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主な機能
SAS® Visual Data Mining and Machine Learningは、データ・ラングリング（data wrangling: 
データのぶつけ合い）から、データ探索、ビジュアライゼーション（視覚化）、特徴エンジニアリング、
さらには統計、データマイニング、機械学習の最新手法までの全てを、単一のスケーラブルなイン
メモリ処理環境で組み合わせます。これにより、複雑なビジネス課題をより迅速かつ正確に解決し、 
導入展開の柔軟性を高め、管理しやすい単一の柔軟な IT環境を実現します。

ビジネスメリット
データのサイズ、データの多様性、分析の深さの制約、処理能力のボトルネックなどによる障壁が 
取り除かれるため、データ・サイエンティストやその他の担当者は、以前は手に負えなかったビジネ
ス課題を解決できるようになります。パフォーマンスの飛躍的な向上と革新的なアルゴリズムによっ
て生産性が向上するため、極めて複雑な課題についても、より速やかに、より創造的な答えが得られ 
ます。

対象ユーザー
強力でカスタマイズ可能なインメモリ・アルゴリズムをプログラミング・インターフェイスで活用して
大規模で複雑なデータを分析し、新たな洞察を迅速に導き出したい人々を対象として開発されました。
具体的には、データ・サイエンティスト、経験豊富な統計担当者、データマイニング担当者、エンジ 
ニア、調査担当者、科学者などです。

SAS® Visual Data Mining and Machine Learning

を見つけ、信頼性の高い答えを現場に提供
することができます。

• 幅広いユーザーを想定した言語オプション：

Python、Java、Luaのプログラマーは、

SASによるプログラミング方法を学ばなく
ても、このソリューションのパワーを活用
できます。SASが提供する信頼性に優れた
検証済みの機械学習アルゴリズムを、SAS
以外の言語からも利用することができます。

• 一般的な機械学習タスクに適したグラフィ
カルなインターフェイス：Webベースの
プログラミング環境には直感的に操作でき
るインターフェイスが含まれており、一般
的な機械学習タスクを容易に設定すること
ができ、バッチ実行や自動化で利用できる

SASコードが自動生成されます。データ
ソースやコード・スニペットを共有できる
ため、ユーザー間のコラボレーションも向
上します。

• SASスコアコードの自動生成機能を用いて
予測モデルを速やかに展開：全ての機械学
習モデルについて、容易に現場実装できる
スコアコードが複数のプログラミング言語
で自動生成されるため、導入効果実現まで
の期間がさらに短縮されます。

データ量が増え続ける中、
高いスキルを持つデータ・
サイエンティストや分析専
門家は不足しており、企業 
や組織は、複雑化するビ

ジネス課題をタイムリーに解決する取り組みに
苦労しています。全ての取引を分析して新たな
不正パターンを特定すること、ソーシャルメディ
アの会話を分析してカスタマー・エクスペリエ
ンスの改善に役立てること、あるいは、正確で
高速なレコメンデーション・システムを構築し
て「ネクストベストオファー」（次に提示すべき 
最良オファー）を予測することなど、さまざまな
最重要課題を解決する方法として、高度な機械
学習ソフトウェアに注目が集まっています。

SAS Visual Data Mining and Machine 
Learningは、データから最新の洞察を導き出
すために必要なステップの全てに対応していま
す。データ・サイエンティストは単一の統合イン
メモリ・プラットフォームを用いて、データのア
クセスと準備、特徴のエンジニアリング、探索
的分析の実行、機械学習モデルの構築と比較、
予測モデル導入用スコアコードの作成など、あ
らゆる作業をかつてないほど迅速に行うことが
できます。

利点
• 複雑なアナリティクス課題をより短時間で
解決：このソリューションはSASの新しい
分散インメモリ・プラットフォームである

SAS® Viya™を活用して、予測モデリングと
機械学習の機能を画期的なスピードで提供
します。データがインメモリに保持される
ため、反復的な分析を行う場合でもデータ
ロードを繰り返す必要はありません。分析
モデルの処理時間は数時間ではなく数秒ま
たは数分にまで短縮されるため、難しい課
題の解決策もより短時間で発見できます。

• データ・サイエンティストの生産性を向上：
機械学習のパイプライン全体をサポートし
ているため、データ・サイエンティストは
全ての操作や処理を単一の環境で行い、極
めて正確な結果をより短時間で導き出せ 
ます。

