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Amazon Comprehend Insights

Amazon Comprehend とは
Amazon Comprehend では自然言語処理 (NLP) を使用してドキュメントの内容に関するインサイトを抽
出します。ドキュメント内のエンティティ、キーフレーズ、言語、感情、その他の共通要素を認識するこ
とでインサイトを作り上げます。Amazon Comprehend を使用し、ドキュメントの構造理解に基づいて
新しい製品を作成します。たとえば、Amazon Comprehend を使用すると、ソーシャルネットワーキング
フィードで製品のメンションを検索したり、ドキュメントリポジトリ全体をスキャンしてキーフレーズを
探したりできます。
Amazon Comprehend のドキュメント分析機能には、Amazon Comprehend コンソールまたは Amazon
Comprehend API を使用してアクセスできます。小規模なワークロードに対してリアルタイム分析を
実行することも、大きな文書セットに対して非同期分析ジョブを開始することもできます。Amazon
Comprehend が提供する事前トレーニング済みのモデルを使用することも、分類とエンティティ認識のた
めに独自のカスタムモデルをトレーニングすることもできます。
Amazon Comprehend のすべての機能で、UTF-8 テキストドキュメントを入力ファイルとして分析できま
す。さらに、カスタムエンティティ認識では、画像ファイル、PDF ファイル、および Word ファイルを分
析できます。
Amazon Comprehend は、特定の機能に応じて、さまざまな言語のドキュメントを調べて分析できま
す。詳細については、「Amazon Comprehend でサポートされている言語 (p. 35)」を参照してくださ
い。Amazon Comprehend Med's主要なlanguage (p. 12)能力は、文書を調べて、はるかに幅広い言語の
選択のための主要な言語を決定することができます。
トピック
• Amazon Comprehend Insights (p. 1)
• Amazon Comprehend Custom (p. 2)
• ドキュメントクラスタリング (トピックモデリング) (p. 2)
• 例 (p. 2)
• 利点 (p. 3)
• Amazon Comprehend Pricing (p. 3)
• Amazon Comprehend を初めてお使いになる方向けの情報 (p. 3)

Amazon Comprehend Insights
Amazon Comprehend は、事前にトレーニングされたモデルを使用して、ドキュメントまたは一連のド
キュメントを調査および分析し、それに関する洞察を収集します。このモデルは、大量のテキストで継続
的にトレーニングされるため、トレーニングデータを提供する必要はありません。
Amazon Comprehend は、以下のタイプのインサイトを収集します。
• エンティティ-文書に含まれる人、場所、アイテム、場所の名前の参照。
• キーフレーズ— 文書に表示されるフレーズ。たとえば、バスケットボールの試合に関するドキュメント
には、チームの名前、会場の名前、最終スコアが返されることがあります。
• 個人識別情報 (PII)— 住所、銀行口座番号、電話番号など、個人を特定できる個人データ。
• 言語— 文書の主要言語。
• 感情— ドキュメントの支配的なセンチメント。ポジティブ、中立、ネガティブ、または混合のいずれか
とすることができます。
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Amazon Comprehend Custom

• ターゲットを絞った感情-文書内の特定のエンティティに関連付けられたセンチメント。各エンティティ
の発生に対する感情は、ポジティブ、ネガティブ、中立、または混合のいずれかとすることができま
す。
• 構文— ドキュメント内の各単語の品詞。
詳細については、「インサイト (p. 5)」を参照してください。

Amazon Comprehend Custom
機械学習ベースの NLP ソリューションを構築するために必要なスキルセットがなくても、Amazon
Comprehend を特定の要件に合わせてカスタマイズできます。Amazon Comprehend Custom は、自動機
械学習 (AutoML) を使用して、既存のデータを使用して、お客様に代わってカスタマイズされた NLP モデ
ルを構築します。
カスタム分類：カスタム分類モデル（分類子）を作成して、ドキュメントを独自のカテゴリに整理しま
す。
カスタムエンティティ認識：特定の用語や名詞ベースのフレーズのテキストを分析できるカスタムエン
ティティ認識モデル（レコグナイザー）を作成します。
詳細については、「Amazon Comprehend Custom (p. 29)」を参照してください。

ドキュメントクラスタリング (トピックモデリング)
Amazon Comprehend を使用して、ドキュメントのコーパスを調べ、ドキュメント内の類似キーワードに
基づいて整理することもできます。文書クラスタリング（トピックモデリング）は、文書の大規模なコー
パスを単語の頻度に基づいて類似するトピックまたはクラスターに編成するのに役立ちます。詳細につい
ては、「トピックのモデリング (p. 29)」を参照してください。

例
以下の例では、アプリケーションで Amazon Comprehend オペレーションの使用例を示します。

Example 1: 主題に関する文書を検索する
Amazon Comprehend トピックモデリングを使用して、特定の主題に関するドキュメントを検索します。
一連のドキュメントをスキャンして、議論されているトピックを特定し、各トピックに関連するドキュメ
ントを見つけます。Amazon Comprehend がドキュメントセットから返すトピックの数を指定できます。

Example 2: 顧客が貴社の製品についてどう感じているかを調べる
会社がカタログを公開している場合は、Amazon Comprehend に顧客があなたの製品についてどう思うか
を教えてもらいましょう。各お客様のコメントをDetectSentiment操作を行い、顧客が製品についてポ
ジティブ、ネガティブ、ニュートラル、または混合を感じているかどうかを教えてくれます。

Example 3: 顧客にとって重要なことを発見する
Amazon Comprehend トピックモデリングを使用して、顧客がフォーラムやメッセージボードで話題に
なっているトピックを発見し、エンティティ検出を使用して、そのトピックに関連する人、場所、物を特
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定します。最後に、センチメント分析を使用して、顧客がトピックについてどのように感じているかを判
断します。

利点
Amazon Comprehend を使用する利点には、以下のようなものがあります。
• 強力な自然言語処理をアプリに統合する— Amazon Comprehend では、シンプルな API を使用して強力
かつ精度の高い自然言語処理を実行できるようにすることで、テキスト分析機能をアプリケーションに
簡単に組み込むことができます。Amazon Comprehend が生成するインサイトを活用するために、テキ
スト分析の専門知識は必要ありません。
• 深層学習ベースの自然言語処理— Amazon Comprehend テクノロジーを使用してテキストを正確に分析
します。精度を向上させるために、複数のドメインにわたって新しいデータを使用して常にモデルがト
レーニングされます。
• スケーラブルな自然言語処理— Amazon Comprehend を使用すると、何百万ものドキュメントを分析し
て、そこに含まれるインサイトを発見できます。
• 他の AWS のサービスと統合する— Amazon Comprehend は、Amazon S3 などの AWS の他のサービス
とシームレスに連携するように設計されています。AWS KMS, およびAWS Lambda。Amazon S3 にド
キュメントを保存したり、Kinesis Data Firehose でリアルタイムデータを分析したり、Kinesis Data サ
ポート対象AWS Identity and Access Management(IAM) では、Amazon Comprehend オペレーションへ
のアクセスを安全に制御することが容易になります。IAM を使用して、AWS ユーザーやグループを作成
および管理し、デベロッパーやエンドユーザーに適切なアクセス権を付与できます。
• 出力結果とボリュームデータの暗号化— Amazon S3 ではすでに入力ドキュメントを暗号化することが
でき、Amazon Comprehend ではこれをさらに拡張します。独自の KMS キーを使用することで、ジョ
ブの出力結果だけでなく、分析ジョブを処理するコンピュートインスタンスにアタッチされたストレー
ジボリューム上のデータも暗号化できます。その結果、セキュリティが大幅に強化されます。
• 低コスト— Amazon Comprehend では、最低料金や前払いの義務はありません。分析したドキュメント
とトレーニングしたカスタムモデルに対して課金されます。

