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主な機能
SAS Model Managerは、分析モデルの作成から、管理、展開（業務への組み込み）、モニタリング、
実地運用に至るまで、煩雑でエラーの発生しやすいモデル運用管理業務のあらゆるステップを合理
化／効率化します。

ビジネスメリット
分析モデル活用の取り組み全体を向上させ、意思決定の強化を推進できます。SAS Model 
Managerはモデルのライフサイクル管理とガバナンスをサポートするWebベースの環境を提供す
るため、ユーザーはモデリング・プロセスの管理や、展開用のチャンピオン・モデルの選定を容易に
行えるようになります。また、パフォーマンスのモニタリング機能とアラート機能によってモデル更新
プロセスの大部分が自動化されるため、ユーザーはモデルの劣化に速やかに対処し、モデルが常に
最新のビジネス条件などを反映している状態を確保できます。

対象ユーザー
モデルの検証やコンプライアンスにかかわる分析担当者やデータ・サイエンティストのほか、モデルの
パフォーマンス劣化を懸念するアナリティクス担当者全般を対象に開発されています。部門・部署内で
分析チームを管理する立場にある責任者も、一元的なモデル運用管理環境のメリットを享受できます。

とともにスコアリング結果の精度が下がっ
たときに、モデル劣化の徴候に関する通知
を自動送信させる機能も利用できます。

• アナリティクスを素早く実業務環境に組み
込み：アナリティクスをビジネスプロセス
に組み込むことができなければ、モデルを
開発しても意味がありません。このソリュー
ションでは数回のクリックで迅速かつ自動
的にモデルを展開（業務実装）できるため、
実行方法がバッチ方式かリアルタイムかを
問わず、アナリティクスを容易にビジネス
プロセスに組み込むことが可能です。

• 規制要件を満たすための監査適合性とコン
プライアンスを確保：一元管理型のモデル・
リポジトリとバージョン管理によって分析
プロセスの「見える化」が実現するため、監査 
適合性が担保され、内部ガバナンス／外部
規制のコンプライアンスに関する頭痛の種
も軽減されます。

• 複雑な分析課題に対しても迅速に答えを導
出：このソリューションは、SAS Platform
の最新の機能拡張版であるSAS® Viya®を
実行基盤として採用しており、予測モデリ
ングと機械学習を画期的なスピードで実行
できます。分析モデルの処理時間は数時間
ではなく数秒または数分にまで短縮されま
す。また、ソリューションの導入展開方式
も幅広いオプションが用意されています。

現在の企業や組織は、分析
モデルのコレクションを管
理する業務において数多く
の課題に直面しています。

多くの組織は、時間のかかる非効率的な手作業
のプロセスを利用していますが、かつてないほど
大量のモデルを扱う昨今のような状況では、そ
れが重大な弱点となりかねません。前提となる
市場や行動が変化した結果として「モデルの劣
化」が生じると、モデルの有効性は低下し、不適 
切な意思決定の原因となる恐れがあります。モ
デルを十分な頻度で更新できない場合は、絶え
ず変化するトレンドへの対応に関して競合他社
の後塵を拝し、収益を失う結果となりかねませ
ん。また、チャンピオン・モデルの選定理由や特
定のスコアの計算方法を整然と理解することが
できない場合には、そのモデリング環境で規制
要件に対応することは困難です。

SAS Model Managerは、分析モデルの開発・
運用管理の合理化／効率化を支援するWeb
ベースのアプリケーションです。このソリュー
ションでは、単一のビジュアルなアナリティクス・
ライフサイクル環境と統合された一元管理型の
モデル・リポジトリが、関係者全員のコラボレー
ションを促進します。モデリング・ワークフロー
を容易かつ効率的に管理することも可能です。 
そして最終的には、アナリティクスに基づく洞察
をタイムリーに取得し、その信頼性に確信を
もって業務に活用できるようになります。

利点
• 分析モデルの開発プロセスを合理化／効率
化：自動化された協働作業型の環境の中で、
モデル開発プロジェクトの各工程を追跡管
理することができ、モデルの種類別にワー
クフローをカスタマイズすることも可能で
す。モデルの開発や解釈にかかわる全ての
ユーザーが、各モデルの最新性、定義、機能
について認識を統一できるようになります。

• モデル・コレクションの開発・運用状況を
完全に把握し、ゆるぎない確信を獲得：モデ
ルの登録、検証、モニタリング、再学習を行
うための一元管理型の反復可能なプロセス
を用いて、モデルの作成から、使用、廃止ま
でを一貫してトラッキングできます。包括
的なバージョン管理機能では、バージョン追
加時にモデルのプロパティおよびファイル
のスナップショットも保存されます。モデル
はセキュアに維持管理され、また、モデルの
バージョン履歴はロックされた上で保持さ
れます。

