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要旨：

医薬品開発におけるSASプログラム開発において、
プログラムだけでなく、その実行ログやデータセット、
結果等の関連ファイルのバージョン管理を安全に
行い、社内で共有する方法としてgit及びSPITSを
評価、検討した。

キーワード： SASプログラム, バージョン管理, 共有, 

git, GitHub, 履歴管理, Version Control, share,
SPITS 
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本スライドで使用する用語（SAS用語以外）
・VCS ：Version Control System(バージョン管理システム)
・git ：VCSの1つ
・GitHub ：VCSを使用するためのコードホスティングサービス
・SourceTree ：GUI版VCS

・SPITS ：SASプログラム情報管理ツール

※ gifは「ジフ」だが、gitは「ギット」

GitHub

git git git
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本スライドで使用する用語

・リポジトリ ：ソースコードの履歴情報を保存する場所
・コミット ：ファイルをリポジトリに登録する操作
・クローン ：リポジトリを複製すること
・プッシュ ：自分のリポジトリの変更内容を他のリポジトリに

登録する操作
・プル ：他のリポジトリから自分のリポジトリに変更内容を

取り込む操作
・ブランチ ：マスターファイルを編集するために作成する作業

用コピー。フォークと表現することもある
・チェックアウト ：ブランチを切り替える操作
・マージ ：ブランチの情報をマスターに反映する操作
・diff ：ソースコード間の変更内容(difference)

リモート
リポジトリ

プ
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チェックアウト

ローカルリポジトリ

マージ



前提

• 基本的には社内サーバの共有フォルダにプログラム
が置いてある。

• git/GitHubを使用した経験はない
 まずは導入してSASプログラム開発との親和性を
評価したい。

 新しいシステムを導入することによる学習コス
トやクラウドならではの問題が想定される

• SPITSは業務によっては使用している
 社内で広く使うために、共通のファイルを管理、共
有できる仕組みの工夫を検討した。
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SASプログラム開発における背景

• SASプログラムは、プログラムだけ管理できれば解決、
ではない
 includeするプログラムやその実行順序
 マクロカタログ(マクロ, フォーマット)
 実行ログ
 実行結果(リスト, html)
 結果を出力するテンプレート(Excel)
 出力(Excel, RTF, PDF, Graph…)
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よくみかける光景

例）
・main.sas:sub01, sub02, sub03.sas
をincludeしているメイン実行プログ
ラム
・template¥template.xlsx:データ出
力時テンプレート
・output¥result.xlsx:出力結果
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• フォルダとファイル名で分ける
 バックアップは日付を付けて
 変更点はコメントで残す



いつのまにかこんなことに…
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誰がいつ何の目的で作成した
ものか分からない!

ああああ日付の形式が異なっている!!

日付が間違っている!!!!

sub02.sasがない!!!

たとえ適切に管理されていたとしても、過去のファイル
が増えて見づらくなる



これを防ぐためには
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• Windowsのエクスプローラを使用した管理には限界
がある

• そこで、オープンソースのVCSであるgitと電助システ
ムズ社製VCSであるSPITSの導入検討を行った。



VCSを導入、利用してみる

10

集中型 分散型

リポジトリ サーバにのみ存在する サーバ＋ユーザ毎にコ
ピーが作成される

オフラインでの使用 サーバに接続できない環
境では使用できない

オフラインでも使用できる

データ量 自身が持つデータは変
更してコミットする前のも
ののみ ※

リポジトリのコピーを持つ
ため、データ量が増える

今回使用する例 Subversion, SPITS git

• VCSには集中型と分散型がある

※ SPITSの場合はやや異なる



gitの導入、インストール
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git-scm.comからインストーラをダウンロードし、実行

インストールが完了すると
• コマンド入力管理ツール「git bash」が使用できる
• リポジトリを「自分のPC上」に作成できる
• リモートリポジトリ（まだない）と連携できる

→GitHubの準備をする

git



GitHubを使用すると
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• クラウド上にリポジトリを作成できる（リモートリポジト
リと言う）

• 無料版の場合、リポジトリは全て公開される
• 有料版の場合、非公開リポジトリを作成できるが、あ
くまでも、リポジトリに制限をかけるだけなので、誤っ
て公開リポジトリに設定してしまうなどの危険は残る。

• 有料版として、任意のサーバで構築可能な
github enterpriseもある

git



GitHubの準備
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gitからGitHubと連携できるよう設定する
 SSH keyの設定やプロジェクトの作成
※SSH：セキュアシェル…暗号や認証により安全にリ