Amazon Comprehend Pricing
リアルタイムまたは非同期の分析ジョブの実行には使用料がかかります。カスタムモデルのトレーニング
には料金がかかり、カスタムモデル管理には料金がかかります。カスタムモデルを使用したリアルタイム
リクエストの場合、エンドポイントを起動してからエンドポイントを削除するまでのエンドポイントの料
金を支払います。
料金と追加情報については、「」を参照してください。http://aws.amazon.com/comprehend/pricing。

Amazon Comprehend を初めてお使いになる方向け
の情報
Amazon Comprehend を初めて使用するユーザーには、次のセクションを順に読むことをお勧めします。
1. 使用方法 (p. 5)— このセクションでは、Amazon Comprehend の概念について説明しています。
2. セットアップ (p. 37)— このセクションでは、IAM ユーザーを作成し、AWS CLI。
3. Amazon Comprehend の開始方法 (p. 39)— このセクションでは、Amazon Comprehend 分析ジョブ
を実行します。
4. チュートリアル: Amazon Comprehend によるカスタマーレビューからの洞察の分析 (p. 229)— このセ
クションでは、センチメントとエンティティの分析を実行し、結果を視覚化します。
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5. API リファレンス (p. 258) — このセクションには、Amazon Comprehend オペレーションのリファレ
ンスドキュメントがあります。
AWSでは、Amazon Comprehend サービスについて学習するための次のリソースを提供しています。
• -AWSMachine Learning ブログAmazon Comprehend に関する役立つ記事が含まれています。
• Amazon Comprehend Resourcesでは、Amazon Comprehend に関する有用なビデオとチュートリアル
を提供しています。
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使用方法
Amazon Comprehend は、事前トレーニング済みのモデルを使用して収集します洞察力ドキュメントまた
はドキュメントのセットについて。このモデルは、大量のテキストで継続的にトレーニングされるため、
トレーニングデータを提供する必要はありません。
Amazon Comprehend を使用して、独自のビルドを行うことができますカスタムモデルカスタム分類とカ
スタムエンティティ認識用。
Amazon Comprehend はトピックのモデリング組み込みのモデルを使用する。トピックモデリングは、ド
キュメントのコーパスを調べ、その中の類似キーワードに基づいてドキュメントを整理します。
Amazon Comprehend は同期と非同期を提供します文書処理モード。1 つのドキュメントまたは最大 25
のドキュメントのバッチを処理するには、同期モードを使用します。非同期ジョブを使用して、多数のド
キュメントを処理します。
Amazon Comprehend はAWS Key Management Service(AWS KMS) を使用して、データの暗号化を強化
できます。詳細については、「Amazon Comprehend でのKMS 暗号化 (p. 189)」を参照してください。
主要なコンセプト
• インサイト (p. 5)
• Amazon Comprehend Custom (p. 29)
• トピックのモデリング (p. 29)
• ドキュメント処理モード (p. 32)

インサイト
Amazon Comprehend は、ドキュメントまたは一連のドキュメントを分析して、それに関する洞察を収集
できます。Amazon Comprehend がドキュメントに関して開発するインサイトには、次のようなものがあ
ります。
• [Entities] (エンティティ) (p. 6)— Amazon Comprehend は、ドキュメントで識別された人、場所、場
所などのエンティティのリストを返します。
• イベント (p. 7)— Amazon Comprehend は、特定のタイプのイベントと関連する詳細を検出しま
す。
• キーフレーズ (p. 12)— Amazon Comprehend は、ドキュメントに表示されるキーフレーズを抽出し
ます。たとえば、バスケットボールの試合に関するドキュメントには、チームの名前、会場の名前、最
終スコアが返されることがあります。
• 個人を特定できる情報 (PII) (p. 83)— Amazon Comprehend はドキュメントを分析して、住所、銀行
口座番号、電話番号など、個人を特定する個人データを検出します。
• 主要なlanguage (p. 12)— Amazon Comprehend は、ドキュメント内の主要言語を識別しま
す。Amazon Comprehend は 100 の言語を識別できます。
• 感情 (p. 16)— Amazon Comprehend は、ドキュメントの支配的なセンチメントを判断します。感情
は、正、中立、ネガティブ、または混合のいずれであるかを示します。
• ターゲットを絞った感情 (p. 17)— Amazon Comprehend は、ドキュメントで言及されている特定の
エンティティのセンチメントを判断します。各メンションの感情は、ポジティブ、中立、ネガティブ、
または混合のいずれであるかを示します。
• 構文分析 (p. 26)— Amazon Comprehend は、ドキュメント内の各単語を解析し、その単語の品詞を
決定します。たとえば、「シアトルでは今日は雨が降っています」という文では、「それ」は代名詞と
して、「雨が降っている」は動詞として、「シアトル」は固有名詞として識別されます。
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[Entities] (エンティティ)
Anエンティティは、人、場所、商品などの実世界のオブジェクトの一意の名前と、日付や数量などのメ
ジャーの正確な参照を示すテキスト参照です。
たとえば、「ジョンは2012年に1313モッキンバードレーンに移動しました」というテキストでは、「ジョ
ン」はPERSON、「1313モッキンバードレーン」はLOCATION、「2012」はDATE。
各エンティティには、Amazon Comprehend が持っているエンティティタイプが正しく検出された信頼レ
ベルを示すスコアもあります。スコアの低いエンティティを除外して、誤検出を使用するリスクを減らす
ことができます。
次のテーブルには、エンティティタイプ一覧表示します。
型

説明

COMMERCIAL_ITEM

ブランド商品

DATE

完全な日付 (2017/11/25 など)、日 (火曜日)、月 (5 月)、または時刻 (午前
8:30)

