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主な機能
SAS Visual Text Analyticsは、非構造化データから最大限の価値を引き出すために役立つ幅広い
モデリング・アプローチ（教師あり／教師なし機械学習、言語ルール、カテゴリ分析、エンティティ 
抽出、センチメント分析、トピック検出など）を提供します。

ビジネスメリット
テキストデータはあらゆる業種で広く普及しており、その量は日々、増え続けています。SAS Visual 
Text Analyticsは、テキストデータの識別や分類に関する課題を解決する包括的なソリューションを
提供します。このソリューションは、企業や組織が大量のテキストデータから有用な情報を読解、抽出、
編成する人間の作業の多くを自動化し、処理キャパシティを拡大することを可能にします。ユーザー
は一連のドキュメントを分析・分類するモデルを構築することができます。非構造化データは自動的
に有意義な洞察に変換され、それらを機械学習や予測モデルへの入力として利用できます。

対象ユーザー
大量の非構造化データを分析して新たな洞察を導き出す必要のあるビジネス分析担当者、専門領域の
エキスパート、リサーチ・アナリスト、言語学者、ナレッジワーカー、データ・サイエンティストのために
設計されています。

るため、データから意思決定までのタイム
ラインが迅速化します。企業や組織はイン
メモリ／インデータベース／ストリーミン
グ・テクノロジーを活用して、情報の取得か
らそれに基づくアクション実行までのタイ
ムラグを短縮できます。

• オープンなエコシステムでコラボレーショ
ンと情報共有を促進： SAS Visual Text 
Analyticsは、アナリティクス・ライフサイ
クル全体（データ準備からビジュアル探索、
分析モデルの作成・展開・運用まで）をサ
ポートする柔軟な環境を提供します。1つの 
テキスト分析プロジェクトの中で、多様な
アナリティクス用途への活用の試行を重ね
ることができます。またこの環境では、デー
タを準備するデータ・サイエンティスト、
言語ルールを適用する専門領域のエキス
パート、モデルを展開する IT担当者など、
あらゆるレベルでコラボレーションが実現
します。さらに、この統合ソリューションは、
既存のシステムやオープンソース・テクノ
ロジーともシームレスに連携します。

テキスト・アナリティクス
は、業務メモの管理と解釈、
リスクや不正の評価、顧客
のフィードバックに基づく

早期の問題検知など、日常業務における幅広い
ビジネス課題の解決に役立ちます。非構造化
データの量が増え続けるなか、テキスト・アナリ
ティクスの活用はあらゆる業種に普及しつつあ
ります。

SAS Visual Text Analyticsでは、事前定義済み
の各種テンプレート、機械学習手法、自然言語 
処理（NLP）を用いて大量の非構造化データ
を分析することで、より多くのデータを用いて、
より深い洞察を、かつてないほど高速に導き出
すことができます。このソフトウェアは、テキス
トマイニング、コンテキスト（文脈）抽出、カテ
ゴリ分析、センチメント分析、検索などの機能
を、最先端の柔軟なフレームワーク内に統合し
た形で提供します。エンドツーエンドのビジュア
ルなフロー管理機能（＝パイプライン）により、
データの準備から、トピックの視覚的な探索、 
エンティティ抽出や事実抽出、センチメントの 
分析、テキストモデルの作成、既存システム／
プロセスへのモデル展開まで、あらゆる作業を
容易に進めることができます。

利点
• 人工知能（AI）を用いて新たなトレンドを
明らかにし、新たな行動のチャンスを特定： 
非構造化データから有意義な洞察を自動的
に導き出すことができます。このソリュー
ションでは、各分野の専門知識で強化でき
るルールベースのアプローチと機械学習の
手法を組み合わせて、テキストモデルの精度
を高めることが可能です。

