
ビッグデータ時代に競争力を維持するためには、
仕事のペースを速めるのみならず、意思決定の
ペースをさらに速めなければなりません。刻々
と変化する条件を継続的に評価し、関心対象の
イベントをその発生と同時に分析、モニタリング
することで、瞬時の行動に必要なインテリジェン
スを生み出す能力が求められます。SAS Event 
Stream Processingの場合、処理対象のデー
タの流れが停止することはありません。「継続的
なクエリ」でライブデータを絶えず分析して関心
対象のイベントパターンを検出し、リアルタイム
での対応を可能にします。

SAS Event Stream Processingは、次々に生
じるイベント群（＝「イベント・ストリーム」）の 
意味を理解できるよう支援します。受信したイベ
ントデータは即座に分析にかけられ、新しいイ 
ベントが生じるたびに「状況に即したインテリジェ
ンス」が更新されていきます。そのため、他の方
法では情報の遅延のせいでキャッチできないよ
うなビジネス価値も即座に獲得できます。この 
ソリューションは、ミリ秒未満の応答速度で大量
のスループットを実現する柔軟な処理モデルに
より、最適なパフォーマンスを実現できるように
設計されています。

主な利点
• 情報を瞬時に入手して即座に行動：ビジネスに関する重要な洞察をリアルタイムで実行する上では、
業務、トランザクション、センサー、デバイスなどから生じるストリーミング・データの処理がますま
す重要になっています。SASのソリューションは、データのタイプ（あるいはソース）に関係なく、 
ストリーミング分析が瞬時に導き出す価値を、品質管理、カスタマー・エクスペリエンス、設備の 
操業とメンテナンス、不正対策、コンプライアンス、セキュリティなどの幅広いアプリケーションで活
用できるよう支援します。

• 大量のデータを処理できる優れたスケーラビリティ：速度、品質、処理容量を強化したストリー 
ミング処理環境により、低遅延かつ大量のスループットを実現し、毎秒数百万件のイベント処理へ
の拡張にも対応できます。この環境では、柔軟なスレッド処理モデルによって「継続的なクエリ」が 
高速に実行されるほか、データが流れている間の更新／削除／挿入も標準でサポートされてい 
ます。

• 高精度な分析にもとづく確かな意思決定：正確なデータを意のままに活用できるため、いつでもす
ぐに適切な行動が取れる態勢を構築できます。SASが提供するSAS Event Stream Processing
は、ストリーミング・データに対する機械学習の実行、ストリーミング・データのクレンジングや標準
化と言ったデータの品質管理や、パターンマッチングや集計処理など、ビジネスにおけるスピー
ディーな意思決定の推進に効果を発揮します。

• 完全なコントロールと変化への迅速な適応：データの流れる速度がどれほど速くても、あるいはデー
タ量や処理対象のデータソース数がどれほど大きくても、直感的に操作できるGUIインターフェイ
スでストリーミング・データをコントロールしながら、全ての処理を効率的に実行できます。ビジネ
スのどのような側面についてもパターンの定義やシナリオの適用が行えるため、俊敏性を失うこと
なく、問題の発生と同時にその対策を講じることが可能になります。

SAS® Event Stream Processing
流れ続けるストリーミング・データにもとづいてビジネスの実態をリアルタイムで把握し、瞬時に行動

 Fact Sheet
主な機能
SAS Event Stream Processingは、刻々と生じるストリーミング・データをリアルタイム 
で分析・理解することで、関心対象のイベントパターンをその発生と同時に検出します。また、
取るべき是正措置、発行すべきアラート、さらなる精査のために保持すべきデータ・サブセッ
トを知るために必要な手順を提供します。

ビジネスメリット
このテクノロジーは、業務トランザクション、センサー、デバイス、クルマの運転、操作を通じ 
刻々と流れ込み、高速に移動するストリーミング・データから、データを受取り蓄積する以前に
価値を引き出すことのできるパワーがあります。毎秒数百万件ものイベントを分析でき、重要
なデータの判別や、リアルタイムに現在の状態を判断することを支援します。

