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主な機能
SAS Visual Forecastingは、数百万もの予測モデルを迅速かつ自動的に、また、予測対象の事象／
行動の性質を踏まえて合理的に期待しうる正確さで生成します。その結果、企業や組織は、より的確
に将来の計画を立てることが可能になります。

ビジネスメリット
オープンな予測エコシステムが実現するため、オープンソース言語とSAS言語によるコーディング
作業の融合・連携など、そのメリットを最大限に活用できます。また、SAS Visual Forecastingが 
もたらす自動化とスケーラビリティを活用すれば、最大規模の企業でも、幅広いプランニング課題に
関する予測プロセスを効率的かつ効果的に実行することができます。

対象ユーザー
大規模な予測ソリューションを必要としている組織や、大量の予測を行うため、またはスキルの高い 
予測担当者の不足を補うために予測プロセスを自動化する必要性を抱えている組織を対象として開発
されました。予測の作成に責任を負う分析担当者から、予測プロセスや計画プロセスの監督に責任を 
負うマネージャーやディレクターまで、幅広いユーザーによる利用を想定しています。

• 計画のプロセスや精度を改善： 全社規模の
予測を、予測対象の事象／行動の性質を踏
まえて合理的に期待しうる迅速さと正確さ
で生成することにより、組織の計画に関連
した課題を管理することができます。この
ソフトウェアでは数百万件の予測モデル生
成においても画期的なスピードで結果が得
られるため、将来の計画をより効率的かつ
効果的に策定できます。

• 現実を反映する予測を提供： SAS Visual 
Forecastingは、システムに供給された変数 
の中から、予測プロセスに役立つビジネス
要因、祝祭日、イベントを自動的に選択し
ます。予測担当者は、極めて柔軟な手動調
整機能を通じて結果に影響を与えることも
可能であり、階層的な変数群だけでなく、
属性群を用いて定義されたグループを用い
て定義した特定の時系列フィルター／グ
ループに対して調整を行えます。その結果
として得られる予測には、現実状況の複雑
さがより的確に反映されます。

今日では、多くの企業や 
組織が分析、分解、予測、
モニタリング、データマ
イニングのために大量の 

時系列データを処理する必要性を抱えていま
す。SAS Visual Forecastingは、クラウド・コ
ンピューティングと分散処理に対応し、時系列
分析向けに最適化された、柔軟性の高いスクリ
プティング環境を提供します。

このソリューションは、予測モデルの自動作成、
変数と事象／イベントの自動選択、パラメー
タの自動最適化、モデルの自動選択、予測の 
自動生成などの機能を標準搭載しています。 
また、時系列分析、時系列分解、時系列モデリ
ング、（IoT向けの）信号解析と異常検知に対す
る高度なサポートも提供します。

SAS Visual Forecastingでは、処理対象の
データを選択するだけで、必要な処理の全てが、
大規模な分散インメモリ処理を活用して高速
に自動実行されます。スクリプティング言語は、 
実行場所に基づいて予測を最適化およびコン
パイルします。

利点
• 予測プロセスを合理化／効率化： 大量の時
系列について自動的に予測を生成すること
ができます。SAS Visual Forecastingは、
大規模な時系列分析や階層型予測を自動的
に（担当者の手作業なしで）生成する機能
を完備しています。これにより、人的リソー
スの要件や管理タスクの負担が軽減する 
一方で、多くの場合は、手作業の比率が高
いプロセスと同等以上の優れた予測が生成
されます。また、分析担当者の行う作業が
減るため、個人的な見解や思い込みが予測
プロセスに入り込むリスクも低減します。

• 価値が高い作業に時間や労力を集中的に 
投入： 予測分析担当者は、時系列毎に予測
モデルの構築やモニタリングを手動で行う
必要がなくなるため、例外ベースで作業を
管理しながら、戦略的で価値の高い予測や、
自動処理には適さない課題に集中的に取り
組めるようになります。