• 包括的なアナリティクス機能を自動化： 
SAS Visual Text Analyticsは、ルール、機械
学習、統合型ディープ・ラーニングの豊富
な組み合わせによって、非常に幅広く深い
分析機能を提供します。作業を素早く開始
できるパイプライン（モデリング・プロセス）
や、業種別のタクソノミー（分類法）も標準
装備しているため、予測的アナリティクスと
指示的アナリティクスの両方をサポート 
する基盤として、すぐに活用できます。

• データの発生から意思決定までのタイムラ
グを短縮： 意思決定をデータの発生元で 
実行できます。例えば誰かがモバイルアプ
リでコメントを付けたり何かをクリックし
たりすると、そのデータが即座に分析され

SAS® Visual Text Analytics
自然言語処理、機械学習、言語ルールのパワーを組み合わせて、 
データに潜む洞察を発掘



概要
テキストデータの量が手作業による検討や分
析では追いつかないレベルに達したら、洞察を
導き出すためのツールセットにテキスト・アナ
リティクスを追加する時期です。SAS Visual 
Text Analyticsはアナリティクス・ライフサイ
クル全体をサポートしており、データ管理機能、
包括的なアナリティクス機能、柔軟なモデル展
開オプションなどを完備しています。

標準装備のデータ準備／ 
ビジュアライゼーション機能
SAS Visual Text Analyticsは、データのアク
セス／統合／プロファイリング／クレンジング／
変換に役立つデータ統合および準備機能を 
標準搭載しています。35種類以上の革新的な
データコネクタを通じて直接、テキストをイン
ポートすることが可能であり、各種ドキュメント・
フォーマット、リレーショナル・データベース、リ
モートのファイルシステムの各種データソース、
ローカルの各種ファイルタイプ、各種ソーシャル
メディア、Esriなどをサポートしています。この 
ソフトウェアは、テキストデータの探索・理解に
役立つセルフサービス型のデータ・ビジュアラ
イゼーション機能も搭載しています。

機械学習手法とルールベース手法の融合
SAS Visual Text Analyticsでは、人工知能
（AI）手法（教師あり／教師なしの機械学習お
よびディープ・ラーニング）とルールベースの
アプローチの豊富な組み合わせを活用して、テ
キストデータ内のテーマ（トピック）の自動抽
出、関心対象のカテゴリに関するルールの生成、
探索的分析のための関連語のビジュアル表現
の生成、特定のビジネス用途向けのベストプラ
クティスを盛り込んだテンプレートの作成など
を行うことができます。

SAS Visual Text Analyticsは、ドキュメントに
含まれる重要な語（単語または連語）のグルー
プからトピックを自動的に導き出します。ユー
ザーは、例えば “今話題の ” トピックを探索し、
時間軸に沿ってトレンドの変化を追うことができ
ます。こうした洞察があれば、即座に対応策を
講じることができます。また、分野別の専門知
識を活用して、トピック抽出の結果を改良するこ
とも可能です。

発見されたテーマについて追加の調整が必要
な場合や、カスタム定義を使いたい場合は、
ルールベースの正確なカテゴリやコンセプトを
作成できます。機械学習は急速に進歩していま
すが、言語の曖昧さに起因する特殊なニュアン

スや複雑さへの対応は発展途上です。このソ
リューションでは、高度なルール調整機能と幅
広いブール演算子や言語限定子を活用して、非
構造化データを掘り下げることができます。

コンテキスト（文脈）の抽出
コンテキスト抽出手法は、しばしば、特定のコン
テキストに対する合致の価値が最重要視される
場合に、重要な情報（の断片）を分離し、抜き
出すために使用されます。このソリューションで
は、フリーフォーム・テキストに埋もれているス
ニペット（断片）を手作業でマークアップしなく
ても抽出できるため、それらを基に新たな変数
を素早く作成して、レポートや予測モデルに組
み込んだり、検索／フィルタリング・アプリケー
ションを強化したりすることが可能です。事前
定義済みコンセプトを用いて非構造化テキスト
からデータ要素や関係を検出・抽出できるほか、

