分

•企業間の連携を見据えて、
データを準備することが必
要

ガバナンス機能を備えた
DX基盤を構える

•ノーコード、ローコード、
RPAの活用で、非IT社員
でもアプリが開発可能な
環境を整える

•非IT社員の自由な開発
を認めつつ、一定のルー
ル・ガバナンスは行う

新しい仕事場は、パンデ
ミックの暫定対応から
恒久的戦略へ

•リモートワークにあたり未解
決のセキュリティ課題に優
先順位をつけて対応する

•リモートワークの効果を最
大化するためコラボレー
ションソリューションなどを導
入する

クラウド変革が参画の入
場料

•パンデミックによるクラウドト
ランスフォーメーションが加
速したことで、潜在的な
パートナーは豊富に存在

•成長するクラウドを融合し、
新しい方法を組み合わせ
ることで、新たなパートナー
シップを構築する

アクセンチュア テクノロジービジョン 2021 https://www.accenture.com/jp-ja/insights/technology/technology-trends-2021



ミラーワールド
データを使って物理世界を仮想空間に写像し、その仮想空間に点在するデジタルツイン*を繋ぐ世界

Mirrored World Real World

建造物
天候

交通情報 ヘルスケア

物理世界
デジタル

ツインの集合

*物理世界からリアルタイムに取得したデータを
デジタルな仮想空間に再構成したもの

アクセンチュア テクノロジービジョン 2021 https://www.accenture.com/jp-ja/insights/technology/technology-trends-2021



これまでは、大きく二つに分断されたシステムアーキテクチャ

これまでのデータ活用アーキテクチャの限界

Data Lake

Data Warehouse

Data Scientist
< 5%

Business Intelligence
User

20%-40%

特定の利用者のための“蓄積”と”分析”に主眼

マーケティング、財務分析、、、

ETL

情報系基幹系

大半のビジネスマン



大きく二つに分断されたシステムアーキテクチャから、データを中心に連動するアーキテクチャに

次世代型のデータ活用アーキテクチャ

Data Lake

Intelligent
Data Hub

組織全体のインテリジェント
データハブ
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アーキテクチャ面でのパラダイムシフト
ビジネスからのアジリティ/データ活用に対する要請、クラウドテクノロジーの浸透、マイクロサービス化な
どの変化などを受け、昨今のデータ活用アーキテクチャの位置づけも変わりつつある

1.組織全体のバックボーンとして

SOR

DATA LAKE
DATA WAREHOUSE

DATA EVENT 
HUB

リアルタイム
同期

従前のデータ蓄積／分析基盤の枠を超え、デー
タに基づきビジネスを行う企業（データドリブンエン
タープライズ）におけるバックボーンとしての役割を
担う

3.アジャイル型で絶え間なく進化する

一度開発して終わりではなく、業務のアジャイル
化と平仄をとりつつ、ユースケースに基づく実践連
動型で、絶え間なく進化する

Data Mesh
Architecture

2.自動化とサービス提供の基盤に

データを供給することで、データに基づく自動化と
意思決定の基盤となり、内外を問わず、様々な
サービスを開発・実行する基盤を担う

DevOps

DataOps MLOps

Enterprise Data Hub

Service



SAS環境モダナイゼーションの必要性
データソースを含めたIT資産の全般的なクラウド移行の進展、コスト削減要請、オープンソースを含め
た新しいアナリティクス技術活用の要請、など

