
動作環境
対応OS Microsoft® Windows® 8.1 / 10

Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
いずれも64bit版のみ

CPU 2.0GHz以上

メモリ 4GB以上

HDD空き領域 10GB以上

データ表示機能
データビューアー 様々なグラフを描画する

ネットワークグラフ表示 ネットワーク形式のデータを描画する

S-PLUSグラフ表示 S-PLUSを利用してグラフを描画する
（別途S-PLUSのライセンスが必要です）

スクリプト機能
スクリプト 独自のデータ処理を定義し、実行する

Sスクリプト S言語で記述したスクリプトを実行する
（別途S-PLUSのライセンスが必要です）

Rスクリプト R言語で記述したスクリプトを実行する
（Rのインストールが必要です）

外部スクリプト呼び出し SAS、MATLAB、Perlと接続し、スクリプトを実行する

その他の機能
データベース接続 ODBC接続可能なデータベースに接続する

R連係 対話的な操作でRの統計分析を行う

バッチ処理 予め作成した処理を外部から実行する

Excel接続 Excelシートの入出力に対応

テキスト整形 不正な入力データを自動訂正する

並列実行 マルチCPUマシン上での並列実行

関連製品（Visual Mining Studioと連係して動作します）

Deep Learnerアドオン 直観的なウィザード上の操作でDeep Learning機能を実現
教師あり学習/教師なし学習に対応
数値/カテゴリ、時系列、テキストデータを扱う

Big Data Module 大規模なデータ分析対応

Text Mining Studio テキストデータに対し、様々な分析を行う

BayoLinkS ベイジアンネットワークモデルを作成し、確率推論を行う

Visual R Platform Rを計算エンジンに持つ統計ツール
基本的な集計、検定、回帰から、先進の手法まで幅広く網羅
R言語へのエクスポート可能

S-PLUS S言語を用いた統計ツール
検定・回帰・多変量解析などが可能

※ 中国語版、英語版についてはお問い合わせください

主な特徴
● 直感的なマウス操作によるビジュアルプログラミング環境
● 自由自在なデータ処理機能
● 充実した分析機能
● 多様なグラフ作成機能と結果のレポーティング

充実のサポート体制
すべて自社開発だからこその手厚いサポート体制を実現。メールに
よる操作方法の問い合わせ・スキルアップセミナー・個別コンサル
ティングなど導入後も安心してご活用いただくためのサポートは万
全です。データサイエンス教育も承っております。

データ前処理機能
データハンドリング 直観的な操作で、複雑な条件によるデータ抽出、加工を行う／データベースに直接接続も可能
クリーニング 欠損値・外れ値の検出／補完を行う
グルーピング 数値列のカテゴリ化／文字列のグループ化を行う
サンプリング データの一部を一定間隔／ランダムで抽出する
ソート キー列ごとに昇順／降順で並べ替える
ファイル分割 指定した比率で学習／検証用データに分割する
フィルタリング 指定した条件に合う行を抽出する
マージ 行方向結合／列方向結合を行う
列属性変更 列名と列の属性変更／数量化を行う
正規化 規格化／標準化（標準偏差／平均偏差）／対数変換を行う
層別サンプリング キー列の値または条件毎に行数／割合を指定しデータを抽出する
匿名化 データを加工して匿名にする
再配置 テーブルのデータを再配置（転置／横展開／リスト化／列順変更）する
日付時刻処理 日付データに関する計算、処理を行う
行選択 設定した条件に該当する行を抽出する／複数のテーブルを一度に抽出できる
日付選択 指定した日付に関する条件に該当する行を抽出する
集計 項目別カウント、統計量（合計／平均／分散／最大／最小など）を求める
パラメータ毎実行 フロー上のアイコンのパラメータを設定し、パラメータの全組合せを実行
欠損補填 データ分布を損うことなく、欠損値を補填する。データフュージョンに適用
離散化 数値データを様々な手法で分割しカテゴリ化する／X2、Gini係数などを用いて、データに応じた適切な分割点を計算
時系列処理 時系列の移動平均の計算、区分線形化、パターンマッチによる距離計算を行う
SQL作成 Decision Tree、クラスアソシエーション、アソシエーション分析のルールからSQL文を作成する
ランダム次元圧縮 高次元データをデータ間の距離関係を保ったまま高速に次元圧縮する

