Product Brief
課題
• 価値の高い SAS® Analytics スキルを習得。優れた分析スキルを持つ人材は、世界中の企業
から引く手あまたです。学生や個人の学習者の皆様にとっては、SAS を学習することが、安定
した将来に向けて準備する優れた方法となりえます。また教員や教授の皆様にとっては、SAS
を指導することが、優秀な学生を確保し、成功に必要となるスキルを将来の働き手に授けるた
めの優れた方法となります。

• 強力な分析ソフトウェアを無償で利用。無償でアクセスできるのは、世界中で 7 万サイトを超
える民間企業（Fortune Global 500® ランキングの上位 100 社中 91 社が含まれています）
、
公共機関、大学で使用されているのと同じ、世界最高水準を誇るアナリティクス・ソフトウェア
の最新リリースそのものです。つまり、最先端の統計／定量化手法をいつでも、どこでも、
幅広いデバイス環境でご利用いただけます。

• IT 部門のリソース、時間、資金の節約。すべてのソフトウェアがクラウド方式で提供され、
Web ブラウザで利用できるため、大規模なハードウェアの購入、専任 IT スタッフの確保、
本稼動開始前の複雑な設定作業などは一切必要ありません。

SAS® OnDemand for Academics

SAS ソフトウェアを教育、学習、研究に手軽に活用

概要
従来、分析ソフトウェアを使うコースを受講する
学生には 3 つの選択肢がありました。店頭でソフ
トウェアを購入して自分のコンピューターにイン
ストールおよび設定する方法、学校のコンピュー
ターに導入済みのソフトウェアを利用する方法、

ソリューション
SAS OnDemand for Academics は、クラウド上で実行される SAS の統計分析／データマ
イニング／予測ソフトウェアと、各種の指導／学習用リソースへの無償アクセスを提供します。
このソリューションは、学生にアナリティクスを教える教授・教員向けに設計されていますが、
研究者や個人の学習者の独習環境としても効果的です。

オープンソースで無償の分析ソフトウェアを利

計算処理はセキュアなホスティング・サーバー上で実行され、結果が即座にユーザーへ返され

用する方法のいずれかです。

ます。高速インターネット接続が利用できる環境であれば、
どこからでも、また事実上いつでも
ソフトウェアにアクセスできます。お客様のデータのセキュリティ対策は SAS が実施します。

SAS OnDemand for Academics では、教員、
学生、研究者、個人の学習者の皆様が、SAS の
高度なアナリティクス・ソフトウェアに Web 経
由で無償アクセスできるため、コンピューターと
ブロードバンド接続さえあれば、すぐに利用を
開始できます。分析処理はすべてクラウド側で
実行されます。このソリューションには複数の

SAS ソフトウェア製品が含まれており、統計分析、
データマイニング、予測（フォーキャスティング）
を実行できます。学習しやすいポイント & クリッ
ク操作のインターフェイスを利用できるほか、
より高度なプログラミングの習得も可能です。

SAS OnDemand for Academics は、確かな
将来の土台となる分析スキルを磨く方法として
幅広くご活用いただけます。

この製品は SAS Academic Programs の一部です。このプログラムの目標は、学生、教授・
教員、研究者、個人学習者の皆さんが SAS を利用しやすい環境を提供することで、社会におけ
るアナリティクス・スキルのギャップ解消に貢献することです。対象者の皆さんは、双方向対話
型の SAS Analytics U Community（英語）に参加することで、SAS の指導や学習に役立つ
有意義なリソースを見つけることができます。また、世界中の SAS ユーザーとつながり、疑問
点を尋ね、アイデアやベストプラクティスを共有し、特定のプロジェクトでコラボレーションを
行い、アドバイスを受けることも可能です。さらに、充実した各種のチュートリアルや、最新情報
を発信する各種のソーシャルメディア・チャネルもご用意しています。

主な機能
複数の SAS アプリケーションを学習目的とアナ
リティクスの実践目的の両方に活用できます。
データ量の大小を問わず、データ分析、統計、
リサーチ手法、数学、経済学、データマイニング、
モデリング比較、データ探索、データ・ビジュアラ
イゼーション（視覚化）
、
グラフィカル・レポーティ
ングといった機能のすべてを、Web ベースの
インターフェイスを採用した動的かつビジュア
ルな環境で学習／活用できます。このバンドル
には以下の製品が含まれます。

• SAS® OnDemand for Academics:
Studio
• SAS® OnDemand for Academics:
Enterprise Guide®
• SAS® OnDemand for Academics:
Enterprise Miner™
• SAS OnDemand for Academics:
Forecast Server
®

