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事前のお願い

例年のごとく、小職の発表では、プログラムの具体的な記述が盛々
でてきます。

論文集が無くても大丈夫なように、コード部分は可能な限り押し込ん
で、スライドだけでも完結できるよう努力しました。

しかし、どうしても省略した部分や、小さくなって後ろの席から見難い
箇所が多々あります。

スライド及び論文掲載のコードはダウンロードできるようにしますの
で、論文集が手元にない方は、印刷して手持ちいただけると、
分かりやすくなるかと思います。
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私たちは
SASデータステップとSASマクロに
依存しすぎたのではないか？
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SASは時代遅れの言語なのか？
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共有化
したい
処理

深まっていくマク
ロのネスト・・・・

再利用
性の高
い処理

増え続けるマク
ロパラメー
タ・・・・

可変的
な処理

似たような名前
のマクロが乱
立・・・・

全てを担えっ
て言われて
も・・・
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データステップ
FCMP

SQL

HASH
IML

データハンドリングのための機能はたくさんあるが

基本となるSASデータステップの仕組み
は大昔からあんまり変わっていない
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DS2言語はDS2プロシジャ内に記述するデータ操作言語です。
今までのSASデータステップと似てますが、別言語です。

9.4から使えて、特別なライセンスは不要です。
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処理をメソッドという単位で記述

メソッドの集合体としてパッケージ

オーバロード、コンストラクタ、インスタンス等、他
のオブジェクト指向言語で一般的な概念がある

データ型が多く、データベースとの連携や、型に
厳密な処理が書きやすい

オブジェクト指
向っぽく仕上
がってる

DS2言語の特徴と長所をざっくりというと①
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setステートメントなどにSQL文を差し込める

SQL、行例処理、ハッシュテーブル等のSASと異なる
処理系統もパッケージで混合利用可能

マルチスレッド処理をスレッドという単位で定義できる

Hadoopとか、SASの新製品系と凄く相性が良いらしい

etc etc etc

DS2言語の特徴と長所をざっくりというと②
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proc ds2 ;

data OUT(overwrite=yes);

declare package hash h1();

declare double ID V_MEAN;

drop mean;

method init();

h1.dataset('{select SEX ,mean(VAL) as V_MEAN

from TEST4 group by SEX}');

h1.keys([SEX]);

h1.data([V_MEAN]);

h1.definedone();

end;

method run();

set TEST2;

h1.find();

end;

enddata;

run;

quit;

一つのステップの中に、従来の
データステップとSQLとハッシュオブ
ジェクトが完全に融和しています。

ココが凄い！

SQLっぽい

HASHっぽい

従来のSASっぽい

例えば
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data OUT1;

set TEST1 end=eof;

if _N_=1 then put 'NOTE:処理の開始';

Y = X + 1;

if eof then put 'NOTE:処理の終わり';

run;

proc ds2 ;

data OUT1(overwrite=yes);

declare double Y;

method init();

put ‘NOTE:処理の開始’;

end;

method run();

set TEST1;

Y = X +1;

end;

method term();

put 'NOTE:処理の終わり';

end;

enddata;

run;

quit;

従来データステップ

DS2
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proc ds2 ;

data OUT1(overwrite=yes);

declare double Y;

method init();

put ‘NOTE:処理の開始’;

end;

method run();

set TEST1;

Y = X +1;

end;

method term();

put 'NOTE:処理の終わり';

end;

enddata;

run;

quit;

proc ds2 から quitの間に記述する。
いくつステップを書いてもよい

data  ～ enddata;run;
までが1つのステップ

SAS university edition や SAS 
ondemandではproc ds2 libs=work；と

する

DS2ではoverwrite=yesをつけない限り、

データセット等の同名上書き更新はエ
ラーになる
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proc ds2 ;

data OUT1(overwrite=yes);

declare double Y;

method init();

put ‘NOTE:処理の開始’;

end;

method run();

set TEST1;

Y = X +1;

end;

method term();

put 'NOTE:処理の終わり';

end;

enddata;

run;

quit;

新規変数には必ず宣言が必要

宣言はdeclareステートメント

declare 型 変数名 で定義

とりあえず覚えておくべき型は

double → 今までの数値型と同じ

char → 今までの文字型と同じ
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proc ds2 ;

data OUT1(overwrite=yes);

declare double Y;

method init();

put ‘NOTE:処理の開始’;

end;

method run();

set TEST1;

Y = X +1;

end;

method term();

put 'NOTE:処理の終わり';

end;

enddata;

run;

quit;

メ
ソ
ッ
ド
の
種
類

システムメソッド

ユーザー定義メソッド

システム定義パッケー
ジに依存するメソッド

method  メソッド名( パラメータ引数 )
から

end までが1メソッド単位の定義
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proc ds2 ;

data OUT1(overwrite=yes);

declare double Y;

method init();

put ‘NOTE:処理の開始’;

end;

method run();

set TEST1;

Y = X +1;

end;

method term();

put 'NOTE:処理の終わり';

end;

enddata;

run;

quit;

