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序章: はじめに
このドキュメントについて
このドキュメントの目的は、視覚障害を持つ学生が、SAS University Edition をすばやく起動して実行でき
るように支援することです。主な対象者は、スクリーンリーダーを使用する、視覚障害を持つ学生です。
それに次ぐ対象者は、高等教育機関の障害者支援事務所で働く教師、教授、障害者スタッフなどです。
このドキュメントでは、最良の結果を得るために使用する構成をお勧めし、インストール、使用法、トレ
ーニング、サポートに関するガイダンスを提供します。また、このドキュメントでは、スクリーンリーダ
ーのユーザーのためのヒントやこつを提供し、アクセシビリティの障壁と回避策をあわせて説明します。
このドキュメントは、SAS University Edition の一般的なドキュメントを補足するものです。次に進む前に、
SAS University Edition: Windows 版インストールガイド、SAS University Edition: クイックスタートガイド
VMware Workstation Player、SAS University Edition Help Center を参照してください。

SAS University Edition について
SAS University Edition は、統計的および定量的手法の教育と学習に使用できる無料の SAS ソフトウェ
アです。SAS University Edition には、Fortune Global 500®リストの上位 100 社中 93 社を始めとする、
全世界で 80,000 サイトを超えるビジネス、政府機関、大学にて使用されているものと同じ、世界レベ
ル の 分 析 ソ フ ト ウ ェ ア が 含 ま れ ま す 。 SAS University Edition の 利 点 と 機 能 の 詳 細 に つ い て は 、
http://www.sas.com/universityedition を参照してください。

第 1 章: 要件
一般的なシステム要件
一般的なハードウェアおよびソフトウェア要件の詳細については、SAS University Edition: Windows 版イ
ンストールガイドを参照してください。

推奨構成
多くのサードパーティソフトウェアコンポーネントの組み合わせを使用できます。ただし、次の組み合
わせは SAS アクセシビリティチームによってテスト済みであり、そのテストの結果が、このドキュメン
トに反映されています。
•
•
•

オペレーティングシステム: Microsoft Windows 7
スクリーンリーダー: JAWS 17
仮想化ソフトウェア: VMware Workstation 12 Player

ウィンドウの一部は完全にアクセス可能ではないため、インストール処理中に JAWS 17 の内蔵光学式文字
認識(OCR)機能が使用されます。JAWS OCR 機能を使用して、そのウィンドウ内のテキストを読み取ります。

第 2 章: インストール
インストールの情報の主要な情報ソースとして、SAS University Edition: クイックスタートガイド VMware
Workstation Player と SAS University Edition: Windows 版インストールガイドが用意されています。これ以
降、これらのドキュメントはそれぞれ、クイックスタートガイドとインストールガイドと呼ばれます。
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この章の手順は、これらの主要なソースを、スクリーンリーダーユーザーに固有の情報で補足するもの
です。

ステップ 1: SAS による作業を保存するフォルダ、myfolders を各自のコンピュータに
作成する
VMware Workstation Player を実行しているホストマシンと、VMware Workstation Player 内で実行している
SAS University Edition vApp との間で共有される特別なフォルダを少なくとも 1 つ作成する必要がありま
す。そのフォルダは myfolders と呼ばれ、設定を保存するために使用されます。また、myfolders を使用す
ると、データファイル、結果、および SAS プログラムを、SAS University Edition vApp とユーザーのホス
トコンピュータ間で共有することもできます。クイックスタートガイドの手順に従って、このフォルダ
を作成し、アクセスするために SAS University Edition vApp を構成します。

ステップ 2: SAS University Edition vApp をダウンロードする
クイックスタートガイドの手順に従って、SAS University Edition vApp をダウンロードします。

ステップ 3: VMware Workstation Player をダウンロードしてインストールする
クイックスタートガイドの手順に従って、 VMware Workstation Player をダウンロードします。 SAS
University Edition では他の仮想化ソフトウェアがサポートされていますが、SAS アクセシビリティチーム
は VMware Workstation Player をお勧めします。VMware Workstation Player は、JAWS を使用すればアクセ
ス可能ですが、次の例外があります。
1.

2.

スクリーンリーダーを使用すると、vApp をインストールした後で“ホーム”のラベルが付いたコン
トロールをリストにするように指定することができません。最初に VMware Workstation Player を
インストールしたときは、Tab キーで移動すると、コントロールには単に“ホーム”と示されます。
ただし、vApp をインポートすると、このコントロールはリストに変わり、Tab キーでそこに移動
すると、スクリーンリーダーが“ホーム、1/2”と読み上げます。他の仮想マシンを選択するには、
下矢印キーを押します。
ホーム画面上のボタンが正しくラベル付けされません。クイックスタートガイドで参照されてい
る仮想マシンを開くボタンを見つけるには、“ホーム”コントロールに移動して、Tab キーを 2 回
押しましす。

ステップ 4: SAS University Edition を Mware Workstation Player にインポートする
クイックスタートガイドの手順に従って、SAS University Edition vApp を VMware Workstation Player に追
加 します 。 vApp の インポ ートに は数分 ほどか かる ことが ありま す。イ ンポ ート処 理中、 VMware
Workstation Player は、JAWS を通じて進行状況をレポートしないことがあります。この問題を回避するに
は、Alt キーを押しながら Tab キーを押して、別の実行中アプリケーションに切り替えます。その後、も
う一度 Alt キーを押しながら Tab キーを押して、VMware Workstation Player ウィンドウに戻ります。
VMware Workstation Player キーボードショートカットのリストについては、
https://www.VMware.com/support/ws55/doc/ws_learning_keyboard_shortcuts.html を参照してください。