EVENT

フェスティバル、コンサート、選挙などのイベント。

LOCATION

国、都市、湖、建物などの特定の場所。

ORGANIZATION

政府、企業、宗教、スポーツチームなどの大規模な組織。

OTHER

いずれにも当てはまらないエンティティ他のエンティティカテゴリー

PERSON

個人、人々のグループ、ニックネーム、架空の人物

QUANTITY

通貨、パーセンテージ、数値、バイトなどの定量化された金額。

TITLE

映画、本、歌など、あらゆる創作作品または創作作品に付けられた正式名
称。

エンティティの検出操作は、Amazon Comprehend でサポートされている主要言語のいずれかを使用して
実行できます。これには、定義済み (非カスタム) エンティティ検出のみが含まれます。すべての文書は、
同じ言語である必要があります。
次の API オペレーションのいずれかを使用して、ドキュメントまたはドキュメントセット内のエンティ
ティを検出できます。
• DetectEntities (p. 345)
• BatchDetectEntities (p. 264)
• StartEntitiesDetectionJob (p. 420)
操作はのリストを返します。Entity (p. 522)オブジェクト。ドキュメント内の各エンティティに 1 つず
つ。-BatchDetectEntitiesはのリストを返します。Entityオブジェクト、バッチ内のドキュメントご
とに 1 つのリスト。-StartEntitiesDetectionJobオペレーションは、次のリストを含むファイルを生
成する非同期ジョブを開始します。Entityジョブ内の各ドキュメントのオブジェクト。
次は、からのレスポンス例です。DetectEntitiesオペレーション.
{

"Entities": [
{
"Text": "today",
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},
{

}

"Score": 0.97,
"Type": "DATE",
"BeginOffset": 14,
"EndOffset": 19
"Text": "Seattle",
"Score": 0.95,
"Type": "LOCATION",
"BeginOffset": 23,
"EndOffset": 30

}
],
"LanguageCode": "en"

イベント
を使用するイベント検出特定のタイプのイベントとその関連エンティティについてテキスト文書を分析す
る。Amazon Comprehend は、非同期分析ジョブを使用して、大量のドキュメントにまたがるイベント検
出をサポートします。イベント分析ジョブの例を含むイベントの詳細については、「」を参照してくださ
い。Amazon Comprehend イベントの開始を発表

[Entities] (エンティティ)
Amazon Comprehend は、入力テキストから、検出されたイベントに関連するエンティティのリストを抽
出します。Anエンティティは、人、場所、場所などの現実世界のオブジェクトにすることができます。エ
ンティティは、測定、日付、数量などの概念にすることもできます。エンティティの各オカレンスは、言
及する、入力テキスト内のエンティティへのテキストによる参照です。一意のエンティティごとに、すべ
てのメンションがリストにグループ化されます。このリストには、エンティティが存在する入力テキスト
内の各場所の詳細が表示されます。Amazon Comprehend は、サポートされているイベントタイプに関連
付けられたエンティティのみを検出します。
サポートされるイベントタイプに関連付けられた各エンティティは、次の関連詳細とともに戻ります。
• Mention: 入力テキスト内の同じエンティティの各オカレンスの詳細。
• BeginOffset: メンションの開始位置を示す入力テキスト内の文字オフセット (最初の文字は位置 0)。
• EndOffset: メンションの終了位置を示す入力テキスト内の文字オフセット。
• スコア: Amazon Comprehend が、エンティティのタイプの精度において持っている信頼度。
• GroupScore: メンションが同じエンティティの他のメンションと正しくグループ化されているという
Amazon Comprehend の信頼度。
• テキスト: エンティティのテキスト。
• Type: エンティティのタイプです。サポートされているすべてのエンティティタイプについては、
「」を参照してください。エンティティタイプ (p. 9)。

イベント
Amazon Comprehend は、入力テキストで検出された (サポートされているイベントタイプの) イベントの
リストを返します。各イベントは、次の関連詳細とともに返されます。
• Type: イベントのタイプ。サポートされるすべてのイベントタイプについては、「」を参照してくださ
い。イベントタイプ (p. 9)。
• 引数: 検出されたイベントに関連する引数のリスト。An引数検出されたイベントに関連するエンティ
ティで構成されます。引数の役割は、次のような関係を表します。誰やった何,どこそしていつ。
• EntityIndex: Amazon Comprehend がこの分析のために返したエンティティのリストからエンティティ
を識別するインデックス値。
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• ロール: 引数のタイプ。この引数のエンティティがイベントとどのように関連しているかを示します。
サポートされているすべての引数タイプについては、「」を参照してください。引数の型 (p. 10)。
• スコア: Amazon Comprehend が、ロール検出の精度において持っている信頼度。
• トリガー: 検出されたイベントのトリガーのリスト。ある引き金イベントの発生を示す単一の単語または
語句です。
• BeginOffset: トリガーの開始位置を示す入力テキストの文字オフセット (最初の文字は位置 0)。
• EndOffset: トリガーが終了する場所を示す入力テキスト内の文字オフセット。
• スコア: Amazon Comprehend が、検出の精度において持っている信頼度。
• テキスト: トリガーのテキスト。
• GroupScore: Amazon Comprehend が、同じイベントの他のトリガーと正しくグループ化されている
ことの信頼度。
• Type: このトリガーが示すイベントのタイプ。

イベント検出結果形式
イベント検出ジョブの完了時に、Amazon Comprehend が、ジョブの開始時に指定した Amazon S3 の出
力場所に分析結果を書き込みます。
検出されたイベントごとに、出力は次の形式で詳細が表示されます。
{

}

"Entities": [
{
"Mentions": [
{
"BeginOffset": number,
"EndOffset": number,
"Score": number,
"GroupScore": number,
"Text": "string",
"Type": "string"
}, ...
]
}, ...
],
"Events": [
{
"Type": "string",
"Arguments": [
{
"EntityIndex": number,
"Role": "string",
"Score": number
}, ...
],
"Triggers": [
{
"BeginOffset": number,
"EndOffset": number,
"Score": number,
"Text": "string",
"GroupScore": number,
"Type": "string"
}, ...
]
}, ...
]
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エンティティ、イベント、および引数でサポートされる型
エンティティタイプ
型