独自のコンセプトや定義を作成することも可能
です。

SAS Visual Text Analyticsは、幅広いタイプ
のルール、ブール演算子、言語学的演算子、語
限定子、正規表現、品詞タグなどをはじめ、コン
テキスト抽出における精度の向上や文脈特異性
の処理を支援する、極めて包括的なツール群を
提供します。

柔軟なモデル展開オプション
SASのソリューションでは、バッチ方式、イン

Hadoop方式、インストリーム方式での展開
のほか、API経由でモデルを実行することが可
能です。テキストモデルによるエンリッチメント
（拡充加工）を実行する際、データはユーザー・ 
インターフェイスを経由する必要がありません。

SAS Visual Text Analyticsでは、データの保管 

自動トピック検出機能は、共通のテーマに基づいてドキュメントをグループ化します。

強力な自然言語処理（NLP）機能により、テキストに含まれる重要なパターンを容易に特定・抽出で
きます。



場所の近くでモデルを実行できるため、デー
タ移動が減り、より短時間で新しいデータを 
スコアリングできます。

チームワークとコラボレーションを 
促進するマルチユーザー環境
SAS Platform上で稼動するSAS Visual Text 
Analyticsは、ベストプラクティスのパイプライ
ン（モデリング・プロセス）と手法を共有するた
めのワークスペースを提供することにより、チー
ムワークを促進します。関連語の特定、ユー
ザー定義トピックの修正や作成、言語ルールの
作成など、広範なテキスト分析タスクの全てを
複数のSASプロジェクト間で共有できます（各
タスクはパイプライン内のベストプラクティス・
ノードとして表示されます）。

このソリューションは、実行基盤であるSAS 
Viyaの機能性を通じて、既存のシステムやオー
プンソース言語（Python、R、Java、Luaなど）
とも連携します。また、RESTful APIを利用すれ
ば、SASのアナリティクスのパワーを他のアプ 
リケーションに追加するのも簡単です。

このソフトウェアは、ローカリゼーション／国際
化やアクセシビリティといった重要な側面にも
対応した、直感的なユーザー・インターフェイ
スを提供します。さらに、オープンAPI群とマイ
クロサービス・アーキテクチャが提供されるた
め、開発者は独自のUIを使用することや、独自
の検索アプリケーションを作成することもでき
ます。

自然言語処理
手作業でドキュメントの内容を確認すると、非常
に時間がかかるのみならず、エラーも生じがち
です。自然言語処理（NLP）を利用すると、煩
雑な手動分析の必要性が減る一方で、テキスト
に含まれる重要なパターンをより容易に特定・
抽出することができます。

NLPは多くの場合、テキスト・アナリティクス・プ
ロセスの最初のステップとして利用され、機械 
によるテキストの「読解」を支援するための
言語解析を実行します。SAS Visual Text 
Analyticsは、NLPを用いて生のテキストを 
解析し、テキスト処理や読解のプロセスに適し
た形式表現に変換します。

必要な機能や手法が揃っているため、ユーザー
は個別のNLPライブラリやカスタムコードを寄
せ集めなくても、単語や文のトークン化、セグメ
ンテーション、ステミング、複合語分解、品詞タ
グ付け、固有表現認識、意味解析などの機能を

同一プロジェクト内で機械学習／ルールベースのアプローチを組み合わせて活用
• 教師なし機械学習により、トピック生成を自動化

• 教師あり／確率的機械学習モデルは、BoolRule（ドキュメント分類のための自動ルール生成を
実現）と、条件付き確率場および確率的セマンティクス（データのラベル付けと逐次処理に 
使用される。当該エンティティのコンテキスト（文脈）ルールを学習することによって、エンティ
ティや関係の抽出を自動化することが可能）をサポート

