
 

 

 

本資料では、「実務直結! 分析力向上ウェビナーシリーズ」ご登録者向けに、ウェビナー中のデモ

で使用する SAS Studio使い方を簡易的に説明しています。 

SAS Studioは様々な SAS 製品に付帯していますが、製品によりバージョン・画面が異なります。

ウェビナーおよび本ガイドでは、SODA 上の SAS Studioを使用します。 

なお、SODAは、一般の方も学習目的で無償かつ場所を問わずお使い頂けます。 
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1. SAS Studio概要 
SAS Studioはブラウザ上で動作する SASの新しいインターフェイスです。 

SAS Studioを使用すると、データファイル、ライブラリおよび既存のプログラムにアクセスし

て、新しいプログラムを作成できます。 

また、SAS Studioでは、定義済みのタスクを使用して、SAS コードを生成できます。 

 

1-1. 2つの操作モード: SASプログラマ, ビジュアルプログラマ 

初回起動時は「SAS プログラマ」モードになっています。 

ウェビナーではビジュアルプログラマモードを使いますので、表示を変更します。 

画面右上「SAS プログラマ」の部分をクリックし、「ビジュアルプログラマ」を選択します。 

 

 

 

 

 

1-2. ビジュアルプログラマモードの画面構成 

・ ワークエリア 

SAS OnDemand for Academicsではプロセスフロー画面が表示されています。 

この画面で分析や各種作業を行います。 

・ ナビゲーションペイン(領域) 

4 つのセクションがあります。 

➢ サーバーファイルとフォルダ (容量 5GB) 

各種ファイルを保存します。 

クラウド版では、まず利用するファイルをここにアップロードする必要があります。 

➢ タスクとユーティリティ 

統計量や各種分析等、よく使用される各種テンプレートをご用意しています。 

➢ スニペット* 

すぐに使える定義済みコードスニペット(SASコードのサンプル)をご用意しています。 

これらのスニペットのコピーを編集して、独自のカスタムスニペットを作成することもできま

す。 

*「切れ端」「断片」の英単語 

 



 

3 

 

➢ ライブラリ 

SASデータセットが格納されます。 

 

2. 全体の流れ 
本資料では、学習用として次の流れで説明していきます。 

実務とは進め方が異なる場合がある点、ご了承願います。 

SAS OnDemand for Academics はクラウド型で、使用するファイルはすべてクラウド上のフォル

ダにアップロードする必要があります。データ容量は 5GB です。 
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3. フォルダを作成する 
SAS OnDemand for Academics では、使用するファイルをクラウド上のフォルダにアップロード

する必要があります。 

① 「サーバーファイルとフォルダ」→「新規作成」→「フォルダ」を選択してください。 

 

② 「webinar」と名前をつけて保存します。 
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4. 元ファイルをアップロードする 
① 準備として、練習用 Excelファイル作成します。 

次のような Excelシートを作成し、好きな場所に保存してください。 

ファイル名は sample.xlsx とします。 

 

② (a)「webinar」フォルダを選択し、(b)アップロードボタンをクリックします。 

 

③ アップロード先として、クラウド上のフォルダパスが表示されます。 

「ファイルの選択」から、①の Excelファイル sample.xlsx  保存先を指定、ファイルを選択

します。 
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④  sample.xlsxが選択されていることを確認し、「アップロード」をクリックします。 

 

⑤ フォルダ「webinar」に sample.xlsxがアップロードされました。 
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5. SASデータセット作成 
アップロードした Excelファイルを SAS に読み込み、「SAS データセット」を作成します。 

SASデータセットは、SAS で扱えるようにした独自のファイルで、「表」「テーブル」の形をし

ています。 

SASデータセットを次回起動時も使用する場合、後述するライブラリの「永続ライブラリ」に保存

して(割当てて)おく必要があります。 

 

① 「webinar」フォルダに保存した sample.xlsx をプロセスフローエリアにドラッグ&ドロッ

プ、右クリックして「開く」を選択します。 

 

② 次の画面が表示されるので、「実行」    をクリックしてインポートします。 

「コード」欄では「IMPORT」コードが自動生成されています。 
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③ SASデータセットが作成されました。 

「出力データ」で、詳細を確認できます。 

列方向に情報の種類、行方向に個々のデータが格納されます。 

SASでは、列を「変数」、行を「オブザベーション」と呼ぶことがあります。 

変数には「数字」と「文字」の 2種類の「型」があります。 

データセットに含まれる変数は「列」の項目(黄枠)に表示されています。黄枠の各変数をク

リックすると、緑枠部分に情報が表示されます。 

 

④ 「結果」タブには、作成された SASデータセットの情報が記載されています。 

「オブザベーション数」や「変数の数」等を確認してください。 
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        インポートする Excelシートを指定する場合  

デフォルトでは、第 1ワークシートがインポートされます。 

それ以外のワークシートを指定する場合、手順②で実行する前に、「設定」→「ワークシート名」

に記載します。 

 

 

6. ライブラリに保存する（割当てる） 
SASデータセットは、画面左下に表示されているライブラリに

保存して(割当てて)使います。 

ライブラリには「永続ライブラリ」と「一時ライブラリ

(WORK)」の 2種類があります。 

先ほど読み込んだデータは、「ライブラリ」→「マイライブラ

リ」→「WORK(一時ライブラリ)」に、IMPORT として作成さ

れています。 

WORK は、SAS セッションが終了すると削除されるので、次回

以降も使用する場合は永続ライブラリを作成して、そこにデー

タセットを保存し(割当て)ます。 

なお、ライブラリには学習用にお使い頂ける様々なデータセッ

トをご用意しています。 
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永続ライブラリを作成して、SAS データセットを割当てましょう。 