データ分析機能

時系列処理
基本操作 時系列データに関する統計量と推移列を表示する
線分表現 時系列データを複数の直線で近似表現する
計算距離 時系列データがあるパターンに合う／合わない部分を抽出する

統計量

集計 基本統計量（件数、合計、平均、分散など）を計算する
相関 相関係数、X2値、F値を計算する
Feature Selection 情報量基準（AIC、BICなど）を計算する
RFM分析 販売データから、顧客のR（recency）、F（frequency）、M（monetary）のランクを求め、得点化する
ビジュアル集計 データをインタラクティブな操作により、グラフ化しながら、集計を行う
群間比較 データを複数の群に分割し、特徴を自動的に抽出する

分類分析

詳しくは 
内ページ03参照

隠れセミマルコフモデル（HSMM） 観測データから、状態が未知のマルコフ過程の確率モデルを構築し状態推定及びモデル適合度を算出する

対話型モデル Active Learning手法により、大量の学習データに人手で教師値を付与する作業を効率化し少ない労力でより予測精度の高い
分類器を構築

説明変数重要度 データから説明変数の重要度を把握する
Model Optimizer 最適なモデル構築に必要なアルゴリズム、パラメータ、変数を自動探索
Decision Tree 多分岐の回帰木、分類木を作成する欠損値にも対応／ユーザ対話型
Random Forest ランダムフォレストモデルを作成する
多目的決定木 目的変数が複数ある回帰木を作成する
K-NN分析 k個の近傍データから回帰モデル、判別モデルを作成する
Neural Network 階層型Networkを用いて回帰モデル、判別モデルを作成する
Radial Basis Function Network 中間層のGauss関数を用いて回帰モデル、判別モデルを作成する
Support Vector Machine サポートベクターを用いて回帰モデル、判別モデルを作成する
予測 モデルの適用及び評価を行う
ルールベース予測 ルールテーブルを適用して予測を行う
モデル統合 複数モデル間の重みを最適化し、集団学習を行う
ブースティング 組み合わせによる高精度モデル作成
バギング 組み合わせによる頑健性を高めたモデル作成
Naive Bayes 説明変数間の依存性を考慮したNaive Bayesで判別分析を行う
交差検証 異なるデータを用いて繰り返し学習し、最適なモデルを探し出す

クラスタ分析

詳しくは 
内ページ02参照

BIRCH 圧縮したデータに対してK-Means法を行う
K-Means法 データを指定したk個のクラスタに分解する
OPTICS データの密度を元にクラスタを抽出／特殊な形状のクラスタも抽出可能
自己組織化マップ Neural Networkを用いてデータを2次元平面へマッピングする
One-Class SVM サポートベクターを用い、外れ値の検証を行う
Isolation Forest データの異常値、外れ値を少ない計算量で検出する
階層型クラスタリング 階層型クラスタリングを行い、デンドログラムを描画する
Cluster Validation クラスタリングの評価
二項ソフトクラスタリング 二項間の関係からクラスタリングを行う並列処理も可能
ネットワーク階層化 ノードのリンク情報を用いて階層型クラスタリングをする

アソシエーション
分析

詳しくは 
内ページ01参照

アソシエーション分析 多階層間アソシエーションツール（「前提＝＞結論」）を抽出する
インタラクティブルール分析 アソシエーションルールの結論を指定し、前提を対話的に探索する
関連性ダイアグラム分析 指定したアイテム間の関連性を探索する
時系列アソシエーション分析 時間的に順序のあるアソシエーションルールを探索する
クラスアソシエーション 結論となる列を指定したアソシエーション分析

多変量解析

対応分析 質的変数のデータ構造を空間上にマッピングする
主成分分析 多変量データの持つ情報を、少数個の因子に要約する
Kernel主成分分析 カーネル法を用いて非線形な主成分分析を行う
因子分析（Rのインストールが必要） 観測値を合成量と仮定し、観測値を構成する因子を探索

