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主な機能
SAS Econometricsは、計量経済関連の幅広い分析手法を提供することで、企業や組織がオブザ
ベーション・データに基づいてビジネスプロセスをモデル化し、シミュレーションを通じて戦略と戦術
の計画性を高められるよう支援します。このソリューションは、複雑な経済シナリオ／ビジネスシナリ
オのモデリングに関する最先端の手法を搭載しています。

ビジネスメリット
経済や市場の状況、顧客属性データ（家族構成など）、価格設定、マーケティング活動といった要因
がビジネスにどのように影響するかを理解し、科学的な根拠に基づく的確な意思決定を実現すること
ができます。企業や組織はリスク分析や自己資本比率評価を行った上で、的確に規制要件に対応でき
るようになります。

対象ユーザー
ビジネスの計画プロセスや意思決定プロセスに情報を供給する計量経済分析担当者、予測担当者、デー
タ分析担当者を対象として開発されています。想定ユーザーには、規制コンプライアンスや計画プロ
セスを担当または支援する分析担当者とマネージャーも含まれます。

概要
SAS Econometricsは業界トップレベルの 
強力な統合アナリティクス・プラットフォームの
一部であり、最適化、予測、統計解析、機械学
習、データ・ビジュアライゼーション（視覚化）、
データマイニング、テキストマイニングの機能
を標準装備しています。統合型システムである
ため、様々な分野特化型ベンダーのソフトウェ
アを組み合わせたり使い分けたりする必要が
ありません。その結果、手作業の必要性も低減
します。例えば、1つの分析ルーチンの結果を 
次の分析ルーチンの入力として使うために形式
変換が必要な場合の再フォーマット作業などは、
その典型です。

SAS Econometricsは、幅広いタイプの計量
経済分析モデルを単一のフレームワーク上で 
サポートします。また、このソリューションには、
計量経済分析に役立つアナリティクス機能はも
とより、計量経済分析の成功に欠かせない包括
的な機能（データ準備、データ探索、プレゼン
テーション、レポーティング）が完全に統合され
ています。

さらに、プログラミングに精通したユーザーは、

SAS、Python、Java、R、Luaの各言語に対応
したオープンなアナリティクス・コーディング環
境を利用できるほか、パブリックRESTful API
群を通じてSASのアナリティクスのパワーを他
のアプリケーションに追加することも可能です。

経済要因や市場要因の影
響を測定し、将来の展望を
明確に描くことは、プラン
ニングを成功させる上で鍵

となる要素です。そのためには、あらゆるビジ
ネスプロセスとそれらに影響を及ぼす要因を、
たとえそれがどんなに複雑であったとしても、
モデリングおよびシミュレーションできる必要
があります。

SAS Econometricsは、時間依存性、相互依
存関係、動的な変動過程によって分析が複雑
化する場合に優れた効果を発揮します。予測
プロセスと計量経済分析の組み合わせにより、 
企業や組織が収益性の高い将来をプロアク
ティブ（能動的）に形成できるよう支援します。

SAS Econometricsは、以下を実現します。

• 様々な特性を考慮した大規模な多変量シ
ミュレーションを実行

• 変数選択付きカウントデータ回帰、クロス
セクション分析、パネルデータ分析、離散／
連続の両タイプの打ち切り事象の推定を 
実行

• 計算アルゴリズムの分散並列処理により、
膨大なデータセットであっても驚異的な 
処理速度を実現

利点
• 計量経済分析の複雑な問題に迅速に解答： 
このソリューションは、分散型インメモリ・
エンジンである SAS® Viya® を活用して、 
極めて高速に計量経済モデリングの結果を
提示します。データがインメモリに保持さ
れるため、反復的な分析を行う場合でも
データロードを繰り返す必要がありません。
そのため、時間依存性を持ち、イベントに
影響される課題に対して迅速に答えを導き
出すことができます。

• 優れた科学的意思決定を促進： S A S 
Econometricsを利用することで、経済や
市場の状況、顧客属性データ（家族構成な
ど）、価格設定、マーケティング活動といった
要因が及ぼす影響を把握し、科学的な根拠
に基づく的確な意思決定を実現することが
できます。