• 自動ルールビルダー機能は、教師あり機械学習を用いて抽出したトピックを、カテゴリとして 
追加することが可能

• 重要なコンセプトの抽出には、ルールベースの言語手法を使用することが可能

• ルールの展開に先立って、入力データセットを用いてテストすることが可能

• 自動解析機能は、ディープラーニング・アルゴリズム（リカレント・ニューラル・ネットワーク）
と共に使用され、より正確にドキュメントやセンチメントを分類することが可能

コンテキスト抽出
• 事前定義済みコンセプトを使用して、一般的なエンティティ（名前、日付、通貨価値、各種の 
測定値、人物、場所など）を抽出することが可能

• キーワード、ブール演算子、正規表現、述語論理、幅広い言語学的演算子を使用して、カスタム
コンセプトを作成することが可能

• 希望する一致情報を含むように、プログラミングによってフィールドにデータを格納すること
が可能。関心のあるエンティティやファクトを手作業でドキュメントにマークアップすることは
不要

• 文脈特異性や文脈範囲を追加する際に、分類ルール内の事前定義済みコンセプトやカスタムコ
ンセプトを参照することが可能

柔軟なモデル展開
• 「コンセプト」、「センチメント」、「トピック」、「カテゴリ」の各ノードは、外部のデータセットに 
モデルを展開するために必要なスコアコードを提供

• スコアコードは分散処理向けにネイティブにスレッド化されるため、非常に大規模なデータセッ
トの場合でも、コンピューティング・リソースが最大限に活用され、結果が出るまでの待ち時間
が短縮

• SAS Model Managerを用いて、テキストモデルの登録や、パフォーマンスおよびモデル劣化
のモニタリングを行うことが可能

マルチユーザー環境
• グラフィカル・ユーザー・インターフェイス（GUI）により、ビジュアルな処理フローが実現

• プロジェクトを他のユーザーと簡単に共有することが可能

• テキスト・アナリティクス・パイプラインでは5種類のノードを提供（「コンセプト」、「テキスト
解析」、「センチメント」、「トピック」、「カテゴリ」）

• テキスト・アナリティクス・プロジェクトの代表的なワークフローを表現する、事前設定済みの
デフォルト・パイプラインを提供

• パイプラインは柔軟に設定できるため、ユーザーは追加ノードの作成やデフォルト・パイプラ
インの変更が可能

• モデルをSAS Model Managerに登録し、テキストモデルを容易に管理することが可能

自然言語処理
• 自動化された解析、トークン化、品詞タグ付け、見出し語化をサポート

• テキストの中で該当するワードだけを抽出する開始リストと、処理の対象外として扱う停止リス
トの設定が可能

• 品詞タグ付け／トークン化／見出し語化を活用する言語ルールの中で、特別なタグ／限定子／
演算子を使用することが可能（これにより、適合率や再現率の向上／抽象機能を追求すること
が可能）

• スペルミスを検出

機械学習で生成されたトピックを用いた自動特徴抽出
• 自動トピック検出機能は、共通のテーマに基づいてドキュメントをグループ化（各ドキュメント
は0個、1個、あるいは2個以上のテーマを含む場合がある）

主な特長

（次ページに続く）
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実行することができます。その結果、テキスト
解釈方法のプログラミングにかかる時間が減り、
テキストデータからビジネス価値を引き出す取
り組みに、より多くの時間を投入できます。

機械学習による自動トピック検出
SAS Visual Text Analyticsは、ドキュメントか
ら自動的にトピックを検出するために利用できる
「特異値分解（SVD）」および「潜在的ディリク
レ配分法（LDA）」という2つの機械学習手法
を提供します（LDAはオープンソース・コミュ
ニティで広く利用されています）。これらの手法
を利用すると、テキストトピックの検出や、それ
に関して自然なグループを構成する語（単語ま
たは連語）やドキュメントの精査にかかる時間
を短縮できます。想定とは異なるテーマが自動
検出された場合は、モデルを新しいデータに適
用してトレーニングを積ませることや、トピック
をロジックに変換した上で当該分野の専門家が
手動で修正／拡張を行うことが可能です。

