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はじめに
昨今の企業は、多構造化データの爆発的増加に直面しており、競
争力の強化につながるビジネス上の重要な洞察をそれらのデー
タから見つけ出すという、特異な状況に置かれています。そこで、
膨大な量のデータを管理するだけでなく重要な洞察を迅速にも
たらすことができる最高のソリューションに焦点が絞られてきま
した。そのようなソリューションは超並列展開となることが多く、
従来は極めて専門的なプログラミング・スキルが必要とされてい
ました。MapReduceのような技術によって、並列プログラミング
の難題に対処できるようになるフレームワークが提供されました
が、MapReduce自体はプログラミングおよび管理用の複雑なフレ
ームワークなため、複雑なプログラミング、限定的な柔軟性と再利
用可能性、そして困難な統合という難点が、豊富なビッグデータ分
析と発見ソリューションを大規模に開発、テスト、導入する際の大き
な障害を生み出しています。これまで、データサイエンティストや統
計学者、ビジネス・アナリスト達は、ビッグデータ分析と発見に対し
て高まっている需要を満たすにあたって、予算の大幅な超過・遅延
の発生に直面しています。

Teradata	Aster	Discovery	Platformは、これらの課題の解消を目的と
して開発されました。このプラットフォームの目的は、すべての人が、
あらゆるタイプのデータから、迅速な反復処理によってビジネス上の
重要な洞察を発見しやすくすることです。Discovery	 Platformは、あ
らゆるタイプの企業ユーザー向けに設計されており、相乗的な多ジャ
ンルの分析を通じて、競争力の強化につながる高価値の洞察を引き
出せるようにします。分析においては、Teradata	SQL-MapReduce®	
(SQL-MR™)などのさまざまな最先端のツールや、テキスト、グラフ、お
よび統計ソリューションが利用されています。このプラットフォームで
は、業界唯一のSQL-MR™	フレームワークと、拡張を続けている80以
上の事前構築済みMapReduce関数のポートフォリオを特色としてい
ます。追加設定なしで使用可能なデータの取得、準備、分析、可視化
のための関数が用意されており、ユーザーは、これら4種類の関数す
べてを1つのSQL文の中に組み込むことができます。SQLの知識を持
つアナリストにとって使いやすいだけでなく、最も高度な専門知識を
持つデータサイエンティストにとっても十分にパワフルで柔軟性のあ
るプラットフォームです。Teradata	Aster	Discovery	Platformは、市場
をリードするディスカバリー・プラットフォームであり、価値を引き出
すまでに必要となる時間と労力を最小限に抑制するために必要な、
視覚的で対話型のパワフルな分析アプリケーションのための完全な
ソリューションを提供します。このプラットフォームは、Teradata	Aster	
DatabaseとTeradata	 Aster	 Discovery	 Portfolioによって構成されま
す。
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このホワイトペーパーでは、SQL -MR™関数について説明
し、Teradataの多くのお客様がそれらの関数を幅広く利用可能な
状況を生み出すことに重点を置いています。このホワイトペーパー
は、経営幹部、ビジネス・マネージャ、ビジネス・アナリストを念頭
に置いて執筆されています。

TeradaTa asTer discovery PorTfolio
Teradata	Aster	Discovery	Portfolioは、戦略的および戦術的意思
決定に大きな影響を与える洞察を引き出すための対話式アプリケ
ーションの原動力となる、完全なソリューションです。このポートフ
ォリオにより、経営幹部、ビジネス・マネージャ、ITマネージャ、デ
ータサイエンティスト、統計学者、およびビジネス・アナリストは、

ビジネス上の画期的な洞察を発見および運用して、以下のことを
実現できるようになります。

	~ 顧客満足度の向上につながるようなプロセスの改善や新たな
サービスその他のアクティビティを実施すること。

	~ 重要な戦略的決定(価格設定など)を下す際に結果に基づい
た意思決定を行い、データ主導型の精神を吹き込むこと。

	~ 意思決定を先行的に行なうことにより、リスクを最小限に抑
え、市場の新たなトレンドを有効に活用すること。

Aster	Discovery	Portfolio(図1参照)には、すぐに利用できる一連
のSQL-MapReduce	(SQL-MR™)	関数が含まれています。これら
は、プログラミングを一切必要とせずにSQLインターフェースから
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図1. Teradata Aster Discovery Portfolio
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呼び出すことが可能です。発見プロセスの各ステップに対応する
SQL-MR™	 関数(合計80個以上)が、データ取得、データ準備、分
析、および可視化という4つのモジュールに分けられています。こ
れらの4つのプロセスを単一のSQL文の中から呼び出せるため、そ
れぞれに別個のツールやスキルセット、独立して格納されているメ
タデータなどを利用する必要はありません。そのため、迅速な反
復処理によって分析のイノベーションが加速し、新たな洞察が短
時間でもたらされます。従来型アプローチでは洞察がもたらされ
るまでに何日も何週間も、時には何ヶ月もかかっていたのとは対照
的です。	

開発と導入を簡略化し、加速させる

Aster	 Discovery	 Portfolioには、多様な分析アプリケーションで
活用できる再利用可能な一連の構築ブロックが用意されていま
す。アナリストは、一般的な分析機能を実行するカスタム・コード
の作成やテストに時間と労力を費やすのではなく、事前構築済み
の関数をSQL-MR™	フレームワークを通じて容易に利用できるた
め、自分が利用するアプリケーションに必要なハイ・レベルのビジネ
スロジックに集中できるようになります。

SAMPLE TERADATA ASTER SQL-MR™ FUNCTIONS BY CATEGORY

A N A L Y T I C S  M O D U L E

DATA ACQUISITION AND
PREPARATION MODULE

VISUALIZATION MODULE

PARTNERS MODULE

Sessionization, IPGEO Mapping,
XML Relation, XML and ISON Parsers

PATH AND PATTERN
Teradata Aster nPath™, Path Generator,

Path Summarizer, Attribution

STATISTICAL
Histogram, Linear Regression, Sampling,

F-measure, Naïve Bayes Text Predict, GLM

TIME SERIES
Discrete Wavelet Transformation,

Symbolic Aggregation Approximation (SAX)

RELATIONSHIP ANALYSIS
Single Source Shortest Path,
Collaborative Filtering, nTree

TEXT
Text Classifier, Text Parser, Chinese Text

Segmentation, Text Tagging, Sentiment Extraction

Teradata Aster nPath™ Visualizer, cFilter Visualizer

Attensity Sentiment Categorization, Attensity Triples 
Finder, Zementis PMML, SAS and R In-Database Scoring

図2. Teradata Aster Discovery PortfolioのSQL-MR関数のグループ
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迅速でスケーラブルな分析的洞察をもたらす

Aster	 Discovery	 Portfolioに含まれる分析関数は、効率の高いス
ケーラブルなものとなるように設計されています。これらの関数
は、組み込まれているMapReduceエンジンとSQL-MR™	フレームワ
ークを利用して、Teradata	 Aster	 Databaseシステムをフル活用しま
す。このアーキテクチャに固有のシンプルな特性が、理解と実装を
容易なものにしています。

より豊かな分析を実現する

Aster	Discovery	Portfolio(図2参照)には、80個以上の高度な分
析関数が含まれています。これらの関数は、通信、ヘルスケア、医
薬、金融および保険、製造、その他多くの業界での利用可能です。
用途としては、不正およびリスク分析、離反、製造最適化、ゴール
デン・パス分析、マーケティング・アトリビューション、感情抽出、
その他多くのものが挙げられます。あらゆるタイプのアナリスト
が、重要な洞察を反復的に築き上げることが可能になる形で、こ
れらの関数の柔軟性に自分の専門知識を適合させることができま
す。Discovery	 Portfolioの目標は、多ジャンル分析(離反の危険性
を判定する	Teradata	Aster	nPath™	関数やナイーブベイズ関数な
ど)を可能にし、また、仮説検定に基づいた意思決定のための迅速
反復アプローチを導入することです。	

TeradaTa asTer sQL-Mapreduce関数 
トップ22
APAcheログパーサー
関数名: apache_log_parser

Webログは、Webサイトでの訪問者の行動を捕捉できる足跡であ
ると同時に、Webサーバーのパフォーマンスに関する情報でもあ
ります。Webログを分析すれば、問題のトラブルシューティングや
トラフィック需要を満たすためのサイジングの管理が可能になり
ます。これらのログ・ファイルは、National	 Center	 for	 Supercom-
puting	Applications	 (NCSA)の基準に準拠しています。Apacheロ
グパーサーでは、各項目が取り込まれ、データの構文が解析され、
構造化形式で出力されます。構造化されたデータは、顧客の行動
パターンを特定するTeradata	 Aster	 nPath関数への入力として使
用されます。図3は、ログ・ファイルと構文解析の結果の例を示して
います。

75.36.209.106 - - [20/May/2008:15:43:57 -0400] 
“GET / HTTP/1.1” 200 15251 “http://www.google.
com/search?hl=en&q=%22Aster+Data+Systems%22” 
“Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 
5.1; SV1; YPC 3.2.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 
2.0.50727; MS-RTC LM 8)”

注目点
	~ Aster	 Database、MapReduceエンジン、SQL-

MapReduceフレームワークによる並列処理向けに
構築されている。

	~ パスおよびパターン分析、統計、関連性、グラフ、テ
キスト分析、データ変換のための関数が含まれてい
る。

	~ SQL-MapReduceを介してカスタム分析に容易に組
み込める。

	~ 高いパフォーマンスとスケーラビリティを目指して
最適化されている。

	~ Aster	 Developer	 Express統合開発環境(IDE)によ
って作成されたカスタム分析と容易に併用できる。

用途の例
	~ Webログ、CRM、その他のオフライン・データを分

析して、顧客離反の要因と離反防止の方法を把握す
る。

	~ 市場価格の統計解析を実行して、金融ポートフォリ
オのモデルの作成と改良を行なう。

	~ 購買パターンを調査し、クロスセルの可能性を向上
させるマーケット・バスケットを作成する。

	~ センサー・データ内の偏差を把握し、大規模な製
造ロスが発生する前に問題を迅速に特定する。

	~ ソーシャル・メディアのデータ・ストリームを分析す
ることにより、ブランド価値、商品への感情、会社の
認識度を管理する。

	~ ヘルスケアの治療計画に関する分析を実施して、個
人に合わせたケアが提供されるようにする。
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関数呼び出し:

SELECT *
FROM apache_log_parser
(ON {table_name|view_name|(query)}
LOG_COLUMN(‘<log_column_name>’)
[EXCLUDE_FILES(‘<.file_suffix>’[,’<>’..]>)]
[RETURN_SEARCH_INFO(‘true’|’false’)] );

用途の例:

 ~ Webサイトでの顧客の購買行動。

	~ イベント完了に向けて顧客がとる経路のうち、効率が最も高
い経路と最も低い経路(顧客体験の最適化)。

 ~ Webサイトのパフォーマンスの調整。

利用する業界の例:

 ~ eコマース、小売、通信、保険/リスク、金融

アトリビューション 

関数名: attribution

アトリビューションは、イベントにつながるアクションの信用度を
提示します。イベントの例としては、商品の購入の完了やPDF文書
のダウンロードなどが挙げられます。従来型のアプローチは、イベ
ントにつながった最新のアクションに全面的な信用度を与えるも
のでした。これは、最後のアクションを促進した可能性のある先行
のアクションの影響が考慮に入れられないため、公正な方法では
ありません。また、オフラインでのイベントも含まれていません。	

アトリビューション分析の実行には数種類のアプローチがあり、
加重、時間、数量という3つの次元が考慮に入れられます。

	~ 加重次元は、4つのモデル(単一イベント、均等、加重、指数関
数)で構成されます。単一イベント・アプローチでは、1回のア
クションに100パーセントの信用度が与えられます。均等ア
プローチでは、すべてのアクティビティが均等に扱われます。
加重アプローチでは、結果に対する特定のパーセンテージの
アトリビューションが各アクティビティに与えられます。指数
関数アプローチでは、最も隣接した一時的なアクションが重
要性の高いものと見なされます。

	~ 時間次元は、イベントのセットに時間制限を設けます。範囲
外になったイベントは、すべて除外されます。

	~ 数量次元は、結果に先行するイベントの数に制限を設けま
す。

DATESTAMP IP ADDRESS PAGE REFERRAL SITE
SEARCH 
ENGINE

SEARCH 
TERMS

2 0 0 8 - 0 5 - 2 0	
15:43:57.0

75.36.209.106 /
http://www.google.com/searc
h?hl=en&q=%22Aster+Data+S
ystems%22

1
“Aster	Data	
Systems”