• モデル・ワークフローを統制：作業効率と
ガバナンスの更なる向上を支援するため、
分析モデルのテストと比較、パフォーマン
ス・ベンチマーク・レポートの作成やアラー
トの生成、ワークフローに関する通知の 
送信などを容易に行える機能を搭載してい
ます。モデル開発者は、コラボレーションや
モデルの再利用が行えるほか、時間の経過

分析モデルの作成、管理、展開、モニタリング、統制を合理化／効率化
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概要
SAS Model Managerは、組織全体の分析
モデルの作成／管理／展開（業務への組み込
み）／モニタリングに関するプロセスを合理
化／効率化するWebベースの製品です。こ
のソリューションが提供する特許取得済みのセ
キュアな分析モデル用リポジトリは、ソリューショ
ンの基盤をなすリッチなメタデータ構造を補完
機能として活用し、プロジェクトやモデルに関す
るファイルの一元管理を実現します。反復性に
優れたフレームワークを利用することで、分析
モデルの登録、検証、トラッキング、モニタリン

グ、再学習が容易になるため、モデルが優れた
パフォーマンスを発揮し続ける状態が維持され
ます。共通のビジュアルな操作環境は、組織全
体の関係者が協働作業を行うことや、分析モデ
ルをそのライフサイクル全体にわたり価値の高
い資産として取り扱うことを可能にします。

分析モデルが複数の部門にまたがって使用さ
れる場合や、分析モデルがチャンピオンとして
選定され他のアプリケーション内で使用される 
場合でも、（一元管理型のリポジトリを通じて）
詳細なトラッキング・レポート、検証レポート、
監査レポートが作成されます。継続的なモニ

タリングを通して、モデルの改廃が必要なタイ
ミングを特定することも可能です。モデル再
学習機能は、効率向上のために、SAS Visual 
Analytics、SAS Visual Statistics、SAS 
Studio、Model Studio（SAS Visual Text 
Analytics用およびSAS Visual Data Mining 
and Machine Learning用）と統合されてい
ます。Webベースのインターフェイスにより、
モデル管理プロセスの自動化が容易になり、ま
た、ユーザーはモデリング・プロセスのステップ
毎に進捗を追跡できるようになるため、より効
果的なコラボレーションが実現します。

パフォーマンスのモニタリングおよびレポーティ
ング機能は、モデルのパフォーマンスを常に 
最高レベルに維持するためのモデル更新プロセ
スの自動化に役立ちます。

このソリューションはSAS Scoring Accelerator
と統合されており、Hadoop（Hortonworksお
よびCloudera）やTeradata Asterの内部で 
スコアリング機能を登録・検証することができ
ます。また、SAS Model Managerは、リアル
タイムのインメモリ・スコアリング・エンジンや、

SAS Micro Analytic Service、SAS Cloud 
Analytic Services（CAS）に対する分析モデ
ルの展開もサポートしています。モデル検証の
正確性と完全性を確保するために、これら全て
の実行ターゲット上でテストと検証がサポート
されています。

モデルを管理するための、Webベース
かつ一元管理型のセキュアなリポジトリ
SAS Model Managerのリポジトリは、モデ
ルに関する包括的なドキュメンテーション、スコ
アリング・コード、関連するメタデータを保管し
ます。また、各ユーザーグループの認証に基づ
いて協働作業型のモデル共有を許可する機能
により、バージョン管理と監査可能性を維持し
ます。分析担当者は履歴データを分析した上で、
モデルの使用方法の説明のために必要なデー
タ構造と一緒に、予測モデルをリポジトリに登
録します。

オープンなRESTful API群
ユーザーはオープンなRESTful API群を用い
て、モデルの登録、アクセス、モニタリング、 
パブリッシュを容易に実行できます。オープン 
かつパブリックな API群を使用できるため、 
ビジネス・アプリケーションとの統合が簡素化
されます。

一元管理型のモデル・リポジトリでは、モデル・プロジェクトのコンテンツの表示や、モデル設定の 
管理を容易に行えます。

ユーザー定義のパフォーマンス・データを用いて、モデルのパフォーマンス結果を視覚的に検討する
ことができます。



分析ワークフローの管理
ビジュアルなパイプライン環境の中で、分析ラ
イフサイクル管理のためのカスタム・ワークフ
ローの定義とトラッキングを容易に行うことが
できます。課題の定義からモデルの開発と利用
に至るまで、モデルを実行向けに展開する（業
務環境に組み込む）工程も含め、全てのフェー
ズを管理することができます。