• 複数のアプローチを探索して最適な解決策
を発見：分散処理が実現する優れたパ
フォーマンスと、機械学習パイプライン向
けに豊富に用意された構成要素を駆使し、
複数のアプローチを迅速に探索および比較
することができます。自動チューニング機
能により、複数のシナリオを統合環境でテ
ストして最もパフォーマンスの高いモデル

あらゆる複雑な課題を解決するために必要な全てを、 
単一の統合インメモリ・アナリティクス・プラットフォームで提供



概要
SAS Visual Data Mining and Machine 
Learningは、統計、テキスト分析、機械学習に
関する最新のアルゴリズムを活用して、構造化
データや非構造化データの探索とモデル開発
を迅速化するソリューションです。SASをはじ
めとする主要なプログラミング言語を利用でき
るため、これまで別々に扱ってきた時間のかか
るタスク群を同一の強力なインメモリ・プラット
フォーム上で統一的に処理することができます。
このエンタープライズ・グレードの総合的な 
ソリューションは、データ・サイエンティストを
特に念頭に置いて設計されています。

Webベースかつ対話操作型の 
プログラミング環境

SAS Visual Data Mining and Machine 
Learningは、データの準備や特徴エンジアリ
ングからモデルの構築、評価、スコアリングま
で、機械学習の最も一般的なステップに対応し
たWebベースのインターフェイスを備えてい
ます。また、SASや他の言語（Python、Java、

Luaなど）を用いてプロジェクトをプログラミン
グすることも可能です。機械学習パイプライン
のどのタスクでも、後でバッチ実行、編集、自動
化に利用できるSASコードが背後で自動生成
されます。

拡張性の高いインメモリ分析処理

このソリューションは、マルチパスのアナリティ
クス計算処理に最適化されたSAS Viyaプラッ
トフォームを基盤として活用します。これにより、
メモリ内のデータへの同時アクセスを可能に
する安全なマルチユーザー環境を提供します。 
多くのユーザーがコラボレーションに参加して、
同じ生データを探索したり、モデル構築を同時
に行ったりすることが可能です。データと分析
負荷に関するオペレーションが単一サーバー
のコア群、または大規模コンピューティング・ 
クラスターのノード群に自動的に分散されるた
め、極めて高速な並列アーキテクチャの利点を
最大限に活用できます。全てのデータ、テーブ
ル、オブジェクトが必要性に応じてメモリ内に保
持され、効率的なインメモリ処理を実現します。
また、標準装備のフォールト・トレランス機能と
メモリ管理機能により、高度なワークフローを
データに適用して、プロセスを常に確実に完了
させることが可能です。

強力なデータ操作とデータ管理

アナリティクス向けにデータを準備するために
必要となる強力なデータ操作およびデータ管
理の機能を、分散インメモリ環境内で活用でき
ます。この環境では、データのアクセス、テー

Webベースかつ対話操作型の柔軟な分散インメモリ・プログラミング環境
• 保守の手間が少ないWebベースのプログラミング・インターフェイスとポイント&クリック操作の

ワークフロー

• 機械学習タスクを迅速に開始および自動化するために役立つSASコードを自動生成 

• データ、コード・スニペット、ベストプラクティスを容易に共有できるコラボレーション環境

拡張性の高いインメモリ分析処理
• 大規模なデータセットを対象とした複雑なアナリティクス計算を分散インメモリ処理できるため、 
答えが得られるまでの待ち時間が大幅に短縮

• 複数のアナリティクス・タスクを単一のインメモリ・ジョブとしてつなぎ合わせることができ、データ

の再読み込みやディスクへの一時書き出しは不要

• メモリ内の同じデータに多くのユーザーが同時アクセスできるため、効率性が向上

• データと中間結果が必要に応じてメモリ内に保持されるため、処理の遅延が低減

• 標準装備のワークロード管理機能により、コンピューティング・リソースの効果的な利用を確保

• 標準装備のフェイルオーバー管理機能により、サブミットしたジョブが常に完了することを保証

分析用データの準備
• 大規模なデータセットを対象とした予測モデリングの結果に影響を及ぼす、複雑な関係や重要な 
変数を素早く解釈

• オブザベーション（観測値）をフィルタリングし、変数がモデルの総合リフトに及ぼす影響レベルを

理解

主な特長

Pythonインターフェイス内で、Pythonコードを使ってSAS Analyticsを呼び出すことができます。

自動生成されたコードを実行すると、このようなファクタライゼーション・マシン・モデルが作成され
ます。



ブルの結合、データの部分抽出やフィルタリン
グ、機械学習プロジェクトで使う最終テーブル
の作成などを効率的に行えます。

データ探索、特徴エンジニアリング、 
次元削減

記述統計と強力でグラフィカルなプログラミン
グの環境でデータを探索し、高度なアナリティ
クス手法を用いてデータ自体の問題を発見・訂
正することができます。潜在的な予測変数の速
やかな特定、大規模なデータセットの次元削減
のほか、元データから新たな特徴を作成する作
業も容易に行えます。