モートコンピュータと通信するためのプロトコル

まずサービスを登録→

git



GitHub使用開始
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• ブラウザ上でソースコードをアップロードしてみたも
のの、ここからどのように管理するのか？

→ここからはgitの出番

ドラッグアンドドロップ
で追加

git



ソースコード管理の開始

15

• まずリモートリポジトリのクローンをローカルに作成
する

• 作成したローカルリポジトリにブランチを作成し、ブラ
ンチ上のファイルを編集する。

• ローカルリポジトリにファイ
ルができているので、直接
SASで編集してもOK

git



ソースコード管理の開始

16

• 編集が終わったら、コミットしてmasterにマージする。
（ここまで、プログラムの編集以外は全てコマンドで行う）

git



gitでよく使われると言われているコマンド
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• Google検索結果の上位
6件をQiitaの類似エント
リが占める状況

コマンド 説明

git checkout ブランチの切替

git diff 修正したファイルの確認

git commit コミット

git merge マージ

git rm ファイルの削除

git status 変更したファイルの一覧

git push プッシュ

git clone クローンを作成

オプションもあ
るため、膨大な

数に

git



コマンドに抵抗がある場合
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• しかし、ファイル管理のために多くのコマンドを覚え
なければならないのか（それなら1つでも多くSASの
プロシージャ覚えたい）

• コマンドを使用せず操作できるGUIツールをインス
トールしてみる

git
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今の作業状況やプログラムの状況
がグラフィカルに表示されるため、
プログラムの編集以外に何をすべ
きかが分かりやすい。

SourceTreeのインストール
git



SourceTreeの操作
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• 編集すると、赤いアイコンになると共に
GUIのファイルステータスでは変更行毎
に変更内容が表示される。

• コミットしたらプッシュに数値アイコン。

git



git（+ GitHub + SourceTree）のいいところ1
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• マスターを汚さずにブランチ(作業領域)を自分で作
成してコーディングができる。
 編集をすべて取り消したい時は、masterに戻せ
ばOK

• 社内にノウハウはないが、web上には非常に情報が
多い

git



git（+ GitHub + SourceTree）のいいところ2
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git



課題1
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• プログラムのファイル本体が必要となるため、実行
時に一式が必要となる。さらにこれらは基本的に
ユーザ毎の作業領域に配置される。そのため、プロ
グラム中のフォルダパス等を環境によって変更する
必要がある。

%let rootdir=X:¥SUGI¥2017¥SPITS¥code;
filename tmplt "&rootdir.¥root1¥template¥template.xlsx" recfm=n;

%let rootdir=C:¥Users¥kawakami¥Documents¥SouceTree¥Study0101;
filename tmplt "&rootdir.¥template¥template.xlsx" recfm=n;

git



課題2
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• gitでは基本的にすべてコマンドで実行しなければな
らない。
 数多くのコマンドを覚えるのは大変

(clone→branch→checkout→commit→push…)
 スムーズな操作のためにはGUIの導入は必須

git



課題3
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• gitにおけるデフォルトのファイル形式はUTF8である
が、一般的に用いられているSAS（日本語版）では
Shift-JISが使用されており、既存プログラムを管理
する場合はファイル形式の変換か文字化けを覚悟。

git



課題4
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• GitHubは無料で提供されているが、履歴情報を保
持するリポジトリがクラウド上に存在することになる
ため、解析結果などの機密情報を管理するには適さ
ない。

• この点は社内のサーバやAWS, Azure等のクラウド
サービスを用いて、専用のリポジトリをインストール、
構築することで解消できる

git



課題5
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• VCSはあくまでもプログラムのバージョン管理であり、
SASプログラムを実行して結果を得ることはできない

• 特に、実行結果と実行ログは、バッチ実行で生成さ
れるものは管理対象として認識することができるが、
SASのDMS上のものは基本的に認識できない（プロ
グラム中で明示的に保存先を指定すれば可能）

git



課題
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バッチ実行で出
力されるログは保
存対象として認識
されるが

SASで実行した
時のログはgitは
認識できない

git



SPITSのメリット
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• ファイルは全てSPITSのデータベース上に保存され
ているので、オリジナルのファイルがどこにあるかは
関係ない（削除してしまってもOK）