〒160-0016  東京都新宿区信濃町35番地 信濃町煉瓦館1階
平日10：00～17：00（E-mail、FAXは随時） 
TEL 03-3358-6681　FAX 03-3358-1727
E-mail：vmstudio-info@msi.co.jp
https://www.msi.co.jp/vmstudio/

ビッグデータ分析にお困りですか？
ビッグデータを数理システムのBig Data Moduleで集約、圧縮した上で、Visual Mining Studioの高度な分析に適用することが可能です。

日本計算機統計学会ソフトウェア賞受賞
数理システムは、1982年の創業以来携わってきた数理科学関連のソフトウェ
ア開発で蓄積された経験とノウハウを結集し、パッケージソフトとしてデータマ
イニングツールVisual Mining Studioを開発しました。Visual Mining Studio
は、内容の正確さ、使いやすさ、既存ソフトと比べた特徴や、解析手法が充実
しているといった実用的価値を評価され、「日本計算機統計学会 ソフトウェア賞
（開発賞）」を受賞しました。お客様の要望を素早く取り込み、高性能でしかも
使いやすいソフトウェアとして進化し続けるVisual Mining Studioを今後とも
ご期待ください。

※  Microsoft、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他
の国における登録商標または商標です。

※会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

次世代データマイニングツール

豊富な機能で知識を掘り起こす

AI時代に不可欠な分析ツールで

データの価値の最大化を！

Visual Analytics Platform
数理科学とコンピュータサイエンスによる問題解決環境

テキスト
マイニング

データ
マイニング ベイジアン 統計解析 深層学習 最適化

シミュ
レーション CRM

同一マシンに各種ツールをインストールすることで、
VAP上ですべてのツールをシームレスに利用することが可能
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データマイニングは、人間が機械学習を含む様々な手法を駆使し、膨大かつ複雑など様々な特性があるデータ
から、有用な知識、規則性を見つけ出し、現実に適用することを目的としています。
Visual Mining Studioは、シンプルな操作で、業界最多水準の豊富なデータ前処理機能・分析機能を
誰でも利用できる次世代のデータマイニングツールです。

機能の種類はデータ前処理機能やデータ分析機能の一覧表をご覧ください。

データから同時に発生する頻度の高い事象を発見することができます。

商品のレコメンデーション
顧客が同時に購入する可能性の高い商
品を分析します。ECサイトでよく使われ
ている手法です。

不具合の分析
同時に発生する可能性の高い不具合を
分析します。効果的な設備の運用に役
立ちます。

行動分析
ユーザーの行動ログなどから、ユーザー
が同時にとる可能性の高い行動を分析
できます。

ディープラーニング、テキスト分析と連係
基盤のプラットフォーム（VAP）上で、Deep Learner（ディープラー
ニング）、Text Mining Studio（テキスト分析）など他製品とシーム
レスに連係します。テキストデータに対し、Text Mining Studioで
分かち書きした結果をさらにVisual Mining Studioの各種分析や
Deep Learnerによるディープラーニングを活用することで、文章
の特徴抽出や文章分類など、VAP上で思いのまま実行できます。

直感的なマウス操作によるビジュアルプログラミング環境
集計・加工・可視化・分析など定型的な機能はアイコン化されています。
アイコンをつなぎ分析フローを作成し、パラメータを入力するだけで簡
単に分析を実行できます。分析フローを見れば、作業の流れが一目瞭然、
分析の共有も容易です。プログラミング不要ですので、ビジネスユーザー
にこそご活用いただきたい製品です。学習コストをかけずに分析をした
い方、時間をかけずに分析結果を実務に生かしたい方におすすめです。