説明

DATE

特定のものか一般的なものかを問わず、日付また
は時刻への参照。

施設

建物、空港、高速道路、橋、およびその他の恒久
的な人工構造物および不動産の改良。

LOCATION

道路、都市、州、国、水域、地理座標などの物理
的な場所。

MONETARY

米国または他の通貨での何かの価値。値は特定の
ものでも概算でもかまいません。

ORGANIZATION

確立された組織構造によって定義される企業やそ
の他の人々のグループ。

PERSON

個人または架空の人物の名前またはニックネー
ム。

PERSON_TITLE

人を説明する肩書で、通常は雇用カテゴリ（CEO
など）または敬語（Mr. など）です。

QUANTITY

数値または値、および測定単位。

STOCK

AMZN、国際証券識別番号（ISIN）、統一証券識別
手続き委員会（CUSIP）、または証券取引所日次
公式リスト（SEDOL）などの株式ティッカーシン
ボル。

イベントタイプ
型

説明

倒産

未払いの債務を返済できない個人または会社が関
与する法的手続き。

雇用

従業員が雇用、解雇、退職したとき、または雇用
状態が変わったときに発生します。

ACQUISTION

ある会社が、その会社の支配権を獲得するため
に、他の会社の株式または物理的資産のほとんど
またはすべての所有権を取得したときに発生しま
す。

INVESTMENT

個人または会社がfuture 収入または感謝を生み出す
見込みのある資産を購入したときに発生します。

CORPORATE_MERGER

2 つ以上の会社が団結して新しい法人を設立したと
きに発生します。

IPO

新規株式発行における民間法人の株式を一般公開
する（IPO）。
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型

説明

RIGHTS

既存の株主に対して、既存の保有株に比例して新
株予約権と呼ばれる追加の株式を購入するために
提供される権利のグループ。

SECONDARY

会社の株主による有価証券の提供。

SHELF

証券取引委員会 (SEC) の規定。発行者は、証券の
再登録やペナルティを課すことなく、証券の新し
い発行を登録し、発行の一部を一定期間にわたっ
て売却することができます。シェルフの登録とも
呼ばれています。

TENDER

会社の株主株式の一部または全部を購入するオ
ファー。

STOCK

会社の取締役会が、現在の株主により多くの株式
を発行することにより、発行済株式数を増やすと
きに発生します。このイベントは、株式の逆分割
にも適用されます。

引数の型
破産の引数のタイプ
引数の型

説明

ファイラー

破産を申請した個人または会社。

DATE

破産した日付または時刻。

場所

破産が発生した（または最も近い）場所または施
設。

雇用のための引数のタイプ
型

説明

従業員

会社に雇用されている人。

EMPLOYEE_TITLE

従業員の役職。

雇用者

従業員を雇用している個人または会社。

END_DATE

雇用の開始日または時間。

START_DATE

雇用の終了日または時間。

CORPORATE_ACQUISTION、インベストメント_ジェネラルの引数タイプ
型

説明

量

トランザクションに関連付けられた金銭的価値。

投資先

投資に関連する個人または会社。
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型

説明

投資家

資産に投資する個人または会社。

DATE

買収または投資の日時。

場所

買収または投資が行われた場所（または最も近い
場所）。

CORPORATE_MERGER の引数
型

説明

DATE

合併の日時。

NEW

合併の結果として生じた新しい法人。

参加者

合併に関与した会社。

IPO、RIGHTS_ISSUE、二次オファリング、SHELF_OFFERING、TENDER_OFFERING の引数
タイプ
型

説明

EXPIRE_DATE

オファリングの有効期限または時間。

投資家

資産に投資する個人または会社。

被申立人

オファリングを受ける個人または会社。

OFFERING_AMOUNT

オファリングに関連付けられた金銭的価値。

OFFERING_DATE

オファリングの日付または時刻。

申し出人

オファリングを開始する個人または会社。

OFFEROR_TOTAL_VALUE

オファリングに関連付けられた合計金銭的価値。

RECORD_DATE

オファリングの基準日時です。

SELLING_AGENT

オファリングの販売を促進する個人または会社。

SHARE

株価に関連付けられた金銭的価値。

QUANTITY

オファリングに関連付けられている株式の数。

引受人

オファリングの引受に関連する会社。

STOCK_SPLIT の引数
型

説明

会社

株式分割の株式を発行する会社。

DATE

株式分割の日時。

SPLIT

株式分割前の現在の株式数に対する、増加した新
発行済株式数の比率。
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キーフレーズ
あるキーフレーズ特定のことを説明する名詞句を含む文字列です。通常、名詞とそれを区別する修飾子で
構成されます。たとえば、「日」は名詞であり、「美しい日」は記事（「a」）と形容詞（「美しい」）を
含む名詞句です。各キーフレーズには、Amazon Comprehend の信頼度を示すスコアが含まれます。スコ
アは Amazon Comprehend の信頼度を示すスコアが含まれます。スコアを使用して、アプリケーションに
対して検出信頼を満たしているかどうかを判断できます。
キーフレーズの検出操作は、Amazon Comprehend でサポートされている主要言語のいずれかを使用して
実行できます。すべてのドキュメントは、同じ言語である必要があります。
次の操作のいずれかを使用して、文書または文書セット内のキーフレーズを検出できます。
• DetectKeyPhrases (p. 349) />
• BatchDetectKeyPhrases (p. 267)
• StartKeyPhrasesDetectionJob (p. 429)
はのリストのリストを返します。KeyPhrase (p. 548)オブジェクト。ドキュメント内のキーフレーズごと
に 1 つずつ。-BatchDetectKeyPhrasesはのリストを返します。KeyPhraseオブジェクト、バッチ内の
各文書に1つずつ。-StartKeyPhrasesDetectionJobオペレーションは、次のリストを含むファイルを
生成する非同期ジョブを開始しますKeyPhraseジョブ内の各ドキュメントのオブジェクト。
はのリストのレスポンス例を次に示します。DetectKeyPhrasesオペレーション.
{

}

"LanguageCode": "en",
"KeyPhrases": [
{
"Text": "today",
"Score": 0.89,
"BeginOffset": 14,
"EndOffset": 19
},
{
"Text": "Seattle",
"Score": 0.91,
"BeginOffset": 23,
"EndOffset": 30
}
]

主要なlanguage
Amazon Comprehend を使用してテキストを調べて、主要言語を特定できます。Amazon Comprehend は
RFC 5646 の識別子を使用して言語を識別します。2 文字の ISO 639-1 識別子があり、必要に応じて地域
のサブタグが付いている場合は、それを使用します。それ以外の場合は、ISO 639-2 の 3 文字コードを使
用します。RFC 5646 の詳細については、「」を参照してください。言語を識別するためのタグでIETF
Toolsウェブサイト。
このレスポンス例を次に示します。このスコアは、Amazon Comprehend が持っている特定の言語が主要
な言語であるという信頼レベルを示します。各スコアは他のスコアとは無関係です。言語が文書の特定の
割合を占めることを示すものではありません。
本のように長い文書が複数の言語で書かれている場合、長い文書を小さな断片に分割し
て、DetectDominantLanguage個々のピースに対する操作。その後、結果を集計して、長い文書の各言
語のパーセンテージを判断できます。
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Amazon Comprehend は次の言語を検出できます。
コード