2 0 11 - 0 3 - 2 7	
11:45:47.0

98.210.132.218
/ a b o u t /	
management .
php

http://www.bing.com/search?
q=aster+data&form=QBLH&qs
=n&sk=&sc=8-10

2 aster	data

図3. Apacheログパーサーの出力
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図4は、ビジネスにおける重要性に基づいてイベントが加重されて
いる加重アプローチの例を示しています。

関数呼び出し:

SELECT * FROM attribution 
( 
ON { <input_table> | view | query } 
PARTITION BY <partition_columns> 
ORDER BY <ordering_columns> 
EVENT_COLUMN_NAME(‘event_column’) 
CONVERSION_EVENT_TYPE_VALUE(‘click1’, ‘click2’, 
...) 
[ EXCLUDING_EVENT_TYPE_VALUE(‘email’) ] 
[ OPTIONAL_EVENT_TYPE_VALUE(‘optional1’, 
‘optional2’) ] 
TIMESTAMP_COLUMN_NAME(‘timestamp_column’)
WINDOW(‘rows:K | seconds:K | rows:K&seconds:K’) 
MODEL1(‘TYPE’, ‘K|EVENT:WEIGHT:MODEL: 
PARAMETERS’, ...)  
[ MODEL2(‘TYPE’, ‘K|EVENT:WEIGHT:MODEL: 
PARAMETERS’, ...) ] );

用途の例:

	~ 各チャネルが企業にもたらす価値に応じて、マーケティングお
よび営業の予算をどのチャネルに費やすべきかを把握する。
価値判断は、四半期ごとの収益などによって判定されます。

	~ 非効率なチャネルを特定し、そのチャネルを廃止または改善
する。

	~ 顧客獲得に最も有利な新しいチャネルや人気の高いチャネ
ルを発見し、それらのチャネルを特別待遇(キャンペーン、割
引など)のターゲットにする。

利用する業界の例:

 ~ eコマース、小売、通信、銀行

USER ID EVENT TIMESTAMP ATTRIBUTION
TIME TO 
CONVERSION

1 Store	Visit 9/27/2001	23:00 0.09 -19

1 Paper	Ad 9/27/2001	23:00 0.09 -17

1 Online	Visit 9/27/2001	23:00 0.09 -15

1 Online	Ad	Check 9/27/2001	23:00 0.09 -13

1 Browse	Offers 9/27/2001	23:00 0.09 -11

1 Store	Visit 9/27/2001	23:00 0.09 -9

1 Call	Center	Question 9/27/2001	23:00 0.09 -7

1 Email	Check 9/27/2001	23:00 0.09 -5

1 Visit	Online 9/27/2001	23:00 0.09 -1

1 Purchase Product 9/27/2001 23:00

図4. アトリビューション判定のためのイベントへの加重
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バスケット生成
関数名: basket_generator

マーケット・バスケットには、何らかの属性を通じて相互につなが
りのあるアイテムのセット(商品、サービス、アクション)が含まれま
す。例えば、自動車とタイヤは、一方を使用する際にもう一方も必
要となるため、1つの購入バスケットに入れられる可能性が高くな
ります。また、石鹸と練り歯磨きは、日常的な清潔さを保つための
行動に関連があるため、これらも1つのバスケットに入れられます。
このようにして生成されたマーケット・バスケットからの情報は、
販促、特典プログラム、店舗設計、割引プランなどに影響を与える
ことに加えて、クロスセルやアップセルの目的で利用することが可
能です。	

主として小売企業におけるマーケット・バスケットは、関連性分析(
アフィニティ分析)によって生成されます。関連性分析は、特定の個
人または集団によって実行された(またはそれらの人々に関して記
録された)アクティビティの中から共起の関連性を見つけ出すデー
タ分析およびデータ・マイニングの技法です。バスケット生成関数
は、共通の識別子によって結び付けられている複数の行からデー
タのサブセットを生成します。例えば、ユーザーごとに商品の購入
取引を記録した複数の行がある場合、すべての行または大部分の
行に共通する何らかの属性に基づいて購入品目を結び付けること
が可能です。そのようなバスケットが生成され、購入者集団内での
全バスケットと比較されれば、2品目、3品目、...n品目のグルーピン
グを確認しやすくなります。このようなグルーピングから、上記の
用途への対処が可能になります。

関数呼び出し:

SELECT * FROM basket_generator
(
ON { table_name | view_name | ( query ) }
PARTITION BY expression [, ...]
[BASKET_SIZE(‘basket_size_value’)]
BASKET_ITEM(‘basket_item_column’)
ACCUMULATE(‘column1 [, column2, ...]’)
[ITEM_SET_MAX(‘item_set_max_value’)]);

用途の例:

	~ 店舗の棚スペースを最適化し、すぐに売れる可能性のある商
品を陳列すると同時に、相当な市場浸透率が期待される新製
品のためのスペースを作り出す。

	~ 複数の商品のバンドル(練り歯磨きの購入者には新製品の香
水を50%引きにする、等)により、新製品の市場での採用率を
向上させる。

	~ 商品の論理クラスタを作成し、ある商品のバスケットから別の
バスケットへと顧客が飛び移ることを可能にする橋渡し役の
商品を判別する。

利用する業界の例:

	~ 消費者向け小売、製品マーチャンダイジング、自動車

協調フィルタリング
関数名: cfilter

協調フィルタリング(cフィルタリング)は、好みについての情報を多
数のユーザーから収集すること(協調)により、1人のユーザーの関
心事を自動的に予測する方法(フィルタリング)です。協調フィルタ
リング・アプローチの基礎的前提は、ある問題に関してAという人
物がBという人物と同じ意見を持っている場合、別の問題xに関し
てもAの意見はBと同じになる可能性が高く、その可能性は、ランダ
ムに選んだ人物がxに関して持っている意見と同じになる可能性よ
りも高いということです。例えば、テレビ番組の好みに関する協調
フィルタリング・リコメンデーション・システムでは、あるユーザー
の好み(好きか嫌いか)を示す部分的なリストがあれば、そのユー
ザーがどの番組を好むかを予測することが可能です。それらの予
測はそのユーザーに固有のものではあるが、多数のユーザーから
収集された好みの情報に基づいている、という点に注意してくだ
さい。図5は、サルサとチップスがどれだけ協調性の高い品目であ
るか(すなわち、他の組み合わせと比較してマーケット・バスケット
内で出現する頻度が高いこと)を示しています。	
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最近傍アルゴリズムは	 cfilter関数の一種です。協調フィルタリン
グ・システムには多数の形式がありますが、その中でも一般的なの
がユーザー・ベース	とアイテム・ベース	の2つです。ユーザー・ベー
スの協調フィルタリング(cフィルタ)においては、以下のようなステ
ップが実行されます。

	~ アクティブ・ユーザー(予測対象にするユーザー)と同じレーテ
ィング・パターンを持つユーザーを探す。

	~ ステップ1で見つけた、好みが同じユーザーのレーティングを
利用して、アクティブ・ユーザーの予測値を計算する。

アイテム・ベースのcfilter関数(xを購入したユーザーはyも購入して
いる)においては、以下のようなステップが実行されます。

	~ アイテムの対の間にある関連性を判定する、アイテム対アイテ
ムのマトリクスを作成する。	

	~ 作成したマトリクスと、現在の対象であるユーザーに関する
データを使用して、そのユーザーの好みを推測する。	

購入品目の親和性を示す別の図を以下に示します。

図6. 購入品目の関連性の図

ITEM 1 ITEM 2 CNTB CNT1 CNT2 CFILTER SCORE

chips salsa 1 2 2 0.25

salsa chips 1 2 2 0.25

beer chips 2 9 2 0.222222222222222	

chips beer 2 2 9 0.222222222222222

flour sugar 3 7 7 0.183673469387755	

sugar flour 3 7 7 0.183673469387755

sugar milk 3 7 9 0.142857142857143	

flour milk 3 7 9 0.142857142857143

milk flour 3 9 7 0.142857142857143

milk sugar 3 9 7 0.142857142857143

図5. マーケット・バスケットの判定

HigH Collaboration

low Collaboration
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関数呼び出し:

SELECT * FROM cfilter
(
ON (SELECT 1)
PARTITION BY 1
[ domain(‘ip_address’) ]
[ database(‘db_name’) ]
[ userid(‘user_id’) ]
password(‘password’)
[SSLSETTINGS(‘<SSLsettings>’)]
[SSLTRUSTSTOREPASSWORD(‘<SSLtrust 
storepassword>’)]
inputTable(‘input_table_name’)
outputTable(‘output_table_name’)
inputColumns(‘source_column1’,  
‘source_column2’,...)
joinColumns(‘join_column1’, ‘join_column2’,...)
[ otherColumns(‘other_column1’, ‘other_  
column2’,...) ]
[ partitionKeyColumn (‘partitionKeyColumn1’) ]
[ maxSet(‘max_item_set’) ]
[ dropTable(‘true’|’false’) ]);

用途の例:

	~ 消費者固有の購買パターンに基づいて消費者の行動を把握
することが、特定のセグメント(購買層など)別に適した商品の
組み合わせを作る上で重要となります。

	~ どのサービス同士の関連性が高いかを確認することで、企業
は、サービスのコスト、追訪回数、顧客サービスのために費や
すその他のリソースを最小限に抑えることができます。

	~ リコメンデーションのエンジン(音楽や書籍の推奨など)を構
築する。

利用する業界の例:

	~ 製造、自動車、ヘルスケア、銀行、小売、ソーシャル・メディア

協調フィルタリング可視化
関数名: cFilterViz

cfilter可視化関数は、cfilter関数呼び出しの出力を可視化して提
示します。この可視化形式はTeradataソリューション特有のもので
あり、Aster	Discovery	Portfolioに組み込まれている他のBIソリュ
ーション(Tableauなど)ではこの機能は提供されていません。実際
には、これらの可視化機能はBIツールの可視化機能を補完するも
のです。ビジネス・ユーザーは、斬新な形で示される重要な洞察を
確認することにより、価値を獲得する能力を伸ばすことができま
す。図7のシグマ・グラフは、可視化の一例です。

図7. この図には、サイトのユーザーが開く傾向が高い特定のWebペ
ージ間の関連性が示されている。
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関数呼び出し:

SELECT * FROM cfilterViz (
ON <table|view|query> PARTITION BY col_name -- 
For input table
ON <table|view|query> PARTITION BY col_name -- 
For aggregates
score_col(‘cntb’) -- scoring column from cfilter
item1_col(‘col1_item1’) -- item1 column from cfilter
item2_col(‘col1_item2’) -- item1 column from cfilter
cnt1_col(‘cnt1’) -- counts for item1 from cfilter
cnt2_col(‘cnt2’) -- counts for item2 from cfilter
[directed(‘true’|’false’)] -- Default: false.
[graph_type(‘sigma’|’gexf’|’graphviz’)] -- Default: 
Sigma
[accumulate(‘col_name’)] - columns from the input to 
be carried to output
[arguments(‘key1=value’,’key2=value’,’key3=value’)] - 
user defined data to be shown as output
title(‘Your Title Here’)
[subtitle(‘Your Subtitle Here’)] );

用途の例:

	~ まとまった製品に対するマーケティング方法を把握できるよ
うに、購買パターン(商品やサービスの対など)を特定する。

	~ アクションの関連性(タイヤの点検のために自動車が持ち込
まれた時には電子装置もチェックすべきである、等)を特定し
て、同じアクションの繰り返しを減らし、効率的な成果につな
げる。

	~ 商品を推奨する(ギフト用の包装紙を購入したユーザーはテ
ープ、糊、はさみも購入している、等)。

	~ 特定のコミュニティ内での主要インフルエンサーを探し出す
ことができるように、ソーシャルにおけるつながりを示す。そ
れを確認した企業は、その主要インフルエンサーに対して特
定の目的(ヘルスケアの問題についての認識の向上や、特定の
サービスの採用度の向上など)で働きかけるための適切な手
段を講じることができるようになります。

利用する業界の例:

	~ 製造、自動車、銀行、小売、ソーシャル・メディア、ヘルスケア、
政府機関(疾病対策)