データからモデルを作ることで予測をすることができます。

関係性を見つけ出す ーアソシエーション分析ー01 将来を予測する ー分類分析ー03

分析例

優良顧客の予測
販売データを分析し、優良顧客となる可
能性を分析。効果的なマーケティング
戦略の立案に役立ちます。

品質向上
製造工程・合否結果のデータから合否
に影響する要因分析や合否判定モデル
を作成し、歩留まりの向上や工程の管理
に役立てることができます。

未知の製造パターンの予測
製造工程データ、製品測定値から、製品
測定値の予測モデルを作成することで、
未知の製造工程の製品測定値を予測で
きます。

 最適な手法の
自動探索機能を搭載

次世代のデータマイニングツール
リリース以来、バージョンアップを続ける
ことで、AIの要素技術である機械学習・
統計解析の最新手法を多数搭載してい
ます。ユーザーの課題解決につながる
予測・クラスタリング・関連ルール抽出
などのタスクを簡単に実行できます。

データの流れ
は矢印で定義
されます

Excel、csv、データベース
テーブルをデータとして読
み込むことができます

結果のグラフ出力
機能ももちろん完
備しています

データ処理、
分析などはア
イコン化され、
ドラッグアンド
ドロップです
ぐに利用可能
です

だからできること

分析例

分析例

データから似通ったもの同士をグループ化し、データの構造を把握することができます。

似たものをグループ分けする ークラスタ分析ー02

顧客のセグメンテーション
主観を挟まず顧客を分類することによ
り、営業戦略の策定や製品開発に役立
ちます。

異常検知
製造データをクラスタリング。外れ値を
発見することにより、異常が発生してい
る可能性を見つけ出すことができます。

店舗・支社の分析
店舗や支社のデータを分析し、クラスタ
リングすることで経営戦略の策定に役
立てることができます。

見える化・異常検知
●  設備の稼働データから、正常モデルを学習し、半自動
的に異常が疑われるケースを検知することで、コスト削
減や対応時間の短縮が図れます。

●  過去の不具合発生状況を可視化することで、不具合の
傾向を把握できます。

●  作業現場の作業員の負荷をモニタリングし、危険な兆
候を察知することで重大な事故の発生を防げます。

歩留まり向上
●  不良品にはどのような要因が寄与しているかを抽出す
ることで、製造品質の向上が図れます。

需要予測
●  過去の需要データや周辺のデー
タをもとに将来の製品の需要を
予測することで、コスト削減・生産の
合理化が図れます。

カスタマーサービス
●  過去の修理記録をもとに、今回の事象に対する対応案
を提示することで、復旧までの時間を短縮でき、お客
様の満足度向上につながります。

顧客セグメント分析
●  購買傾向や属性情報から特徴が近い顧客をセグメント化
することで、適切なマーケティングの施策を打てます。

優良顧客の特徴抽出
●  過去の優良顧客・非優良顧客の情報から、注力すべき
顧客を見つけることで、営業の効率化が図れます。

販売予測
●  過去の販売データや周辺のデー
タをもとに将来の製品の需要を
予測することで、コスト削減・生産の
合理化が図れます。

商品アソシエーション分析
●  商品間の購買関係に存在するルールを抽出すること
で、適した商品配置などの施策を打てます。

疾病・生活習慣病対策
●  マイクロアレイデータ分析や生活習慣データ分析を
用いて、疾患のリスクファクターを特定することで、発
病の早期発見に役立てます。

●  レセプトデータや健診データを組み合わせて分析し、
疾患や生活習慣病のリスクが高い人を見つけ、効果的
な指導が行えます。

医薬品の適正使用
●  分析により医薬品の副作用を発
見し、適正な使用方法を検討する
ことで、重大事故を未然に防げます。

感染予防
●  環境的要因など過去の感染情報から、感染の広がりを
予測することで、適切な対策を打てます。

教育機関の方へ  誰でも簡単に使える分析ソフトウェアですので、データ分析になじみがない方に最適です。
 文理問わず授業にご利用いただけます。アカデミックライセンスのご用意もございます。

