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要旨

Big Data解析では，目的に応じて記述した多様なプログラムを
共有し，ナレッジとして蓄積することが重要である．本発表では，
プログラム (Luaプロシジャ) を起点とした解析プロセスの最適化，
チームプログラミングの提案を行う．

Big Data解析， Luaプロシジャ，解析プロセスの最適化，
チームプログラミング
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解析プロセスのパラダイムシフト
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BIG DATA解析の心得



Big Data解析の心得
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Big Dataと言っても，構造化データや非構造化データに代表されるように

様々なデータの構造が存在し，様々なデータの種類が存在する

• 医療ビッグデータ（レセプトデータ）
• 副作用自発報告データ (JADER, FAERS)

 超多サンプル少変数のデータ構造

縦長データ

横長データ

• ゲノムビッグデータ
 少サンプル超多変数のデータ構造



Big Data解析の心得
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Big Data解析は多くのプロセスが踏む必要があるため，

各プロセスでの適切な手法等の選択はもちろんのこと，

ステップの組み合わせも検討しなければならない

データクリーニング 欠測にする検討 正規化の検討 解析手法の検討

モデリング 解析 評価 考察 追加解析



ナレッジ蓄積＆知識共有

Big Data解析の心得
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チームプログラミング＆解析プロセスの最適化

多くの解析プロセス＋探索解析の色の濃さ

Big Data解析では過去に実施した解析を適
用したり，異なるバックグランドを持ったData 

Manager，Informatician，Statistician，Data 

Scientist等がチームにアサイン

プログラミングも同じ！

解析フロー透明化＋集合知的発想促進
過去に記述したプログラムをナレッジとして
蓄えアクセス可能な状態にし，現在進行中
の解析はプログラムを関係者間で可読性
の高い状態で共有



Big Data解析の心得
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1. Big Dataと言っても，構造化データや非構造化データに代表されるように様々な
データの構造が存在し，様々なデータの種類が存在する

2. Big Data解析は多くのプロセスが踏む必要があるため，各プロセスでの適切な
手法等の選択はもちろん，ステップの組み合わせも検討しなければならない

3. Big Data解析は複数人で実施されることが多く，ナレッジ蓄積及び知識共有が
重要である．これはプログラミングも同様である．チームプログラミング及び解析
プロセスの最適化がBig Data解析でのキーワードである

Luaプロシジャで活用して，最適な解析プロセスを構築する



知っておくべき
LUAプロシジャの3つの特徴
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知っておくべきLuaプロシジャの3つの特徴
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• LuaプロシジャはLUA言語を基にしたプロシジャ

– LUA言語はC言語をベースにしたスクリプト
言語で幅広い業界で利用されている

• Luaプロシジャは，SASマクロの限界を突破し，
より直感的でより可読性の高いプログラムを実現

• Luaプロシジャは多くの特徴があるが，最も特徴
的なのは，Tables と呼ばれる柔軟なインメモリー
のデータ構造

Type Meaning Example 

Nil Represents absence of a value Nil (single value only) 

Boolean True or False True / False 

Number Double precision floating point 1.2356 

String Sequence of characters “Hello World” 

Table Associative array x[“key”] = 100, x[2] = “value” 

Function Represents a method type(), print() 

Userdata Arbitrary C data lua_newuserdata() used 

thread Represents Threads of excecution Coroutine 

 
(Anand, 2017)

Luaプロシジャ？



知っておくべきLuaプロシジャの3つの特徴
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SASマクロ処理を簡略化したプログラムサンプルプログラム①



知っておくべきLuaプロシジャの3つの特徴
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%MACRO ML_MACRO(lib,data1, data2);

%IF (%SYSFUNC(EXIST(&lib..&data1.) )=1 and  %SYSFUNC(EXIST(&lib..&data2.) )=0) %THEN

%DO; proc glmselect data=work.Data plots=all ; 

model OUTCOME=COL1-COL10 / selection=elasticnet(steps=1000 L2=0.1  choose=AIC) ;

run ;

%END;

%ELSE %IF( %SYSFUNC(EXIST(&lib..&data1.) )= 0 and  %SYSFUNC(EXIST(&lib..&data2.) )= 1) %THEN

%DO; proc glmselect data=work.Data plots=all ;   

model OUTCOME=COL1-COL10 / selection=lasso(steps=1000 choose=AIC) ;

run ;

%END;

%ELSE  

%DO; proc glmselect data=work.Data plots=all ;

model OUTCOME=COL1-COL10 / selection=stepwise(select=SL choose=AIC) ;

run ;

%END;

%MEND;

%ML_MACRO (Work,  dataset1,  dataset2)

従来のSASプログラム

proc lua ;

submit;

--グローバル変数MLcodeを定義
MLcode={}

-- Step1. ML_codeの中でリストとして各機械学習プログラムを事前に格納しておく
-- Elastic netの実行プログラムを格納

MLcode.elasticnet = [[

proc glmselect data=work.Data plots=all ;

model OUTCOME=COL1-COL10 / selection=elasticnet(steps=1000 L2=0.1  choose=AIC) ;

run ; ]]