統計、データマイニング、機械学習に 
関する最先端の手法を搭載

教師なし学習と教師あり学習の強力な各種アル
ゴリズム（例：クラスタリング、主成分分析、線
形／非線形回帰、ロジスティック回帰、決定木、
ランダムフォレスト、勾配ブースティング、ニュー
ラル・ネットワーク、サポート・ベクター・マシ
ン）を構造化データや非構造化データに適用し
て、チャンピオン・モデルを速やかに特定するこ
とができます。マトリクス・ファクタライゼーショ
ンを使用して、カスタマイズされたレコメンデー
ション・システムを構築することも可能です。

アナリティクスの価値を高める 
オープン・プラットフォーム

SASのアナリティクス機能を幅広いプログラミ
ング言語から容易に利用できるため、データ・
サイエンティストの業務遂行能力が高まります。
モデル作成者やデータ・サイエンティストは、

Pythonノートブック、Javaクライアント、Lua
スクリプティング・インターフェイスのどれを使
う場合でも、好みのコーディング環境からSAS
のパワーを容易に利用できます。そのため、

SASのコーディング・スキルを習得しなくても、

SASの分析機能を存分に活用できます。SAS 
Viya REST APIを通じて、SASのアナリティク
スのパワーをカスタム・アプリケーションに追加
することも可能です。

自動チューニング 

この環境では、複雑な機械学習アルゴリズムに
自動チューニング・シナリオを実行することで、
より強い確信をもって、より迅速に結果を導き
出すことができます。統合化された自動チュー
ニング・プロセスは、高度な最適化手法を活用
してハイパーパラメータ設定の組み合わせを
検索および検証した上で、最適な設定セットを
返します（1ページの図を参照）。