SAS® Visual Forecasting
信頼性の高い数百万もの予測モデルを高速かつ自動的に生成し、
効率的かつ効果的な事業運営を実現



概要
SAS Visual Forecastingは予測モデルを作成
する際、数百万もの時系列を自動的に分析でき
るため、予測担当者が個々の時系列を診断する
必要はありません。このソフトウェアは、過去の
データに最も適した予測モデルがどれかの判
断も行います。階層型の予測を行う場合はホー
ルドアウト・サンプルを指定できるため、予測 
モデルの選択は、過去データへの「当てはまり
具合」だけでなく、将来をどれほど的確に予測
できるかの可能性も考慮して行われます。

適切なモデルの生成は、予測対象のエンティ
ティ毎に、ユーザーが定義する基準に基づいて
実行されます。モデル・パラメータの最適化も
自動的に行われます。任意の個数のビジネス要
因やイベントを定義することができ、その全て
がモデルの予測因子として考慮されます。

一定レベルの自動予測機能を提供しているベ
ンダーは他にもありますが、SASのソリュー
ションは最大規模の組織にも対応できる高度な 
スケーラビリティを備えています。このレベル
の自動化、スケーラビリティ、統計的な洗練性
を兼ね備えた予測ソリューションは他に存在し
ません。

分散処理のためのスクリプティング言語
SAS Visual Forecastingは、分散処理に対応
し、時系列分析向けに最適化された、柔軟性の
高いスクリプティング環境を提供することで、 
高速なインメモリ時系列分析をサポートします。

分散システムはその性質上、大きなファイルを
分割し、各部分を個別に処理しますが、データ
の順序が極めて重要な時系列分析にとって、こ
れは望ましい方法ではありません。通常、時系
列分析では、時系列データを順序どおりにメモ
リに格納することが必須となります。

SAS Visual Forecastingは、個々の時系列
データがそれぞれ1つのコンピューティング・
ノードのメモリにコピーされるようにデータを
シャッフルします。個々の時系列データは1つ
のノードの1つのスレッドで実行され、各ノード
は自身に割り当てられた系列データのそれぞれ
のためにコンパイルされたスクリプトを実行し
ます。これにより、大規模な時系列分析と予測
が実現しています。

また、このスクリプティング言語では、実行して
いるマシンに合わせた最適化とコンパイルが行
われるため、マシン毎にコードを書き直す必要
はありません。

自動時系列分析・予測
TSMODELプロシジャは、時系列分析プロセス 
で特定のタスクを実行するために設計された 
各種の関数パッケージを含んでいます。

TSMODELプロシジャでは、タイムスタンプ
付きのトランザクション・データを時系列フォー
マットに変換した上で、予測モデルを自動的に
生成できます。この変換処理については、ユー
ザー定義のプログラムも実行できます。

また、柔軟な階層構造を使用できるため、デー
タの編成と操作を試行錯誤しながら、より的確
な、より対象を絞り込んだ結果を導き出すこと
ができます。

ニューラル・ネットワークと機械学習
モデリング戦略ノードでは、「パネル系列ニュー
ラル・ネットワーク」ノード、「多段階予測」ノー
ド、または「スタック型モデル」ノードを通じて、
ニューラル・ネットワークの利用を組み込むこと
ができます。

これらのノードでは、特徴量の生成とニューラ
ル・ネットワークのトレーニングを行うことや、
異なるタイプのモデルからのシグナルを組み
合わせる予測手法を作成すること、あるいは、 
時系列特性と従属変数／独立変数間の非線形
関係の両方を含む課題に取り組むことなどが 
可能です。