モデルが本稼動環境にパブリッシュされる
前の段階でのスコアリング・ロジック検証
スコアリング担当者は、定義済みのプロセスと、
スコアリング・テストの結果を毎回記録するシ
ステムを活用することで、チャンピオン・モデル
に組み込まれているロジックが盤石であること
を検証できます。このシステムでは、個々の精
度チェックポイントの詳細を（想定されるスコア
リング結果と一緒に）に記述するマップが収集、
記録、ログ化されます。モデルのスコアリング・
ロジックをチェックおよびダブルチェックするこ
うした厳密な手法は、モデルを本稼動環境に組
み込んだ後に不適切な意思決定から生じるリス
ク・エクスポージャーを低減させます。チャンピ
オン・モデルをオンデマンドまたはバッチ方式
のスコアリング処理のためにエクスポートでき
るのは、検証が完全に完了した後だけです。

ユーザーは幅広いモデリング環境から、モデル
やコードスニペットをインポートすることができ
ます（SAS言語、ZIPファイル、オープンソース
言語、PMMLなどに対応）。また、SAS Model 
ManagerはSAS Event Stream Processing
やSAS Decision Managerと完全に統合さ
れており、より包括的なストリーミング・プロジェ
クトや意思決定フローの一部として利用される
モデルを展開することもできます。

テスト中／本稼動中のパフォーマンスの
モニタリングとレポーティング
チャンピオン・モデルがライフサイクルにおけ
るマイルストーン（テスト、ステージング、本稼
動など）に達すると、個々のマイルストーンで
評価されるテスト基準の管理を担当する各分野
の専門家に対し、モデルのステータスおよびパ
フォーマンス情報が送付されます。また、プロ
セスを規定するテンプレートに沿って、検証時
のパフォーマンスや承認プロセスが文書化され
ます。

本稼動用のチャンピオン・モデルが選定され、
前世代のチャンピオン・モデルが廃止された時
点で、監査証跡が作成されます。また、チャンピ
オン・モデルのスコアリング・パフォーマンスを
表示する目的や、所定の基準に対する準拠度を

分析モデルを管理するための、アクセス性に優れたWebベースかつ一元管理型の 
セキュアなリポジトリ
• モデル・リポジトリ内の全てのモデルに（保管場所がフォルダかプロジェクトかに関係なく） 
一元的にアクセス

• オープンなREST APIを用いてモデルやモデルスコア関連ファイルにアクセス

• SASモデルの登録機能は、SAS Visual Analytics、SAS Visual Statistics、SAS Studio、
Model Studio（SAS Visual Text Analytics用および SAS Visual Data Mining and 
Machine Learning用）からの登録をサポート

• モデルの個別のバージョンを設定、保守、管理：

• プロジェクト内でモデルがチャンピオンとして設定された時点、更新された時点、または 
パブリッシュされた時点で、チャンピオン・モデルを自動的に新バージョンとして定義

• チャンピオン・モデルはプロジェクト毎に1つのみ生成。Model Studio環境から新しい 
モデル・プロジェクトが登録された時点で、新バージョンを自動的に作成（SAS Visual 
Data Mining and Machine LearningとSAS Visual Text Analyticsの場合）

• プロジェクトのチャンピオン・モデルに対するチャレンジャー・モデルを選択

• チャレンジャー・モデルとチャンピオン・モデルをモニタリングおよびパブリッシュ

• チャンピオン・モデルをSAS Event Stream Processingと統合することが可能（モデル・
プロジェクトのチャンピオンが更新された場合の自動通知を含む）

• パフォーマンス・レポートを定義および実行することで、全てのプロジェクトについてチャンピ
オン・モデルのパフォーマンスをモニタリング

• SASモデルをSAS Cloud Analytic Services (CAS)、Hadoop、SAS Micro Analytic 
Service 、Teradataにパブリッシュ

• Pythonコードのパブリッシュ機能は、SAS Micro Analytic Serviceの実行ターゲットを 
サポート

• 説明責任性と監査可能性を実現（モデルの作成、プロジェクトの作成とバージョン管理をはじ
めとする主要アクションのイベント・ログの記録を含む）

• 一般的なプロパティをモデルやプロジェクトの一覧表示時の列として追加（例：モデル名、役割、
アルゴリズムの種類、修正日、修正者、リポジトリの場所、説明、バージョン、バージョン、修正日、
キーワード（タグ））

• SASパッケージ・ファイル (.SPK)／PMML／ZIP形式のファイルを使用して、SAS Platform
からモデル（モデル学習コード、スコアロジック、推定テーブル、ターゲット変数／入力変数、
出力変数を含む）をインポート