ステップ 5: ステップ 1 のフォルダを使用して、共有フォルダ myfolders を VMware
Workstation Player に作成する
クイックスタートガイドの手順に従って、ステップ 1 で作成した共有フォルダに SAS University Edition
vApp がアクセスするように構成します。

ステップ 6: SAS University Edition vApp を起動する
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クイックスタートガイドの手順に従って、SAS University Edition vApp を起動します。クイックスタート
ガイドで参照されているようこそウィンドウにスクリーンリーダーのユーザーはアクセスできません。
しかし、SAS University Edition は、スクリーンリーダーがアクセスでき、SAS University Edition の起動に
使用できるテキストファイルを共有フォルダに作成します。テキストファイルは.bat ファイルであり、次
のコードに類似した 1 行を含みます。
start “SAS University Edition” http://123.456.789.101
テキストファイルを使用して SAS University Edition を起動するには、コマンドプロンプトを開き、次のコ
マンドを入力します。
\sharedFolderName\.uestart\startSASUE.bat
また、クイックスタートガイドに説明されているように、JAWS を使用してテキストファイルの URL を
読み取ってブラウザに入力することもできます。
注: テキストファイルを使用するためには、ステップ 1 と 5 で説明されているように共有フォルダを作成
する必要があります。
または、JAWS の OCR 機能を使用してようこそウィンドウのコンテンツを読み取ることができます。ク
イックスタートガイドの命名手順に従った場合、このウィンドウのタイトルは SAS University Edition
VMware Workstation Player になります。
1.
2.

Alt キーを押しながら Tab キーを押して、ようこそウィンドウを選択します。
Insert キーを押しながら Space キーを押し、その次に O、最後に W の文字キーを押すと、そのウ
ィンドウの内容が、JAWS で読み取り可能なテキストに変換されます。

ステップ 7: SAS Studio を起動する
SAS University Edition の起動後、クイックスタートガイドの手順に従って SAS Studio を起動します。

第 3 章: SAS Studio
SAS Studio は、SAS University Edition の主要なユーザーインターフェイスです。SAS Studio を使用すると、
データをインポートし、そのデータを分析して、他のユーザーと共有可能な結果を作成することができ
ます。SAS Studio 3.8 と同様に、ほとんどの機能はスクリーンリーダーで使用可能であり、残りの機能の
多くは回避策が存在します。
SAS Studio のアクセシビリティについては、SAS Studio 3.8 のアクセシビリティ機能を参照してください。
SAS Studio の一般的な使用方法と操作方法については、SAS Studio ドキュメントと SAS University Edition
Help Center を参照してください。

第 4 章: SAS University Edition を停止する
SAS University Edition vApp の使用を終了した後、vApp を停止すると、システム上のメモリを解放でき
ます。
1.

2.

ようこそウィンドウが見つかるまで、Alt キーと Tab キーを押し続けます。クイックスタートガ
イドの命名手順に従った場合、ようこそウィンドウのタイトルは SAS University Edition VMware
Workstation Player になります。
Alt キーと 4 のキーを押してウィンドウを閉じ、中断またはシャットダウンボタンを押します。
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第 5 章: トレーニング
SAS プログラミング言語を始めとする多くの学習を助ける無料 e ラーニングコースのコレクションにアク
セスできます。これらの e ラーニングコースは、自分のペースで進められ、オンラインで完了できます。
これらのコースにアクセスするには、SAS e-Learning を参照してください。
人気の高いコースのいくつかは、アクセシビリティを考慮して設計されています。最良の結果を得るに
は、Internet Explorer を使用してください。
e ラーニングコースには、動画、テキスト説明、およびクイズが含まれます。いくつかのコースには、各
動画のテキスト字幕が含まれます。テキスト字幕では、動画で説明しているサンプルコードと出力への
アクセスが提供されます。
JAWS を使用してテキスト字幕に移動するには、次の操作を行います。
1.
2.
3.
4.
5.

e ラーニングコースを開始します(例: SAS プログラミング 1)。
B のキーを押して、目的のレッスンに移動します。
Space キーまたは Enter キーを押して、レッスンを開きます。
ページの下部に移動して Open text version window ボタンをクリックします。字幕付きの新し
いウィンドウが表示され、そこにフォーカスが合います。
このプロセスを繰り返して、各レッスンを完了します。

第 6 章: サポート
SAS University Edition の一般的な質問については、SAS Analytics U community 内のユーザーのグローバル
コミュニティにお尋ねください。SAS プロダクトのアクセシビリティの質問については、Accessibility
community にアクセスしてください。
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SAS は、ビジネスアナリティクスソフトウェアと
サービスのリーディングカンパニであり、ビジネ
スインテリジェンス市場においても最大の独立系
ベンダーです。SAS では、革新的なソリューショ
ンを通じて、65,000 を超えるサイトの顧客に決定
をより適切により迅速に行えるようにすること
で、パフォーマンスの向上と価値の提供を支援し
ています。1976 年の創設以来、「THE POWER TO
KNOW®（知る力）」を世界各地の顧客に提供し続
けています。
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