柔軟性の高い手動調整（オーバーライド）機能は、階層構造のレベル要素ではない変数群を手動調整
する際の手作業の負担を軽減します。

対話操作で時系列を探索／分析できる機能は、予測に先立ってデータの構造を理解するために役立
ちます。



プロジェクト・データの 
外部セグメンテーション
プロジェクトの入力データを、データの性質（動
きが遅い品目、新規品目、季節品目など）に基
づき、複数の類似する時系列セグメントに分割
することができます。その上で、プロジェクト・
パイプライン内で各セグメントを個別にモデル
化できます。これにより、ユーザーは各セグメン
トにおける時系列のパターン／特性をより的確
にモデル化するためのモデリング戦略の調整を
行えるようになります。

モデルへのイベントの組み込み
モデルの精度は、イベント（祝祭日、小売プロ
モーション、自然災害など）の追加によって改
善されることがあります。イベントを定義する
と、そのイベントが従属時系列に及ぼす影響を 
モデル化することが可能になります。標準搭載
のプリセット・イベント（例：主要な祝祭日）を
利用できるほか、外部のイベント・リポジトリか
らイベントを追加することも可能です。

柔軟性の高い予測手動調整機能
多くの予測ソフトウェア・パッケージでは、シス
テムが生成した予測結果を手動で調整するこ
とは可能ですが、予測階層を通じた調整のみが 
可能です。

SAS Visual Forecastingは、階層的な変数群
だけでなく、属性群を用いて定義された特定の
時系列フィルター／グループに対して手動調
整を行うことができる強力な機能を搭載してい
ます。

例えば、アパレル業界の分析担当者が、これか
ら流行しそうな特定のカラーをメインカラーと
する全ての商品について予測を調整したいとし
ます。一般に、カラーが予測階層のレベル要素
として組み込まれていることはありませんが、

SAS Visual Forecastingの手動調整機能で
は、特定のカラー属性に合致する商品を絞り込
むためのカスタムフィルターを定義することが
できます。この機能がなければ、特定カラーの 
全商品に調整を適用するためには、商品毎に 
手作業で調整値を入力するしかありません。

別の例としては、ネットの商品レビューやユー
ザーアンケートの結果にテキスト・アナリティク
スを適用することで得られる感情分析がありま
す。分析担当者は、肯定的な（または否定的な）
感情分析結果が判明した全ての商品について、
売上予測を上方修正（または下方修正）したい
と考えるでしょう。

大規模な時系列分析と予測
• 統計に基づく予測を分散インメモリ環境で大量に自動生成

• 時系列分析の分散インメモリ処理を可能にするスクリプティング言語

• 個々の時系列がそれぞれ1つのコンピューティング・ノードのメモリにコピーされるようにデー
タをシャッフル

• スクリプトは実行時のマシンに関しても最適化されるため、ユーザーによる別のマシン用のコー
ド修正は不要

柔軟な手動調整（オーバーライド）機能
• 予測階層の構造に制限されることなく、予測調整をカスタマイズすることが可能

• 属性（場所、ブランド、カテゴリー、サイズ、色、センチメント、品質など）に基づきフィルター
を選択することが可能

• フィルター内に含まれる全ての時系列に関して、フィルターと期間を用いて上書き指定を定義
することが可能

• ファセット検索フィルターを標準搭載

• 最適化モデルを用いて上書きを細分化することが可能

• バッチ実行と増分データ更新が可能

ニューラル・ネットワーク／機械学習モデリング戦略ノード
• 「パネル系列ニューラル・ネットワーク」ノード： 特徴量の生成やニューラル・ネットワークの 
トレーニングを実行するためのフレームワークを提供

• 「多段階予測」ノード（ニューラル・ネットワーク／回帰＋時系列）： 異なるタイプのモデルから
のシグナルを組み合わせる予測方法論を作成するためのフレームワークを提供

• 「スタック型モデル予測」ノード（ニューラル・ネットワーク＋時系列）： 時系列特性と従属変数／
独立変数間の非線形関係の両方を含む課題に取り組むことが可能

オープンソース環境との連携のためのAPIサポート
• 分析アクション、SASプロシジャ、およびAPIを、SAS、Python、R、Java、JavaScript、Lua
から呼び出すことが可能