分布マッチング
関数名: distnmatchreduce

分布マッチングは、問題となっているモデルの下で適合度を測定
し、観測値と予測値の相違を要約して示します。このような測定
は、仮説検定において利用することが可能です。仮説検定におい
ては、2つの標本が同一分布から抽出されているかどうか、または
特定分布の後に結果の頻発が続いているかどうかが検証されま
す。適合度の判定には、以下の4種類の検定が使用されます。

	~ アンダーソン・ダーリング検定、コルモゴルフ・スミルノフ検
定、クラーメル‐フォンミーゼス規準、ピアソンのカイ二乗検定

分布マッチング・アルゴリズムのもう1つの応用例は、標本データ・セ
ットの基礎的分布を発見し、同じ分布に一致する別のデータ・セッ
トを作成することです。図8は、実際の分布(青)と推定された分布(
赤)の相違を示しています。

図8. 実際の分布および推定された分布
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関数呼び出し:

SELECT * FROM DistnmatchReduce (
ON DistnmatchMultipleinput (
ON (SELECT RANK() OVER (PARTITION BY <col1>, 
<col2>, ..., <colN> ORDER BY column_name) AS rank, 
*
FROM <input_table> WHERE column_name IS NOT 
NULL) AS input PARTITION BY ANY
ON (SELECT <col1>, <col2>, ..., <colN>,
COUNT(*) AS group_size,
AVG(column_name) AS mean,
STDDEV(column_name) AS sd,
CASE
WHEN MIN(column_name) > 0 THEN AVG(LN(CASE 
WHEN column_name > 0 THEN column_name ELSE 
1 END))
ELSE 0
END AS mean_of_ln,
CASE
WHEN MIN(column_name) > 0 THEN 
STDDEV(LN(CASE WHEN column_name > 0 THEN 
column_name ELSE 1 END))
ELSE -1
END AS sd_of_ln,
MAX(column_name) AS maximum,
MIN(column_name) AS minimum
FROM <input_table>
WHERE column_name IS NOT NULL
GROUP BY <col1>, <col2>, ..., <colN>)
AS groupstats DIMENSION
VALUECOLUMN( <column_name> )
[ TESTS(‘KS’, ‘AD’, ‘CHISQ’) ]
[ DISTRIBUTIONS(‘distribution1:parameter1’, ... ) ] -- 
must be continuous distributions
[ GROUPINGCOLUMNS( <col1>, <col2>, ..., <colN> ) ]
[ MINGROUPSIZE( <minGroupSize> ) ]
[ CELLSIZE( <cellSize> ) ]
) PARTITION BY <col1>, <col2>, ..., <colN>
[ TOP(‘top’) ] );

用途の例:

	~ A/Bテスト環境を構築して、特定の製品およびサービスの影
響を検証する。主要指標を単純に比較することにより、企業
は、特定のアクションにつながる要因(報奨金とフレックスタ
イム制等を組み合わせた従業員引き留めオプションなど)を
特定できます。

	~ ある病気の患者群に対して有効となる可能性が高い治療法
の組み合わせを予測する。

	~ 分析の精度を高めるために画像を区分化(左心室だけの画像
など)して、詳細な生理分析とタイムリーなケアの提供を実現
させる。

利用する業界の例:

	~ ヘルスケア、保険、医薬、広告

離散ウェーブレット変換 
関数名: dwt

離散ウェーブレット変換(dWT: discrete Wave Transforma-
tion)アルゴリズムは、ウェーブレットを複数の成分に分解するこ
とによって変換します。ウェーブレットとは、時間領域において振
動し、減衰する小さな波(信号)のことです。波(信号)は、時間または
空間の振動関数であり、周期的です。言い換えれば、ウェーブレッ
トは局在化された波(信号)であり、過渡信号の分析に使用されま
す。ウェーブレット変換は、再構成された信号の歪みを削減でき
ると同時に、信号中に存在する顕著な特徴をすべて維持できるた
め、ウェーブレット変換の人気は高まっています。

変換を発生させるのは数学関数であり、これは、生データからで
は通常は入手できないような詳細な情報を取得する目的でウェー
ブレット(信号)に適用されます。変換関数は、データのノイズを取
り除くために関数に設定された閾値処理 パラメータを基礎としま
す。注目すべき主な属性は、dWTの実装時には、信号中の最も顕
著な情報は高振幅で出現し、あまり顕著でない情報は超低振幅で
出現するということです。これらの低振幅を破棄することにより、
データの圧縮を達成できます。ウェーブレット変換によって、再構
成の品質が高い高圧縮率が実現します。すなわち、変換の出力
は、顕著な信号を高精度に表現したものとなります。それらは、離
散したパネルという形で表現されます。生信号に対するdWTの典
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型的な実装は、図9のようなプロセスを経ることになります。 

INPUT
SIGNAL

OUTPUT
SIGNAL

wavelet
transform

inverse 
wavelet

transform
Processing

図9. dWTのプロセスの流れ

ウェーブレット変換の応用は、広範囲に及びます。有名な応用例の
1つが指紋照合です。データ・バンクに保管するための指紋画像の
圧縮にウェーブレット変換が使用されています。指紋の中の稜線
が、顕著な信号として出現し、変換後にはデータの全部分が保持
されます。ウェーブレット変換は、音声圧縮にも応用されています。
音声圧縮により、モバイル・アプリの伝送時間が短縮されます。ウ
ェーブレット変換は、ノイズ除去、エッジ検出、特徴抽出、音声認
識、エコー・キャンセル、リアルタイム音声・映像圧縮アプリケー
ション、デジタル通信、生体医学画像処理にも使用されています。
また、心電計の信号測定値もウェーブレットを使用して分析され、
保管用に圧縮されています。

関数呼び出し:

select * from public.dwt(
on (select 1) partition by 1
password(‘beehive’)
inputtable(‘public.temperature’)
outputtable(‘temperature_coef’)
metatable(‘temperature_meta’)
inputcolumns(‘value’)
sortcolumn(‘hour’)
partitioncolumns(‘city’,’date’)
waveletname(‘db2’)
level(2));

用途の例:

	~ 画像認識

	~ 指紋照合

	~ 音声・映像圧縮

利用する業界の例:

	~ 家電、法執行機関、芸術、通信、情報技術、政府機関(国家安
全保障および犯罪防止)

高頻度パス(シーケンシャルパス)
関数名: sequentialpattern

高頻度パス関数は、結果につながる有限数のパスを特定します。
そのようなパスを特定した後は、新規顧客が当該の結果に着くま
でにたどる可能性の高いパスの順序が予測されます(ある商品をオ
ンラインで購入するのか、商品をオンラインで探してから店舗に
行きオフラインで購入するのか、等)。これは、オンライン/オフライ
ンの行動分析、疾患治療、DNA配列解読、株価動向などに幅広く
応用できます。	

Teradata	Aster	nPath™	関数は、結果(サービスの解約など)にたど
り着くまでにユーザーがとるパスの、有限数の組み合わせを特定
します。高頻度パス関数は、Teradata	Aster	nPath™	関数によって生
成されたすべてのパスとサブパスの中から、出現頻度の高いパスの
リストを提示します。配列データは、各パターンまたはシーケンスに
独自のIDを付けてデータベース内に格納されます。続いて、それらの
シーケンスが分析され、最も頻度の高いパターンが取得されます。
図10は、Teradata	Aster	nPath™	から導出されたすべてのパスを表に
したものです。	

SEQ ID
TIME 
(SECONDS)

ITEM IN 
SEQUENCE

1 11 Login	page

1 12 Books

1 13 Sign	Off

2 21 Legal	page

2 22 Furniture

2 23 Purchase	cart

3 31 Login	page

3 32 Clothing

3 33 Sign	Off

図10. Teradata aster npath™ が生成したシーケンス
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Loginで始まりSign	 Offで終わるすべてのパスのリストを要求する
高頻度パターン・アルゴリズムは、シーケンスID	(SEQ	ID)が1と3の
リストを提示します。それらのシーケンスのカウントも提示されま
す。一方で、経路が指定されていない場合でも、このアルゴリズム
はすべてのシーケンスを取り出すことができ、すべての高頻度パス
およびサブパスのサブセットを生成します。

関数呼び出し:

SELECT * FROM SequentialPattern(
ON (SELECT 1)
PARTITION BY 1
PASSWORD(‘beehive’)
INPUTTABLE(‘testseq’)
PARTITIONCOLUMN(‘sequenceid’)
TIMECOLUMN(‘time’)
ITEMCOLUMN(‘item’)
MINSUPPORT(2) );

用途の例:

	~ 顧客の購買パターンの中から、マーケティング・キャンペーン
や顧客体験強化のイニシアティブに利用できるものに見られ
る特定のシーケンスを突き止める。

 ~ dNa配列の中から特定の部分列(サブシーケンス)を分離し
て、発病の引き金を把握し、薬理学的に、またはその他の治
療選択肢のターゲットとして対処できるようにする。 

 ~ Webのアクセス・パターンを見つけ出し、サイト訪問者の属性
に応じて、関連性のあるすべてのコンテンツをカスタマイズし
て提供できるようにする。

利用する業界の例:

 ~ eコマース、医薬、医学研究、教育

一般化線形モデル
関数名: glm

	~ 一般化線形モデル(GlM: Generalized linear Model)
は、予測変数の線形結合に対する応答を関連付けるための、
統計モデルの大規模なクラスです。GlMの例としては、線形
回帰、多重ロジスティック回帰、ポアソン回帰その他のモデ
ルが挙げられます。GlMは、線形モデリング・プロセスを拡
張したものであり、正規分布以外の確率分布(ポアソン、二
項、多項など)に従ってモデルがデータに適合できるようにし
ます。GlMは、従来型の線形モデルにおける仮説検定で必須
とされる分散の等価性または不変性という要件を緩和したも
のでもあります。専門外の人でもGlMを理解できるように、
料理に例えてみましょう。出来上がったピザがあるとして、そ
れがどのように作られているのかを説明してみます。

	~ どの材料を加えるのか(X)—独立変数(系統的成分とも呼ば
れています)を指定します。

	~ 材料ごとに、GlMは、最高の再現率を生み出す数量 (ß) を
発見します。ßは、各独立変数が与える影響の度合いです。

 ~ Xとßについての知識を使って ピザを作る (Y) (従属変数)と
すると、エラー (e) は、元のピザ/データと再構成したピザ/デ
ータとの差異となります。

ここで、GLMの次のような基本方程式が成り立ちます。
Y = X

1
 ß

1
 + X

2
 ß

2
 + e	

分散(エラー)は、モデルの中に含まれることが予測されていなかっ
たかまたは容易に観測できなかった一連の無制限の影響が原因
で発生します。原因となり得るのは、材料の品質の悪さやオーブン
の機能不全などの単発的な無作為事象です。GLMは、エラーが正
規分布パターンに従っていて、実際の観測結果との相関関係がな
く、時間の経過に伴う方向変化がないと仮定します。	
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関数呼び出し:

SELECT * FROM GLM (
ON (SELECT 1)
PARTITION BY 1
database(‘beehive’)
userid(‘beehive’)
password(‘beehive’)
inputTable(‘glm_test1’)
outputTable(‘glm_output1’)
columnNames(‘damage’,’temp’)
family(‘LOGISTIC’)
link(‘CANONICAL’)
weight(‘6’)
threshold(‘0.01’) maxIterNum(‘10’));

用途の例:

	~ 個々の行動に影響を与える重要な属性の小集団を分離し、そ
れらの属性に変化をもたらせるようにする(従業員の引き留め
率を向上させるために、変動的な休暇日数を増やすか、また
は長期の義務的な休暇を予定に組み込む、等)。

	~ 顧客を理解することに対して何の価値も付加できない擬似
関連性を特定し、顧客の行動に直接影響する主要推進要因
にすべての企業活動の焦点を合わせる。

利用する業界の例:

	~ 製造、エンターテインメント、政府機関(DMVなどのサービス
部局)、保険

Ip Geoマッピング
関数名: IpGeo

この関数は、IPアドレスを位置情報にマッピングします。この関数
を使用すれば、訪問者の地理的な位置(すなわち、国、地域、市町
村、緯度、経度、郵便番号、タイムゾーン、接続速度、ISP、ドメイン
名)を特定できます。この関数には数多くの応用例があり、それら
は、ターゲットを絞ったオンライン広告、コンテンツのローカライ
ズ、地域別の権利管理、オンライン・セキュリティ、不正防止など
の多岐にわたります。

関数呼び出し:

IpGeo( 
ON {table_name|view_name|(query)}
IpAddressColumn(‘<ip_address_column_name>’)
Converter(‘<file_name>’,’<class_name_to_convert_
ip_to_geolocation>’)
[IpDatabaseLocation(‘<location_of_the_
geolocation_database>’)]
[Accumulate(‘<column_name_list>’)] );

用途の例:

	~ 組織が特定の目的(資金集めなど)で利用できる属性が含まれ
ている可能性の高い地理的地域を特定することにより、市場
調査を実現する。

	~ 人口および競合他社の店舗数によってエリアを区分し、新規
店の場所を決定する。

	~ 地域特有の広告キャンペーンを作成する。

	~ 地域別の反社会的活動に関する重要な情報を取得し、犯罪
的攻撃を受けやすい地域の法執行リソースを拡大する。

利用する業界の例:

	~ 小売、広告、エンターテインメント、通信、銀行、政府機関(法
執行機関)



TeradaTa asTer discovery PorTfolio
Data  

Discovery

10.13 tDMK 5a46

16

JsONパーサー
関数名: JsONparser

JSONパーサー関数は、JSON	 (JavaScript	 Object	 Notation)の文
字列から要素名とテキストを抽出します。JSONは、軽量のデータ
交換形式です。人間にとっては読み書きがしやすく、マシンにとっ
ては生成および構文解析がしやすい形式です。JSON文字列は、
テキスト形式で表記された文字列です。言語からは完全に独立し
ていますが、C、C++、C#、Java、JavaScript、Perl、Pythonなどの
Cファミリーの言語を使うプログラマに馴染みの表記法が使用さ
れています。JSONは、Ajax技法で使用されることが多く、サーバ
ーとクライアントの間でAjaxの更新内容を渡すために使用されま
す。JSONパーサー関数は、JSON文字列から情報を取得し、関連
性のある主題の内容を抽出します。以下に例を示します。

var jsontext = ‘{“firstname”:”Jesper”,”surname”:”Aabe
rg”,”phone”:[“555-0100”,”555-0120”]}’;
var contact = JSON.parser(jsontext);
document.write(contact.surname + “, “ + contact.
firstname); // JSON String

// JSON Parser Function Output: Aaberg, Jesper

関数呼び出し:

select * from JSONParser (
ON jparser1 
TEXT_COLUMN(‘data’) 
NODES(‘menu/{id,value}’,’menuitem/value’) 
DELIMITER(‘ | ‘) 
NODEID_OUTPUTCOLUMN_NAME(‘ID’)
PARENTNODE_OUTPUTCOLUMN_
NAME(‘ParentName’)
ACCUMULATE(‘id’));

用途の例:

	~ JSONオブジェクトを使用してサーバーとクライアントの間で
Ajaxの更新内容を渡すことにより、顧客のWeb検索体験を
改善する。

	~ JSON文字列からテキスト、顧客の属性を抽出し、構造化され
たその情報と他のデータ構造を組み合わせて使用することに
より、顧客の離反、維持、ブランド管理、その他の用途に対処
する。

利用する業界の例:

	~ Eコマース、サービスにWebポータルを利用する組織、政府
機関

K最近傍分類アルゴリズム
関数名: knn_reduce、knn_map

K最近傍(KNN:	K-Nearest	Neighbor)分類アルゴリズムは、近傍の
多数決によってオブジェクトを分類します。オブジェクトには、そ
のK最近傍の中で最も多く見られるクラスが割り当てられます(K
は正の整数であり、通常は小さな値です)。別の言い方をすると、
このアルゴリズムの主目的は、特定のデータ・セットのデータの決
定境界は何かを探り出すことです。決定境界とは、オブジェクトの
1つのセットを別のセットと区別する境界のことです。例えば、あ
る平均値に比較的近い値はすべて1つのクラスタにまとめられ、2
番目の平均値に比較的近いその他の値は別のクラスタにまとめら
れます。データ点とデータ点の間の境界が不明瞭になるにつれて、
分類は一層複雑になります。境界が複雑になればなるほど、クラス
タの計算に必要となる労力が大きくなります。

KNNの実践的な応用例の1つが、すでに存在しているグループ内
への新規顧客の分類です。すべての既存顧客に数個の属性があ
り、これまでの購買行動に基づいて全顧客を"多額の出費をする
人”、”中程度の出費をする人”、”少額の出費をする人”、”何も
買わないであろう人”	のいずれかに分類する必要があるとしま
す。k(比較対象にする既存顧客の数)を5として、新規顧客を「顧
客ZZ」とします。このアルゴリズムは、5人の既存顧客の中から「顧
客ZZ」に最も近い顧客、すなわち、属性の観点から最も類似して
いる顧客を探し出します。5人のうちの4人が中程度の出費をする
人	 で1人が少額の出費をする人だとすると、「顧客ZZ」の分類先
の推測として最も有力なのは中程度の出費をする人	となります。

これは直感的で理解しやすい一方で、スケールの正規化や属性間
の多重線形性などの隠れた課題が数多くあり、実際には間違った
クラスタが作成される可能性もあります。例えば、比較する属性が
(年齢,所得,買い物をした回数)で、「顧客ZZ」の属性が(25,	55K,	0)
、最近傍の属性が(75,	54K,	35)であるとします。この場合は、所得
だけをベースにしたために、間違って25才を75才と同じにしたこ
とになります。属性のスケーリングと選択は、新規顧客1人1人を正
しく分類する上で重要です。KNNの他の使用例には、内容検索、
医薬品の相互作用、その他多くのものが含まれます。図11は、既
存のクラスタの重心への近さに基づいて、グループの新規メンバ
ーがどのように評価されるのかを示しています。
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図11. 最近傍分類

ある重心への距離が近いほど、そのクラスタのメンバーとなる可能
性が高くなります。同時に、次元の数が多いほど、重心の算出が
困難になります。

関数呼び出し:

SELECT * 
FROM knn_reduce( ON knn_map( 
ON < input table >
id_column(< id column > )
outcome_column(< label column >)
test_set(< test table >)
domain(< database domain >)
database(< database name >)
userid(< database username >)
password(< database password >)
[ threshhold(< distance threshhold >) ]
) partition by test_id k(< # of neighbors >));

用途の例:

	~ 品目の近似性を特定して顧客へのマーケティングを向上させ
ることができるように、製品を論理クラスタに分類する。

	~ 顧客へのアップセル対象としての提案が可能な新製品のセッ
トを作り出す。

	~ 何らかの背景(1952年の最高裁判決に関連する書類など)に
基づいて、大規模な非構造化データから内容をインテリジェ
ントに検索する。

	~ 投票行動を把握し、多様な属性(人口学的特性など)によって
投票データをセグメントに区分し、資金集めや投票推進キャ
ンペーンに利用できるようにする。

利用する業界の例:

	~ ブランド確立および広告、法律、経営コンサルティング、政府
機関(再編成、選挙管理)

MiNhash

関数名: minhash

Minhashは、2つ以上のクラスタの類似度を評価します。Minhash
スキームは、ローカル性に高感度で対応するハッシュ法の一例で
す。ハッシュ法は、オブジェクトの大規模なセットを値の小さいハ
ッシュ値にマップするためにハッシュ関数を使用する一連の技法
です。結果は、2つのオブジェクトが相互に近い場合、それらのハ
ッシュ値が同じになる可能性が高くなります。Minhashは、取引デ
ータを分析して1回の取引内での出現頻度が高い類似品目のクラ
スタを特定する際などに適用されます。同じ取引データを分析し
て、購入した品目に基づいて類似ユーザーのクラスタを生成する
ことも可能です。

Minhashは、連想ルール学習法から派生しており、大規模なデー
タ・セットの中から変数と変数の間にある興味深い関連性を見つ
け出します。関連性の強さは、強から弱までの尺度で測定されま
す。Minhash関数は、元々は重複するWebページを検索結果か
ら排除する目的でAlta	 Vista検索エンジンによって開発されまし
た。Minhashにより、アイテムの特徴が生成されます。アイテムと
なるのは、Webページ、キーワード、ドキュメント名などです。2つ
のアイテムの類似度が高ければ高いほど、Minhash値が同じにな
る可能性が高くなります。ここで、2つ以上のアイテム間の類似度
とは何かを定義しておく必要があります。類似度は、ジャッカード
類似度公式を使用して計算されます。例えば、自動車の部品セク
ションとハードウェア・セクションのアイテムの類似度を算出して
Minhashを代入する式では、類似度が比率として計算され、値は
0	(類似性なし、または共通アイテムなし)と1	(同じアイテム・セット)
の間に収まります。
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類似度[自動車の部品セクションのアイテム[A], ハードウェア・セ
クションのアイテム[B]] = [A]と[B]に共通するアイテムの合計数 / 
両セクションのアイテムの合計数

もう1つの早期の実装例は、スーパーマーケットの販売時点管理
(POS)システムにおけるものでした。このシステムでは、買い物かご
に入れられた商品群を、類似性のある商品群とペアにすることが
できました(玉ねぎとジャガイモを、挽き肉とケチャップとペアにす
るなど)。そのような情報は、販売促進価格の設定や商品の配置な
どの、マーケティング活動に関わる決定の根拠として利用すること
が可能です。他の応用例としては、画像処理、セキュリティ侵入検
出、生物情報科学などが挙げられます。

関数呼び出し:

SELECT *
FROM minhash (
ON (SELECT 1)
PARTITION BY 1
DATABASE(‘beehive’)
USERID(‘beehive’)
PASSWORD(‘beehive’)
INPUTTABLE(‘minhash_test’)
OUTPUTTABLE(‘minhashoutput’)
IDCOLUMN(‘user_id’)
ITEMSCOLUMN(‘items’)
NUMHASHFUNCTIONS(‘1002’)
KEYGROUPS(‘3’)
HASH_INPUT_TYPE(‘integer’)
MINCLUSTERSIZE(‘3’)
MAXCLUSTERSIZE(‘5’));

用途の例:

	~ ドキュメントの重複を除外して、ユーザーによるWeb検索や
その他のドキュメント検索アクションでのクエリーを迅速に
する。

	~ ぼやけたコピーから画像を認識し、既存のデータ・ストアと照
合して個人を特定する。これは、犯罪防止、個人の位置特定、

芸術品の比較などに利用できます。

	~ 既存の情報と類似している可能性があるが相違点も多い真新
しい情報を認識する。これによって企業は、自社のデータベ
ースに情報を追加した上で検索結果を向上させることができ
るようになります。

利用する業界の例:

	~ 生物情報科学、政府機関(国家安全保障)、科学研究(ヘルス
ケアおよび医薬を含む)、教育

ナイーブベイズ分類
関数名: naiveBayesreduce、naiveBayesMap、 
naiveBayespredict

ナイーブベイズ分類は、ベイズの定理に基づいた確率的分類器で
あり、結果に寄与する各属性の独立性を非常に単純(ナイーブ)に
仮定します。例えば、ある果物が赤くて丸い直径10cm程度のもの
であれば、それはリンゴだと考えることができます。ナイーブベイ
ズ分類は、その果物がリンゴであるという確率に対して、それらの
属性すべてが独立して寄与していると見なします。

ナイーブベイズ・モデルには、2つの主要な構成要素があります。

	~ ベイズの定理	 –	 ある結果の確率は、その結果が得られた後
のデータを観測した確率とその結果の事前確率の乗算に比
例するという、古典的法則。

	~ ナイーブ確率モデル	 –	このモデルでは、入力データが相互に
独立して結果の条件となっていると仮定します。これは非常
に単純な仮定であり、現実の生活において真実となることは
決してないのですが、すべてのモデル・パラメータの計算が単
純になり、仮定に反したとしてもモデルは大して損なわれませ
ん。

図12は、晴れた日にゴルフをする可能性(尤度)を計算するナイーブ
ベイズの応用例を示しています。まず、各属性(天候の概況、各天
候においてプレイされた回数)での頻度を示す表を作成して、確率
を計算することができます。次に、これらの頻度を尤度に変換して
から、ナイーブベイズの方程式によって各クラスの確率が計算され
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ます。最も確率の高いクラスが、尤度の高い結果となります。