AI時代に不可欠な次世代のデータマイニングツールです
は 様々なシーンでご利用いただけます

製造

マーケティング

医薬 / 医療

データマイニングに求められる
3つの役割をシンプルな操作で誰にでも



データマイニングは、人間が機械学習を含む様々な手法を駆使し、膨大かつ複雑など様々な特性があるデータ
から、有用な知識、規則性を見つけ出し、現実に適用することを目的としています。
Visual Mining Studioは、シンプルな操作で、業界最多水準の豊富なデータ前処理機能・分析機能を
誰でも利用できる次世代のデータマイニングツールです。

機能の種類はデータ前処理機能やデータ分析機能の一覧表をご覧ください。

データから同時に発生する頻度の高い事象を発見することができます。

商品のレコメンデーション
顧客が同時に購入する可能性の高い商
品を分析します。ECサイトでよく使われ
ている手法です。

不具合の分析
同時に発生する可能性の高い不具合を
分析します。効果的な設備の運用に役
立ちます。

行動分析
ユーザーの行動ログなどから、ユーザー
が同時にとる可能性の高い行動を分析
できます。

ディープラーニング、テキスト分析と連係
基盤のプラットフォーム（VAP）上で、Deep Learner（ディープラー
ニング）、Text Mining Studio（テキスト分析）など他製品とシーム
レスに連係します。テキストデータに対し、Text Mining Studioで
分かち書きした結果をさらにVisual Mining Studioの各種分析や
Deep Learnerによるディープラーニングを活用することで、文章
の特徴抽出や文章分類など、VAP上で思いのまま実行できます。

直感的なマウス操作によるビジュアルプログラミング環境
集計・加工・可視化・分析など定型的な機能はアイコン化されています。
アイコンをつなぎ分析フローを作成し、パラメータを入力するだけで簡
単に分析を実行できます。分析フローを見れば、作業の流れが一目瞭然、
分析の共有も容易です。プログラミング不要ですので、ビジネスユーザー
にこそご活用いただきたい製品です。学習コストをかけずに分析をした
い方、時間をかけずに分析結果を実務に生かしたい方におすすめです。

データからモデルを作ることで予測をすることができます。

関係性を見つけ出す ーアソシエーション分析ー01 将来を予測する ー分類分析ー03

分析例

優良顧客の予測
販売データを分析し、優良顧客となる可
能性を分析。効果的なマーケティング
戦略の立案に役立ちます。

品質向上
製造工程・合否結果のデータから合否
に影響する要因分析や合否判定モデル
を作成し、歩留まりの向上や工程の管理
に役立てることができます。

未知の製造パターンの予測
製造工程データ、製品測定値から、製品
測定値の予測モデルを作成することで、
未知の製造工程の製品測定値を予測で
きます。

 最適な手法の
自動探索機能を搭載

次世代のデータマイニングツール
リリース以来、バージョンアップを続ける
ことで、AIの要素技術である機械学習・
統計解析の最新手法を多数搭載してい
ます。ユーザーの課題解決につながる
予測・クラスタリング・関連ルール抽出
などのタスクを簡単に実行できます。