SAS Studio のオートコンプリート機能は、開発者の生産性向上とコーディング・エラーの削減に役立
ちます。

SAS/ETS®：計量経済分析と時系列分析

SAS OnDemand for Academics:
Studio
®

• SAS Studio のユーザー・インターフェイス
により、Web サイトにアクセスするだけで
SAS Analytics のパワーを活用
• 従 来 の SAS プ ログ ラミング・ウィンドウ
（Program Editor、Log、Output）を使用し
て SAS のスキルを指導または学習
• SAS プログラム・ファイルの新規作成、また
は既存ファイルのアップロードが可能

• 定義済みのタスクを使用して SAS コードを
生成

• いつでもどこでも幅広いデバイスから SAS

を 活 用した 業 務プロセスの モ デ ル 化、
予測、
シミュレーション

• Web ブラウザで操作できるレポーティング
機能を用いて、Windows クライアント上で
分析結果を共有／発行

SAS® OnDemand for Academics:
Enterprise Guide®

SAS® OnDemand for Academics:
Enterprise Miner™

• 従 来 の SAS プ ログ ラミング・ウィンドウ
（Program Editor、Log、Output）を使用し
て SAS のスキルを指導または学習

• データの 準 備と探 索、データマイニング、

• ポイント & クリック操作の使いやすいイン
ターフェイスを通じて、データ量の大小を問
わず、傾向の把握、問題の特定、知見の要約
を実行

モデリング比較など、幅広い機能を活用

• データ量の大小を問わず、精度の高い予測
モデル／記述モデルを作成して適用

• 対話操作型の GUI（グラフィカル・ユーザー・
インターフェイス）環境でモデルを構築／
学習。また、データマイニングの過程と結果
を容易に視覚化

コードを実行

• アクセス可能なその他の SAS ソフトウェア：
SAS/STAT®：世界中で高評価されてい
る統計ソフトウェア

Base SAS®：データアクセス、変換、レ
ポーティングのために設計された、柔軟性
と拡張性を併せ持つ第 4 世代プログラミ
ング言語
®：対話式の行列プログラミン

SAS/IML

グと探索的データ分析機能

SAS/OR®：ビジネスプロセスの最適化、
経営科学の課題解決のための高度なオペ
レーションズ・リサーチ手法

SAS/QC®：統計的手法による品質改善
に取り組むための各種ツール

McKinsey Global Institute 社の調査によると、2018 年ま
でに、アナリティクスに精通した知識労働者の需要が供給を

60% も上回り、160 万人が不足すると見られています。さら
に、Monster.com の最近の記事「Job Skills That Lead
to Bigger Paychecks（給与アップにつながる業務スキル）」
では、給与アップ効果が高いスキルの第 1 位として SAS が挙
げられています。

SAS® OnDemand for Academics:
Forecast Server
• 初心者にも経験豊富な予測担当者にも使い
やすい GUI 環境で、時系列予測（フォーキャ

• 課題タイプ別に最適な予測モデルを選択す
る方法を学び、what-if シナリオ分析を取り入
れ、予測の精度と効率を改善

スティング）の概念を効率よく指導／学習

SAS® の優位性
• SAS Analytics ソフトウェアを無
償で利用。幅広い SAS ソフトウェ

• 分析に精通した予測担当者でなくとも、統計

アを、統計／定量化手法の授業で

にもとづく高品質で信頼性の高い予測を利

の指導／学習や、幅広い分野（経

用することが可能

済学、心理学やその他の社会科
学、コンピューター・サイエンス、
ビジネス、医療／健康、エンジニア
リングなど）の研究に無償で活用
できます。

• いつでもどこからでも接続。Web
経由でソフトウェアを利用できる
ため、大規模なハードウェアの購
入、大学の専任 IT スタッフの確保、
本稼動開始前の複雑な設定作業
などは一切必要ありません。必要
なのはブロードバンド接続だけで、
分析処理はすべてクラウド側で実
行されます。

• ソフトウェアを使用してアナリティ
クスを指導する教授・教員にとっ
て革新的な選択肢。複数のソフト
ウェア・アプリケーションを使用し
た指導を容易に実現でき、IT 環境
の保守に時間を取られたり、IT 部

SAS Enterprise Guide では、使いやすいインターフェイスを通じて SAS のパワーを活用できます。

門のサポートを受けたりする必要
がありません。

• SAS は米国中の大学で約 40 年に
わたって使用されてきた実績があ
ります。大学では、学生の学習や
教員の指導に必要となる IT イン
フラをキャンパス内に導入するの
が難しいケースが少なくありませ
ん。SAS OnDemand for Academics は、IT 部門や IT 予算の
負担を増やすことなく SAS をご
利用いただけるように開発された
革新的なソリューションです。

SAS OnDemand for Academics
の詳細、ホワイトペーパーのダウンロー
ド、スクリーンショットの確認、関連資料
使いやすい GUI でプロセスフロー・ダイアグラム（PFD）を作成し、予測モデルを素早く構築できます。

の閲覧については、sas.com/jp/go/

academics をご覧ください。
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