FREQUENCY
TABLE

Outlook

Sunny

Overcast

Rainy

Play Golf

Yes No

3 2

4 0

2 3

LIKELIHOOD
TABLE

Outlook

Sunny

Overcast

Rainy

Play Golf

Yes No

3/9 2/5

4/9 0/5

2/9 3/5

9/14 5/14

5/14

P(x) = P(Sunny)
 = 5/14 = 0.36

P(c) = P(Yes) = 9/14 = 0.64

5/14

4/14

P(x | c) = P(Sunny | Yes) = 3/9 = 0.33

図12. ナイーブベイズによる尤度の計算

上記の例では、晴れた日にゴルフをする確率が ~ 6 0 %	
((.64*.33))/.36]となっています。

関数呼び出し#1: トレーニング・データに基づいたモデルの作成

CREATE TABLE nb_stolencars_model 
(PARTITION KEY(class)) AS
SELECT * FROM naiveBayesReduce(
ON( SELECT * FROM naiveBayesMap(
ON nb_sample_stolenCars
RESPONSE(‘stolen’)
NUMERICINPUTS(‘year’)
CATEGORICALINPUTS(‘[2:4]’)
))PARTITION BY class);

関数呼び出し#2: 新しいデータへのモデルの実装

SELECT * FROM naiveBayesPredict(
ON <input_table>
[ DOMAIN( <queen_ip:port> ) ]
[ DATABASE( <db_name> ) ]
[ USERID( <user_id> ) ]
PASSWORD( <db_password> )
[SSLSETTINGS(‘<SSLsettings>’)]
[SSLTRUSTSTOREPASSWORD(‘<SSLtruststorepass
word>’)]
MODEL( <model_table_name> )
IDCOL( <test_point_id_col> )
NUMERICINPUTS( <numeric_input_columns> )

CATEGORICALINPUTS( <categorical_input_
columns> ));

用途の例:

	~ 顧客の離反、維持、刷新、メンバーシップのアップグレードの
可能性を予測する。

	~ アイテムまたは個人を分類して、特定の治療(ヘルスケアなど)
の対象とする固有のセグメントに入れる。

	~ ユーザーのセキュリティやプライバシーを危険にさらすスパ
ム・データや悪意のあるデジタル特性を検出する。

	~ 特定の広告キャンペーン(政治広告など)を作成または計画す
る際に、視聴者の好みを特定する。これは、デジタル行動広
告と呼ばれています。

	~ 政府機関用の統合的な健康解析プラットフォームを構築し、
各種ソースからのデータを利用して治療の格差や致死的な
病気の蔓延を把握できるようにして、コストを削減し、治療の
測定基準を改善し、メディケア、メディケイド、軍属医療などの
制度における節減率を向上させる。

利用する業界の例:

	~ 政府機関(サイバー詐欺、ヘルスケア関連の機関)、製造、選挙
分析、保険(リスク)、自然科学、エネルギー

TeradaTa asTer nPaTh™

関数名: npath

Teradata	 Aster	 nPath™	 は、特許取得済みの、Asterの中核的関
数の1つであり、行動分析において幅広く利用されています。これ
は、多構造化データの1回の受け渡しによって結果(離反、カート
廃棄など)を1つのパスまたは一連のパスに結び付ける逐次解析
を可能にする、追加設定不要の	 SQL-MR™	 関数です。Teradata	
Aster	 nPath™	 は、最初に特定の個人のセッションを構成するペ
ージ・ビューのセットを選択することによって実装されます。次に、
複数のセッションをまとめて、たどった経路(パス)を突き止めます。
この関数では、正規表現を使用して、確認したいパターンを指定
し、一致する全パターンを分離することができます。また、一致し
たパターンの中から特定の値を発見したり集約の計算をしたりす
ることもできます。

例として、顧客との直接のやり取りに実店舗、オンライン・ポータ
ル、コール・センターを使う移動体通信事業サービス会社のケース
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を考えてみます。この会社のサービスを解約する顧客の割合が増
えていて、会社ではその理由を突き止めようとしているものとしま
す。Teradata	Aster	nPath™	アプリケーションを利用すれば、アナ
リストは、コール・センター全体での全アクティビティを調べて、指
定した期間にわたって各顧客がたどった特定の経路(パス)を関連
付けることができます。識別されたすべてのパスに対して処置をと
ることはできなくても、解約につながっている一握りのパスや特定
の推進要因群を反復的に判定することは容易にできます。これに
より、会社では、それらの有限数のパスを監視して、インセンティ
ブ、マーケティング・キャンペーン、顧客サービスの改善、価格設定
の変更、(または何もしない)などの特定の介入計画を実施できるよ
うになります。図13は、サンキー図による可視化を示しています。

図13. 顧客がたどったパスのサンキー図

関数呼び出し:

SELECT * FROM npath
(  ON aggregate_clicks 
 PARTITION BY sessionid 
 ORDER BY clicktime 
 MODE( nonoverlapping )
 PATTERN( ‘H.H*.D*.C{3,6}.D’ ) 
 SYMBOLS(pagetype = ‘home’ as H, pagetype= 
 ’checkout’ as C, 
 pagetype<>’home’ and pagetype<>’checkout’ as 
D ) 
 RESULT( first(sessionid of C) as sessionid, 
  max_choose(productprice, productname of C) 
as  
  most_expensive_product,
  max(productprice of C) as max_price, 
  min_choose(productprice, productname of C) as  
  least_expensive_product, 

  min(productprice of C) as min_price)
) ORDER BY sessionid;

Teradata aster npath™ のその他の用途:

	~ 観測されたパターンに基づいてエンティティを分類する(「忠
実な顧客」や「価格志向型の消費者」など)。

	~ 時間および地理にわたるトランザクションと関係の複雑なネ
ットワークを特定する。

	~ 詐欺や債務不履行などの、行動パターンと営業成果の間にあ
る関係性を見つけ出す。

	~ リコメンデーションの提示(楽曲の購入など)に利用可能な、
影響力の高いアクティビティ・パターンを特定する。

	~ 多様な顧客タッチ・ポイントにおける顧客の不愉快な体験や
SLA違反を複数特定する。

	~ 高価値顧客の体験を管理する。例えば、通信ビジネスにおい
て、高価値顧客が頻繁に利用する携帯電話基地局のルート
分析を実施し、ある基地局にその顧客が着く前に、ルールに
基づいた優先的なサービス品質(QoS)を当該基地局に割り当
てることが可能です。

	~ 顧客によるアクセスの多いチャネルにのみ焦点を絞ることに
より、マーケティング費用を最適化する。

利用する業界の例:

	~ 銀行、ヘルスケア、製造、小売、保険(リスク)、ネットワーク・セ
キュリティ、Eコマース、ゲーム

TeradaTa asTer NpaTh Visualization
関数名: npathViz

nPathVizは、Teradata	Aster	nPath™	関数の出力をコード図、サン
キー図、シグマ図、ツリー図などの説得力のある可視化表現に変
換するSQL-MR™	 関数です。nPathVizは、Asterの機能を拡張し、
ネイティブに構築されたアプリケーションを通じてエンド・ユーザ
ーがTeradata	Aster	nPath™	の出力を可視化できるようにします。
可視化の出力は、BLOB(バイナリ・ラージ・オブジェクト)の形式を
とります。BLOBには、可視化に必要なすべてのデータとそのBLOB
に関連したメタデータが含まれます。BLOBは、データベース管理
システム内に単一のエンティティとして格納されるバイナリ・デー
タの集合です。通常は、画像、音声、その他のマルチメディア・オブ
ジェクトがBLOBとなります。
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前述のcFilterViz関数の場合と同様に、nPathViz関数もTeradata	
Databaseに特有の追加機能です。これらの可視化機能は、ディス
カバリー・プラットフォーム特有のものであり、他のソリューション
統合においては提供されていません。これらは、Tableau®、Spot-
fire®、Microstrategy®	などのBIソリューションとの統合において
提供されているBI可視化機能を補完することを目的としています。
図14および15は、コード図とツリー図による可視化の例を示して
います(サンキー図とシグマ図による可視化の例は、このドキュメン
トの別の箇所に示されています)。

関数呼び出し: 

SELECT * FROM npathViz (
ON <table|view|query> PARTITION BY col_name -- 
For input table
ON <table|view|query> PARTITION BY col_name -- 
For aggregates
frequency_col(‘score’) 
path_col(‘item1’)

[graph_type(‘sankey’|’sigma’|’chord’|’tree’|’gexf’|’gra
phviz’)] -- Default: Sankey
[accumulate(‘col_name’)] - columns from the input to 
be carried to output
[arguments(‘key1=value’,’key2=value’,’key3=value’)] - 
user defined data to be shown as output 
[justify(‘left’|’right’)] -- Default: left. Only used for 
sankey and tree, ignored for other formats.
[directed(‘true’|’false’)] -- Default: false. Used for 
sigma and chord.
title(‘Your Title Here’)
[subtitle(‘Your Subtitle Here’)]
//Sankey specific
[sankey_sorting(‘true’)] -- Sankey only, sort nodes in 
alphabetical order. Useful for comparing two sankeys.
[sankey_node_order(‘D’,’B’,’C’,’A’)] -- Sankey only, 
sort nodes in specified order. Nodes not specified get 
sorted according to sankey_sorting.
[sankey_node_order_array(‘1=>D::B’,’3=>C::B’,’2=>F::

 コード図 ツリー図

  図14および15. コード図とツリー図による可視化の例
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D::B’)] -- Sankey only, sort nodes per sankey column 
in specified order. Use for very granular node order 
control.) ;

用途の例:

	~ 顧客が商品をオンラインで購入する際のWebサイトの移動を
可視化する。

	~ コードの太さによって、購入経路におけるノード間の関連性
を示す(金物類のページが家庭および園芸用品のセクション
とのつながりが最も強い、等)。

	~ 顧客からのコール・センターへの電話をどのように分類でき
るかを表示し、それに従って自動化プロセスと人の介入を組
み合わせて対処し、コストの大幅な削減につなげる。

利用する業界の例:

	~ 通信、小売、Eコマース、ヘルスケア、保険、ソーシャル・メ
ディア

ランダム・フォレスト
関数名: forest_drive、forest_predict

ランダム・フォレストは、各ツリーが1つ以上のデシジョン(決定)を
基盤として最終結果を形成する決定木によって生成されます。決
定木は、デシジョンとその結果として考えられるものを示す樹形
図のようなグラフまたはモデルです。そこには、偶発的なイベント
の結果、リソースのコスト、有用性などが含まれます。決定木には
予測機能が含有されており、分類の問題の解決に利用することが
できます。ランダム・フォレストは、集団学習によって構築されたも
のから導出されます。集団学習は、結果を予測するために1つでは
なく複数のモデル(ツリー)が使用されたときに行なわれます。この
アプローチでは、多数の決定木がトレーニング時に構築され、個
々のツリーによって出力されたクラスの最頻値であるクラス(結果)
が、最終クラス(結果)として登録されます。ランダム・フォレスト決
定木の最新の応用例には、クレジットの承認、ターゲット・マーケ
ティング、医療診断、治療効果の分析などがあります。下図は、2つ
の決定木が示されているランダム・フォレストの基本的な実装例で
す。これらのツリーは、心臓疾患に関するデータを分析し、さまざ
まな属性の条件付き出現に基づいて結果を予測しています。

図16のような可視化表現を生成する決定木アルゴリズムは、テス
ト対象の属性をツリー内の各デシジョン・ノードの部分に示しま
す(例えば、年齢が>50か<50か、>50の場合は性別が女性かどう
か、<50の場合は性別が男性かどうか)。目標は、例を分類する上
で最も有用な属性(年齢、性別、人種、予想される収入など)を選択
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図16. ランダム・フォレストの図
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することです。ある属性の有用度は、その属性の一連の値がデシ
ジョン・パスの方向にどれだけ大きく影響するかを示す、ツリー構
築結果の情報獲得量	によって測定されます。

関数呼び出し#1: トレーニング・データからのモデルの作成

SELECT * FROM forest_drive(
ON (SELECT 1)
PARTITION BY 1
DATABASE(‘wikilogs’)
USERID(‘beehive’)
PASSWORD(‘beehive’)
INPUTTABLE(‘wikilogs’)
OUTPUTTABLE(‘wikilogs_forest’)
RESPONSE(‘pageviews’)
NUMERICINPUTS(‘bytes’,’len_name’)
CATEGORICALINPUTS(‘hour’,’projectcode’) );

関数呼び出し#2: 新しいデータへのモデルの実装

CREATE TABLE predictions (PARTITION KEY(test_
id)) AS
SELECT * FROM forest_predict
( ON one_day
DATABASE(‘wikilogs’)
USERID(‘beehive’)
PASSWORD(‘beehive’)
FOREST(‘wikilogs_forest’)
NUMERICINPUTS(‘bytes’,’len_name’)
CATEGORICALINPUTS(‘hour’,’projectcode’)
idcol(‘pagename’) );