言語

af

アフリカーンス語

am

アムハラ語

ar

アラビア語

なので

アッサム語

az

アゼルバイジャン語

BA

バシキール語

です

ベラルーシ語

bn

ベンガル語

bs

ボスニア語

bg

ブルガリア語

ca

カタロニア語

ceb

セブアノ

cs

チェコ語

CV

チュヴァシュ

cy

ウェールズ語

da

デンマーク語

de

ドイツ語

el

ギリシャ語

en

英語

eo

エスペラント

et

エストニア語

EU

バスク語

fa

ペルシャ語

fi

フィンランド語

fr

フランス語

GD

スコットランドのゲール語

ga

アイルランド語

GL

ガリシア語

gu

グジャラート語

ht

ハイチ語

13

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
主要なlanguage

コード

言語

he

ヘブライ語

ha

ハウサ語

hi

ヒンディー語

hr

クロアチア語

hu

ハンガリー語

hy

アルメニア語

ilo

イロコ

id

インドネシア語

is

アイスランド語

it

イタリア語

合弁会社

ジャワ語

ja

日本語

kn

カンナダ語

ka

グルジア語

kk

カザフ

キロ

中部クメール

KY

キルギス

ko

韓国語

区

クルド

LO

ラオス語

LA

ラテン

lv

ラトビア語

lt

リトアニア語

ポンド

ルクセンブルク語

ml

マラヤーラム語

mt

マルタ語

mr

マラーティー語

mk

マケドニア語

mg

マダガスカル

mn

モンゴル語

ms

マレー語
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コード

言語

僕の

ビルマ語

NE

ネパール語

new

ネワール

nl

オランダ語

no

ノルウェー語

または

オリヤー語

OM

オロモ

pa

パンジャブ語

pl

ポーランド語

pt

ポルトガル語

ps

Pushto

クー

ケチュア語

ro

ルーマニア語

ru

ロシア語

SA

サンスクリット

si

シンハラ語

sk

スロバキア語

sl

スロベニア語

SD

シンディー

so

ソマリ語

es

スペイン語

sq

アルバニア語

sr

セルビア語

su

スンダ語

sw

スワヒリ語

sv

スウェーデン語

ta

タミル語

tt

タタール

te

テルグ語

TG

タジク語

tl

タガログ語
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コード

言語

th

タイ語

tk

トルクメンだ

tr

トルコ語

UG

ウイグル

uk

ウクライナ語

ur

ウルドゥー語

uz

ウズベク語

vi

ベトナム語

イー

イディッシュ語

おい

ヨルバ

zh

簡体字中国語

zh-TW

繁体字中国語

次の操作のいずれかを使用して、文書または文書セット内の主要言語を検出できます。
• DetectDominantLanguage (p. 342)
• BatchDetectDominantLanguage (p. 261)
• StartDominantLanguageDetectionJob (p. 415)
-DetectDominantLanguageこのオペレーションは、を返しますDominantLanguage (p. 509)オ
ブジェクト。-BatchDetectDominantLanguageこのオペレーションは、次
を返します。DominantLanguageオブジェクト、バッチ内の各文書に1つず
つ。-StartDominantLanguageDetectionJobオペレーションは、次のリストを含むファイルを生成す
る非同期ジョブを開始しますDominantLanguageオブジェクト。ジョブ内のドキュメントごとに 1 つず
つ。
次は、のDetectDominantLanguageオペレーション.
{

}

"Languages": [
{
"LanguageCode": "en",
"Score": 0.9793661236763
}
]

感情
Amazon Comprehend を使用して、ドキュメントのセンチメントを判断します。たとえば、センチメント
分析を使用してブログ投稿に対するコメントのセンチメントを判断し、読者がその投稿を気に入ったかど
うかを判断できます。
Amazon Comprehend でサポートされている主要言語のいずれかで、ドキュメントのセンチメントを判断
できます。1 つのジョブのドキュメントは、すべて同じ言語である必要があります。
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感情判定は次の値を返します。
• 肯定的— このテキストは、全体的にポジティブな感情を表しています。
• 否定的— テキストは全体的に否定的な感情を表しています。
• 混成— テキストは肯定的な感情と否定的な感情の両方を表しています。
• 普通— テキストは肯定的な感情も否定的な感情も表していません。
次の API オペレーションのいずれかを使用して、1 つのドキュメントまたはドキュメントのセットのセン
チメントを検出できます。
• DetectSentiment (p. 354) />
• BatchDetectSentiment (p. 270)
• StartSentimentDetectionJob (p. 438)
オペレーションは、テキストにおける最も可能性の高いセンチメントおよびセンチメントごとのスコアを
返します。スコアはセンチメントが正しく検出された可能性を表します。たとえば、以下の例では、テキ
ストにPositive感情。テキストに文字が含まれている可能性は 1% 未満ですNegative感情。「」を使用
できます。SentimentScore検出精度とアプリケーションのニーズを満たすインテントおよびインテント
は、はのリストを参照してください。
-DetectSentimentオペレーションは、検出された感情および感情および感情を含むオブジェクト
を返します。SentimentScore (p. 568)オブジェクト。-BatchDetectSentimentオペレーション
は感情および感情の一覧を返します。SentimentScoreオブジェクト、バッチ内の各文書に1つず
つ。-StartSentimentDetectionJobオペレーションは、センチメントのリストを含むファイルを生成
する非同期ジョブを開始し、SentimentScoreオブジェクト。ジョブ内のドキュメントごとに 1 つずつ。
次は、のDetectSentimentオペレーション.
{
"SentimentScore": {
"Mixed": 0.030585512690246105,
"Positive": 0.94992071056365967,
"Neutral": 0.0141543131828308,
"Negative": 0.00893945890665054
},
"Sentiment": "POSITIVE",
"LanguageCode": "en"
}

ターゲットを絞った感情は
ターゲットを絞った感情はは、入力ドキュメント内の特定のエンティティ (ブランドや製品など) に関連付
けられたセンチメントを詳細に理解します。
ターゲットを絞った感情とセンチメント (p. 16)は、出力データの粒度レベルです。センチメント分析
は、各入力ドキュメントの主要なセンチメントを決定しますが、さらなる分析のためのデータは提供しま
せん。ターゲットを絞ったセンチメント分析は、各入力ドキュメント内の特定のエンティティのエンティ
ティレベルのセンチメントを決定します。出力データを分析して、正または負のフィードバックを得る特
定の製品やサービスを特定できます。
たとえば、一連のレストランレビューで、顧客は次のレビューを提供します。「タコスはおいしかった
し、スタッフはフレンドリーでした。」 このレビューを分析すると、次の結果になります。
• センチメント分析各レストランレビューの全体的な感情がポジティブ、中立、中立、中立、中立、中
立、中立、中立 この例では、全体的なセンチメントはポジティブです。
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• ターゲットを絞った感情分析顧客がレビューで言及するレストランのエンティティと属性のセンチメン
トを決定します。この例では、顧客は「タコス」と「スタッフ」について好意的なコメントをしまし
た）。
ターゲットを絞ったセンチメントは、各分析ジョブに対して次の出力を提供します。
• 文書に記載されているエンティティの身元。
• 各エンティティメンションのエンティティタイプの分類。
• 各エンティティメンションのセンチメントとセンチメントスコア。
• 1 つのエンティティに対応するメンションのグループ (相互参照グループ)。
次を使用できますコンソール (p. 47)またはAPI (p. 72)ターゲットを絞ったセンチメント分析を実行
します。ターゲットセンチメントを実行するには、非同期分析ジョブを開始します。ターゲットセンチメ
ントではリアルタイム分析を使用できません。
Amazon Comprehend は、英語のドキュメントに対するターゲットを絞ったセンチメントをサポートして
います。
チュートリアルを含むターゲット感情に関する詳細情報については、「」を参照してください。Amazon
Comprehend ターゲットセンチメントでテキストの詳細なセンチメントを抽出。
トピック
• エンティティタイプ (p. 18)
• 共同参照グループ (p. 19)
• 出力ファイル構成 (p. 19)
• ターゲットを絞った感情の例 (p. 21)

