
主な機能
Webブラウザベースのドラッグ&ドロップ方式の操作画面で複数のユーザーが大量のデータ
を探索し、記述モデルと予測モデルを繰り返し作成できる対話操作型の環境を提供します。
分散型のインメモリ処理により、モデル開発にかかる時間が飛躍的に短縮され、複雑な分析計
算もわずか数分で実行することができます。

ビジネスメリット
データ・サイエンティストや統計担当者は、高品質の予測モデルをセグメント別に構築し、新し
いアイデアのテストやモデルの最適化をその場で行えます。極めて難しい課題でも解決でき、
新たなチャンスをより短時間で明らかにして、最新情報にもとづいた意思決定を実現できます。

対象ユーザー
SAS Visual Statisticsが主な対象者として想定しているのは、多様なデータを分析し、対話型
操作で予測モデルを作成／評価し、正確な洞察を素早く獲得する必要がある、統計担当者、
データ・サイエンティスト、ビジネス・アナリストなどです。

 Fact Sheet

SAS® Visual Statistics
ハイパフォーマンス対応の分析モデルを対話型操作で作成・実行・評価して即座に結果を取得

ビッグデータの量と多様性が増大するなか、デー
タに潜む価値の高い関係を視覚化して理解する
ことや、最善の行動を取るために必要な答えを
分析から導き出することは、ますます難しくなっ
ています。従来の ITインフラは、複雑な分析処理
の高速実行や、予測モデルをその場で変更する
ことを想定した設計にはなっていないからです。

そうした旧式の環境では、統計担当者やデータ・
サイエンティストは必要な多数のモデルを容易
に作成することができません。セグメントやグ
ループを素早く比較検討したり、モデルを調整
して最良の答えを見つけたりすることもできま
せん。従来の分析アーキテクチャはバッチ処理
が中心で、データ処理を高速に繰り返して複数
の分析ジョブを実行するようには設計されてい
ないのです。

SAS® Visual Statisticsは、こうした問題を効果的
に解決します。分析担当者は、対話操作型の高速
なインターフェイスを駆使して、大量の予測モデ
ルをその場で構築／調整できるようになります。
本当に驚くほど簡単です。インメモリ・エンジン
がデータをいったんメモリに読み込んでしまえ
ば、その後は何か処理するたびに、コストがかか
るデータ・シャフリングを行う必要はありません。

利点
• 最新の洞察を獲得し、競合他社よりも先にチャンスが潜んでいる領域を特定：蓄積した膨大なデー
タに潜む洞察を迅速に掘り起こすことで、新たなチャンスを発見、分析、評価し、収益拡大の新しい方
法を見つけ出すことができます。強力な予測分析をビジュアルな対話型操作で活用できるため、ビ
ジネス・アナリストや統計担当者は、かつてないほど自由にデータを取り扱えるようになります。

• より多くのモデルを、より高精度で、より高速に実行：モデルの実行に現在はどのくらいの時間がか
かっているでしょうか?  数時間でしょうか?  SASのマルチコア処理環境なら、モデルの実行時間が
数分へと短縮されます。特定のグループやセグメントに対象を絞ってモデルを構築し、多数のシナリ
オを同時に実行することができます。分析担当者はwhat-ifシナリオでより多くの疑問を投げかけ、
迅速に答えを得ることができ、モデルの改良を繰り返すことで結果の精度はさらに高まります。

• インメモリ・コンピューティングで俊敏性を維持：SAS Visual Statisticsはインメモリ・エンジンを
使用して、複雑な分析計算を実行します。モデル作成担当者は、新たなアイデアをすばやくテストし、
これまでとは異なる高度なモデリング手法を試しながら、モデルをその場で改良することができます。
しかも、かつては利用できなかった膨大なデータを自在に取り扱えます。

• データ・サイエンティストと統計担当者の生産性を向上：複数のユーザーが対話型操作で迅速にモ
デルのカスタマイズ（変数の追加や変更、異常値の除外など）を行い、こうした変更がモデルの実行
結果に及ぼす影響をその場ですぐに確認することができます。どのモデルが最も優れた予測結果を
もたらすかを、簡単に判断できるため、ビッグデータ分析がもたらす価値を組織全体でこれまで以上
に活用できるようになります。



概要
SAS Visual Statisticsは、ドラッグ&ドロップ方
式で直感的に使える対話操作型のWebブラウ
ザ画面を用いて、あらゆる規模のデータについ
て迅速に記述モデルと予測モデルを作成できる
製品です。このソリューションは、SAS® LASR™ 