対象ユーザー
SAS Event Stream Processingは、各種のイベントデータと連携し、設定可能かつ組み 
込み可能なエンジンとして、アプリケーション開発者、ITエンジニア、システム・エンジニア向
けに開発されました。またWebベースのGUIインターフェイスによってリアルタイムな処理
フローを業務担当者が設定、構築することも可能です。

SAS® Event Stream Processing



概要
SAS Event Stream Processingは、毎秒数
百万件という大量のストリーミング・データを超
高速に処理し、さまざまなイベントの意味をその
動きの中で、あるいは、その発生と同時に理解で
きるように支援します。処理できるストリーミン
グ・データの量および速度には事実上制限があ
りません。このソリューションは驚異的な処理速
度を実現できるように設計されており、処理上の
壁となるのはハードウェア環境の制約のみです。

ストリーミング・データは、Publish/Subscribe
型アーキテクチャの構成要素であるアダプタや
コネクタを通じて読み取られます。データは、 
指定されたソースから読み取られ、SAS Event 
Stream Processing の定義済みウィンドウに
発行されます。ポイント&クリック方式のイン
ターフェイスにより、ウィンドウやコネクタに容易
にアクセスでき、ストリーミング・データに対する
非常に複雑な「継続的なクエリ」も簡単に定義で

スを操作するためのソースアダプタとコネクタ
が豊富に用意されているため、導入後すぐにデー
タの検出、フィルタリング、集約、相関分析、クラ
スター分析など、関心対象のイベントパターン
の洗い出しを行うことができます。データの操
作や分析は構造化／非構造化どちらのテキスト
データにも適用でき、他のシステムとの接続も
優れた費用対効果で効率よく行えます。この 
ソリューションなら、今すぐ必要なデータソース
の利用を速やかに実現しながら、将来に向けた
処理容量の拡張性も確保できます。

ビジュアルで柔軟なGUIによる 
開発環境
SAS Event Stream Processingでは、ビジュ
アルな対話操作型のインターフェイスを用いて、
モジュール式の実行に対応した「継続的なクエ
リ」を構築できます。SASの高度な分析アルゴ
リズムとルールを駆使し、イベントの関連性をピ
ンポイントで特定するクエリを作成することが可
能です。システム・エンジニアやアプリケーショ
ン開発者は、ポイント&クリック操作でウィンドウ
やコネクタのパレットにアクセスし、複雑なスト
リーミング分析モデルを容易に設計できます。
対話操作型のテストモードでは、モデルの展開
前にロジックの評価や結果の検証を行えます。
イベントをプロジェクト横断で共有したり、過去
の活動履歴を保持して現在のイベントと比較し
たりすることも可能で、いずれもビジュアルなド
ラッグ&ドロップ操作で行えます。この開発環境
では、流れているデータを対象にしたパターン
の定義、更新、改訂を自在に行いながら新しいイ
ベントに対応するのも容易です。

高度なパターンマッチング
ストリーミング・データの処理は以前にも増して
難しくなっています。SAS Event Stream 
Processingでは、集計、フィルター、結合、
フィールド計算、パターンマッチングなどの関数
を導入後すぐに使用できます。このソリューショ
ンには、変換、正規化、照合、識別といったデータ
管理の定型作業のために特別に設計された関数
も用意されています。同様に、特定のイベント評
価を処理する際の柔軟性を高める目的で、構築
済みの集約関数を編集する機能や、カスタム関
数を定義する機能も用意されています。非構造
化テキスト処理関数では、自然言語処理（NLP）
によってコンセプト、エンティティ、事実を抽出で
きるほか、テキストの分類やセンチメントの識別
も行えます。複数のイベントを1つのクエリで検
査できるため、最も高度なストリーミング分析に
求められる複雑なパターンマッチングも実行可
能です。このSAS独自のパターンマッチング機

きます。例えば、ストリーミング・データ中のパ
ターンを検査し、インテリジェントなフィルタリン
グを適用すれば、さらに詳しい調査を要する異常
値を洗い出すことができます。下流側のアプリ
ケーションは、Subscribeを通して、ストリーミ
ング分析の結果を受け取ることができます。