データの流れ
は矢印で定義
されます

Excel、csv、データベース
テーブルをデータとして読
み込むことができます

結果のグラフ出力
機能ももちろん完
備しています

データ処理、
分析などはア
イコン化され、
ドラッグアンド
ドロップです
ぐに利用可能
です

だからできること

分析例

分析例

データから似通ったもの同士をグループ化し、データの構造を把握することができます。

似たものをグループ分けする ークラスタ分析ー02

顧客のセグメンテーション
主観を挟まず顧客を分類することによ
り、営業戦略の策定や製品開発に役立
ちます。

異常検知
製造データをクラスタリング。外れ値を
発見することにより、異常が発生してい
る可能性を見つけ出すことができます。

店舗・支社の分析
店舗や支社のデータを分析し、クラスタ
リングすることで経営戦略の策定に役
立てることができます。

見える化・異常検知
●  設備の稼働データから、正常モデルを学習し、半自動
的に異常が疑われるケースを検知することで、コスト削
減や対応時間の短縮が図れます。

●  過去の不具合発生状況を可視化することで、不具合の
傾向を把握できます。

●  作業現場の作業員の負荷をモニタリングし、危険な兆
候を察知することで重大な事故の発生を防げます。

歩留まり向上
●  不良品にはどのような要因が寄与しているかを抽出す
ることで、製造品質の向上が図れます。

需要予測
●  過去の需要データや周辺のデー
タをもとに将来の製品の需要を
予測することで、コスト削減・生産の
合理化が図れます。

カスタマーサービス
●  過去の修理記録をもとに、今回の事象に対する対応案
を提示することで、復旧までの時間を短縮でき、お客
様の満足度向上につながります。

顧客セグメント分析
●  購買傾向や属性情報から特徴が近い顧客をセグメント化
することで、適切なマーケティングの施策を打てます。

優良顧客の特徴抽出
●  過去の優良顧客・非優良顧客の情報から、注力すべき
顧客を見つけることで、営業の効率化が図れます。

販売予測
●  過去の販売データや周辺のデー
タをもとに将来の製品の需要を
予測することで、コスト削減・生産の
合理化が図れます。

商品アソシエーション分析
●  商品間の購買関係に存在するルールを抽出すること
で、適した商品配置などの施策を打てます。

疾病・生活習慣病対策
●  マイクロアレイデータ分析や生活習慣データ分析を
用いて、疾患のリスクファクターを特定することで、発
病の早期発見に役立てます。

●  レセプトデータや健診データを組み合わせて分析し、
疾患や生活習慣病のリスクが高い人を見つけ、効果的
な指導が行えます。

医薬品の適正使用
●  分析により医薬品の副作用を発
見し、適正な使用方法を検討する
ことで、重大事故を未然に防げます。

感染予防
●  環境的要因など過去の感染情報から、感染の広がりを
予測することで、適切な対策を打てます。

教育機関の方へ  誰でも簡単に使える分析ソフトウェアですので、データ分析になじみがない方に最適です。
 文理問わず授業にご利用いただけます。アカデミックライセンスのご用意もございます。

AI時代に不可欠な次世代のデータマイニングツールです
は 様々なシーンでご利用いただけます

製造

マーケティング

医薬 / 医療

データマイニングに求められる
3つの役割をシンプルな操作で誰にでも



動作環境
対応OS Microsoft® Windows® 8.1 / 10

Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019
いずれも64bit版のみ

CPU 2.0GHz以上

メモリ 4GB以上

HDD空き領域 10GB以上

データ表示機能
データビューアー 様々なグラフを描画する

ネットワークグラフ表示 ネットワーク形式のデータを描画する

S-PLUSグラフ表示 S-PLUSを利用してグラフを描画する
（別途S-PLUSのライセンスが必要です）

スクリプト機能
スクリプト 独自のデータ処理を定義し、実行する

Sスクリプト S言語で記述したスクリプトを実行する
（別途S-PLUSのライセンスが必要です）

Rスクリプト R言語で記述したスクリプトを実行する
（Rのインストールが必要です）

外部スクリプト呼び出し SAS、MATLAB、Perlと接続し、スクリプトを実行する

その他の機能
データベース接続 ODBC接続可能なデータベースに接続する

R連係 対話的な操作でRの統計分析を行う

バッチ処理 予め作成した処理を外部から実行する

Excel接続 Excelシートの入出力に対応

テキスト整形 不正な入力データを自動訂正する

並列実行 マルチCPUマシン上での並列実行

関連製品（Visual Mining Studioと連係して動作します）

Deep Learnerアドオン 直観的なウィザード上の操作でDeep Learning機能を実現
教師あり学習/教師なし学習に対応
数値/カテゴリ、時系列、テキストデータを扱う

Big Data Module 大規模なデータ分析対応

Text Mining Studio テキストデータに対し、様々な分析を行う

BayoLinkS ベイジアンネットワークモデルを作成し、確率推論を行う

Visual R Platform Rを計算エンジンに持つ統計ツール
基本的な集計、検定、回帰から、先進の手法まで幅広く網羅
R言語へのエクスポート可能

S-PLUS S言語を用いた統計ツール
検定・回帰・多変量解析などが可能

※ 中国語版、英語版についてはお問い合わせください

主な特徴
● 直感的なマウス操作によるビジュアルプログラミング環境
● 自由自在なデータ処理機能
● 充実した分析機能
● 多様なグラフ作成機能と結果のレポーティング