Analytic Serverを活用してインメモリでデータ
を保持および分析し、ほぼ瞬時に結果を提供し
ます。

SAS Visual Analyticsと組み合わせれば、デー
タ探索とモデル開発の両方を対話型操作で行え
る高速な統一環境を実現することもできます。
SAS Visual Statisticsが対象としているのは、
複雑なデータを視覚的な方法で素早く操作／分
析したいと考える、統計担当者やデータ・サイエ
ンティストです。ドラッグ&ドロップ方式の使い
やすいインターフェイスにより、プログラミング
を行わなくても、SASの強力な統計モデリング
および機械学習手法を利用できます。

こうした手法を駆使して予測を繰り返すことで、
より対象を絞り込んだ的確な行動が可能になり
ます。

対話操作型のモデリング環境
Webブラウザベースのインターフェイスであ
るため、ドラッグ&ドロップ方式の簡単な手順で
強力な記述モデルや予測モデルを作成できま
す。複数のユーザーが協力して最良のモデルを
作成するコラボレーション作業も容易です。操
作結果が非常に高速に処理されるため、さまざ
まな分析手法を迅速かつ容易に比較検討するこ
とが可能です。

記述モデリング
クラスタリングとは、異種混在の母集団を、自己
相似性にもとづいて、より同質性の高い複数の
下位集団（サブグループ）にセグメント化する処
理です。クラスタリングは多くの場合、他のデー
タ・マイニング手法の前段階として実行されます。
例えば、市場のセグメンテーションでは、購入習
慣が似通っている顧客をクラスターに分類して
最も効果的なプロモーションを判断するために
使われます。SAS Visual Statisticsでは、セグメ
ントを視覚的な方法で探索および評価した上で、
k平均法クラスタリング、散布図、詳細な要約統
計量などを用いて、より詳細な分析を実行するこ
ともできます。

図1：ロジスティック回帰を用いて2値の結果を予測

図2：複数のモデルを比較して、どれが最も効果的かを判断

図3：k平均法クラスタリングを用いてデータをセグメント化



主な機能予測モデリング
予測を行うためには、将来の行動や推定される
将来価値に従ってレコードを分類する必要があ
ります。SAS Visual Statisticsでは、線形回帰、
一般化線形モデル、ロジスティック回帰、分類木
などの手法を使って、予測モデルを容易に作成
することができます。分類は、不正行為かどうか
の判別や、与信延長の承認の可否など、離散型
の結果を予測するのに役立ちます。多階層の分
類を利用すると、例えば本意の離反、不本意の離
反、またはアクティブな顧客の違いなどを判別で
きるようになります。

インタラクティブにデータをグループ化
個々のグループやセグメントごとに、その都度
データのソートやインデックス作成を行わなくて
も、多数のモデルを同時に作成し、結果を導き出
すことができます。グループ化変数やグループ
化の設定をインタラクティブに変更でき、そのた
びにデータを並べ替え直さなくてもグループ別
の予測モデルを作成できます。つまり、追加処理
の負担を発生させることなく、各グループにつ
いてより多くの結果をその場で得ることが可能
です。

インメモリ・アナリティクス処理
モデルの構築が飛躍的に迅速化します。ディス
クにデータを書き込んだり、データ・シャフリン
グを行ったりする必要は一切ありません。SAS 

Visual Statisticsでは、すべてのデータをいった
んメモリに読み込んでしまえば何度でもデータ
を自在に操作できます。新しいタスクを実行す
るたびに改めてロードし直す必要はありません。
つまり、モデルに対する変更（例：新しい変数の
追加や異常値の除外）の影響をその場ですぐに
「見える化」して確認することができます。さらに、
並列処理を前提とした設計になっているため、多
数のユーザーが複数のモデルを同時に作成／
実行することが可能です。データと分析の負荷
は複数のサーバーノードにまたがる分散方式で
処理され、さらに各ノードがマルチスレッドで処
理されるため、極めて高速な処理が実現します。

モデルの比較と評価
1つ以上のモデルについて、モデル比較サマリー
（例：リフトチャート、ROCチャート、一致係数、誤
判別表）を生成することができます。対話操作式
のスライダーでカットオフ閾値を操作できるた
め、異なる百分位におけるリフトを簡単かつ視覚
的に評価できます。モデルの当てはめとモデル
診断機能を組み合わせ、パフォーマンスに対す
る影響を速やかに把握／理解することも可能
です。

対話操作型の記述／予測モデリング手法
• オブザベーションのフィルタリング
• 異常値を対話型操作で除外（モデルの再当てはめは自動的に実行される）
• ユーザー定義のイベントレベル
• 下記のすべてのモデリング手法について、モデルの切り替え時にモデルを自動更新

クラスタリング
• k平均法クラスタリング
• 並列座標プロットにより、クラスターのメンバーシップを対話型操作で評価
• 入力にクラスター・プロファイルをオーバーレイ表示する散布図（小規模データセット用）と
ヒートマップ（大規模データセット用）