エンティティタイプ
ターゲットを絞ったセンチメントは、次のエンティティタイプを識別します。エンティティが他のカテゴ
リに属していない場合、エンティティタイプ OTHER が割り当てられます。出力ファイルに記載されてい
る各エンティティには、次のようなエンティティタイプが含まれます。"Type": "PERSON"。

エンティティタイプの定義
エンティティタイプ

定義

PERSON

例としては、個人、人々のグループ、ニックネーム、架空の人物、動物の名前
などがあります。

LOCATION

国、都市、州、住所、地層、水域、自然のランドマーク、天文学的位置などの
地理的位置。

ORGANIZATION

例としては、政府、企業、スポーツチーム、宗教などがあります。

施設

建物、空港、高速道路、橋、およびその他の恒久的な人工構造物および不動産
の改良。

ブランド

特定の商業品目または製品ラインの組織、グループ、または生産者。

COMMERCIAL_ITEM

車両、および1つの品目しか生産されていない大型製品を含む、非ジェネリック
の購入可能または入手可能な品目。

映画

映画やテレビ番組。エンティティは、フルネーム、ニックネーム、またはサブ
タイトルです。
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エンティティタイプ

定義

音楽

曲、全部または一部。また、アルバムやアンソロジーなど、個々の音楽作品の
コレクションもあります。

本

専門的に出版された、または自費出版された本。

ソフトウェア

公式にリリースされたソフトウェア製品。

ゲーム

ビデオゲーム、ボードゲーム、一般的なゲーム、スポーツなどのゲーム。

PERSONAL_TITLE

大統領などの正式な称号と敬語, 博士号, または博士.

EVENT

例としては、フェスティバル、コンサート、選挙、戦争、会議、プロモーショ
ンイベントなどがあります。

DATE

絶対的か相対的かを問わず、特定のものか一般的なものかを問わず、日付また
は時刻への参照。

QUANTITY

すべての測定値とその単位 (通貨、パーセント、数値、バイトなど)

ATTRIBUTE

製品の「品質」、電話の「価格」、または CPU の「速度」など、エンティティ
の属性、特性、または特性。

OTHER

他のカテゴリに含まれないエンティティです。

共同参照グループ
ターゲットを絞ったセンチメントは、各入力ドキュメント内の相互参照グループを識別します。相互参照
グループは、1 つの現実世界のエンティティに対応する、ドキュメント内のメンションのグループです。

Example
次のカスタマーレビューの例では、「スパ」はエンティティタイプを持つエンティティですFACILITY。
この実体には、代名詞 (「it」) として 2 つの追加表記があります。
I enjoyed visiting the spa. It was very comfortable. But it was also expensive.

出力ファイル構成
ターゲットを絞ったセンチメント分析ジョブは、JSON テキスト出力ファイルを作成します。このファイ
ルには、入力ドキュメントごとに 1 つの JSON オブジェクトが含まれています。各 JSON オブジェクトに
は、以下のフィールドが含まれます。
• エンティティ-ドキュメントで見つかったエンティティの配列。
• ファイル— 入力ドキュメントのファイル名。
• Line— 入力ファイルが 1 行に 1 つのドキュメントである場合、エンティティファイル内のドキュメント
の行番号が含まれます。
次の例で以下のものを示します。エンティティ3 行の入力を含む入力ファイルの場合。入力形式は次のと
おりです。ONE_DOC_PER_LINEなので、入力の各行はドキュメントです。
{ "Entities":[
{entityA},
{entityB},
{entityC}
],
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"File": "TargetSentimentInputDocs.txt",
"Line": 0

}
{ "Entities": [
{entityD},
{entityE}
],
"File": "TargetSentimentInputDocs.txt",
"Line": 1
}
{ "Entities": [
{entityF},
{entityG}
],
"File": "TargetSentimentInputDocs.txt",
"Line": 2
}

のエンティティエンティティ配列には、文書内で検出されたエンティティメンションの論理グループ (相
互参照グループと呼ばれる) が含まれます。各エンティティには、次のような全体的な構造があります。
{"DescriptiveMentionIndex": [0],
"Mentions": [
{mentionD},
{mentionE}
]
}

エンティティには次のフィールドが含まれます。
• Mention-文書内のエンティティのメンションの配列。配列は相互参照グループを表します。例について
は、「the section called “共同参照グループ” (p. 19)」を参照してください。Mentions 配列内のメン
ションの順序は、ドキュメント内の位置 (オフセット) の順序です。各メンションには、そのメンション
のセンチメントスコアとグループスコアが含まれます。グループスコアは、これらのメンションが同じ
エンティティに属しているという信頼度を示します。
• DescriptiveMentionIndex— エンティティグループの最適な名前を提供する Mentions 配列の 1 つ
以上のインデックス。たとえば、あるエンティティに 3 つのメンションがあるとします。テキス
ト「ABCホテル」、「ABCホテル」、「それ」を大切にしています。最高の名前は「ABCホテル」で、
DescriptiveMentionIndex [0,1] の値。
各Mention には以下のフィールドが含まれます。
• BeginOffset-メンションが始まる文書テキスト内のオフセット。
• EndOffset-メンションが終了するドキュメントテキスト内のオフセット。
• GroupScore— グループ内で言及されたすべてのエンティティが同じエンティティに関連しているとい
う信頼。
• テキスト-エンティティを識別する文書内のテキスト。
• タイプ— エンティティのタイプ。Amazon Comprehend は、さまざまな機能をサポートしていますエン
ティティタイプ (p. 18)。
• スコア— エンティティが関連しているというモデルの信頼性。値の範囲は 0 から 1 で、1 が最も高い信
頼度を示します。
• MentionSentiment— メンションのセンチメントとセンチメントスコアが含まれます。
• 感情— Mention () の感情。値には以下のものが含まれます。ポジティブ、ニュートラル、ネガティブ、
ミックス。
• SentimentScore— 考えられる感情のそれぞれについて、モデルの信頼度を提供します。値の範囲は 0 か
ら 1 で、1 が最も高い信頼度を示します。
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-感情値には次の意味があります。
• 肯定的— エンティティの言及は、肯定的な感情を表しています。
• 否定的— エンティティの言及は、ネガティブな感情を表しています。
• 混成— エンティティの言及は、肯定的な感情と否定的な感情の両方を表しています。
• 普通— エンティティの言及は、肯定的な感情も否定的な感情も表していません。
次の例では、エンティティには入力ドキュメントにメンションが 1 つしかないため、
DescriptiveMentionIndexはゼロ (Mentions 配列の最初のメンション) です。識別されたエンティティは、名
前が「I」のPERSONです。 センチメントスコアは中立です。
{"Entities":[
{
"DescriptiveMentionIndex": [0],
"Mentions": [
{
"BeginOffset": 0,
"EndOffset": 1,
"Score": 0.999997,
"GroupScore": 1,
"Text": "I",
"Type": "PERSON",
"MentionSentiment": {
"Sentiment": "NEUTRAL",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0,
"Negative": 0,
"Neutral": 1,
"Positive": 0
}
}
}
]
}
],
"File": "Input.txt",
"Line": 0
}