① 「サーバーファイルとフォルダ」→「ファイル(ホーム)」→「webinar」フォルダを右クリッ

ク→「作成」→「ライブラリ」で永続ライブラリを作成します。 

 

② 名前は「WEBINAR」のままにしておきます。 

次回起動時もこのライブラリを使えるよう、「起動時にこのライブラリを再作成する」にチ

ェックを入れ、「OK」を押します。 
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③ 「ライブラリ」→「マイライブラリ」に、「WEBINAR」ライブラリができています。 

WEBINAR ライブラリに、sample.xlsxから作成した SAS データセットを割当てましょう。

「設定」をクリックしてインポートタスクの設定画面を表示させます。 

 

④ 現在の出力先はWORK (一時ライブラリ)になっています。 

このままだと SASを終了すると削除されるため、先ほど作成した永続ライブラリWEBINAR

に出力先を変更します。 

「変更」をクリックします。 
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⑤ 「WEBINAR」ライブラリを選択し、データセット欄に「sample」と入力、「保存」をクリ

ックします。 

 

⑥ 実行 します。 
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⑦ 「WEBINAR」ライブラリの中に「sample」というデータセットが表示されています。 

右側設定画面でも「出力先」が「WEBINAR」ライブラリに変更されました。 

なお、永続ライブラリの実体はフォルダで、データセットの実体はフォルダ内にある

「.sas7bdat」という拡張子を持つファイルです。 

つまり、永続ライブラリ「WEBINAR」にあるデータセット「sample」は、「サーバーファ

イルとフォルダ」ペインの「WEBINAR」フォルダ内にある「sample.sas7bdat」ファイルで

す。 

また、「sample」をダブルクリックすると、データセットの内容を見ることができます。 

 

⑧ 「WEBINAR.SAMPLE」タブが開き、テーブルが表示されます。 

タブ右側の「×」をクリックして閉じましょう。 

また、「プロセスフロー1」も同様に閉じましょう。「"プロセスフロー 1" を保存します

か?」というメッセージが表示されたら、「保存しない」をクリックします。 
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7. 分析する 
新規プロセスフローを作り、sampleデータセットを使って、身長のヒストグラムを描いてみまし

ょう。 

ヒストグラムは、タスクに予め用意してあるものを使います。 

① 右側のワークエリアで右クリックし、「新規プロセスフロー」を選びます。 

 

② 「ライブラリ」→「マイライブラリ」→「WEBINAR」→「SAMPLE」をプロセスフローに

ドラッグ&ドロップします。 

一度テーブルを開いて中身を確認します。「SAMPLE」を右クリックして「開く」を選択し

ます。 
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③ 確認したら、下側の「プロセスフロー1」をクリックして、フロー画面に戻ります。 

 

④ タスクに用意された「ヒストグラム」をプロセスフローに持ってきます。 

(a)「タスクとユーティリティ」→「マイタスク」→「タスク」→「グラフ」→ 

     「ヒストグラム」をドラッグ&ドロップ 

(b)「SAMPLE」と「ヒストグラム」を結合します。 

     「SAMPLE」右側の小さな▢ (コントロールポート)をマウスでつかみながら、 

     「ヒストグラム」左側の▢ に結合させます。 

(c)「ヒストグラム」を右クリックし、「開く」を選びます。 
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⑤ テーブルを選択します。 

「データ」タブにおいて、「データ」欄に「WEBINAR.SAMPLE」と表示されていることを

確認します。 

データセットを選びなおす場合、右側の          をクリックします。 

 

⑥ 分析変数を指定します。 

「分析変数」の「+」ボタンを押します。 

（*は、必須設定項目です） 

 

⑦ 身長=「Height」を選択して、OK をクリックします。 
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⑧ 次の画面が表示されるので、「実行」    をクリックします。 

 
 

⑨ 右側の「結果」タブにヒストグラムが表示されています。 

「新しいブラウザタブに開く」アイコンをクリックし、別タブで表示することができます。 

 

⑩ ブラウザの新しいタブには、ヒストグラム全体が表示されます。 
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8. プロセスフローを保存する 
プロセスフローを保存すると、あとから再利用できます。 

 

① プロセスフロー画面を表示して、「名前を付けてプロセスフローを保存」アイコンをクリッ

クします。 

 

② 保存の詳細を指定し、「保存」をクリックします。 

・場所:「サーバーファイルとフォルダ」の「Webinar」フォルダ 

・名前: samplehistogram 

なお、プロセスフローは拡張子「.cpf」のファイル形式で保存されます。 

 



 

19 

 

③ プロセスフローが、Webinar フォルダ内に保存されました。 

 

次回使用する際、保存したプロセスフローをダブルクリックまたは、右側にドラッグ&ドロ

ップすると作業を開始できます。 

例えば、別のデータセットを使い、再度プロセスフローを実行させたい場合に便利ですが、

分析変数の再設定等必要になります。 

 

9. 参考リンク 
⚫ SAS Studio3.8 ユーザーガイド 

https://go.documentation.sas.com/doc/ja/sasstudiocdc/3.8/webeditorcdc/webeditorug/titl

epage.htm 

 

⚫ 動画 データのアップロード (英語) 

https://support.sas.com/ja/software/ondemand-for-academics-support.html#get-started 

 

https://go.documentation.sas.com/doc/ja/sasstudiocdc/3.8/webeditorcdc/webeditorug/titlepage.htm
https://go.documentation.sas.com/doc/ja/sasstudiocdc/3.8/webeditorcdc/webeditorug/titlepage.htm
https://support.sas.com/ja/software/ondemand-for-academics-support.html%23get-started