システムメソッドはあらかじめ名前と機能
が固定されているメソッドで以下の3つ

• ステップの開始時に一度だけ実行される

initメソッド

• initメソッドの後に実行され、ここにsetス
テートメントを記述することにより、1obs
読んで1obs出力する処理が実行される

runメソッド

• ステップの終了時前に一度だけ実行され
る

termメソッド



16

proc ds2 ;

data _null_;

method h_chk(double h); /*パラメータ引数*/

if . < h < 100 then put

'WARNIG:測定単位確認' h=;

end;

method run();

set TEST2;

h_chk(HEIGHT); /*メソッド呼び出し部分*/

end;

enddata;

run;

quit;

WARNIG:測定単位確認
h=1.6

ユーザー定義メソッド

メソッド名は自由

（ ）内に引数の型と
引数名を指定
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proc ds2 ;

data OUT2(overwrite=yes);

forward h_update cal_bsa;

declare double BSA;

method run();

set TEST2;

h_update(HEIGHT);

BSA=cal_bsa(HEIGHT,WEIGHT);

end;

method h_update(in_out double h);

if . < h < 100 then h=h*100;

end;

method cal_bsa(double h,double w) returns double;

declare double result;

result=w**0.425 * h**0.725 * 0.007184;

return result;

end;

enddata;

run;

quit;

h_updateメソッドにより100未満の身
長が100倍され上書き更新
★in_outをつけることで引数自信が
戻り値になる

cal_bsaメソッドにより体表面積が計
算され、BSAに格納される。
★「returns 戻り値の型」でメソッドに
戻り値がつく
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method cal_bsa(double h,double w) returns double;/*引数が数値、数値*/

declare double result;

result=w**0.425 * h**0.725 * 0.007184;

return result;

end;

method cal_bsa(char h,char w) returns double; ;/*引数が文字、文字*/

declare double result;

result=inputn(w,'best.32')**0.425*inputn(h,'best32.')**0.725*0.007184;

return result;

end;

method cal_bsa(double h,double w,char cm) returns double;

/*引数が数値、数値、文字*/

declare double result;

if cm ='新谷式' then result=w**0.425 * h**0.725 * 0.007358;

if cm ='藤本式' then result=w**0.444 * h**0.663 * 0.008883;

return result;

end;

オーバーロード
（多重定義）

パラメータの数
や型が異なれば、
同じメソッド名で
複数の処理を多
重定義できる。

呼び出し時のパ
ラメータに応じて
自動選択される

SASマクロでは、

一つのマクロをど
んどん複雑にし
てくか、別名で増
やすしかなった
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SASマクロ

一度定義を実行すれば、どこでも何度でも
呼び出せる

マクロカタログを永久ライブラリに保存す
れば共有が可能

DS2:

ユーザー定義パッケージ

複数のメソッドをパッケージに格納

パッケージを呼び出すことで、パッケージ
に含まれるメソッドを使用可能になる

パッケージを永久ライブラリに保存すれば
共有が可能

パッケージ呼び出し時に実行されるコンス
トラクタを設定可能



20

proc ds2;

package work.p_bsa/overwrite=yes;

declare double con;

method p_bsa();

con=100;

end;

method h_update(in_out double h);

if . < h < con then h=h*con;

end;

method cal_bsa(double h,double w) returns double;

declare double result;

result=w**0.425 * h**0.725 * 0.007184;

return result;

end;

endpackage;

run;

quit;

パッケージの定義

WORKにp_bsaという名前でパッ
ケージデータセットができる

（もち永久ライブラリにも作れる）

パッケージ名と同じ名前のメソッ
ドを作ると、それがコンストラクタ
となる。コンストラクタはパッケー
ジ呼び出し時に真っ先に実行さ
れる。

通常、各メソッドで共通の定数や、
初期化の処理などをいれる

Packageステートメントから
endpackageまでの間に、そのパッ

ケージに含めたいメソッドをいくらで
も書く
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パッケージを呼びだし
（インスタンス生成）

proc ds2;

data OUT4(overwrite=yes);

declare package work.p_bsa ib();

declare double bsa;

method run();

set TEST2;

ib.h_update(HEIGHT);

BSA=ib.cal_bsa(HEIGHT,WEIGHT);

end;

enddata;

run;

quit;

declare package 呼び出すパッケー
ジの名前 インスタンス名

※インスタンス名はそのステップ
での参照名だと思って。

※コンストラクタに引数を渡す場
合は括弧内に指定

パッケージ依存のメソッドを使用す
る場合、インスタンス名.メソッド名
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パッケージ

システム定義
パッケージ

HASHパッケージ

（ハッシュテーブル）

MATRIXパッケージ

（行列処理）

SQLSTMTパッケージ

（SQLのパススルー）

その他いろいろな
パッケージ

ユーザー定義
パッケージ

固有メソッド

固有メソッド

固有メソッド

固有メソッド

固有メソッド

固有メソッド

固有メソッド

固有メソッド

固有メソッド

固有メソッド

固有メソッド

固有メソッド
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data OUT5;

if 0 then set TEST3;

set TEST2;

if _N_=1 then do;

declare hash h1(dataset:'TEST3');

h1.definekey('ID');

h1.definedata('AGE','COUNTRY');

h1.definedone();

end;

rc=h1.find();

if rc ne 0 then do;

call missing(AGE ,COUNTRY);

end;

run;

