誌上レポート

数理システムユーザーコンファレンス 2014

先端ビジネスでの活用が増えている
NTT データ数理システムの製品群

今年も恒例の「数理システムユーザーコンファレンス 2014」が 2014 年 11 月 21 日（金）
、
六本木ヒルズ（東
京都港区）で開催された。NTT データ数理システムは、汎用データ解析システム「S-PLUS」
、データマイ
ニングツール「Visual Mining Studio（VMS）
」
、テキストマイニングツール「Text Mining Studio（TMS）
」
、
数理計画法パッケージ「Numerical Optimizer」
、汎用シミュレーションツール「S4 Simulation System
（S-Quattro）
」
、R ユーザー向け分析プラットフォーム「Visual R Platform」など、さまざまな製品を提供
しており、それらの事例が数多く見られた。ここでは、その概要をレポートする。
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表：ユーザー企業の講演者（順不同／本文紹介ユーザーは除く）

●（株）リクルート住まいカンパニー／野村 眞平 氏 ●（株）リクルート住まいカンパニー／
小野木 大二 氏 ●有限責任監査法人トーマツ／野守 耕爾 氏 ●（株）ALBERT ／ 菅 由紀子
氏 ●SCSK（株）／小澤 仁護 氏 ●サターラ（合）／笠井 英史 氏 ●帝京大学／横山 暁 氏
●沖電気工業（株）／竹内 晃一 氏 ●東京エレクトロン（株）／有門 経敏 氏 ●システム・
ロケーション（株）／林 雅大 氏 ●鉄道情報システム（株）／沼生 久司 氏 ●
（株）インテ
リジェンス／山之下 拓仁 氏

数が急増する様子を、
S-Quattroの
「リア
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機能を使って紹介した。

※掲載の会社名および商品名は、
各社の商標または登録商標です。

お問い合わせ先
株式会社ＮＴＴデータ数理システム
〒160-0016 東京都新宿区信濃町 35
信濃町煉瓦館 1 階
TEL.03-3358-6681 FAX.03-3358-1727
URL http://www.msi.co.jp/