• 詳細な分析のためにクラスター・セグメント変数をエクスポートすることが可能
• 詳細な要約統計量（例：各クラスターの平均、各クラスター内のオブザベーション数）

分類木
• C4.5アルゴリズムに準拠（情報量増分、情報量増分比）
• 対話型操作によるツリーの拡張／刈り込み
• ツリーの深さ、最大分岐数、リーフの大きさ、刈り込みの強度（aggressiveness）などの属性を
設定

• 連続的な応答をユーザー指定のビン数でビニング
• ツリーマップとツリー概要表示を使用して、ツリー構造を対話型操作でナビゲート

一般化線形モデル
• 各種の分布をサポート（例：ベータ、正規、2値、指数、ガンマ、幾何、ポアソン、逆ガウス、負の2項）
• 収束規準や反復規準を設定
• オフセット変数のサポート
• 頻度変数、重み付け変数
• 残存診断
• 各種統計量を含む要約テーブル（例：モデル要約、反復履歴、当てはめ統計情報、Type 3テスト
テーブル、パラメータ推定）

• 予測変数の欠損値処理に関する情報欠損時オプション

ロジスティック回帰
• ロジットおよびプロビットのリンク関数を用いた2値データ用モデル
• 影響度統計量
• 変数選択
• オフセット変数のサポート
• 頻度変数、重み付け変数
• 残存診断
• 各種統計量を含む要約テーブル（例：モデル次元、反復履歴、当てはめ統計情報、収束ステータ
ス、Type 3テスト、パラメータ推定、応答プロファイル）

• 予測変数の欠損値処理に関する情報欠損時オプション

線形回帰
• 影響度統計量
• 変数選択
• 頻度変数、重み付け変数
• 残存診断
• 各種統計量を含む要約テーブル（例：総合ANOVA（分散分析）、モデル次元、当てはめ統計情
報、モデルANOVA、Type 3テスト、パラメータ予測）

• 予測変数の欠損値処理に関する情報欠損時オプション
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モデルのスコアリング
作成したモデルをBase SASのDATAステップ・
コードとしてエクスポートし、新しいデータに適
用することができます。

プラットフォームのサポート
SAS Visual Statisticsは、Hadoop分散ファイル
システム（ClouderaまたはHortonworksのディ
ストリビューション）と、Teradata、Greenplum

（Pivotal）、およびOracleのデータベースをサ
ポートしています。

対話操作型の 
データ・ビジュアライゼーション（視覚化）
機能およびデータ探索機能の追加
SAS Visual StatisticsはSAS Visual Analytics

のアドオンとして利用でき、非常に使いやすい
データ操作機能とビジュアル・データ探索機能
でSAS Visual Analyticsを強化します。数千も
の説明変数から有効な予測要因を素早く見つけ
出し、異常値（外れ値）やデータの不整合を対話
操作で発見することができます。そして、そうし
た情報を対話型の環境に取り込めば、より高度
な予測モデルを作成・実行することが可能にな
ります。

主な機能（続き）

グループ化処理
• 個々のグループやセグメントについて、その都度データのソートやインデックス作成を行わな
くても、モデルを構築し、その場で結果を計算／処理

• 決定木またはクラスタリング分析から、セグメントにもとづくモデルを即座に構築（＝層別モデ
リング）

変数の影響とデータ探索
• 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

• 変数がモデルの総合リフトに及ぼす影響レベルを理解
• 外れ値や影響点を検出した上で、詳細な分析のためにそれらの判定、取り込み、除外を実行
• 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、ネットワー
ク図などを活用（SAS Visual Analyticsとの組み合わせで）

• 相関マトリクス、散布図、ボックスプロットから直接モデルを導出

モデルの評価と比較
• 1つ以上のモデルについて、モデル比較サマリー（例：リフトチャート、ROCチャート、一致係数、
誤判別表）を生成

• 予測のカットオフを対話操作式のスライダーで変更して、評価統計値と誤判別表を自動更新
• 対話型操作により、異なる百分位でリフトを評価

モデルのスコアリング
• モデルをSAS DATAステップ・コードとしてエクスポートし、他のアプリケーションにモデルを
取り込み

極めて拡張性の高いインメモリ処理
• インメモリ分析エンジン（SAS LASR Analytic Server）が安全で拡張性に優れたマルチユー
ザー環境を提供

• データをいったんメモリに読み込んでしまえば、あとは複数のユーザーがリアルタイムで自在
に操作可能。異なる分析処理ステップを実行する場合でも、ディスクにデータを書き込んだり、
データ・シャフリングを行ったりする作業は一切不要

• シングルサーバー・モード（小規模組織または部門向け）で利用することも、あるいはマルチノー
ドおよびマルチスレッド処理の利点を活かせる分散環境で利用することも可能

SAS Visual Statistics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、Webサイトをご覧ください。
sas.com/jp/go/visual-statistics
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