用途の例:

	~ 多数の選択肢に直面した場合に、収益を最大化するものを
選択する。各選択肢の確率を計算し、かなり前から決定事項
を予測しておく必要があります。例えば、製造業では、季節的
需要を予測し、特定の製品の能力が需要に与える影響を評
価することによって、在庫の保管量を前もって計画する必要
があります。

	~ ラッシュ・アワー時の移動時間を正確に予測する。交通会社
は日頃から、通勤時間を最小限に短縮できるようなサービス
を通勤客に提供しようと苦闘しています。運行の時間や速度
の属性値を条件とした多様なルートの選択肢を検討する決
定木アプローチを採用すれば、運行を管理するだけでなく、

追加インフラの計画を策定することも可能になります。

	~ 多様な環境変数およびmade-made変数を含めることによっ
て大気質の予測精度を向上させ、1時間おきに予測が出せる
ようにする。例えば、花粉の量が1つの条件になっている場合
は、カウントされた数値に応じて、特定のアレルギーを持つ患
者は外出を控えることができます。また、重大な呼吸器疾患
の患者とその担当の医療従事者は、それらの指標を定期的に
チェックして、有害な産業汚染物質への暴露を減らすことが
できます。

利用する業界の例:

	~ 製造、輸送、スマート・フォン/タブレット用アプリ、政府機関(
環境保護庁)、ヘルスケア、農業

感情分析(aTTeNsITyの関数)
関数名: asasNameFinder、asascategorization、 
asasTripleFinder

Teradata	Aster	Databaseの感情分析関数には、ネイティブに開発
されたものと、Attensity®	Inc.	とのパートナーシップにおいて開発
されたものがあります。テキスト分析およびソーシャル・メディア分
析に対するこのパートナーシップのアプローチにより、自由形式テ
キストに含まれる事実、文脈、因果関係を余すところなく抽出する
機能が提供されます。Eメール、Webフォーラムおよびブログ、現地
報告、顧客アンケート、ケーブル、Twitterフィード、Facebookの好
み、RSSフィード、および技術が不十分であったために分析が困難
であったその他の数多くのドキュメントすべてが対象となります。
この関数は、不連続データを分離し、それらを関係表(構造化デー
タ)に挿入します。解析されたそれらの感情値(「良い」、「嬉しい」
など)が既存の構造化データと結合されて、顧客の行動に対する
360度ビューが獲得されます。

この統合において提供されている感情抽出関数には、次の3種類
のものがあります。

	~ 固有名検出	 –	 地名、人名、日付などの、固有表現を抽出しま
す。

	~ 分類および感情分析	 –	 ドキュメントが属するカテゴリ(1つま
たは複数)を特定します(「肯定的」、「否定的」、「中立的」な
ど)。

	~ トリプル検出	 –	文章からトリプル(ソース、リンク、ターゲット)
を抽出します。トリプルは、セマンティックWeb技術および質
問/応答システムにおいて重要な役割を果たします。
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感情分析関数は、機械学習法を利用してデータを抽出します。機
械学習は、感情を表現するために使用されている言語がどれだけ
有用	または標準的	であるかに関係なく、その言語をコンピュータ
が自動的に学習する能力に依存します。自然言語処理(NLP:	 Nat-
ural	 Language	 Processing)アルゴリズムが、機械学習の基盤で
す。NLPには3つの利点があります。それらは、最も一般的な用例
に重点を置くこと、これまでに観測されていないデータや間違った
データの分類に統計的推測の手順が利用されること、そして、入
力量が多いと複雑さへの対処が困難になる手動プロセスとは異な
り、提示するフィードバックを増やすことでモデルをさらに正確な
ものにできることです。

関数名: asasNameFinder、asascategorization、 
asasTripleFinder

関数呼び出し #1: 名称の抽出

SELECT * FROM AsasNameFinder(
ON {table_name | view_name | (query)}
[Accumulate(‘column1’ [, ‘column2’, ....])]
InputColumn(‘text_column_name’) 
[InputLanguage(‘[english | other]’)]
Model(‘model_file_name1:domain [; username, 
password ]’ ) // file name without directory
AsasLibraries(‘installed_native_library_zip_file_
name’)
OutputFormat(‘annotations: column_name, ... | 
‘xml:[output_column_name]’ | ‘models’) );

関数呼び出し #2: 感情の分類

SELECT * FROM AsasCategorization
( on {table_name|view_name|query}
INPUTCOLUMN(‘<text_column_name>’) 
MODEL(‘<model_file_name>:<domain_name1>[; 
username, password]’)
[USECATEGORIES(‘<category1>’[,’<category2>’])
[INPUTLANGUAGE(‘english|other’)]
[USEANNOTATIONTYPES(‘<AnnotationType>’[,<Ann
otationType>])]
[OUTPUTCATEGORYCOLUMNNAME(‘<output_
category_column_name>’)]
[ACCUMULATE(‘<column_name>’[,’<column_
names>’])]
[OUTPUTFORMAT(‘models’)]
[ANALYSISLEVEL(‘document|phrase’)]
[ASASLIBRARIES(‘<asasLibrary>’)]);

関数呼び出し #3: トリプルの検出

SELECT * FROM AsasTripleFinder(
ON {table_name | view_name | (query)}
[Accumulate(‘column1’ [, ‘column2’, ....])]
InputColumn(‘text_column_name’) 
[InputLanguage(‘[english | other]’)]]
[UseCategories([‘category_name1’ [, ‘category_
name2’, ....]]’)] 
Model(‘model_file_name1: domain [; username, 
password]’) // file name without directory
AsasLibraries(‘installed_native_library_zip_file_
name’)
OutputFormat(‘annotations: column_name, ... | 
‘xml:[output_column_name]’ | ‘models’));

用途の例:

	~ 製品およびサービスの創出を合理化して、大多数の需要の発
生元のみに焦点を絞る。

	~ ネガティブなブランド認知(商品のリコールなど)の引き金とな
るイベントの特定を加速化する。

	~ 事故の検出から解決までの時間を短縮し、起こり得る事態に
備えて先行的に計画を策定する。

利用する業界の例:

	~ ブランディングおよび広告、消費者製品、政府機関(サービス・
プロバイダ、セキュリティ)、Eコマース

セッショナイズ
関数名: sessionize

インターネット・ブラウザを開くときの状況においては、セッション
は、特定の期間内での一連の閲覧アクティビティで構成されるも
のと定義されています。例えば、オンラインの訪問者がランディン
グ・ページから始めて、商品のページに移り、次に法律関係文書の
ページでクリックしてから、カートの清算に進み、最後に購入を確
定する一連のアクティビティが1セッションとなります。サイトの管
理者は、セッションにマークを付けるための時間枠を決めます(30
分間など)。セッショナイズとは、クリックストリーム内の各クリック
を一意的なセッション識別子にマッピングするプロセスのことで
す。あるWebサイトを1人のユーザーが1日、1週、または1ヶ月の間
に閲覧した回数は複数に上る場合があるため、1人のユーザーに
多数のセッション識別子が関連付けられることがあります。訪問
者の多様なセッションをすべて一続きにすることで、特定の訪問者
のアクティビティのタイプを示す複合的な像が作り出されます。セ
ッショナイズは、Teradata	 Aster	 nPath™	関数を実装する前に実
行しておく必要のある、最も重要な関数です。
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関数呼び出し:

SELECT * FROM Sessionize(
ON {table_name|view_name|(query)}
PARTITION BY <partition_by_columns>
ORDER BY <order_by_columns>
TIMECOLUMN (‘ts’)
TIMEOUT (60));

用途の例:

	~ イベント(購入、キャンセルなど)を完了するまでに顧客がたど
る一般的な移動経路を特定する。

	~ リスクの高い行動の個々のインスタンスを検証し、すべての
インスタンスをまとめて、特定の目的(保険、常習的犯行など)
でリスクの可能性を評価する。

利用する業界の例:

	~ 政府機関(サイバー詐欺)、医薬、Eコマース、社会福祉(薬物乱
用、犯罪傾向)

単一決定木
関数名: single_tree_drive

単一決定木は、前述のランダム・フォレスト関数の変種ですが、ツ
リー(木)をフォレスト(森)の形にするのではなく、単一ツリー構造
を作成し、決定およびデータをセグメントなどのブランチ(枝)に分
割して提示します。図17および18は、結果が観測されるサブパス
につながっている2つのパスで構成された単一決定木を示してい
ます。それぞれの結果は、1つの属性の値(色、真/偽、閾値以上/閾
値未満、状況など)の評価について下された決定(デシジョン)に基
づいています。フロー・チャートは、デシジョンの尤度とその期待
値を表現しています。

単一決定木の利点は、特定の用途でたどる可能性のあるすべての
経路(パス)が打ち出され、各経路に期待値が関連付けられること
です。期待値は、各経路のリスク・レベルを反映しています。これ
によってアナリストは、リスクの高い(見返りが高い)経路からリスク
の低い(見返りが低い)経路を切り離すことができます。リスク評価
を実施した後は、リスクと見返りの期待値が一定の許容範囲内に
ある行動方針が選ばれます。

図17および18. 単一決定木の図
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関数呼び出し: 

SELECT * FROM single_tree_drive(
ON (SELECT 1)
PARTITION BY 1
ATTRIBUTETABLENAME(‘glass_attribute_table’)
OUTPUTTABLENAME(‘glass_attribute_table_
output’)
MATERIALIZESPLITSTABLEWITHNAME(‘splits_
small’)
RESPONSETABLENAME(‘glass_response_table’)
NUMSPLITS(‘3’)
IMPURITYMEASUREMENT(‘gini’)
MAX_DEPTH(‘10’)
IDCOLUMNS(‘pid’)
ATTRIBUTENAMECOLUMNS(‘attribute’)
ATTRIBUTEVALUECOLUMN(‘attrvalue’)
RESPONSECOLUMN(‘response’)
MINNODESIZE(‘3’)
PASSWORD(‘db_superuser’)
USERID(‘db_superuser’)
DATABASE(‘amysore’)
USEAPPROXIMATESPLITS(‘false’));

用途の例:

	~ 結果予測の現行モデルを、それらの結果が入れられる実際の
クラスと照合することによって検証する。例えば、喫煙歴25年
以上の60才の人は、時系列データに基づいて、危険性の高い
患者として分類される傾向があります。決定木は新規の患者
を分類する際に役立ち、それらのモデルは、モデルの検証に
よって精緻化することが可能です。

	~ 各結果とその発生確率との関連性に基づいて重要な決定を
下せるようにし、企業がその結果を達成するために想定して

おく必要のあるリスクに照らして結果の価値を評価できるよ
うにする。例えば、企業では日常的に、新しい会社を買収す
べきか社内の研究開発部門に投資すべきかについての決定
を、それぞれの決定の価値を評価することによって下してい
ます。

利用する業界の例:

	~ 製造、輸送、スマート・フォン/タブレット用アプリ、ヘルスケ
ア、科学研究

記号集約近似
関数名: saxify_reduce、saxify_jdbc

記号集約近似(SAX:	Symbolic	Aggregation	Approximation)は、
大規模な時系列データ・セットを迅速かつスケーラブルに処理し
てデータの変則や動向を特定する、最先端のアルゴリズムです。
時系列データとは、時間の経過と共に順次的に作成される観測デ
ータのことです。時系列データの例としては、株価や支持率などが
挙げられます。SAX関数は、モチーフ(繰り返し発生するパターン)
の分類、クラスタリング、発見と、ルールの識別、新規性の検出、
および問合わせのために実装されます。時系列分析の従来の方法
は、SAXとは異なり、生の時系列データの複数回にわたる処理や
時系列の簡略化に依存します。これらのアプローチでは、貴重な
情報が失われてしまい、根本原因分析の問題に取り組む上での助
けとなりません。

SAXプロセスの最初のステップは、時系列を縮小して、下界値関
数と呼ばれているボックス基底関数の線形結合に限定することで
す。図20では、次元縮小の結果、128個の時系列点が8次元に限
定されています。2番目のステップでは、それらの次元がブレーク
ポイント(時系列グラフの次元を区切る境界)に分類されます。最
後のステップでは、ブレークポイント内の各次元にアルファベット
が割り当てられます。