• 好みのプログラミング言語をユーザーが選
択可能： Python、Java、R、Luaのプログ
ラマーは、SAS言語を学ばなくても、SAS 
Econometricsのメリットを活用できます。
プログラマーは自分が最も快適に感じる
コーディング環境を使いながら、強力で 
信頼性に優れた検証済みのSASのアルゴリ
ズムを利用できます。

SAS® Econometrics
経済プロセスやビジネスプロセスをモデル化し、予測とシミュレーションを通じて、 
戦略と戦術の計画性を高める



隠れマルコフモデル
HMMプロシジャは、隠れマルコフモデル
（HMM）のモデリングや予測を行うための非常 
に強力なツールです。

隠れマルコフモデルは、逐次データの分析に 
利用される最も一般的な機械学習アルゴリズム
であり、ロボット工学、パターン認識（スピーチ
や筆跡）、遺伝子発見、タンパク質の二次構造
認識、多重整列、機械状態監視など、科学分野
やエンジニアリング分野の様々な領域で利用さ
れています。

HMMは、経済や金融の分野でも、マクロ経
済、リスク管理、資産価格算定、クオンツ取引、
マーケティング・サイエンスなどの領域で利用
されています。計量経済分析アプリケーション
で利用されるモデルとしては、レジーム・スイッ

チング・モデル、確率的ボラティリティ・モデル、 
時変係数VARMAモデル、非線形状態空間モ
デルなどがあります。

空間計量経済モデリング
空間計量経済分析は計量経済分析の下位分野
であり、横断的データやパネルデータのための
回帰モデルにおける空間相互作用（空間自己
相関）と空間構造（空間異質性）を扱います。
全てのものはそれ以外の全てのものと関係し
ていますが、距離が近いほど関係が深いと言え
ます。空間構造は、特定の領域内にばらついて
存在する研究対象イベントの分布の様相を示し
ます。

SAS Econometricsで空間要素を含むデー
タ（例：位置情報やマッピング・データ）を活用
したい場合は、CSPATIALREGプロシジャを 

用いて空間回帰を実行します。これにより、 
分析に空間情報を取り込み、推定器の計量経済
推論および統計的特性を改善することが可能 
になります。

横断的データ向けの計量経済モデル
横断的データの場合、観察対象は大量にありま
すが、期間ごとの観察対象は1つだけです。横
断的データ向けの計量経済モデルは、メディア
ミックス・マーケティング、顧客生涯価値、顧客
離反、政策の環境影響評価、信用リスク・モデリ
ング、消費者選択モデリングなど、多様な問題
を解決するために利用できます。

SAS Econometricsでは、横断的データの
分析のために以下のモデルを利用できます： 
カウントデータ回帰、損失分布、質的・制限従属
変数、複合分布を用いたコピュラ（COPULA）
手法。

パネルデータ計量モデル
パネルデータの場合、観察対象が大量になり、
期間ごとに複数の観察対象が含まれることがあ
ります。パネルデータの回帰モデルでは、過去 
と未来の関係を分析することにより、例えば 
政策や戦略を変更した場合の影響予測といった
問題の解を求めることができます。

SAS Econometricsでは、時系列と横断的次
元が組み合わせられているデータを分析する
ために、以下のモデルを利用できます：パネル
データ・モデル、カウントデータ回帰モデル、 
質的・制限従属変数を対象とする回帰モデル。

計量経済モデル
• カウントデータ回帰モデル：CNTSELECT
プロシジャでは、整数値従属変数の回帰モ
デルが生成され、指定の期間中に特定の事
象が発生する回数を分析します。

• 損失分布モデル：損失分布モデリングは、
偶発的に発生する事象の深刻度（severity 
またはmagnitude）の確率分布を推定し
ます。自然災害によって生じた損害の深刻
度、不正な保険請求による損失の分布と
いったマイナスの影響をもつ事象も、特定
の商品に対する間欠需要といったプラスの
影響をもつ事象も対象となります。