-- Lassoの実行プログラムを格納
MLcode.lasso = [[

proc glmselect data=work.Data plots=all ;

model OUTCOME=COL1-COL10 / selection=lasso(steps=1000 choose=AIC) ;

run ; ]]

-- Stepwiseの実行プログラムを格納

MLcode.stepwise = [[

proc glmselect data=work.Data plots=all ;

model OUTCOME=COL1-COL10 / selection=stepwise(select=SL choose=AIC) ;

run ; ]]

-- Step2. Datasetの有無を確認しプログラムを実行する

if sas.exist("work.dataset1")~=0 and sas.exist("work.dataset2")==0 then         sas.submit(MLcode.elasticnet) 

elseif sas.exist("work.dataset1")==0 and sas.exist("work.dataset2")~=0 then sas.submit(MLcode.lasso) 

else      sas.submit(MLcode.stepwise) 

end

endsubmit;

quit;

LuaのSASプログラム LuaのSASプログラムの方が，
より可読性がありませんか？

SASマクロ処理を簡略化したプログラムサンプルプログラム①

プログラムのメタデータ化



知っておくべきLuaプロシジャの3つの特徴
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データ状況を踏まえるプログラム

(2017/02/07時点)

国/エリア別の1USドルあたりの通貨とそのISO通貨コードのデータ

各国/エリアの通貨を基準とした場合のデータを付加したデータを作成

サンプルプログラム②



知っておくべきLuaプロシジャの3つの特徴
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%MACRO NEW_VALURE(Country);

data _null_;

set work.meta(where = (Country="&Country.")  );

call symputx("value", value);

call symputx("unit", unit);

run;

data work.meta;

set work.meta;

&Country._value = round(value/&value., 10**-4); 

label &Country._value = "Currency per &unit.";

run;

%mend NEW_VALURE;

%NEW_VALURE(Japan)     %NEW_VALURE(Euro) %NEW_VALURE(Britain) %NEW_VALURE(Koria) %NEW_VALURE(China)

%NEW_VALURE(Australia) %NEW_VALURE(Canada) %NEW_VALURE(Switzerland) %NEW_VALURE(SouthAfrica)

従来のSASプログラム

proc lua;

submit;

local data = sas.open("work.meta")

sas.where(data, "Country not in ('America')")

while sas.next(data) do

sas.submit_([[data work.meta_@Country@; ]],{Country= sas.get_value(data,"Country")})

sas.submit_([[set work.meta;]])

sas.submit_([[@Country@_value = round(value/@value@, 10**-4);;]], 

{Country= sas.get_value(data,"Country"), value= sas.get_value(data,"value")})

sas.submit_([[label @Country@_value = "Currency per @unit@";]],

{Country= sas.get_value(data,"Country"), unit= sas.get_value(data,"unit")})

sas.submit([[run;]])

end

sas.submit([[data Result;  merge meta_:; run;]])

sas.close(data)

endsubmit;

run;

LuaのSASプログラム

従来のSASプログラムは追記が必要だが
Luaプロシジャは不要

データ駆動型のプログラム

「Country/Erea = ‘NewZealand’, 

ISOCODE = ‘NZD’, Currency per 

USD =1.38」が追加された場合

データ状況を踏まえるプログラムサンプルプログラム②
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proc lua;

submit;

--解析対象のデータを関数sas.openで処理可能な状態にする．処理が終われば関数sas.closeを必ず実行する

-- Tables (data) にmetaデータを格納する

local data = sas.open("work.meta")

-- Americaの変数付与は不要のため，処理対象から除く

sas.where(data, "Country not in ('America')")

--関数sas.nextでSASデータセット内の最初のレコードから最終レコードまで順番に見ていく．

-- while文と組み合わせることで，最初から最終レコードまで1レコードずつ反復処理を行う宣言をする．

while sas.next(data) do

--関数sas.submitでdataステートメントを実行する．

-- @Country@のCountryは引数．{}内で指定したデータをCountryに格納する．関数sas.get_valueを用いてデータを指定し利用可能にする．関数

-- sas.get_valueでは，指定するデータが格納されているTables(data)，及び指定するデータの変数名 (今回はCountry)を引数として与える

sas.submit_([[data work.meta_@Country@; ]],{Country= sas.get_value(data,"Country")})

--解析対象データをsetする．

sas.submit_([[set work.meta;]])

--指定したCountryを基準とした場合の他の通を計算する

sas.submit_([[@Country@_value = round(value/@value@, 10**-4);;]], 

{Country= sas.get_value(data,"Country"), value= sas.get_value(data,"value")})

--labelステートメントで作成した変数にラベルを付与する

sas.submit_([[label @Country@_value = "Currency per @unit@";]],

{Country= sas.get_value(data,"Country"), unit= sas.get_value(data,"unit")})

--runステートメントを実行する

sas.submit([[run;]])

-- while文のend

end

-- while文で作成した各国/エリアSASデータセットをmergeして処理終了

sas.submit([[data Result;  merge meta_:; run;]])

