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本日の要点①：

・SAS9.4M3より追加されたProc Lua

→SASの中でLua言語のコードを実行することが可能なプロシジャ

・Lua言語は他言語に組み込まれる前提で設計されたスクリプト言語
→簡素な記述に柔軟な機能、高速な処理が特徴
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本日の要点②
・実行されるSASコードの生成(メタプログラミング)について

旧 ： SASマクロやcall execute
↓

新 ： Proc Luaの積極的利用を提案

理由：
SASマクロの独特な仕様・拡張性の弱さが開発効率を下げ、学習コス
トを上げている

Luaは簡素で拡張性が高く、他言語の概念(オブジェクト指向等)を
簡単に導入できる。開発効率を上げ学習コストを下げられるので
は？
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本日の結論

今回は先に結論を書かせていただきます。

これからProc Luaの説明をしますが‥

Luaの特徴を一言で表すなら「自由」です。

何にどう使おうが「自由」

本発表では一例としてSASマクロのようにSASコードの制御機能とし
ての使用を提案しているだけに過ぎません
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Proc Luaを使って何をすればいいのか？何に使えるのか？

それを決めるのは、私ではありません。

スライドの前の‥‥

あなた達です！！
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・リオデジャネイロ・カトリカ大学生まれ

・Lua は ポルトガル語の月

・1993年7月28日 - Lua 1.0 リリース

・手続き型言語として、また、プロトタイプベースのオブジェ
クト指向言語としても利用することができ、関数型言語、
データ駆動型としての要素も併せ持っている

・いろんな分野で広く普及している。
面白いところとして、軽さ・速さ・簡素さから、ヤマハのルーター製品の制御や
ゲームの制御などにも使われている

ファイナルファンタジーXIV

THE IDOLM@STER 2
VOCALOID3 

Ｌｕａってどんな言語？



実例①データセットの存在有無によって実行コードを変えたい

data TEST; 

set sashelp.CLASS;

run;
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WORKにデータセット「TEST」が既に存在するかを判定
・既にある→メッセージをログに出力
・ない →作成するSASコードを実行する



SASマクロ：%がいっぱいで読みにくい

%macro test;

%if %sysfunc(exist(TEST)) eq 1 %then %do;

%put NOTE:WORK.TESTは既に存在します;

%end;

%else %do;

%put NOTE: WORK.TESTを作成します;

data TEST; 

set sashelp.CLASS;

run;

%end;

%mend test;

%test

%test
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proc Lua;

submit;

if sas.exists("TEST") then

print("NOTE: WORK.TESTは既に存在します")

else

print("NOTE: WORK.TESTを作成します")

sas.submit([[data TEST;

set sashelp.CLASS ;

run;]])

end

endsubmit;

quit;

SASマクロ Proc Lua

先入観なしで、どっちが読みやすい？？

SASマクロ：一度マクロ定義してからでないと、実行できない



%let  DS1 = CLASS;

%let  DS2 = FISH;

%let  DS3 = IRIS;

%macro test;

%do i = 1 %to 3;

proc print data = SASHELP.&&DS&i noobs;

run;

%end;

%mend;

%test;
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proc lua;

submit;

local t = {"CLASS",

"FISH", 

"IRIS"}

for key, value in pairs(t) do

sas.submit

[[proc print data=SASHELP.@value@ noobs;

run;

]]

end

endsubmit;
quit;

SASマクロ Proc Lua

実例②文字値のループ

SASマクロ：マクロループに文字リストが使えない

proc print data=DS_1;
varここに値をセットしたい

run;



data _NULL_;

set DS_1 end=eof;

if _N_=1 then 

call execute("proc print data=

SASHELP.CLASS; var");

else do;

call execute(ITEM || " ");

end;

if eof then call execute( ";run;");

run;
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proc lua;

submit;

sas.submit_([[proc print data=

SASHELP.CLASS; var]])

local dsid = sas.open("DS_1")

while sas.next(dsid) do

sas.submit_( sas.get_value(dsid,"ITEM"))

end

sas.close(dsid)

sas.submit([[;run;]])

endsubmit;

run;

SASマクロ Proc Lua

実例③データセットの内容から実行コードを生成する

Call execute:コーテーションの使い分けが煩雑

proc print data=DS_1;
varここに値をセットしたい

run;
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ここから10分で最低限必要な
Luaの文法を説明！！