• 質的・制限従属変数回帰モデル：CQLIM
プロシジャは、単変量の質的・制限従属変
数を対象とする回帰モデルを推定します。

• コピュラモデル：コピュラモデルを利用す
ることで、リスクファクターの多次元性を
モデル化できます。非正規な分布を有する

SAS Studioで隠れマルコフモデルのプロシジャ・コード（PROC HMM）を使用している例

PROC HMMからの出力の例



様々な “相関したリスクファクター ” をモ
デル化する際に役立ちます。正規、T、クレ
イトン、ガンベル、フランクといったコピュ
ラのシミュレーションをサポートしてい
ます。

経済資本モデリング
頻度、損失、コピュラ・モデリングを組み合わせ
て、ポートフォリオ・リスクのシミュレーションや、

VaRやTVaRなどの推計を実行します。このア
プローチは、資本準備金の必要性をモデリング
した上で、健全性に関する規制や自己資本充実
度に関する指令を遵守するために利用されてい
ます。

時系列データ向けの予測モデル
SAS Econometricsでは、最先端の手法を用
いてビジネスや経済に関する複雑なシナリオ
をモデル化し、特定の事象が時間軸に沿って
もたらす影響を分析することができます。その 
結果、より精度の高い予測が可能となり、より
的確な意思決定が実現します。時系列モデルに
は、ユーザー定義のARIMAと指数平滑法モデ
ルが含まれます。時系列分析には、分解機能と
診断テストが含まれます。

アクセス性に優れたクラウド対応の 
インメモリ・エンジン
SAS Econometricsは、実行基盤としてSAS 
Viyaエンジンを採用しているため、これまで以
上に迅速に洞察を導き出します。SAS Viyaは、

SAS Platformの最新の機能拡張版であり、 
高可用性、高速なインメモリ処理、SASのアク 
ションをオープンソース言語から呼び出せる機
能、クラウドのネイティブ・サポートなど、数々
の機能拡張をSAS Platformにもたらします。

SAS Econometricsの各種のプロシジャは、
パブリックとプライベートいずれの導入展開 
方式のクラウドでも利用でき、スケーラブルで
伸縮自在の環境のメリットを最大限に引き出
します。問題の大きさにもよりますが、処理は 
必要に応じて自動的にスピードアップまたは 
スピードダウンされます。問題の規模に合わせ
て適切なコンピューティング・リソースが使用さ
れるため、極めて大規模な問題も解くことがで
きます。