時系列分析
• 自己相関分析と相互相関分析

• 季節分解分析と季節調整分析

• 計数時系列分析

• 季節性、定常性、間欠性、暫定（tentative）ARMA次数選択の診断テスト

時間頻度分析
• ウィンドウイング関数群

• 現実の複雑な時系列に対するフーリエ分析。短時間フーリエ分析

• 離散ヒルベルト変換

• 疑似Wigner-Ville分布

時系列モデリング
• ARIMAモデル（動的回帰と伝達関数）

• 指数平滑化法モデル。観測不能要素モデル。状態空間モデル

• 間欠需要モデルとクロストン法

自動化された時系列モデリング
• 時系列モデルの自動生成機能

• 入力変数／イベント／モデルの自動選択機能

• パラメータの自動最適化機能

• 予測の自動生成機能

主な特長
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このように、階層構造のレベル要素ではない 
変数群を調整したい場合は、フィルターを作成
することで多大な時間と手間を節約できます。

オープンソース環境との連携のための
APIサポート
SAS Visual Forecastingは幅広い予測モデル
を標準搭載していますが、ユーザーは、好みの
プログラミング言語を用いて、特定のデータか
ら優れた結果を導き出せるように調整した独自 
のモデルを作成することも可能です。分析を 
実行するためのアクション／プロシジャ／API
を、SAS、Python、R、Java、JavaScript、Lua
から呼び出すことができます。

階層間調整
階層内の各系列を個別にモデル化および予測
した上で、それらの予測結果をトップダウン方
式で階層構造の複数レベルを縦断して調整し
ます。任意のレベルの予測を調整し、その調整
量を下位レベルへ配分することができるため、 
階層構造の一貫性が維持され、個別の予測（製
品別や場所別など）の合計を最上位の数値と 
常に一致させることができます。こうした調整
機能がない場合、下位の予測値の合計と最上
位の予測値の間で整合性を確保することは難し
くなります。

追加の予測プロシジャも標準装備
SAS Visual Forecastingでは、SAS Forecast 
Serverのプロシジャ群や、SAS/ETS® に含ま
れるプロシジャ群も利用できるため、事実上、 
予測と時系列分析のあらゆる課題に取り組む 
ことができます。

   さらに詳しい情報は »

SAS Visual Forecasting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、関連資料の閲覧については、sas.com/
visualforecastingにアクセスしてください。

SAS Visual Forecastingのプロセス・ワークフローでは、対話操作でノードをパイプラインに追加
できます。

特異スペクトル分析（SSA）
• 単変量SSA分解／予測

• 多変量SSA、自動SSA

部分空間追跡（SST）
• 複数の時系列に関して高度なモニタリング（シグナル分析）手法を実行

時間間隔の評価
• 入力テーブル内の変数を評価し、時間 ID変数としての適合度を判定

• 時間間隔指定が、時系列のインデックス作成に用いられる日付値／日時値またはオブザベーショ
ン番号にどの程度適合しているかを評価

• PROC TSMODELへの入力として明示的に指定するか、あるいは、このプロシジャを用いて
時間 ID変数の値を基に推定することが可能

階層間調整
• 階層構造内の各系列を個別にモデル化および予測

• 各時系列の予測結果を階層構造の複数のレベルで調整

分散処理、アクセス性、クラウド対応
• SAS® Viya® を実行基盤として採用（SAS Viyaは、SAS Platformの最新の機能拡張版であり、
スケーラビリティに優れた分散インメモリ・エンジンを搭載）

• 分析タスクやデータ処理タスクを複数のコンピューティング・ノードに分散

• 複数のユーザーが高速かつ同時にメモリ内のデータにアクセス

• 高可用性のためのフォールト・トレランス（耐障害性）機能を搭載

主な特長（前ページより続く）

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