• 外れ値や影響点を検出した上で、判定、取り込み、後続の分析（モデルなど）からそれらを除外

• データ探索に棒グラフ、ヒストグラム、ボックスプロット、ヒートマップ、バブルプロット、地理空間マッ

プなどを活用

• 他のモデリングやビジュアライゼーション（視覚化）のタスクに直接利用できる予測結果やセグメン

テーションを導出

データ探索、特徴エンジニアリング、次元削減
• 連続的な特徴の大規模なビン化

• ハイパフォーマンス・データ補完により、特徴に含まれるであろう欠損値をユーザー指定値、非欠損

値の平均値、疑似中央値、ランダムな値で補完

• 連続的な特徴やカテゴカルな特徴に関する大規模な次元削減

• 大規模な主成分分析（PCA）

• 教師なし学習とクラスター分析

統計アルゴリズムを用いたモデル開発
• 線形回帰モデル

• ロジスティック回帰モデル

• 一般化線形モデル

• 非線形回帰モデル

• 分位点回帰モデル

• 予測部分最小二乗法

• 決定木

最先端の機械学習アルゴリズムを用いたモデル開発
• 2値（バイナリ）／名義（ノミナル）／間隔（インターバル）ラベル用のランダムフォレスト：

• 複数の決定木を自動アンサンブル学習させて、1つのターゲットを予測

• 独立した学習実行の自動分布

• パラメータ設定のインテリジェントな自動チューニングにより、最適なモデルを特定

• 2値（バイナリ）／名義（ノミナル）／間隔（インターバル）ラベル用の勾配ブースティング：

• 選択したラベル変数に関連するデータの最適なパーティショニングを行うための自動反復検索

• 最終的な教師ありモデルの加重平均を自動生成

• 検証済みのデータ・スコアリングにもとづいて終了基準を自動設定することで、過学習／過剰適

合を回避

• 2値（バイナリ）／名義（ノミナル）／間隔（インターバル）ラベル用のニューラル・ネットワーク：

• 最も適切と考えられるニューラル・ネットワークのパラメータを適用（例：活性化関数やエラー 
関数）

• ニューラル・ネットワークのアーキテクチャと重み付けをカスタマイズ可能

• ディープ・ラーニングをサポートするために、不特定数の隠れレイヤーを利用することが可能

• 早期終了のための設定済みの自動検証機能により、過学習／過剰適合を回避

• パラメータ設定のインテリジェントな自動チューニングにより、最適なモデルを特定

• 2値（バイナリ）ラベル用のサポート・ベクター・マシン（SVM）：

• 線形カーネルと多項式カーネルを用いるモデル学習

• 内点法、有効制約法（active-set method）という2つの最適化手法を適用可能

• モデル検証のためのデータ・パーティショニングをサポート

• ペナルティ選択のためのクロス・バリデーションをサポート

• ファクタライゼーション・マシン：

• ユーザー IDやアイテム・レーティング（評価）の疎行列にもとづいてレコメンデーション・システ

ムを開発

• 完全なペアワイズ相互作用テンソル分解（pairwise-interaction tensor factorization）の適用

• タイムスタンプ、人口統計データ、コンテキスト情報でモデルを強化

• ウォーム・リスタートをサポートしており、完全な再学習を行わなくても新しいトランザクション

でモデルを更新することが可能

主な特長（前ページより続く）
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• ネットワーク分析とコミュニティ検出：

• グラフ理論とネットワーク分析アルゴリズムを用いて、データマイニングと機械学習のアプロー

チを強化

• 関心対象のエンティティ間でペアワイズ相互作用を適用

• 前提を設けないアプローチにより、多様なネットワーク発生形態の検出を改善

• 相互作用の頻度にもとづき、ネットワーク・リンクの重み付けをモデル化

統合テキスト分析
• 13のネイティブ言語を導入後すぐに使える状態でサポート（英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、

スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、ロシア語、フィンランド語、トルコ語、日本語、中国語、韓国語）

• 会話の用語（単語または熟語）部分を自動的に特定（15以上の異なる定義をシステムに組み込み 
済み）

• 定義済みオプションから標準的なエンティティ（場所、時間、日付、住所など）を抽出

• 名詞グループや複合語のリストを検出し、それらを単一の用語として処理

• 同義語検出機能により、用語の異形を自動的に特定

• デフォルトのスタート／ストップ・ワードリストを使用して、解析や後続の処理に含める用語を管理

• 機械学習処理により、収集されたドキュメントを構造化された数値表現として、語句×ドキュメント

のマトリックスとして表現することで、トピックを抽出

• 大規模なトランザクション・データからブール演算子ベースのルールを抽出

• テキストコーパスの分析により、ブール演算子ベースのルールのセットを自動生成

モデルの評価とスコアリング
• 選択した2値（バイナリ）／名義（ノミナル）／間隔（インターバル）ラベルのモデルについて、教師あり

学習モデルのパフォーマンス統計を自動計算

• 間隔ターゲットおよびカテゴリカル・ターゲット用のリフトテーブルと、カテゴリカル・ターゲット用

のROCテーブルを作成

• モデル・スコアリング用のSAS DATAステップコードを自動生成

• 学習データ、入力データ、新規データにスコアリング・ロジックを適用

• 新しいテキストデータのスコアリング

主な特長（前ページより続く）統合テキスト分析

ビッグデータを前提とした設計になっているた
め、テキストの前処理、自然言語処理、トピック
検出などの強力な機能を用いて、大量に集積し
たテキスト文書を探索し、未知のテーマやつな
がりなどについて新たな洞察を獲得できます。

この統合テキスト分析機能では、データ・サイ
エンティストが非構造化データに埋もれている
洞察を活用し、教師あり学習の精度を高めるた
めに活用することも可能です。

モデルの評価とスコアリング

標準化されたテストを用いて複数のモデリング・
アプローチのテストを1回の実行で行い、複数
の教師あり学習アルゴリズムの結果を比較する
という方法で、速やかにチャンピオン・モデルを
特定できます。チャンピオン・モデルの特定後
は、分散環境か従来の環境かを問わず、自動生
成されたSASスコアコードを用いてアナリティ
クスを現場の業務に組み込むことができます。

SAS Visual Data Mining and Machine 
Learningの詳細、スクリーンショットの確認、
関連資料の閲覧については、sas.com/jp/go/
dmmlをご覧ください。

中央のパネルでモデルに関するオプションを選択すると、編集および共有できるコードが生成されま
す（この例では勾配ブースティング・モデルを作成）。

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