隠れマルコフモデル
• 時系列データに対する隠れマルコフモデルの当てはめと適用

• 当てはめ（または学習）、平滑化、フィルタリング、デコード、スコアリングを実行

• 単変量／多変量モデル、レジーム・スイッチング回帰モデル、レジーム・スイッチング自己回帰
モデルをサポート

• 離散状態ガウスモデルとガウス混合モデルをサポート

• 非常に長い（ビッグデータ）系列を効率的に処理できる手法を提供

• 状態数、ラグ数の自動選択機能を提供

空間計量経済モデリング
• 以下のモデルをサポート：

• 線形モデル

• Xの空間ラグ（SLX）効果を用いた線形モデル

• 空間自己回帰（SAR）モデル

• 空間Durbinモデル（SDM）

• 空間エラーモデル（SEM）

• 空間Durbinエラーモデル（SDEM）

• 空間移動平均（SMA）モデル

• 空間Durbin移動平均（SDMA）モデル

• 空間自己回帰移動平均（SARMA）モデル

• 空間Durbin自己回帰移動平均（SDARMA）モデル

• 空間自己回帰混乱（SAC）モデル

• 空間Durbin自己回帰混乱（SDAC）モデル

その他の計量経済モデル
• 整数値の従属変数に関するカウントデータ回帰モデル：

• 所定の期間内に事象が発生する頻度をモデル化

• ポワソン、負のニ項、Conway-Maxwell Poisson (CMP) の各回帰モデルをサポート

• 共変量を条件とするゼロ過剰モデルをサポート

• 共変量を条件とする過分散モデルをサポート（CMPモデルに基づく）

• 計数に関する変量効果パネルデータ・モデルをサポート

• 空間計数データモデルをサポート

• Bayes推定をサポート

• 自動的な変数選択手法を提供

• 多数の診断テスト／プロットを提供

• 損失分布モデル：

• 分布を損失やその他の事象の規模（size）または重大度（severity）に対して当てはめる

• 損失分布の尺度パラメータに関する回帰モデルをサポート

• 左打ち切り・右縮小化をサポート（例：免責額と契約上限額）

• Burr、指数、ガンマ、一般化パレート、Wald、対数正規、Tweedie、ワイブルなど、様々な 
分布をサポート

• プログラミングでその他の分布を追加可能

• 複数の分布を当てはめ、最適な分布を自動選択

• 多数の診断テスト／プロットを提供

• 質的・制限従属変数回帰モデル：

• 打ち切り／切断モデルをサポート

• ロジット／プロビット／トービット・モデルと、二変量のプロビット／トービット・モデルを
サポート

• 不均一分散モデルをサポート

• 単変量の制限従属変数モデルをサポート

• 確率的生産・費用フロンティアの推定

• Heckmanの標本選択（サンプル・セレクション）モデルをサポート

• コピュラモデル：

• 多数の変数を含む可能性のある複数のセットの間で、多変量従属構造のコピュラモデルを 
シミュレート

• 正規、T、クレイトン、ガンベル、フランクといったコピュラをサポート

主な特長
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全てのSAS/ETS® プロシジャを搭載
SAS Econometricsでは、SAS/ETSに含まれ
る全てのプロシジャを利用できるため、事実上、
計量経済分析と時系列分析のあらゆる課題に
取り組むことができます。

   さらに詳しい情報は »

SAS Econometricsの詳細、ホワイトペー
パーのダウンロード、スクリーンショットの確
認、関連資料の閲覧については、sas.com/
econometricsにアクセスしてください。

SAS/ETSの詳細については、sas.com/etsに
アクセスしてください。

• パネルデータの回帰モデル：

• 1因子モデルと2因子モデルをサポート

• 固定効果モデル、変量効果モデル、ハイブリッドモデルをサポート

• 自己回帰モデルと移動平均モデルをサポート

• ダイナミックパネルモデルをサポート

• ハウスマン・テイラー（Hausman-Taylor）推定量と雨宮・マッカーディ（Amemiya-
MaCurdy）推定量をサポート

• 種類が異なる複数の「不均一分散・自己相関一致分散（HAC）の共分散行列の推定器」を 
サポート

• 複数のモデルの当てはめと比較

• 多数の診断とテストを提供

• 経済資本モデリング：

• 頻度、損失、コピュラ・モデリングの結果の組み合わせをサポート

時系列分析向けの予測モデル
• 時系列データに基づく予測モデルをプログラミングで作成できる機能を提供

• 以下の時系列モデルを作成することが可能：ユーザー定義のARIMAおよび指数平滑法 
モデル

• 時系列分析、分解、診断テストを実行することが可能

分散処理、アクセス性、クラウド対応
• SAS Viyaを実行基盤として採用（SAS Viyaは、SAS Platformの最新の機能拡張版であり、 
スケーラビリティに優れた分散インメモリ・エンジンを搭載）

• 分析タスクやデータ処理タスクを複数のコンピューティング・ノードに分散

• 複数のユーザーが高速かつ同時にメモリ内のデータにアクセス

• 高可用性のためのフォールト・トレランス（耐障害性）機能を搭載

• SAS Viya REST API群を通じて、SASのアナリティクスのパワーを他のアプリケーションに 
追加することが可能

主な特長（前ページより続く）

SAS Econometricsで空間回帰モデルを用いてデータを分析した後、 SAS Visual Analyticsを使っ
て、データと結果に関する追加のビジュアライゼーションやレポートを作成することができます。
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