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

0 20 40 60 80 100 120

C

C

1.5

1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

0 20 40 60 80 100 120

C C
b

b
b

a
a

C
C

図19および20. saXによる次元縮小
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図19は次元縮小を、図20はブレークポイントの識別とアルファ
ベットの割り当てを示しています。図21は、この3つのステップが2
つの時系列データ・セットに対して実装された結果を示していま
す。

このように各時系列を記号のセットに分解したSAXの出力により、
パターンの相違、データの偏差、感度解析、その他多くの判定が
非常に容易になります。

関数呼び出し: 

select * from saxify_reduce(on(
select * from saxify_jdbc( on temp
partition by 1
TS_COLUMN_NAME(‘time_stamp’)
VALUE_COLUMN_NAME(‘value’)
UNIT_COLUMN_NAME(‘unit’)
MEASURE_COLUMN_NAME(‘measure’)
RANK_COLUMN_NAME(‘dim_id’)
START_TIME(‘2004-01-01 00:00:00’)
END_TIME(‘2004-12-31 23:59:00’)
CHILD_TABLE_BASE_NAME(‘ge_timeseries’ )
CHILD_TABLE_SIZE(‘43200000’)
METADATA_TABLE_NAME(‘ge_metadata’)
USER_ID(‘beehive’)
PASSWORD(‘beehive’)
DATABASE(‘ge11’)
DOMAIN(‘10.60.0.100’)
))partition by dim_id
order by start_time
TS_COLUMN_NAME(‘start_time’)
SAX_CODE_COLUMN_NAME(‘sax_code’)
ACCUMULATE_COLUMNS(‘unit’,’measure’,’dim_id’));

用途の例:

	~ マシン・データを使用して製造欠陥を分析し、異常のある集
団を分離して、確実に製品のリコールを減少させ、返品を最
小限に抑え、耐久性を高めることができるようにする。

	~ 影響が大きくなり得る問題の発現を示している可能性のあ

る、データの中の微細な変化を追跡する。例えば、航空業界
においては、航空機の重要部品(エンジンなど)が絶えず監視
され、主要パフォーマンス指標に基準との差がないかどうか
が確認されます。

	~ 重量のある大型の高価な設備を扱う大規模な組織(軍など)
向けの状態監視保全(CBM:	 Condition-Based	 Maintenance)
を導入する。振動分析、電動機電流徴候解析、超音波および
オイル分析を利用すれば、機械類の有効性を評価し、将来発
生する故障を予測する上で役立ちます。状態ベースの監視の
利点は、システムの信頼性が向上すること、生産が増大するこ
と、メンテナンスのコストが減少すること、人の介入を少なく
できることなどです。財務面でも、この関数の実装によって実
現する費用節減から大幅な利益がもたらされます。

利用する業界の例:

	~ 家電、航空、医療システム製造、軍、エネルギー
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図21. saXの使用による2つの時系列の比較
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テキスト分類
関数名: naiveBayesText、naiveBayesTextPredict

テキスト分類アルゴリズムは、ドキュメントやその他のソース内の
テキストを分類して、特定のカテゴリ(固有名、感情など)に入れま
す。この実装においては、分類のトレーニング・セットが作成され、
以降のドキュメントはすべてそのトレーニング・セットに基づいて
分類されます。例えば、トレーニング・セットの分類は以下のよう
に行なわれます。

insert into test_docs values(1, ‘economics is not as 
good as last year.’,’finance’);
insert into test_docs values(2, ‘football is 
popular.’,’sport’);

ここでは、2つのドキュメント分類器としてFinanceとSportが指定
されています。以降の内容はすべてこのリストに照らし合わせて
評価され、それに応じて分類されます。ドキュメントには複数の分
類器のタグを付けることができます。ナイーブベイズ・テキスト分
類アプローチでは、各ドキュメントを単語が詰まった袋として扱い
ます。このアプローチは、図22のようなステップで構成されます。

関数呼び出し#1: トレーニング・データに基づいたモデルの作成

CREATE TABLE <model_table_name> ( PARTITION 
KEY(token) ) ASSELECT token, 
SUM( <category_1> ) AS <category_1>, ... , SUM( 
<category_n> ) AS <category_n> 
FROM
naiveBayesText(
 ON <input_table>
 TEXT_COLUMN( <text_column> )
 CATEGORY_COLUMN( <category_column> )
 CATEGORIES( <category_1>, ... , <category_n> ))  
 GROUP BY token;

関数呼び出し#2: 新しいデータに対する、モデルを使用した予測

SELECT * FROM naiveBayesTextPredict(
 ON <input_table>
 MODEL_FILE( <model_file_name> )
 DOCUMENT_ID( <document_id_column> )
 TEXT_COLUMN( <text_column> )
 CATEGORIES( <category_1>, ... , <category_n> ));

I love this movie! It’s sweet, but 
with satirical humor. The dialogue 
is great and the adventure scenes 
are fun… It manages to be whimsical 
and romantic while laughing at the 
conventions of the fairy tale genre. 
I would recommend it to just about 
anyone. I’ve seen it several times, 
and I’m always happy to see it again 
whenever I have a friend who hasn’t 
seen it yet.

I love this movie! It’s sweet, but 
with satirical humor. The dialogue 
is great and the adventure scenes 
are fun… It manages to be whimsical 
and romantic while laughing at the 
conventions of the fairy tale genre. 
I would recommend it to just about 
anyone. I’ve seen it several times, 
and I’m always happy to see it again 
whenever I have a friend who hasn’t 
seen it yet.

great 2

love 2

recommend 1

laugh 1

happy 1

. . . . . .

x love xxxxxxxxxxxxxxx sweet xxxx 
xxxx satirical xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xx great xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxx fun xxxxxxxxxxxxxxxx whimsical 
xxx romantic xxxxx laughing xxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxx recommend xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx several xxxxx 
xxxxxxxxxxxxx happy xxxxxxxx again 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxx

ステップ 3
非 感 情 語 を 
廃棄する

ステップ 2
関 数 が 
感 情 語 を 
強調表示する

ステップ 4
す べ て の 
感 情 語 の 頻 度 を 
取得する

ステップ 1
分 類 器 関 数 を 
テ キ ス ト に 
適用する

図22. ナイーブベイズ・テキスト分類アプローチ
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用途の例:

	~ 主題カテゴリ、トピック、またはジャンルを割り当てる。

	~ ドキュメントの著者および他の個々の寄稿者を特定する。

	~ 年齢、性別、その他の人口学的特性を特定する。

	~ ドキュメントで使用されている言語を識別する。

	~ 意思決定(以前に提供したオプションに対する顧客からの否
定的なフィードバックに基づいてレストランのメニューを変更
することなど)へのインプットとして利用できる特定の感情、
反応、論評を分離する。

TeradaTa asTer discovery 
PorTfolioのその他の関数
変換およびデータ準備関数
	~ antiselect(アンチセレクト)	 –	 除外引数句リスト内の列以外

のすべての列を選択します。これにより、多くの変数があるデ
ータ・セットから容易にデータを選択できるようになります。

	~ Multicase(マルチケース)	 –	 この関数は、入力データ・セッ
トの順次処理を1回行なって、指定された何らかの基準(if	
income>$100,000	 then	 ‘High’など)への一致が発生するた
びにレコードを出力します。ある入力行に対して複数の一致
が発生した場合は、一致例ごとに1つの行が出力されます。

	~ pack(パック)	–	入力表の列を変換し、すべての列を1行にマー
ジします。1行の内容は、列区切り文字(カンマなど)によって
区切られます。列を圧縮することにより、ディスク領域が解放
され、クエリー結果の検索が高速になります。

	~ pivot(ピボット)	–	データの行を列に変換します。この関数によ
ってユーザーは、異なる方法でデータをパーティション化でき
るようになります。

	~ unpack(アンパック)	–	1つの圧縮列のデータを複数の列に展
開します。COLUMN_DELIMITERの文字列が、個々の列を分
離するための基礎となります。packとは対照的に、unpackは
分析の時点で使用されます。unpackでは、データのサブセッ
トに焦点を合わせることができ、分析プロセスを効率的にす
ることが可能です。

	~ unpivot(アンピボット)	–	データの列を行に変換します。これ
はpivotとは逆の関数です。これによってユーザーは、データ
を元の表現法で見ることができます。

	~ XML parser(XML解析)	–	XMLドキュメントからデータ(価格、
品目、店舗名など)を抽出し、それらを列にエクスポートしま
す。これにより、準構造化データを分析環境に含めることが
可能になります。

	~ XML relation(XMLリレーション)	 –	 XMLドキュメントから内
容(要素名、テキストの値など)と構造を抽出し、それらを関係
表に挿入します。

パス、パターン、および関連性関数
	~ path Generator(パス生成)	 –	 一連のパス(一連のページ・ビ

ューなど)を入力として使用し、正しくフォーマットされたシー
ケンスと可能なすべてのサブシーケンスを生成します。path	
generator関数、path	summarizer関数、path	starter関数(
下記参照)を併用すれば、Webサイトでのユーザーのページ・
ビューの一般的なシーケンスを取得できます。

	~ path starter(パス開始)	 –	特定の親パスに対するすべての子
パスを生成し、各子パスがたどられた回数のカウントを合計
します。

	~ path summarizer(パス要約)	–	path	generator関数の出力を
使用して、多様なパスのたどられた回数をカウントし、パスご
とに深度統計(ページ・ビュー数)を生成します。

	~ single source shortest path (sssp)(単一始点最短パス)	–	あ
るグラフ頂点から他のすべての頂点までの最短パスを検出し
ます。これを使用すれば、顧客の体験を向上させると同時に
顧客転換率を最大限にできるようにWebサイトを修正するこ
とが可能になります。

	~ nTree(nツリー)	 –	 すべてのパスを1つのデシジョン・ツリー内
に示した階層地図を作成し、他のサブノードの連鎖へとつな
がる根本となっているルート・ノード(他の売り買いを引き起
こした最初の株式取引など)の発見を可能にします。

統計関数
	~ 2d Wavelet Transformation(2次元ウェーブレット変換)	–	ウ

ェーブレットを複数の成分に分解することによって変換しま
す。ウェーブレットとは、時間領域において振動し、減衰する
小さなウェーブのことです。この変換は数学関数であり、これ
は、生データからでは通常は入手できないような詳細な情報
を取得する目的でウェーブレット(信号)に適用されます。変換
には、閾値処理パラメータが含まれます。このパラメータは、
不良データ/ファジー・データ(ノイズ)を除去して残りのデー
タの粒度を向上させる境界条件です。その目的は、データを
明確にし、アナリストが確認しやすくすることです。

	~ approximate distinct count(重複排除概算)	–	確率的集計
アルゴリズムに基づいて、実際のカウント値にかなり近似して
いると見なされるカウント値を計算します。実際の数値を認
識することが不可能または困難である大規模な集団(米国の
全人口など)の場合、近似値が実際の値の代用として妥当と
なります。
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	~ approximate percentile(近似パーセンタイル)	 –	1列以上の
データの近似パーセンタイルを、ユーザーが指定したパラメ
ータを近似の精度とした上で計算します。この関数は、前述の
関数に類似しています。

	~ canopy(キャノピー)	 –	 オブジェクトをグループ化して、重複す
るサブセット(キャノピー)に入れること(事前クラスタリング)によ
り、大規模なデータ・セットに対するクラスタリング操作を高
速化します。キャノピーには、より厳密な技法(k平均法など)の
ためにデータを準備できるという利点があります。そのため、
高度な技法においては特定のキャノピー外のデータを考慮に
入れる必要がなくなり、それらの技法を全キャノピーにわたっ
て並行して適用できるようになるため、価値実現までの時間が
短縮されます。

	~ confusion Matrix(混同行列)	–	教師付き学習アルゴリズムの
性能を表の形で可視化します。マトリクスの各列は予測された
クラスのインスタンスを表わし、各行は実際のクラスのイン
スタンスを表わします。混同行列という名称は、これによって
システムが2種類のクラスを混同している(一般的には、双方
のラベル表示を取り違えている)かどうかを容易に確認でき
るようになることに由来しています。理想としては、予測され
たクラスと実際のクラスが完全に一致していれば、混同もラ
ベルの誤表示も起こりません。間違ったラベルが付けられた
カテゴリの比率が大きければ大きいほど、予測の能力が低い
ことになります。