--全ての処理が終了したので，関数sas.closeで終了を宣言する

sas.close(data)

endsubmit;

run;

(参考) LuaのSASプログラム : 解説付き



16

知っておくべきLuaプロシジャの3つの特徴

1. Tables (プログラムメタデータ)

 任意のデータ形式でデータを格納することが可能である

 メタデータとして，整理された状態でプログラミング属性を保持できる

2. 高い可読性

 LUA言語でコーディングすることが可能で，SASマクロ処理を簡略化できる

 反復操作 (処理) が容易である

 プログラムを辞書形式でTablesに事前格納することで，実行プログラムを
簡潔に記述できる

3. データ駆動型のプログラミング

 解析データの状況を事前に定義することで，変数やレコードなどが追加/削除
されても，プログラムの修正なしで，データ状況を踏まえた解析が実装できる



LUAプロシジャと歩む，初めての共同作業
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Luaプロシジャと歩む，初めての共同作業

Luaプロシジャを起点とした最適な解析プロセスの構築

Luaプロシジャを活用したチームプログラミングの在り方

解析プロセスの構築の在り方

Luaを起点とした従来の解析プロセスからのパラダイムシフト

解析プロセスのパラダイムシフト

チームプログラミング
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チームプログラミング

過去に実施したプログラムをナレッジとして蓄えアクセス可能な状態にし，
現在進行中の解析はプログラムを関係者間で可読性の高い状態で共有することが重要

もう少し具体的に…

• 過去に実施した解析プログラムをナレッジとして蓄え，アクセス可能な状態にする
 Tablesを活用して，過去に実施した解析プログラムをリスト形式で格納することでナレッジを蓄積する
 格納する際，データ駆動型のプログラムで記載することで，いつでもアクセスが可能な状態にする

• プログラムをチーム内で可読性の高い状態で共有する
 Luaプロシジャは潜在的に可読性が高い
 Tablesに格納しておくことで，チームメンバーが作成したプログラムを横並びで比較，共有できる
 事前に各プロセスのプログラムを格納しプロセス内/間で共有することで，最適な組み合わせの検証が
容易に行うことができる

Luaプロシジャと歩む，初めての共同作業
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• 過去に実施した解析プログラムをナレッジとして蓄え，アクセス可能な状態にする

Tables

過去の試験 (ナレッジ)

データ駆動型のプログラムに
変換し，Tablesに格納

チームプログラミング

Tablesから必要なプログラムを
呼び出す

Luaプロシジャと歩む，初めての共同作業
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• プログラムをチーム内で可読性の高い状態で共有する

データクリーニング担当
>>アプローチ：データ削除

データクリーニング担当
>>アプローチ：欠測補完

解析担当
>>専門分野：機械学習

解析担当
>>専門分野：Deep Learning

解析担当
>>専門分野：テキスト解析

プロセス内で共有

プロセス内で共有 プロセス間で共有

チームメンバーが同一認識の下，リアルタイムでプロセスを
共有して，最適な解析プロセスを効率的に構築する

チームプログラミング

Luaプロシジャと歩む，初めての共同作業
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解析プロセスのパラダイムシフト

Big Data解析のプログラム開発の流れ

データ設計書 実データ

演繹的プログラミング

帰納的プログラミング

Luaプロシジャと歩む，初めての共同作業
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解析プロセスのパラダイムシフト

Big Data解析のプロセスの流れ

デ
ー
タ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

欠
測
に
す
る
検
討

正
規
化

解
析
手
法
の
検
討

モ
デ
リ
ン
グ

解
析

評
価

 データベース設計
 データ収集

演
繹
的
解
析
プ
ロ
セ
ス

帰
納
的
解
析
プ
ロ
セ
ス

Luaプロシジャと歩む，初めての共同作業
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解析プロセスのパラダイムシフト

帰納的解析プロセスへの足枷は．．．

プログラムがデータ駆動型でないこと
 過去の解析プログラムやプロセスのナレッジは大抵の場合迅速なアクセスできない

 Luaプロシジャなら，データ駆動型のプログラムを記述できる

 Luaプロシジャを起点とすることで，データに基づく解析プロセスの構築が可能になる

 これにより解析を起点とした解析プロセスの最適化を検討できる

爆発的に増えるBig Dataの解析を効率的に実施する上で帰納的解析プロセスへのパラダイムシフト
は今後直面する課題の一つと思われるが，その一助としてLuaプロシジャは強力なツールだろう

Luaプロシジャと歩む，初めての共同作業
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さいごに

 Luaプロシジャの特徴を最大限の活用事例：「最適な解析プロセスの構築」
 Luaプロシジャを起点としたBig Data解析のチームプログラミングとチームビルディング

 1人思考ではなく「チーム思考」が重要．つまり，チームコラボレーション
 効率的な実施のため「帰納的思考」へのパラダイムシフトは直面する課題の1つ

Big Data解析では…

今回はLuaを用いて，この時代の変化へ対応を提案した．Luaのように，別の視点か
ら眺めることで，SASの既存の機能でも新たな発見がまだあるかもしれない
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Fin…