ストリーミング・データの利用と接続
貴社のデータセンターは、モノのインターネット
（IoT）時代において予想されるデータ量のさら
なる急増に対応する準備ができているでしょう
か？ おそらく多くの企業や組織では、今現在の
Webトランザクション、センサーデバイス、業務
システムから発生するストリーミング・データで
さえ、集約統合してフル活用することは難しい状
況でしょう。SAS Event Stream Processing
なら、さまざまなストリーミング・データを総合
的に利用できるパワーを手に入れた上で、分析
結果を既存のシステムやアプリケーションに容
易に統合することができます。ライブ・データソー

図1：使いやすいHTML5インターフェイスを用いて、イベント・ストリーム・モデルをテストおよび改
良できます。

図2：一元管理型の直感的な統一インターフェイスにより、対話操作でイベント・ストリーム・モデルを
開発、テスト、改良することができます。



能を使用すると、どのようなプロジェクトでも、連
続して順番に発生するイベント群や、一定の時間
間隔で生じるイベント群を定義できます。

イベント・ストリームの 
視覚的なモニタリング
ストリーミング分析では、条件と状況を理解する
ことが極めて重要です。このソリューションでは
ストリーミングに関するビジュアライゼーション、
アラート、通知の機能により、いま何が起こって
いるかの理解と、どのように対応すべきかの指
示を即座に得ることが可能になります。ユーザー
はWebブラウザベースのストリーム・ビューア
により、ストリーミング・データの動きを継続的
にモニタリングできます。この設定可能なダッ
シュボードでは、何が許容範囲の閾値に収まっ
ており、何が望ましい基準から外れる傾向があ
るかなどを迅速かつ容易に識別できます。また
ダッシュボードには、パターン検出の一環として
のアラートや通知も表示されます。生放送風に
状況を把握する必要がある場合は、リアルタイ
ム・イベントを簡単かつ即座に理解できる形で
表示するストリーミング・ビジュアライゼーショ
ン機能も利用できます。

スケーラビリティに優れた継続処理と 
その最適化
ストリーミング分析では、システムが常時オンラ
イン接続されている必要があります。このソ
リューションでは、ネイティブ・フェールオーバー
をはじめとするフォールト・トレランス機能により、
継続的な処理が確保されます。また、ストリーミ
ング分析には超高速応答が求められるため、パ
フォーマンスの最適化も必須です。毎秒数百万
件のイベントをミリ秒未満の応答速度で処理で
きるSAS Event Stream Processingは、低遅
延性および大量処理という点においても他のス
トリーミング処理エンジンを圧倒するパワーを
備えています。また、インメモリ方式の分散グリッ
ド処理はデータ量の増大に応じて直線的に処理
能力を拡張できるため、ハードウェア投資の最適
化に役立ちます。

柔軟なスレッド処理モデル
このソリューションでは、さらなるパフォーマン
ス向上のために、高度なモジュール式のクエリ
実行をサポートしています。各クエリはカスタマ
イズ可能なプロジェクト・ベースのスレッド処理
に対応しており、代替シナリオを別途、同時並行
で処理することもできます。本稼動時とテスト時
でパフォーマンスを異なるレベルに設定できる
ため、シナリオのテスト時に詳細な評価を行うた
めにパフォーマンスを下げることも可能です。 

主な機能

ストリーミング・データの利用と接続
• 構造化データと非構造化データのどちらについてもライブ・データ・ストリームの発行と受信が
行える、豊富なデータアダプタとデータコネクタを完備

• 読み取りと書き込み（Publish/Subscribe）に対応した定義済みアダプタ： HDFS、Database、
Databse Log Miner、OSIsoft PI、Axeda、Rabbit MQ、Solace、Tervela Data Fabric、
XML/JSON File Socket Adapter、Teradata、SAS® LASR™ Analytic Server、SAS® CAS™ 
Analytic Server、IBM DB2、IBM Netezza、IBM WebSphere MQ、Rabbit MQ、SAP 
Sybase ASE、Tibco Rendezvous、JMS、ファイル /ソケット、ODBCデータベース、SASデー
タセット、SAS ESP、Apache Camel、Apache Kafka、Apache Cassandra、MQTT