ちょっと無茶な話ですが‥

後できちんと勉強してください
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proc lua ;
submit;

print(“Hello World”)

endsubmit;
quit;

ログウィンドウにHello Warldと出力

proc lua <オプション>;

submit;

--Lua言語による記述--

endsubmit;

quit;

printはLuaの関数
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proc lua ;

submit;

--1行コメント

--[[複数行
--コメント]]

print(“Hallo World”)

endsubmit;

quit;

コメントの付け方

submit～endsubmitの間で
SAS流にコメントを記述する
とエラーになるので注意！
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proc lua ;

submit;

x = 1 --グローバル変数
local y = 2

local z = x + y

print(x,y,z)

endsubmit;

quit;

proc lua ;

submit;

print(x,y,z)

endsubmit;

quit;

変数の宣言

グローバル変数は、Lua環境
がリセットされるまで保持され
る
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proc lua restart ;

submit;

--XXXXX

endsubmit;

quit;

Lua環境のリセット

proc lua terminate ;

submit;

--XXXXX

endsubmit;

quit;

セッション開始前にリセットするか、
処理終了後にリセットするかの違い
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算術演算子 比較演算子 論理演算子 文字列連結演算子

+ 加算 < 未満 and ..

- 減算 > 超 or

* 積算 <= 以上 not

/ 除算 >= 以下

^ 累乗 == 等しい

% 剰余 ~= 等しくない

SASプログラマが間違えがちなのが、等号が「==」であること。
代入(割り当て)の記号は同じ「=」
不等号を「^=」ってかいてエラーになるのも絶対1回はやってしまう
SASの「||」がLuaでは「..」であることも注意
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Luaの変数型

Luaは動的型付け言語

変数に固定された型はなく、入った値によって型が決定される

関数が入ったり、テーブルが入ったり、なんでもあり

Luaの基本変数型

Numbers

Strings

Boolean

Tables

Functions

nil values

Userdata

実際に動的に型が動く様子をみてみましょう
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Luaの変数型

proc lua;
submit;

local x="A"
print(type(x))

print("=================")

local x =1
print(type(x))

endsubmit;
quit;

typeは型を調べるLua関数

入る値によって文字型
から数値型になってい
る
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Luaの制御コード

proc lua;

submit;

local i; local x=1;

--条件分岐
if x == 1 then

print("YES")

end

--ループ(単純ループ)

for i = 1, 3, 1 do

print( "FOR Loop"..i)

end

endsubmit;

quit;

proc lua;

submit;

local i

--ループ(WHILE型)

i = 1

while i <= 3 do

print( "WHILE Loop"..i)

i = i + 1

end

--ループ(UNTIL型)

i = 1

repeat

print( "UNTIL Loop"..i)

i = i + 1

until ( i > 3 )

endsubmit;

quit;
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Luaのテーブル（配列的定義）

proc lua;
submit;

local table1 = {1,”A”,2,”B”}

endsubmit;

quit;

配列とハッシュの両方の性質をもつ柔軟な構造

テーブルの柔軟さはLuaの強力な魅力

① ② ③ ④

1 A 2 B

ＳＡＳのarray配列と似てる

あくまでテーブル型の変数



21

Luaのテーブル（配列的定義）から値を取り出す

print(table1[1])

print(table1[2])

print(table1[3])

print(table1[4])

① ② ③ ④

1 A 2 B

for i, var in ipairs(table1) do

print(i,var)

end

OR



22

Luaのテーブル（ハッシュ的定義）

proc lua;
submit;

local table1 = {a=1,b="A",c=2,d="B"}

endsubmit;

quit;

テーブルはkey-valueでも定義できる

a b c d

1 A 2 B

ＳＡＳのハッシュオブジェク
トと似てる

先ほどの配列式だと要素番号がkeyになっていたイメージで、
テーブルはテーブル。2種類あるという意味ではない
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Luaのテーブル（ハッシュ的定義）から値を取り出す

print(table1.a)

print(table1.b)

print(table1.c)

print(table1.d)

a b c d

1 A 2 B
OR

for key, var in pairs(table1) do

print(key,var)

end
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Luaの関数

local function add(a,b)

return a+b

end

print(add(2,1))

local add =function(a,b)

return a+b

end
print(add(2,1))