充実のサポート体制
すべて自社開発だからこその手厚いサポート体制を実現。メールに
よる操作方法の問い合わせ・スキルアップセミナー・個別コンサル
ティングなど導入後も安心してご活用いただくためのサポートは万
全です。データサイエンス教育も承っております。

データ前処理機能
データハンドリング 直観的な操作で、複雑な条件によるデータ抽出、加工を行う／データベースに直接接続も可能
クリーニング 欠損値・外れ値の検出／補完を行う
グルーピング 数値列のカテゴリ化／文字列のグループ化を行う
サンプリング データの一部を一定間隔／ランダムで抽出する
ソート キー列ごとに昇順／降順で並べ替える
ファイル分割 指定した比率で学習／検証用データに分割する
フィルタリング 指定した条件に合う行を抽出する
マージ 行方向結合／列方向結合を行う
列属性変更 列名と列の属性変更／数量化を行う
正規化 規格化／標準化（標準偏差／平均偏差）／対数変換を行う
層別サンプリング キー列の値または条件毎に行数／割合を指定しデータを抽出する
匿名化 データを加工して匿名にする
再配置 テーブルのデータを再配置（転置／横展開／リスト化／列順変更）する
日付時刻処理 日付データに関する計算、処理を行う
行選択 設定した条件に該当する行を抽出する／複数のテーブルを一度に抽出できる
日付選択 指定した日付に関する条件に該当する行を抽出する
集計 項目別カウント、統計量（合計／平均／分散／最大／最小など）を求める
パラメータ毎実行 フロー上のアイコンのパラメータを設定し、パラメータの全組合せを実行
欠損補填 データ分布を損うことなく、欠損値を補填する。データフュージョンに適用
離散化 数値データを様々な手法で分割しカテゴリ化する／X2、Gini係数などを用いて、データに応じた適切な分割点を計算
時系列処理 時系列の移動平均の計算、区分線形化、パターンマッチによる距離計算を行う
SQL作成 Decision Tree、クラスアソシエーション、アソシエーション分析のルールからSQL文を作成する
ランダム次元圧縮 高次元データをデータ間の距離関係を保ったまま高速に次元圧縮する

データ分析機能

時系列処理
基本操作 時系列データに関する統計量と推移列を表示する
線分表現 時系列データを複数の直線で近似表現する
計算距離 時系列データがあるパターンに合う／合わない部分を抽出する

統計量

集計 基本統計量（件数、合計、平均、分散など）を計算する
相関 相関係数、X2値、F値を計算する
Feature Selection 情報量基準（AIC、BICなど）を計算する
RFM分析 販売データから、顧客のR（recency）、F（frequency）、M（monetary）のランクを求め、得点化する
ビジュアル集計 データをインタラクティブな操作により、グラフ化しながら、集計を行う
群間比較 データを複数の群に分割し、特徴を自動的に抽出する