• 独自のPublish/Subscribe用APIをCまたはJavaで記述することも可能

• Twitter、Sniffer、SYSLOG、Board Reader、HTTP RESTfulの各インターフェイスは 
Publishからのみ可能。SOAPおよびSMTPはSubscribeのみ可能

• イベントハンドラで複数の入力ストリームを管理

• 機能を保証モードで使用するか、Publish/Subscribe用API経由でイベント・ストリームの保持
をトリガーすることにより、同データの保持と完全な同期が可能

適応性の高いイン・ストリーム分析とデータ操作
• グラフィックスを豊富に取り入れた設計と、ウィンドウやコネクタにポイント&クリック方式でアクセ
スできるテスト用インターフェイス。対話操作型のテストモードでは、モデルの展開前にロジックを
評価し、結果を検証することが可能：

• SAS Event Stream Processingプロジェクトを開発するためのドラッグ&ドロップ方式の 
ビジュアルな開発環境

• XMLやC++でプログラミングする必要性を軽減する開発者向けの定義およびテスト環境

• 自動生成されるXMLコードに対する完全な可視性により、コードのカスタマイズが可能

• ビジュアルな操作で定義したストリーミング処理モデルをXMLサーバーに対して簡単な操作
でインスタンス化し、ライブ・データ・ストリームに接続してモデルを検証することが可能

• ドキュメントを完備したAPIにより、ストリーミング処理モデルの展開をサポート

• 複雑な「継続的なクエリ」を定義するための柔軟でモジュール式のウィンドウ駆動型アーキテクチャ：

• 相互交換可能な一連のウィンドウ・タイプと演算子を利用することで、件数制限なしでパターン
の検出、計算および集約を行う「継続的なクエリ」を定義することが可能

• 「継続的なクエリ」は、一連のノードが接続されて連鎖構造をなす一連のイベント・ウィンドウ・
タイプとして構成される

• データ・ストリームの入力ソース、関心対象のパターン、集約、派生出力アクションを指定する際
に、それぞれ異なるウィンドウ・タイプを使用することが可能

• 関心対象のイベントパターンには、多数の計算、データ操作、クレンジング・タスク、SASの高度
な分析モデルを含めることが可能

• プロジェクト・コネクタでは、大規模で複雑なクエリを関数別のクエリに分割することにより、 
継続的な接続の連携調整、モデル間でのデータ共有、モデル実行調整の改善が可能

• 初期化、分岐、結合などの機能を備えた柔軟なストリーミング処理モデル定義環境

イベント・ストリームの視覚的なモニタリング
• ストリーミング・アクティビティをリアルタイムでモニタリングするためのカスタマイズに対応した、 
設定変更可能なダッシュボード

• データ・クレンジングのルーチンを分離して、特定の重要な属性をモニタリングすることが可能

• 対話操作型のフィルター機能を用いてストリーミング・アクティビティのパターンをとらえ、目的の
要素の特定の挙動を検査

• グラフィック表現を用いて、現在進行中の処理をアクティビティ履歴と比較

• 関心対象のイベントを受信することにより、ストリーム処理の詳細をモニタリング

• 異なるマシンにおける1つまたは複数の実例をもとに、ストリームを視覚化

• アラートや閾値に関する通知をイベント条件にもとづいて視覚的に強調表示することが可能



混合処理モードでは、ビジネスシナリオ別のニー
ズに合わせて調整したパフォーマンスを維持し
ながら、複数のプロジェクトを実行することがで
きます。また、スレッドプールのサイズを変更す
ることで、プロジェクト別に処理速度を調整する
こともできます。さらに、プロセッサー構成を変
更しなくても、ストリーミング処理のテストと評
価を実行する際の（プロセッサー・リソース配分
の）決定論レベルを簡単に設定できます。 