文法はどっちで書いても同じ

ただし、下の方を見て

関数もLuaにおいては変数
に過ぎない（Functions変
数）という理解を持っておく

それがオブジェクト指向を組
み際に役立つ概念になる
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Luaの関数

local function three(a)

local  r1=a^2

local  r2=a^3

local  r3=a^4

return r1,r2,r3

end

out1,out2,out3=three(2)

print(out1,out2,out3)

複数戻り値も定義可能

左の例では
2を与えると
4 ,8 ,16の3つの戻り値が
返ってくる
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Luaの関数(Lua備え付けの関数)

x=math.min(2,5,3,1)

print(x) --1が出力される

y=string.reverse("ABC")

print(y) --CBAが出力される

z={5,3,1,2}

table.sort(z)

print(table.unpack(z))

--1 2 3 5が出力される

Luaライブラリ名.関数名でLua備え
付けの関数が使える。

実は今まででてきたprintやtypeなど
も基本ライブラリに属するLua関数

基本ライブラリは特例でライブラリ
名が省略できる

どんな関数があるかは公式検索

Proc Luaでは使えないライブラリ（osライブラリ）
も多いから注意



27

Luaの関数(SASライブラリ)

x=sas.mean(2,5,3,2)

print(x) 

--3が出力される

y=sas.substr("ABCDE",2,3)

print(y)

--BCDが出力される

なじみのSAS関数達もSASライブラ
リとしてちゃっかり実装されてる

Luaの中でも同じ感覚で使えるから
便利

しかし、全て実装されてはいない

ちょっと書き方違ったり、エラーに
なったりもする

試してみる
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クロージャ（関数内で生き続ける閉じたスコープ）

%let total=0;

%macro cum(plus);

%let total= %eval(&total + 

&plus);

%put 合計= &total;

%mend;

%cum(1)

%cum(2)

%cum(3)

SASマクロでは、マクロの中で
のみ保持され続ける変数はな
い。

%localで定義した変数も、マク
ロ実行時のみ生きており、マク
ロの実行が終われば死んでし
まう。

結局グローバルを作って値を渡
す必要がある
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クロージャ（関数内で生き続ける閉じたスコープ）

/*関数定義部分*/

proc lua;

submit;

function L(ds)

local nobs= 0

return function(ds)

local dsid = sas.open(ds)

nobs = nobs+sas.nobs(dsid)

sas.close(dsid)

return nobs

end

end

endsubmit;

quit;

/*実行部分*/

proc lua;

submit;

L1=L()

print ("合計
=",L1("sashelp.class"))

print ("合計=",L1("sashelp.iris"))

print ("合計
=",L1("sashelp.cars"))

endsubmit;

quit;

nobsは外側から干渉できず。関数に守られている。複雑なシステムを作る際にこ
の仕組は便利。SASマクロのように衝突が起きない
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Proc LuaでSASを実行する

proc lua;

submit;

sas.submit([[data OUT1;

x=1;

run;]])

endsubmit;

quit;

sas.submit（）の中に

[[ ]]で包んだSASコードを書くだけ

下のようにあらかじめLuaの変数に
SASコードを入れておいてもOK

local code=[[data OUT1;

x=1;

run;]]

sas.submit(code)
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Proc LuaでSASを実行する

local ds="OUT1"

local var="X"

sas.submit([[data @ds@;

@var@=1;

run;]])

実行時にパラメータを確定させ
る場合は不定部分を@@で包ん
だSASコードを使う。
値の与え方は、Luaの変数か、
下のように引数で与える

code=[[data @ds@;

@var@=1;

run;]]

sas.submit(code,{ds="OUT1",var="x"})
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Proc LuaでSASを実行する

proc lua;

submit;

sas.submit_([[data OUT2;]])

for i = 1,5 do

sas.submit_([[x=@val@;output;]],{val=i})

end

sas.submit([[run;]])

endsubmit;

quit;

sas.submit_を使うと、sas.submitを使うまで実行が保留される

data OUT2;

x=1;output;

x=2;output;

x=3;output;

x=4;output;

x=5;output;

run;

実行されるSASコード
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Proc LuaでSASを実行する

proc lua;

submit;

sas.submit_([[data OUT2;]])

for i = 1,5 do

sas.submit_([[x=@val@;output;]],{val=i})

end

sas.submit([[run;]])

endsubmit;

quit;

sas.submit_を使うと、sas.submitを使うまで実行が保留される

data OUT2;

x=1;output;

x=2;output;

x=3;output;

x=4;output;

x=5;output;

run;