分類分析

詳しくは 
内ページ03参照

隠れセミマルコフモデル（HSMM） 観測データから、状態が未知のマルコフ過程の確率モデルを構築し状態推定及びモデル適合度を算出する

対話型モデル Active Learning手法により、大量の学習データに人手で教師値を付与する作業を効率化し少ない労力でより予測精度の高い
分類器を構築

説明変数重要度 データから説明変数の重要度を把握する
Model Optimizer 最適なモデル構築に必要なアルゴリズム、パラメータ、変数を自動探索
Decision Tree 多分岐の回帰木、分類木を作成する欠損値にも対応／ユーザ対話型
Random Forest ランダムフォレストモデルを作成する
多目的決定木 目的変数が複数ある回帰木を作成する
K-NN分析 k個の近傍データから回帰モデル、判別モデルを作成する
Neural Network 階層型Networkを用いて回帰モデル、判別モデルを作成する
Radial Basis Function Network 中間層のGauss関数を用いて回帰モデル、判別モデルを作成する
Support Vector Machine サポートベクターを用いて回帰モデル、判別モデルを作成する
予測 モデルの適用及び評価を行う
ルールベース予測 ルールテーブルを適用して予測を行う
モデル統合 複数モデル間の重みを最適化し、集団学習を行う
ブースティング 組み合わせによる高精度モデル作成
バギング 組み合わせによる頑健性を高めたモデル作成
Naive Bayes 説明変数間の依存性を考慮したNaive Bayesで判別分析を行う
交差検証 異なるデータを用いて繰り返し学習し、最適なモデルを探し出す

クラスタ分析

詳しくは 
内ページ02参照

BIRCH 圧縮したデータに対してK-Means法を行う
K-Means法 データを指定したk個のクラスタに分解する
OPTICS データの密度を元にクラスタを抽出／特殊な形状のクラスタも抽出可能
自己組織化マップ Neural Networkを用いてデータを2次元平面へマッピングする
One-Class SVM サポートベクターを用い、外れ値の検証を行う
Isolation Forest データの異常値、外れ値を少ない計算量で検出する
階層型クラスタリング 階層型クラスタリングを行い、デンドログラムを描画する
Cluster Validation クラスタリングの評価
二項ソフトクラスタリング 二項間の関係からクラスタリングを行う並列処理も可能
ネットワーク階層化 ノードのリンク情報を用いて階層型クラスタリングをする

アソシエーション
分析

詳しくは 
内ページ01参照

アソシエーション分析 多階層間アソシエーションツール（「前提＝＞結論」）を抽出する
インタラクティブルール分析 アソシエーションルールの結論を指定し、前提を対話的に探索する
関連性ダイアグラム分析 指定したアイテム間の関連性を探索する
時系列アソシエーション分析 時間的に順序のあるアソシエーションルールを探索する
クラスアソシエーション 結論となる列を指定したアソシエーション分析

多変量解析

対応分析 質的変数のデータ構造を空間上にマッピングする
主成分分析 多変量データの持つ情報を、少数個の因子に要約する
Kernel主成分分析 カーネル法を用いて非線形な主成分分析を行う
因子分析（Rのインストールが必要） 観測値を合成量と仮定し、観測値を構成する因子を探索

〒160-0016  東京都新宿区信濃町35番地 信濃町煉瓦館1階
平日10：00～17：00（E-mail、FAXは随時） 
TEL 03-3358-6681　FAX 03-3358-1727
E-mail：vmstudio-info@msi.co.jp
https://www.msi.co.jp/vmstudio/

ビッグデータ分析にお困りですか？
ビッグデータを数理システムのBig Data Moduleで集約、圧縮した上で、Visual Mining Studioの高度な分析に適用することが可能です。

日本計算機統計学会ソフトウェア賞受賞
数理システムは、1982年の創業以来携わってきた数理科学関連のソフトウェ
ア開発で蓄積された経験とノウハウを結集し、パッケージソフトとしてデータマ
イニングツールVisual Mining Studioを開発しました。Visual Mining Studio
は、内容の正確さ、使いやすさ、既存ソフトと比べた特徴や、解析手法が充実
しているといった実用的価値を評価され、「日本計算機統計学会 ソフトウェア賞
（開発賞）」を受賞しました。お客様の要望を素早く取り込み、高性能でしかも
使いやすいソフトウェアとして進化し続けるVisual Mining Studioを今後とも
ご期待ください。

※  Microsoft、Windowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他
の国における登録商標または商標です。

※会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

次世代データマイニングツール

豊富な機能で知識を掘り起こす

AI時代に不可欠な分析ツールで

データの価値の最大化を！

Visual Analytics Platform
数理科学とコンピュータサイエンスによる問題解決環境

テキスト
マイニング

データ
マイニング ベイジアン 統計解析 深層学習 最適化

シミュ
レーション CRM

同一マシンに各種ツールをインストールすることで、
VAP上ですべてのツールをシームレスに利用することが可能
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