複数の言語を標準でサポート
SAS Visual Text Analyticsは、各言語を母国語
とする専門家達によって作成された辞書と言語 
資産を通じて幅広い言語をサポートしており、
企業や組織が直面するグローバルな課題の解
決支援に役立ちます。品詞タグと固有表現が言
語横断で標準化されている点は、幅広い言語に
おいてテキスト・アナリティクスを導入したいと
考えている組織にとって重要な特長です。SAS 
Visual Text Analyticsは、32種類の言語につい
て、導入後すぐに利用できるテキスト分析機能を
標準搭載しています。これらの言語パックが標
準装備されているため、ユーザーは自国語以外
のテキストを分析する場合でも、分析前に言語
を翻訳する必要はありません。

センチメント分析
センチメント分析は、テキストに表れる筆者の
トーンまたは態度（ポジティブ、ネガティブ、
またはニュートラル）を明らかにします。SAS 
Visual Text Analyticsは、センチメントを把握
する上での手がかりとなる語（単語や連語）、 
フレーズ、文字列を識別し、分析することができ
ます。また、センチメントを継続的に追跡して、
関心対象の諸側面がどのように変化しているか

• 関連性スコアは各ドキュメントの各トピックに対する関連度の高さを表し、ニ値フラグを用いて
所定の閾値を超えたトピック関連度を表示

• マシン（教師なし機械学習）によって自動生成されたトピックを結合または分割して、ユーザー
定義のトピック（自動化されたAI出力を改良するための分野別専門知識）を作成することが
可能

複数の言語を標準でサポート
• 導入後すぐに利用できるテキスト分析機能は、32種類の言語をサポート： アラビア語、中国語、
クロアチア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、ペルシア語、フィンランド語、フラ
ンス語、ドイツ語、ギリシャ語、ヘブライ語、ヒンディー語、ハンガリー語、インドネシア語、 
イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシ
ア語、スロバキア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語、タガログ語、トルコ語、タイ
語、ベトナム語

• アプリケーションがサポートする言語それぞれに、デフォルトの停止リストを搭載

• 標準装備の語彙には、原形に対する派生形（動詞の活用形、名詞の複数形など）を検出／解決
するための品詞情報と辞書ベースの拡張情報を格納済み

センチメント分析
• ドキュメント／トピック・レベルのセンチメント・インジケータ機能により、ドキュメントごとの
センチメントを視覚的に表現

• デフォルトでは、以下の14種類の言語について、汎用のセンチメント分析用タクソノミー（分
類法）を搭載： アラビア語、中国語（簡体）、中国語（繁体）、オランダ語、英語、ペルシア語、 
フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、トルコ語

• SAS Sentiment Analysisで作成したカスタム・センチメント・モデルをインポート／実行す
ることが可能

• より正確なセンチメント分類のためにリカレント・ニューラル・ネットワークを使用することが
可能

オープンAPI
• 既存のシステムやオープンソース・テクノロジーとのシームレスな連携を実現

• SAS® Viya® REST API群を通じて、SASのアナリティクスのパワーを他のアプリケーションに
追加することが可能

• 革新的な分析プログラミング・インターフェイスは以下の機能を標準搭載：テキストの要約、
テキストデータのセグメンテーション、テキストの解析とマイニング、トピック・モデリング、
テキストルールの開発とスコアリング、テキストルールの検出、語マップ／トピック語マップの
作成、条件付き確率場、検索

主な特長（前ページより続く）

を把握することも可能です。その結果、顧客な
どのフィードバックに対する理解と、フィードバッ
ク内容の分類がともに向上し、より的確な視点
から意思決定を調整できるようになります。

   さらに詳しい情報は »

SAS Visual Text Analytics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/
vtaにアクセスしてください。

http://sas.com/jp
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