全社規模の管理と統制
ストリーミング分析の運用、処理の最適化、保守
に関して IT部門の主導権と統制を維持するため
には、ストリーミング処理に関する業務を一元管
理することがカギとなります。このソリューショ
ンは、SAS Event Stream Managerという 
ストリーミング処理を管理するための専用ソフト
ウェアとして提供しています。

他のSAS®ソリューションの補完として 
ストリーミング・アナリティクスを活用
SAS Event Stream Processingは、SAS 
Customer Intell igence、SAS Asset 
Performance Analytics、SAS Security 
Intelligenceなど、他のSASソリューションの
機能を拡張する目的でも利用できます。こうし
た領域別のアプリケーションは、関心対象のイベ
ントパターンに関する継続的なモニタリングを
SAS Event Stream Processingに任せること
ができます。ストリーム内で発見された異常値
はフラグ付きでSASソリューションに送信され、
そこで詳細な分析が行われます。必要に応じて、
モニタリングすべき関心対象のパターンを新た
に定義することも可能です。こうした多段階方式
のアナリティクスにより、定義したパターンの一
貫したモニタリングと、新しいパターンの発見や
イノベーションに向けた継続的な分析サイクル
とを直接連携させることができます。
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主な機能（前ページより続く）

インメモリ方式かつ分散処理による最適化とスケーラビリティ
• 毎秒数百万件という大量のイベント処理。低遅延のレスポンスタイム（ミリ秒単位、ミリ秒未満）

• 維持および集約されるデータは全て、個々のイベント・フィールドに対するインデックス付きでメモ
リ内に保持。一次インデックスと二次インデックスの間での結合も可能

• パイプライン処理アーキテクチャと柔軟なスレッド処理モデルの採用により、分散グリッド・アーキ
テクチャを最大限に活用することが可能

• パフォーマンス改善の目的で、イベントをイベント・ブロックとして発行することが可能

• 柔軟なスレッドプール・サイズ設定機能により、処理速度の調整とカスタマイズが可能

• （プロセッサー・リソース配分の）決定論レベルを簡単に設定できる機能により、プロセッサー構成
を変更しなくても、開発／テスト／本稼動の実行時に異なる処理速度を設定することが可能

• データサイズが利用可能な分散メモリサイズを超えても、関連のパフォーマンスが許容レベル内
に収まっている限りは、キャッシング用の保管領域を利用することが可能

• ネイティブ・フェールオーバーをはじめとするフォールト・トレランス機能により、ストリーミング処
理関連業務の円滑な遂行を確保

• 全てのイベント・メタデータに対する完全かつオープンなアクセス

全社規模の管理と統制
• XMLファクトリー・サーバーに対するRESTfulインターフェイスにより、複数のプロジェクトの導入、

XML構文の検証、分析ウィンドウの制御、プロジェクト維持ポリシーの定義が容易

• 複数のプロジェクトを一元管理できる機能により、プロジェクトの動的な読み込み、開始／停止／
削除、および継続に対する統制が容易になるため、管理作業の負担が減少

• コンフィグレーション・ファイルにより、初期セットアップにおけるプロトコルの指定が容易

• ポリシー定義に関連付けられるサイズ、量、時間のオプションにもとづいて、維持戦略のカスタマイ
ズが可能

• 高度なエラー処理により、ランタイム・エラー処理からの復元力を強化

• ローカライズ済みのログ・メッセージ

• 重要なストリーミング・データに対してその場でクエリを行い、処理動作を調査することが可能

• 他のシステムとの間で出入りするストリーミング･データの認証と暗号化

• 事前定義済みの検証スクリプトを用いたXML構文チェックにより、エラー・メッセージを自動生成

• プロジェクト毎に設定された閾値処理の定義にもとづいて、処理パフォーマンスを管理することが
可能

SAS Event Stream Processingの
詳細なシステム要件と関連資料の閲覧
については、sas.com/jp/go/espに
アクセスしてください。

http://www.sas.com/jp
mailto:jpnsasinfo%40sas.com?subject=
http://www.sas.com/jp/go/esp