• 関連するファイルを一括して自動保存できる。
• 使い慣れたSAS、日本語環境で学習コストがかから
ない。

SPITS



SPITSの準備
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共有フォルダを指定するだけ

SPITS



SPITSのプログラム管理画面
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プログラム単位で管理される。テンプレート
等のファイルについてはここには表示され
ることはない。

SPITS



プログラム登録
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• まずはプログラムを登録する。
• 新規登録ボタンをクリックすると、登録方法が選択で
きる。

SPITS



登録したプログラムを実行する
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SPITS



プログラムの実行後
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• プログラムを実行すると、ログ、リストに加え、プログ
ラム中で指定した外部ファイルを自動的に保存してく
れる。

SPITS

ログ 出力

SPITS

テンプ
レート

結果



プログラムの一括実行
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• includeせずに、SPITSに登録したプログラムを一括
実行することも可能。

SPITS



SPITSでプログラムを修正
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• 使い慣れた様々な方法でプログラム
の修正/再登録が可能

• SASでの編集中は修正ウィンドウが
表示され、ここで保存する。

SPITS



SPITSのファイル管理機能
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• プログラム、ログ、実行結果に加え、付随するファイ
ルをなんでも一緒に保存できる

• 保存された全てのファイルがいつでも再現可能。

SPITS

保存された
ファイル



SPITSで関連ファイルも管理する
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• ここまでは普通のSASプログラム(どのSASでも動く)
• 一歩踏み込んで以下のプログラムを登録して実行する
(SASとしては何も処理しないコメント行だが、SPITSが指定ファイルを保存する)

/* テンプレートを保存するだけのプログラム */
/* SPITS_ADD : [X:¥SUGI¥2017¥SPITS¥code¥root1¥template¥template.xlsx] */
/* SPITS_DES : テンプレート */

SPITS



保存された関連ファイル
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• テンプレートはプログラムNo0005の3つ目のファイルとして保
存されている

①

②

③

SPITS



SPITS専用マクロを利用する
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• プログラムを実行するときの全てのファイルがSPITS
ベースになるので、共有フォルダにファイルを残す必
要がなくなる。
→最新は常にSPITSという考えの元、運用できる

SPITS



SPITS専用マクロへの変更1
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• メインのプログラムを修正する
＞先程SPITSに保存したテンプレートを再現して使用する

filename tmplt "&rootdir.¥root¥template¥template.xlsx" recfm=n;

/* テンプレートファイルを再現 */
%REAPPFILE(0101,0005,001,3,C:¥Temp);
/* 再現したファイルを使用する */
filename tmplt "C:¥Temp¥template.xlsx" recfm=n;

SPITS

再現先



SPITS専用マクロへの変更2
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%include "&rootdir.¥root¥sub01.sas";

/* 共有フォルダ中ではなく、SPITSに保存されたプログラムを使用する */
%SPITSINCLUDE(0002);

• IncludeしていたプログラムもSPITSに保存されたプロ
グラムを呼ぶ形に変更する

SPITS



課題1
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• プログラムの差分比較、検出ができない
• gitと異なり、大規模な開発体制は想定していないの
で、レビュー/承認などの機能はない

• これらはgitを使うことで浮き彫りになった。

SPITS



課題2
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• すべてのファイルをバイナリとして保存するため、リ
ポジトリの容量は大きくなる(大きなファイルの場合で、
およそ元ファイルサイズの3倍程度)

• (現状では、compress=binaryシステムオプションを明
示することで2倍程度に抑えることが可能)

SPITS



まとめ：git導入における課題と解法

• 新しいシステムを導入することによる学習コストやク
ラウドならではの問題が想定された。
 学習コストは予想通りだったが、GUIツールを使
用することである程度は低減できる。

 クラウドならではの問題は、サービスの選択に
よっては回避できる。

• エンコード、実行フォルダ、ログ保存等の都合で環境
ごとにプログラムを書き換える必要が出てくることは
運用管理上の影響として小さくない。
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SPITS



まとめ：SPITSをより効果的に使うために

• 専用マクロを使用する場合はプログラムの書き換えが必要
 プログラムの本数が多い場合、ミスなく専用マクロに書
き換える方法の検討が必要

• 成果物(プログラムの実行結果)も含め、常にSPITSの使用
を前提とする
 ルールの再徹底が必要。
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SPITS



最後に：gitとSPITS比較

• オープンソースで次々に新しい機能が取り入れられるgit

には機能面で劣る部分もあるが、SPITSの利点はSASに
特化しているところであり、SASプログラムおよび関連ファ
イルを管理するには一日の長があると感じた。
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