OSSを含めた新しい
テクノロジー活用の要請

• 既存のSAS資産は

今後も活用する必要

がある

• 一方で、Pythonライブ

ラリ、クラウドネイティブ

な分析サービスなども

併用したい

さらなるコスト最適化の
要請

• データソースとなる

システムがクラウドに移

行しつつある

• SASでもアジリティ、

キャパシティ、コスト面の

メリットを享受したい

データソースを含めた
クラウド移行が進展

• 活用されているが故に、

維持管理コストが、

年々増大し続けている

• EUCとして運用され、

ITのガバナンス不在も

コスト増大の一因



SAS環境のマイグレーション上の課題
既存資産が多数あり、継続するものと廃棄するものの棚卸をしたいものの、、、

• プログラムやデータセットが重複しているなど、基盤

については増築に次ぐ増築が行われ、プログラムや

基盤の構成が最適な構成ではなくなっている

• 大量のSASプログラム、モデル、データセット、テー

ブル群、があるが、どれが使われていて、どれが使わ

れていないのか、もはや識別が困難

• クラウドの柔軟なキャパシティのスケーラビリティを享

受しつつ、クラウド上のアナリティクスサービスや最

新のオープンソースのライブラリなども併用したい

• クラウドに移行したとしても、SAS上のPGM自体が

重要な業務処理を担っており、安定的に移行し

なければならない

積年の利用の結果、
もはや最適な構成ではない

ガバナンス不在問題
（EUC問題）

モダナイゼーションの
必要性

既存資産を継続的に
利用する必要性



想定されるマイグレーションのオプション
以下の3つのオプションを適切に組み合わせて、安定的に移行する必要性がある

1 2 3

リプラットフォーム リファクタリング 廃止

SAS9.xをそのままクラウド移行すると、

性能面やコスト面でメリットが享受できな

い場合には、Viyaなどの新たなプラット

フォームに移行する、など

一方で、PGMやデータセットが多数あり、

最適ではない構成のまま移行するのはコ

スト面でメリットがでないため、リファクタリ

ングが必要となる

棚卸の結果、不要になったPGMやデータ

セットを廃止して最適化する必要がある

が、現行業務に影響がないように廃止す

る必要がある



Cloud Factoryソリューションについて

各種データを
インタラクティブな

ダッシュボードにして判断

移行オプションは
ファクトデータと方向性を加味して

包括的に判断

調査結果を
各種ツールセットを活用し、
標準データモデルにマッピング

アクセンチュアは豊富な移行経験に基づき、SASのクラウドマイグレーションに関するソリューションを
パッケージングして提供



Cloud Factoryソリューションについて
6つのステップで現行資産の整理、移行後の環境への提案までを実施

現行SAS環境の理解
（利用状況）

移行対象の識別
（継続・変更・廃止）

移行後の推奨構成の
初期仮説提示

SAS環境の自動デプロイメント
（Terraformなどの活用）

フレームワークに当てはめた場合の
移行シナリオの具体化

（後述）

移行用アセット適用による開発

…開始

実運用（並行稼動）…

Discover Assessment Recommendation

Framework Accelerator Management



移行のフレームワーク
過去の豊富な実績に裏打ちされた、SASの包括的な移行に関するアセスメントのフレームワーク

DISCOVERY ASSESMENT RECOMMNDATION

時間軸（仮）

作業内容

4週間程度 4～6週間程度 2～3週間程度

利用分析 リネージュ分析

リソース使用状況分析

関係者/SME
ヒアリング

移行後構成の
仮定義

移行単位/方針/
方式定義

実行計画
策定

主要論点
優先度 アプリアーキテクチャ

基盤アーキ データアーキ

アプリ優先度 利用ツール調査

フィージビリティ検証 最終構成

移行単位 優先順位付け

費用算定 移行タイムライン

成果物
• データソース一覧
• アプリケーション依存関係（アプリケーション-サービス-

サーバ）
• ビジネス上のロードマップ

• ログやコードに対する移行ユーティリティを活用した数
値ベースの分析結果

• 環境利用状況の分析
• 移行難易度の判定
• （必要に応じ）サンプルPoCの実施

• 業務毎の移行順序定義（同時移行の必要性、順
序性の定義）

• 最終的なアーキテクチャ
• 見積り

利用ツール
SAS Discovery 

QA Template

ARC SAS Workload Insights

SAS Viya Readiness Utility

Estimation Tools

Migration recommendation Tool



テクニカルアセットを活用した効率的な移行検討
各種テクニカルアセットを活用して、移行方針策定のための分析を行う

1.SASの構成要素に対するリファレンスライブラリ

• SASの構成要素、キーワード、ステートメント、アルゴリズムを識別するた
めの個別要素へのマッピングライブラリ（1,100個以上）

• SAS 9.4の構成要素とSAS Viyaへのマッピング、等

2.インベントリ分析（LSF/SASログ）

• LSF/SASログの自動解析ツール
➢ SASインベントリ
➢ SAS利用ユーザ、等

3.ワークロード分析（Part 1）

• SAS構成ファイルやログをもとに解析を行うツール
➢ SASの利用状況
➢ SASの利用パッケージ
➢ 複雑性、等

5.リネージ分析

• インプット／アウトプット分析
• 使用テーブル
• SASの処理ステップ、等

6.SASの主要機能の利用状況

• ETL等の処理プロセスの効率性
• 並列処理の利用状況
• バックエンドのデータベースエンジンの利用状況

4.ワークロード分析（Part 2）

• Enterprise Guideに埋め込まれたSASファイルを解析を行うツール
➢ SAS構成
➢ SASアルゴリズム
➢ ViyaおよびOSSへの適合性、等



テクニカルアセットを活用した効率的な移行検討
（続き）

7.処理分析

• 処理状況（いつ誰が何の処理をしているのか）
• ワークロード毎、ユーザ毎、部署毎のリソース使用状況のパターンを明らか
にする

8.利用分析

• 頻度とパターンの分析
➢ 様々な利用の特性、時間帯、等



参考スケジュール
過去の典型的なプロジェクトでは、移行後の推奨構成の提案まで12週程度で実施
（実際の作業期間は、利用範囲と対象資源の数に依存）

W0 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12

キックオフ

現状の資源
整理・分類

ワークロード調査

データリネージュ調査

処理実行状況調査

利用状況調査

ワークショップ（エンドユーザ&IT）

Discovery
レビュー

Assessment
レビュー

Recommendation
レビュー

立ち上げ
資料/情報収集

資源/成果物分析

全体ワークロード整理

利用特性整理

移行フェーズ定義

資源対応付け

移行後アーキテクチャ
への資源のマッピング

実行計画最終化



調査結果サンプル



本セッションの内容について（総括）

i. これまでのデータ活用のためのシステム
アーキテクチャの限界について

ii. アーキテクチャ刷新に向け、SAS環境を
モダナイズするソリューションについて



Thank you

＜本セッションに関するお問い合わせ先＞

Info.Tokyo@accenture.com

＜ご参考サイト＞
https://www.accenture.com/jp-ja/about/technology-index
https://www.accenture.com/jp-ja/services/cloud-index

mailto:Info.Tokyo@accenture.com