ターゲットを絞った感情の例
次の例は、ターゲットを絞った感情分析ジョブの出力ファイルを示します。入力ファイルは、次の 3 つの
簡単なドキュメントで構成されています。
The burger was very flavorful and the burger bun was excellent. However, customer service
was slow.
My burger was good, and it was warm. The burger had plenty of toppings.
The burger was cooked perfectly but it was cold. The service was OK.

この入力ファイルの分析による出力ファイル
{"Entities":[
{
"DescriptiveMentionIndex": [
0
],
"Mentions": [
{
"BeginOffset": 4,
"EndOffset": 10,
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"Score": 0.999991,
"GroupScore": 1,
"Text": "burger",
"Type": "OTHER",
"MentionSentiment": {
"Sentiment": "POSITIVE",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0,
"Negative": 0,
"Neutral": 0,
"Positive": 1
}
}

}
]
},
{
"DescriptiveMentionIndex": [
0
],
"Mentions": [
{
"BeginOffset": 38,
"EndOffset": 44,
"Score": 1,
"GroupScore": 1,
"Text": "burger",
"Type": "OTHER",
"MentionSentiment": {
"Sentiment": "NEUTRAL",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0.000005,
"Negative": 0.000005,
"Neutral": 0.999591,
"Positive": 0.000398
}
}
}
]
},
{
"DescriptiveMentionIndex": [
0
],
"Mentions": [
{
"BeginOffset": 45,
"EndOffset": 48,
"Score": 0.961575,
"GroupScore": 1,
"Text": "bun",
"Type": "OTHER",
"MentionSentiment": {
"Sentiment": "POSITIVE",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0.000327,
"Negative": 0.000286,
"Neutral": 0.050269,
"Positive": 0.949118
}
}
}
]
},
{
"DescriptiveMentionIndex": [
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0
],
"Mentions": [
{
"BeginOffset": 73,
"EndOffset": 89,
"Score": 0.999988,
"GroupScore": 1,
"Text": "customer service",
"Type": "ATTRIBUTE",
"MentionSentiment": {
"Sentiment": "NEGATIVE",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0.000001,
"Negative": 0.999976,
"Neutral": 0.000017,
"Positive": 0.000006
}
}
}
]

}
{

}
],
"File": "TargetSentimentInputDocs.txt",
"Line": 0
"Entities": [
{
"DescriptiveMentionIndex": [
0
],
"Mentions": [
{
"BeginOffset": 0,
"EndOffset": 2,
"Score": 0.99995,
"GroupScore": 1,
"Text": "My",
"Type": "PERSON",
"MentionSentiment": {
"Sentiment": "NEUTRAL",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0,
"Negative": 0,
"Neutral": 1,
"Positive": 0
}
}
}
]
},
{
"DescriptiveMentionIndex": [
0,
2
],
"Mentions": [
{
"BeginOffset": 3,
"EndOffset": 9,
"Score": 0.999999,
"GroupScore": 1,
"Text": "burger",
"Type": "OTHER",
"MentionSentiment": {
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"Sentiment": "POSITIVE",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0.000002,
"Negative": 0.000001,
"Neutral": 0.000003,
"Positive": 0.999994
}

}
},
{
"BeginOffset": 24,
"EndOffset": 26,
"Score": 0.999756,
"GroupScore": 0.999314,
"Text": "it",
"Type": "OTHER",
"MentionSentiment": {
"Sentiment": "POSITIVE",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0,
"Negative": 0.000003,
"Neutral": 0.000006,
"Positive": 0.999991
}
}
},
{
"BeginOffset": 41,
"EndOffset": 47,
"Score": 1,
"GroupScore": 0.531342,
"Text": "burger",
"Type": "OTHER",
"MentionSentiment": {
"Sentiment": "POSITIVE",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0.000215,
"Negative": 0.000094,
"Neutral": 0.00008,
"Positive": 0.999611
}
}
}

]
},
{
"DescriptiveMentionIndex": [
0
],
"Mentions": [
{
"BeginOffset": 52,
"EndOffset": 58,
"Score": 0.965462,
"GroupScore": 1,
"Text": "plenty",
"Type": "QUANTITY",
"MentionSentiment": {
"Sentiment": "NEUTRAL",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0,
"Negative": 0,
"Neutral": 1,
"Positive": 0
}
}
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}
]
},
{
"DescriptiveMentionIndex": [
0
],
"Mentions": [
{
"BeginOffset": 62,
"EndOffset": 70,
"Score": 0.998353,
"GroupScore": 1,
"Text": "toppings",
"Type": "OTHER",
"MentionSentiment": {
"Sentiment": "NEUTRAL",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0,
"Negative": 0,
"Neutral": 0.999964,
"Positive": 0.000036
}
}
}
]
}

}
{

],
"File": "TargetSentimentInputDocs.txt",
"Line": 1
"Entities": [
{
"DescriptiveMentionIndex": [
0
],
"Mentions": [
{
"BeginOffset": 4,
"EndOffset": 10,
"Score": 1,
"GroupScore": 1,
"Text": "burger",
"Type": "OTHER",
"MentionSentiment": {
"Sentiment": "POSITIVE",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0.001515,
"Negative": 0.000822,
"Neutral": 0.000243,
"Positive": 0.99742
}
}
},
{
"BeginOffset": 36,
"EndOffset": 38,
"Score": 0.999843,
"GroupScore": 0.999661,
"Text": "it",
"Type": "OTHER",
"MentionSentiment": {
"Sentiment": "NEGATIVE",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0,
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}