• モデル（環境間での移動に必要な全てのモデル・ファイル・コンテンツを含む）をZIP形式の
ファイルとしてエクスポート

• プロジェクト間で容易にモデルをコピーできるため、リポジトリ内でのモデル移動が簡素化

• 任意のコードベース（C、C++、Java、Pythonなど）のコードスニペット／モデルも、一元管
理されたリポジトリにインポート可能

• PMMLモデルをインポート時にDATAステップ・スコアコードに変換し、スコアリング・タスク、
レポーティング、パフォーマンス・モニタリングに組み込み

• モデルの保管時に付与される属性（アセットの種類、アルゴリズム、入力変数／ターゲット変数、
モデル ID、さらにはユーザー定義のプロパティや編集可能キーワードなど）を用いて、モデル・
リポジトリに対して検索、クエリ、並べ替え、条件抽出を実行することが可能

• RまたはPythonで作成されたモデル（分類および予測）の登録、比較、レポーティング、スコ
アリング、モニタリングが可能

• 自動計算されるモデル当てはめ統計量を用いて2つ以上のモデルを比較し、プロットや分析指
標を通じてモデル間の差異を簡単に理解することが可能

• セキュアで信頼性の高いモデル保管とアクセス管理を実現（バックアップ／復元機能、上書き
防止、イベントのロギング、ユーザー認証など）

主な特長
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文書化する目的のために、パフォーマンス・ベ
ンチマークが計算されます。数種類のパフォー
マンス・レポートが導入後すぐに使える状態で
用意されているほか、パフォーマンスを継続的
にモニタリングする柔軟なレポートをユーザー
が設計することも可能です。

本稼動中のチャンピオン・モデルは、ビジネス
条件が変化した結果として廃止になるまで、あ
るいは、新しい予測モデルが作成された結果
として新たなモデル・ライフサイクルが回り始
めるまでは、アクティブなステータスに留まり
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 Model Manager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、より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 Model Manager on SAS Viya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。

   さらに詳しい情報は »

SAS Model Managerの詳細、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/model-managerにアクセスしてく
ださい。

分析ワークフローの管理
• SAS Workflow Studioを使用してモデル毎にカスタムプロセスを作成：

• このワークフロー管理ソフトウェアはSAS Model Managerと完全に統合されており、 
同じユーザー・インターフェイス内でワークフローの管理とワークフロー・タスクの追跡を
行うことが可能

• 汎用モデルをフォルダレベルでインポート、更新、エクスポートすることが可能。また、複製
や別のフォルダへの移動も可能

• 自動通知機能により、チーム間のコラボレーションが可能

• 一般的なモデル管理タスクの実行をサポート（補足文書のインポート／閲覧／添付、プロジェ
クトのチャンピオン・モデルの設定とチャレンジャー・モデルのフラグ付け、スコアリング目的
でのモデルのパブリッシュ、ダッシュボード・レポートの閲覧など）

モデルが本稼動環境にエクスポートされる前の段階でのスコアリング・ロジック検証
• モデルが必要とする入力変数と出力変数を使用して、SASモデルやPythonモデルのための 
テスト用および本稼動用のスコアジョブを定義

• スコアリング・タスクを定義および実行し、出力データとジョブ履歴の保存場所を指定

• モデルの更新情報を各種のスコアリング・チャネルにパブリッシュし、メッセージ・キューを介
して登録者に通知

• モデルの入力変数と出力変数をscore.sasファイルから作成し、モデル変数情報を補完

• SAS Scoring Acceleratorとの統合により、インデータベース方式でモデルを展開（＝スコア
リング計算をデータベース内で実行）

• SAS Micro Analytic Serviceとの統合により、SASコードやPythonコードのテストや結果検
証を行うことが可能

テスト中／本稼動中のモデル・パフォーマンスのモニタリングとレポーティング
• Model Studioを使用して、データマイニング／機械学習モデルの再学習を統合することが可能：

• パフォーマンス・レポーティングの所定の指標が閾値に達した時点でデータマイニング／ 
機械学習モデルの再学習を実行

• Model Studioによるモデル再学習の完了後に自動的にモデルを登録。個別のインポートは
不要

• チャンピオン・モデルとチャレンジャー・モデルについて生成されるモデル・パフォーマンス・
レポートには、変数分布プロット、リフトチャート、安定性チャート、ROC曲線、K-S
（Kolmogorov-Smirnov）チャート、Giniレポートが含まれる（パフォーマンス・レポーティン
グ機能の出力結果を用いて、SAS Visual Analyticsで生成）

• SAS Visual Analyticsにより、幅広いモデル比較レポートを提供

• パフォーマンス結果はSAS Visual Analyticsで利用できるように準備されるため、幅広いモデ
ル比較レポートへのアクセスが簡素化

• パフォーマンス・モニタリングのタスクを定義する際は、複数のデータソースとデータの収集
期間を指定することが可能

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

• 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）