	~ correlation (stats correlation)(相関(統計相関))	–	表の任意
の列の対の間にある大域的な相関を計算します。

	~ cumulative Moving average(累積移動平均)	 –	規則正しく
配列されたストリーム内に到着したデータに基づいて平均を
計算します。追加のデータが到着した時点で区間を移動させ
ることができ、同じ観測数に対して新たな測定値が計算され
ます。例えば、24時間分の天候の平均を計算する場合、1時
間が経過するたびに時間枠が前に進められます。

	~ decision Trees(決定木)	 –	 決定とその結果として考えられる
ものを示す樹形図のようなグラフまたはモデルによって、ア
ルゴリズムの結果を表示します。そこには、偶発的なイベント
の結果、リソースのコスト、有用性などが含まれます。決定木
は、顧客行動の特定の属性が認識されている地理的条件に
おいて特定の商品の在庫量を評価する場合などに使用され
ます。

	~ exponential Moving average(指数移動平均)	 –	指数関数的
減衰(重み付け)係数を適用して、最近の値ほど重みが大きく付
けられるようにした上で、ある時系列内でのいくつかの時点の
平均を計算します。

	~ F-Measure(F値)	 –	仮説検定の正確度を測定します。F値は、
適合率(実際に返されたすべての結果のうち、正しい結果が占
める割合)と再現率(返されるべきであったすべての正しい結
果のうち、実際に返された正しい結果が占める割合)の加重
平均と解釈することができ、最高の値は1で、最低の値は0で
す。予測された値がすべて実際の値に一致していれば、その
仮説は完全に証明されたことになります。この正確度は、値の
不一致が増えるにつれて低くなります。

	~ Forest analyze(フォレスト分析)	–	ランダム・フォレスト関数に
よって生成されたモデルの構造を分析します。この関数は、ラ
ンダム・フォレスト関数によって生成されたモデルを分析する
上で、およびモデル内の各変数に割り当てる必要のある加重
を突き止める上で重要です。

	~ Forest predict(フォレスト予測)	 –	ランダム・フォレストによる
モデルを新規データに対して実装し、デシジョン・ツリーの一
群に関連のある最頻出の結果に基づいて、予測値(またはラ
ベル)を提示します。

	~ Generalized Linear Model prediction(一般化線形モデル予
測)	–	GLMの出力を使用して、新しい入力データにスコアを付
けます。

	~ histogram(ヒストグラム)	 –	特定のデータ値の出現回数を計
算し、ユーザー定義のビンに分類します。

	~ Inverse discrete Wavelet Transformation (IdWT)(離散ウェ
ーブレット逆変換)	 –	 複数のシーケンスに対して同時にDWT
の逆の変換を適用します。IDWTの実装後に出力されるシー
ケンスは、時間領域での配列となります。その出力はDWTの
入力と同等なので、この変換は再構成とも呼ばれています。

	~ K-Means(k平均法)	 –	 n個の観測値をk個のクラスタに区分し
て、最も近い平均値のあるクラスタに各観測値が属するよう
にすることを目指す、クラスタ分析のメソッドを実行します。
その本旨は、k個の重心をクラスタごとに1つずつ定義するこ
とです。重心への距離が近いほど、そのクラスタのメンバーと
なる可能性が高くなります。

	~ K-Means plot(k平均プロット)	–	k-Means(k平均法)の出力(重
心)を使用して、それらの重心の周囲で新たなデータ点をクラ
スタリングします。

	~ Least absolute shrinkage and selection Operator (LassO)
(最小絶対値縮小選択演算子)	 –	 応答変数を予測するために
使用される各入力変数の係数を評価します。これは、回帰係
数の合計が制約付きとなる通常の最小二乗法とは異なりま
す。LASSO関数の利点は、最も重要な変数だけがモデルに含
まれるように係数の合計が制約されることです。
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	~ Linear regression(線形回帰)	 –	 独立変数ごとに、従属変数
に寄与した値を判定します。従属変数(応答)は、応答値に影
響を与えるすべての属性の線形関数です(価格の上昇と収入
の低下が自動車購入台数の減少につながる、等)。

	~ Logistic regression(ロジスティック回帰)	 –	カテゴリ別の従
属変数(限定的な数の値—0、1、または2などをとり得る従属
変数)の結果を予測します。例えば、債務不履行の尤度(0)と
支払能力保持の尤度(1)が比較して予測されます。

	~ Outlier Filter(異常値フィルタ)	 –	 特定のデータ・パターンか
ら異常値(ユーザーが定義した閾値に基づいたもの)を分離し
ます。

	~ principal component analysis (pca)(主成分分析)	–	直交変
換によって、相関変数である可能性が高い変数の一連の観測
値を、主成分と呼ばれる線形的に無相関な変数の一連の値
に変換します。主成分の数は、元の変数の数より少ないか、
元の変数の数と同じになります。第1主成分の差異は最大可
能値となり、第2主成分ではその次に大きく、第3主成分では
さらにその次...というように順を追って小さくなっていきます
が、先行の主成分と後続の主成分との間に相関関係はありま
せん。PCAの利点は、最も重要な変数だけがモデルの作成用
に保持されることです。

	~ percentile(パーセンタイル)	 –	一群の観測値の中で特定の割
合の観測値が小さい方から何パーセント分に相当するのかを
示します。

	~ simple Moving average(単純移動平均)	 –	時間経過に伴う
一連のデータの平均を計算し、計算した平均値を線グラフで
示します。

	~ single Tree predict(単一決定木予測)	 –	 新規データに対し
て単一決定木モデルを実装して、尤度の高い結果を予測しま
す。

	~ support Vector Machines (sVM)(サポート・ベクター・マシ
ン)	 –	 2つだけのカテゴリにデータを分類します。それぞれの
カテゴリは、この関数が判定した境界によってもう一方のカテ
ゴリと区別されます。分類の確率的モデルとは異なり、この関
数は、尤度を評価しませんが、2つのクラスタのデータ間の最
大可能距離を作成することに重点を置いています。

	~ Volume-Weighted average price(出来高加重平均価格)	 –	
対象期間(1日など)中の、ある銘柄の取引成立価額の総出来
高に対する比率を計算します。これは、取引期間において取
引が成立した平均価格の測定法です。

	~ Weighted Moving average(加重移動平均)	–	時間の計算に
それぞれ異なる重みを付けて(ピークの季節の加重を大きく
するなど)、異なる時点における時系列データの平均を計算し

ます。値は線グラフで表示されます。

テキスト分析関数
	~ chinese Text segmentation(中国語テキスト・セグメンテー

ション)	 –	 漢字が含まれる中国語テキストの中から単語のシ
ーケンスを識別し、適切な箇所に境界(セグメント)のマークを
付けます。英語の場合、単語間の境界は空白文字で表わされ
ます。この関数の実装は、中国語の処理において必要となる
最初のステップです。

	~ Levenshtein distance(レーベンシュタイン距離)	–	ある文字
列を別の文字列に変形(“leaf”から”leave”への変形など)する
ために必要となる編集回数(距離)を計算します。編集には、
個々の文字の挿入、削除、または置換が含まれます。距離値
が大きくなるほど、この関数でのあいまいな一致の許容度が
高くなります。距離値が0の場合は、完全な一致しか許容され
ません。

	~ Named entity recognition (Ner)(固有表現認識)	 –	指定さ
れた表現への言及をテキストの中から見つけ出します。例え
ば、英語を対象とした単純なNERでは、”Joe	 J.	 Peters	 lives	
in	London	and	loves	football.”というテキストの中からJoe	J.	
Peters	という人名とLondonという地名を検出することができ
ます。NER関数には、3つのSQL-MR関数が含まれます。

•	 Find Named entity(固有表現検出)	–	指定されたすべての固
有表現を、統計モデル、正規表現または辞書によって、入力
ドキュメントの中から抽出します。

•	 Train Named entity Finder(固有表現検出訓練)	–	トレーニ
ング・データ・セットを取り込み、新規データに対する予測
分類器を生成します。

•	 evaluate Named entity Finder Partition/evaluate Named 
entity Finder Row(固有表現検出パーティション評価/固有
表現検出行評価)	–	一連のデータを取り込み、分類モデル
の評価に使用される適合率、再現率、F値の値を生成しま
す。入力データに付けられるラベルのフォーマットは、トレ
ーニングに使用されるものと同じになります。この評価の最
高の結果は、ラベルがトレーニング・データのラベルと完全
に一致することです。つまり、新規データにラベル(「肯定的
感情」や「高収入」など)が付けられると、そのラベルがトレ
ーニング・データ・セット(モデルを作成するときの土台にし
たもの)内の同等のものと比較され、一致の精度が判定され
ます。

	~ nGram(nグラム)	 –	 入力ストリームをトークン化(または分割)
し、指定された区切り文字およびリセット・パラメータに基づ
いてn個の複数の文字列(グラム)に分解します。正規表現は、
文字解析のために分解され適用されます。特定の見出し語
(“ran”、”runs”、”running”に対する見出し語”run”など)は、ト
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ークンに分類されます。これをトークン化と呼びます。トーク
ン化が完了すると、構文解析が行なわれます。nグラム・モデ
ルは、そのようなシーケンスの中の次の項目を予測する確率
的言語モデルの一種です。このモデルは、確率、自然言語処
理、生物学的配列分析、データ圧縮などにおいて幅広く利用
されています。nグラム・モデル(およびこれらのモデルを使用
するアルゴリズム)の中核的な2つの利点は、比較的シンプル
であることと、スケールアップが可能である(nの値を増やすだ
けで1つのモデルを使用して格納できるコンテキストが多くな
る)ことです。この関数は、感情分析、話題同定、分類を実行
する際に有用となります。

	~ sentiment extraction(感情抽出)	–	テキスト・ベースのコンテ
ンツから意見(肯定的、否定的、中立的)を推定します。感情抽
出関数には、3つの	SQL-MR™	関数が含まれます。

•	 Extract	Sentiment(感情抽出)	–	テキストから意見を抽出
し、固有のバケット(「満足」など)に分類します。

•	 Evaluate	Sentiment	Extractor(感情抽出評価)	–	extract	
sentiment(感情抽出)関数の適合率と再現率を評価します。

•	 Train	Sentiment	Extractor(感情抽出訓練)	–	感情分析のた
めの最大エントロピー分類器をトレーニングします。最大エ
ントロピー分類器は、与えられた情報に基づいて、偏りが最
小限の推定値を提示します。欠落しているデータについての
推定は行なわれず、すべての予測は、観測されるデータだけ
を拠り所とします。	

	~ Text parser(テキストパーサー)	–	単語群の入力ストリームをト
ークン化し、オプションでそれらの語幹を抽出し、語根を突
き止めます。例えば、”hunt”は”hunting”や”hunted”の語根で
あり、それぞれの単語の語根として計算に入れられます。

結論
Teradata	Discovery	Portfolioは、Teradata	Aster	Discovery	Plat-
formの魅力的な構成要素です。Discovery	 PortfolioとTeradata	
Aster	 Databaseが搭載されたAster	 Discovery	 Platformによっ
て、企業が発見プロセス(データ取得—データ準備—分析—可視
化)をフェール・ファースト方式で実行する能力が大幅に強化され
ます。そして、本当に重要な場合に確実に洞察がもたらされるよう
になり、洞察に磨きをかけたり別のアプローチでは見られないよ

うな別件の洞察を見い出したりすることで、重要な洞察を繰り返
し適用する能力を築けるようになります。大企業に分類されるお
客様はこのソリューションから大きな利点を享受しますが、それと
同時に、他のカテゴリ(中小企業や大企業内の部門など)に分類さ
れるお客様も、このソリューションを同等に活用することができま
す。それは、データ・サイエンスのスキルに多額の投資をしたり高
価なサポートやコンサルティング・サービスの費用を負担したりし
なくても、ビルトイン関数を実装することによって高度な分析の利
点を享受できるためです。Teradata	 Aster	 Discoveryソリューショ
ンは、アプライアンスの形で提供されます。多様なハードウェア構
成でのテスト済みであり、いかなる分析環境においても高い性能
を発揮します。関数の機能は、多くの業界にわたる多様な用途に
対処する目的で開発されています。

詳細情報

Teradata	 Aster	 Discovery	 Portfolioによって、大量のビッグデー
タの利用が迅速で効率的かつコスト効果の高いものとなり、それ
と同時に意思決定の能力を改善してビジネスの安定性と生産性を
向上させることが可能になります。これがいかにして実現するのか
を確認するためや、Teradata	Aster	Discovery	Platformについて
さらに詳しく知るためには、各地域のテラデータ担当者に問い合
わせるか、または	Teradata.comにアクセスしてください。
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