実行されるSASコード
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説明できなかった内容：

①nilやTrue/False判定のSASとの微妙な違い

②LuaのテーブルとSASデータセットの互換読み書き

③SASマクロ変数のProc Lua内での取扱い

④メタテーブル

⑤メタテーブルを使ってオブジェクト指向を実装する方法

Time Up！！

論文＆公開SASコードには全ての内容を詰め込んでいます。
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ご清聴有難うございました。
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・・・・・・・なんと今年はRoom Aで１時間？
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①nilやTrue/False判定のSASとの微妙な違い

②LuaのテーブルとSASデータセットの互換読み書き

③SASマクロ変数のProc Lua内での取扱い

④メタテーブル

⑤メタテーブルを使ってオブジェクト指向を実装する方法

Continue!! まだだ、まだ終わらんよ
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True/Falseの考え方がSASと違う nil値(未定義)のみがFalse

proc lua;

submit;

function tf_test(var)

if var then

print(var,"=TRUE")

else

print(var,"=FALSE")

end

end

tf_test(1)

tf_test(99)

tf_test("AAA")

tf_test(0)

tf_test("")

tf_test(nil)

tf_test(X) –未定義の変数
endsubmit;

quit;

1    =TRUE

99    =TRUE

AAA =TRUE

0    =TRUE

=TRUE

nil    =FALSE

nil    =FALSE

0も空文字””もLuaでは真。
偽となるのはnilのみ。
nilは未定義、未定義の変数に
は常にnilが入っている
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ＳＡＳの数値欠損の性質は保持されている

proc lua;

submit;

local val = sas.inputn(".", "8.")

print(val)

print(type(val))

print(val==sas.MISSING)

print(val<-99999999)

endsubmit;

quit;

SASの数値欠損は、sas.MISSINGの表現で等価処理できる。
==.とかだと無理なので注意
SASの数値欠損は無限に小さい

.

number

true

false

true
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ＳＡＳデータセットから値を読み込む

proc lua;

submit;

local dsid = sas.open("sashelp.class")

sas.where(dsid,"age<=13")

while sas.next(dsid) do

print(sas.get_value(dsid,"name“),sas.get_value(dsid,"age"))

end

sas.close(dsid)

endsubmit;

quit;
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ＳＡＳデータセットから変数属性を読み込む

proc lua;

submit;

local dsid = sas.open("sashelp.class")

for var in sas.vars(dsid) do

print("変数名:",var.name)

print("ラベル:",var.label)

print("Length:",var.length)

end

sas.close(dsid)

endsubmit;

quit;

先のコードと組み合わせ
て、取得した変数名を
キーとして、obsごとに

テーブル化するなどして、
SASデータセットをLua

テーブルにできる
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sas.load_ds関数でお手軽にLuaテーブル化

proc lua;

submit;

table_A=sas.load_ds("temp")

print(table.tostring(table_A))

endsubmit;

quit;

Load_ds関数にデータセットを指定する
だけでLuaのテーブルに格納することが

できる。ただし、構造は固定で、少し癖が
あるので把握しておく必要がある
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sas.load_dsが作ってくれる入れ子テーブルの構造

[OBS番号] ※データ部分
－[変数]=値
－[変数]=値
－・・・・

[OBS番号] ※データ部分
－[変数]=値
－[変数]=値
－・・・・

[vars] ※変数属性

[変数名]

－[type]=値
－[length]=値
－・・・・

[変数名]

－[type]=値
－[length]=値
－・・・・

[name]=データセット名

[nvars]=オブザベーション数
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ＳＡＳデータセットに値を書き出す

--空のデータセットを作成
sas.new_table("work.XX", {

{ name="X", type="C", length=20},

{ name="Y", type="N", length=8, format="yymmdds10."}

})

local A, B = 1 ,21035

--値を追加してデータセットを更新
local dsid = sas.open("work.XX", "u")

sas.append(dsid)

sas.put_value(dsid, "X", A)

sas.put_value(dsid, "Y", B)

sas.update(dsid)

sas.close(dsid)
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sas.write_ds関数でお手軽にＳＡＳデータセットを作成する

proc lua;

submit;

table_B={}

table_B[1]={X="A",Y=1}

table_B[2]={X="B",Y=2}

table_B.vars={}

table_B.vars.X={type="C",length=20}

table_B.vars.Y={type="N",label="ラベル"}

sas.write_ds(table_B,"YY")

endsubmit;

quit;

write_ds関数にLuaテーブルを指定するだけでSASデータセットを

作成できる。ただし、構造は固定で、少し癖があるので把握しておく
必要がある
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SASマクロ変数とProc Lua

