


Verification Result:

JSON:

[

{

"isIdentical":true,

"confidence":0.98 

}

]
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Predictive Analytics

（予測分析）

コンピュータがデータの特徴を発見し
処理のルールを自ら決定する

Prescriptive
Analytics

（処方的分析）
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レコメンデー
ションエンジン

広告配信

・効果分析

ピンポイントの
詳細な天気予報

ソーシャルネッ
トワーク分析

ITインフラ最適化

法的証拠開示、
文書アーカイブ

価格分析 不正利用検出

顧客離れ分析

（チャーン）

故障検知
・設備保全

位置情報

・トラッキング

高度にパーソナ
ライズされた保
険商品

利益創出、

コスト削減に

直結する分野における

実際の活用例
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Training 

Data

Web

Service

Azure Machine Learning

Microsoft Azure

Webシステム

Azure Blob 
ストレージ

Hive

Azure SQL Database

Azure テーブル

業務システム

HDInsight

( Hadoop )

他システム

Power View 等の
データ分析・可視化

ツール

Azure Blob 
ストレージ

Azure SQL

Database

Batch Execution 

Service

Request-Response

Service

評価モデル作成

(Training)
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Train

Model

Score 

Model

検証用
データ

トレーニング
データ

Evaluate

Model

機械学習
アルゴリズム

予測モデルの評価予測モデルの見直し
• アルゴリズムの変更

• パラメータの見直し
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Outputは右クリックで表示と保存が可能

モジュール(BOX)を組み合わせる

Boxの上の○がInput、下の○がOutput
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prospective CUSTOMER



Non prospective CUSTOMER
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CPython 2.7 (64bit) 

with access to the Anaconda Distro
Python

R interpreter 3.1.0(64bit)
gpplot2等484のPackageが使用可能 R
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参考）データ分析の分類と、ツールの状況

学習がオンライン 学習がオフライン

予測がオンライン

アルゴリズムトレード(HFT)
Twitterのタイムライン分析

ZenClerk
アドテク

予測がオフライン

データ量多すぎて保存できない
系、IoT系？

バッチで予測、分析コンサル
協調フィルタリング系レコメンド

空白地帯

ブルーオーシャン？

↑たとえば、牛舎の大量のセンサーから、
将来の牛乳の生産量を予測する問題とか。

出展：ところてん氏「プロダクション環境でオンラインで機械学習を動かすにあたってツライ話 #MLCT」

http://bit.ly/1IJ12bN
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データ準備 ビジネス利用モデル作成 デプロイ

• HDFS
• RDBMS
• NoSQL stores
• Blobs and tables

ML

Studio

API

• Data factory
• Stream analytics

• Machine learning
• HDInsight

• Marketplace
• Azure portal

• Power BI
• Apps

Marketplace







 https://studio.azureml.net/



 https://gallery.azureml.net/



 http://www.projectoxford.ai/



 http://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/services/machine-learning/



 https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/azure/dn905974.aspx



 http://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/machine-learning/



 http://bit.ly/1EhDzXj

https://studio.azureml.net/
https://gallery.azureml.net/
http://www.projectoxford.ai/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/documentation/services/machine-learning/
https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/azure/dn905974.aspx
http://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/machine-learning/
http://bit.ly/1EhDzXj
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*1 ML Studio Service で格納したデータサイズに応じて Azure Storage ( GRS: ページ BLOB ) の費用とストレージトランザクションの費用が発生します。
*2 価格は MOSP 価格（従量課金制プラン）における各リージョンの 2015 年 4月 1日時点の価格になります。
*3 Azure Storage については別途従量課金で費用が発生します。（http://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/storage/）
*4 ML Studio に格納されているデータをダウンロードする場合には Data Transfer の費用が別途発生します。

ML シート（Workspace）

ML Studio

API

Free

無償

Standard

¥1,018.98/ シート/月

¥102 / 実行時間

¥204 / 時間

¥51/ 1,000回

プロダクションAPI
Compute 時間

プロダクションAPI
実行回数

http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/machine-learning/

http://azure.microsoft.com/ja-jp/pricing/details/storage/
http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/machine-learning/
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Free Standard

認証用アカウント

Microsoft アカウント
（ Azure Subscription / クレジットカー
ドの登録は不要 )

Azure アカウント

一つの Experiment で利用出来る
モジュール数

100 制限なし

Experiment の最大実行時間 1 時間 制限なし

最大ストレージ容量 10 GB 制限なし

実行パフォーマンス シングルノード マルチノード

ステージング Web API
利用可能
( パフォーマンス制限あり )

利用可能
( 選択可能なパフォーマンス )

プロダクション Web API 利用不可 利用可能

SLA なし あり

http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/machine-learning/

http://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/machine-learning/


月額料金

課金およびサブスクリプ
ションの管理

コミュニティ
フォーラム

サービス
ダッシュボード

Web ベースの
インシデント提出

無制限のプラットフォーム
の障害ソリューション*2

無償 開発者 標準
プロフェッショナル

ダイレクト*1 Premier

最初の応答時間*2

電話サポート
（コールバック）

優先的な対応

エスカレーション
電話回線

アドバイザリ
サポート

オンサイト
サービス

¥0 ¥2,958 ¥30,600 ¥102,000 個別見積り

8 時間未満 2 時間未満 1 時間未満 15 分未満*3

3 回/月 無制限 無制限

限定 フル

*1 プロフェッショナルダイレクトサポートに関連したアドバイ
ザリサポートサービスは、各リージョンの営業時間内に英語
および日本語でのみご利用いただけます。

*2 現地言語でのお問い合わせには営業時間内に、英語でのお問い
合わせには深刻度を問わず 24 時間 365 日体制で、日本語での
お問い合わせには深刻度 A のみ 24 時間 365 日体制で、それぞ
れご対応いたします。

*3 15 分の応答時間は、Microsoft Rapid Response および Azure 

の Premier サポートを購入されたお客様にのみ適用されます。

詳細： http://azure.microsoft.com/ja-jp/support/plans/
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http://azure.microsoft.com/ja-jp/support/plans/