従来のデータステップでの
ハッシュオブジェクト
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data OUT5;

if 0 then set TEST3;

set TEST2;

if _N_=1 then do;

declare hash h1(dataset:'TEST3');

h1.definekey('ID');

h1.definedata('AGE','COUNTRY');

h1.definedone();

end;

rc=h1.find();

if rc ne 0 then do;

call missing(AGE ,COUNTRY);

end;

run;

従来のデータステップでの
ハッシュオブジェクト

proc ds2 ;

data OUT6(overwrite=yes);

declare package hash h1();

declare double AGE;

declare char COUNTRY;

method init();

h1.dataset('TEST3');

h1.keys([ID]);

h1.data([AGE COUNTRY]);

h1.definedone();

end;

method run();

set TEST2;

h1.find();

end;

enddata;

run;

quit;

DS2での
ハッシュパッケージ
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threadによるマルチスレッド処理

100万obs

100万obs

SET & 何らかの処理



26

threadによるマルチスレッド処理

「SET & 何らかの処理」を「thread」として定義して、呼び出し時に分割数を指定

100万obs

100万obs

約33万

約33万

約33万

therad

therad

therad

スレッド数3で指定した場合

SET from thread名



27

/*スレッド定義*/

proc ds2;

thread th/overwrite=yes;

dcl double count;

drop count;

method run();

set TEST4;

count +1;

end;

method term();

put 'スレッド番号' _threadid_ 'が'

count 'obs読み込みました';

end;

endthread;

run;

quit;

/*スレッド実行*/

proc ds2;

data OUT8(overwrite=yes);

dcl thread th t;

method run();

set from t threads=3;

end;

enddata;

run;

quit;
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ス
レ
ッ
ド
の
注
意
点

各分割スレッドが処理するobs数はSASが勝手に決める

分割数いくつが一番効率いいかは環境次第で試行錯誤

各スレッドは独立して、同時に動くため、retain系の処理
のようにobs横断型の処理は入れない。

スレッド内にsetステートメントを含まない場合、例えば
100obs出力する内容で定義した場合、スレッド数=3で実
行すると単純に処理内容×3となり300obs出力される
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細かいポイント①
BYステートメントを入れるだけでSORTしてくれる

proc ds2 ;

data OUT10(overwrite=yes);

declare double FL;

method run();

set TEST2;

by SEX HEIGHT;

if last.SEX then FL=1;

end;

enddata;

run;

quit;
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細かいポイント②
Setステートメント等にSQLが指定できる

proc ds2 ;

data OUT11(overwrite=yes);

declare double BSA;

method run();

set {select SEX,mean(HEIGHT) as HEIGHT ,mean(WEIGHT) as WEIGHT

from TEST2

group by SEX

};

BSA = WEIGHT**0.425 * HEIGHT **0.725 * 0.007184;

end;

enddata;

run;

quit;
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い
い
と
こ
ろ

パッケージとメソッドをうまく使えばプログラムの見通しがよく
なる。集団開発にも向いている

特にオーバーロードはマクロにない便利さ

SASデータステップ単体で処理しにくい場合に、SQL-HASH-
IMLなどと組み合わせがやりやすい

オブジェクト指向なので他言語プログラマーにわかりやすい。
DS2を間に挟めば、短期間でSAS使いを育成できるかも？

逆にSASプログラマーが他言語をやる前にやった方が良い

マルチスレッド処理が簡単にかけるため、大規模データ向け
でもある。DBやHadoop、SAS bigdata系製品との連携がよい
のも魅力
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悪
い
と
こ
ろ

覚えなきゃいけないことが多い。なまじ今までのSASに
似ているだけ余計に混乱する。言語の根本的仕組み
が違うから頭を切り替えないと、、

SQL、ハッシュ、IMLなどを広く理解してていないと全力
が出せない。集団開発で威力を発揮とはいえ、グルー
プ全員にDS2を教えるのは、正直かなり厳しい？

マクロでできること全てをカバーできない。「引数→戻り
値」の処理はそんなに多くないし。結局マクロと組み合
わせて余計難しく？？

まだ、勉強材料が少ないし、DS2の機能自体も発展途
上感あり。やっとDS2専門書籍もでてきたが、日本でガ
チで使っている人がどれほどいるのだろうか
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最後に

DS2の最大のいいところは「面白い」ということです。
特にSAS一本で今までやってきた人間には、異なった言語体系の
DS2は刺激になります。
SASのデータステップは現代のプログラミング言語の中では、ちょっ

と独特な位置にいます。ずっと独自路線も素敵ですが、昨今データ
も大きくなったり、いろんなDBやアプリと連携しなければならない状
況も多くなり、SASだけやってりゃいいとはいかなくなってきました。
DS2言語の誕生は必然で、SASプログラマーにも進化が求められて
いるのかもしれません。

でも、どうせなら嫌々適応していくんではなく、みんなで楽しくやって
いきたいです。DS2はそれを叶えられるぐらいに「面白い」です