%let m1=AA;

proc lua ;

submit;

print("&m1")

endsubmit;

quit;

Proc Lua内ではマクロの展開は一切起きない。

マクロプロフェッサから完全ガード
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SASマクロ変数はsas.symget関数か、submitステートメントの
オプションで持ち込める

%let m1=AA;

proc lua ;

submit;

print(sas.symget(“m1”))

endsubmit;

quit;

%let m1=AA;

proc lua ;

submit"m1='&m1'";

print(m1)

endsubmit;

quit;
こっちだとグローバル
でしか持ち込めない
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Proc Lua内でSASマクロ変数を作成する場合は、sas.symputで
作成可能

proc lua ;

submit;

local x=1;

sas.symput("m2",x)

endsubmit;

quit;

%put &=m2;
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メタテーブル

proc lua;

submit;

tb={1,2,3}

setmetatable(tb, {meta1="XXX", meta2="YYY"})

mt = getmetatable(tb)

print("tbの中身",table.tostring(tb))

print("tbのメタテーブル中身",table.tostring(mt))

endsubmit;

quit;

[tb]

－[1]=1

－[2]=2

－[3]=3

[tbのメタテーブル]

-[meta1]=XXX

-[meta2]=YYY 
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メタテーブルでテーブル同士の演算を定義することができる

tb1 = {a = 1, b = 2, c = 3}

tb2 = {a = 4, c = 5, d = 6}

function table_merge(a, b)

local c = {}

for key, val in pairs(a) do

c[key] = val

end

for key, val in pairs(b) do

c[key] = val

end

return c

end

setmetatable(tb1, {__add=table_merge})

tb3 = tb1 + tb2

a b c

1 2 3

a b c d

4 2 5 6

a c d

4 5 6

tb1

tb2

tb3

2つの
テーブルか
ら順番に
キーを見て
データを入
れる関数

tb1の「__add」（加算演算子の定
義キーワード）に関数をset

通常エラーになるテーブル型同士の演算が成立する



51

メタテーブルの__indexを利用してオブジェクト指向的実装

Luaのテーブルにおいて参照しようとするフィールドが存在しない場合、エラー
となる。しかし、setmetatableで__index=にテーブルが指定されている場合、
指定されたテーブルのフィールドが参照される。
その特性を利用して、オブジェクト指向言語におけるnew演算子と同様の機

能をもつ関数を定義し、クラスからインスタンスを生成する挙動を実装すること
ができる。

テーブルA
[tbのメタテーブル]

__index  テーブルB

テーブルB

Luaのテーブルは関数でもなんでも入れれるため、setmetableで__indexする
機能を関数化してインスタンスを作成するnew演算子の変わりにする
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メタテーブルの__indexを利用してオブジェクト指向的実装

function rand:setobs(obs)

self.obs = obs

end

function rand:setseed(obs)

self.seed = obs

end

function rand:create_ds()

print("seed=".. self.seed)

sas.submit([[

data out;

call 

streaminit(@seed@);

do i=1 to @obs@ ;

x=rand("uniform");

output;

end;

run;

]],{seed=self.seed,obs=self.obs})

end

function rand:new()

local t = {}

t.seed=1234

t.obs = 10

setmetatable( t, {__index = rand})

return t

end

local rand1 = rand:new()

rand1:create_ds()

local rand2 = rand:new()

rand2:setobs( 20 )

rand2:setseed( 5678 )

rand2:create_ds()

クラス:rand

インスタンス
rand1

インスタンス
rand2
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実際発表者は普段Luaを何に使ってるの？？

・仕様書からプログラムを自動生成する際に、今までのやりかたよ
り非常に便利。特にProc Streamとの相性がよいので、仕様書が
標準化されている業務で、プログラムのたたき台を作ったりとか。

・データセットの存在有無判定など、実行時の環境による分岐処
理はやはりマクロより書きやすいので、ちょいちょい使っている。

・ほんとはもっと、多種多様に使ってみたいし、集団での運用もし
てみたいけど、まあ、これからでしょうか。
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ご清聴有難うございました。