}

"Negative": 0.999996,
"Neutral": 0.000004,
"Positive": 0

}
]
},
{
"DescriptiveMentionIndex": [
0
],
"Mentions": [
{
"BeginOffset": 53,
"EndOffset": 60,
"Score": 1,
"GroupScore": 1,
"Text": "service",
"Type": "ATTRIBUTE",
"MentionSentiment": {
"Sentiment": "NEUTRAL",
"SentimentScore": {
"Mixed": 0.000033,
"Negative": 0.000089,
"Neutral": 0.993325,
"Positive": 0.006553
}
}
}
]
}

}

],
"File": "TargetSentimentInputDocs.txt",
"Line": 2
}

構文分析
構文解析を使用して文書から単語を解析し、文書内の各単語の品詞または構文関数を返します。文書内の
名詞、動詞、形容詞などを識別できます。この情報を使用して、ドキュメントの内容をより深く理解し、
ドキュメント内の単語の関係を理解します。
たとえば、文書内の名詞を探し、その名詞に関連する動詞を探すことができます。「祖母がソファを動か
した」のような文では、「おばあちゃん」と「カウチ」という名詞と、「動かされた」という動詞を見る
ことができます。この情報を使用して、関心のある単語の組み合わせについてテキストを分析するアプリ
ケーションを構築できます。
分析を開始するために、Amazon Comprehend はソーステキストを解析して、テキスト内の個々の単語を
見つけます。テキストが解析されると、各単語にソーステキストに含まれる品詞が割り当てられます。
Amazon Comprehend は、次の品詞を識別できます。
トークン

品詞

ADJ

形容詞
通常、名詞を修正する単語。

ADP

アドポジション
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トークン

品詞
前置詞句または後置詞句の先
頭。

ADV

副詞
通常、動詞を変更する単語。ま
た、形容詞やその他の副詞を変
更することもあります。

AUX

補助
動詞句の動詞に付随する機能
語。

CCONJ

調整積
調整接続詞は、文中の単語、フ
レーズ、または句を、一方を他
方に従属させることなく接続し
ます。

CONJ

接続詞
接続詞は、文中の単語、フレー
ズ、または句を結び付けます。

これ

限定詞
特定の名詞句を指定する記事や
その他の単語。

INTJ

間投詞
感嘆符または感嘆符の一部とし
て使用される単語。

名詞

名詞
人、場所、物、動物、またはア
イデアを指定する単語。

名詞

NUMERIC
数字を表す単語（通常は限定
詞、形容詞、代名詞）。

O

その他
品詞カテゴリに割り当てること
ができない単語。

PART

粒子
意味を伝えるために別の単語ま
たはフレーズに関連付けられた
機能語。
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トークン

品詞

プロン

代名詞
名詞または名詞句の代わりとな
る単語。

PROPN

固有名詞
特定の個人、場所、またはオブ
ジェクトの名前である名詞。

パンク

句読点
テキストを区切る非アルファ
ベット文字。

SCONJ

従属積
従属節を文に結合する接続
詞。従属接続詞の例として
「because」があります。

SYM

記号
ドル記号 ($) や数学記号などの単
語に似たエンティティ。

動詞

Verb
出来事や行動を示す言葉。

品詞の詳細については、「」を参照してください。Universal タグでユニバーサル依存関係ウェブサイト.
オペレーションは、単語と、その単語がテキスト内で表す品詞を識別するトークンを返します。各トーク
ンは、ソーステキスト内の単語を表します。これは、原文中の単語の位置、その単語がテキストで取り込
む品詞、品詞が正しく識別されたというAmazon Comprehend の信頼、およびソーステキストから解析さ
れた単語を提供します。
シンタックストークンのリストの構造を以下に示します。ドキュメント内の各単語の場合、構文トークン
が 1 つ生成されます。
{

}

"SyntaxTokens": [
{
"BeginOffset": number,
"EndOffset": number,
"PartOfSpeech": {
"Score": number,
"Tag": "string"
},
"Text": "string",
"TokenId": number
}
]

各トークンは以下の情報を提供します。
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• BeginOffsetそしてEndOffset入力テキスト内の単語の位置が表示されます。
• PartOfSpeech—次の 2 つの情報を提供します。Tag品詞を識別しますScoreこれは、品詞が正しく識
別されたという Amazon Comprehend Syntax の信頼性を表しています。
• Text—識別された単語を提供します。
• TokenId—トークンの識別子を提供します。識別子は、トークンのリストにおけるトークンの位置で
す。

Amazon Comprehend Custom
機械学習ベースの NLP ソリューションを構築するために必要なスキルセットがなくても、Amazon
Comprehend を特定の要件に合わせてカスタマイズできます。Comprehend Custom は、自動機械学習
(AutoML) を使用して、提供されたトレーニングデータを使用して、ユーザーに代わってカスタマイズされ
た NLP モデルを構築します。
カスタム分類：カスタム分類モデル（分類子）を作成して、ドキュメントを独自のカテゴリに整理しま
す。分類ラベルごとに、そのラベルを最もよく表す一連の文書を提供し、そのラベルに基づいて分類子を
トレーニングします。トレーニングが完了すると、分類子はラベルなし文書セットをいくつでも使用でき
ます。コンソールを使用してコードなしで体験したり、最新の AWS SDK をインストールしたりできま
す。詳細については、「カスタム分類 (p. 100)」を参照してください。
カスタムエンティティ認識：特定の用語や名詞ベースのフレーズのテキストを分析できるカスタムエン
ティティ認識モデル（レコグナイザー）を作成します。レコグナイザーをトレーニングして、ポリシー番
号などの用語や、顧客のエスカレーションを暗示するフレーズを抽出できます。モデルをトレーニングす
るには、エンティティのリストと、それらを含む一連のドキュメントを提供します。モデルがトレーニン
グされると、そのモデルに対して解析ジョブを送信して、ユーザー定義エンティティを抽出できます。詳
細については、カスタム表現認識 (p. 126)を参照してください。

トピックのモデリング
Amazon Comprehend を使用して、ドキュメントのコレクションの内容を調べ、共通のテーマを判断でき
ます。たとえば、Amazon Comprehend にニュース記事のコレクションを与えると、スポーツ、政治、
エンターテイメントなどの主題が決定されます。ドキュメントのテキストに注釈を付ける必要はありませ
ん。
Amazon Comprehend は潜在的ディリクレ割り当て一連のドキュメントのトピックを決定するためのベー
スの学習モデル。各文書を調べて、単語の文脈と意味を判断します。文書セット全体で同じコンテキスト
に属することが多い単語のセットがトピックを構成します。
単語は、そのトピックがドキュメント内でどの程度普及しているか、およびトピックが単語にどの程度親
和性があるかに基づいて、ドキュメント内のトピックに関連付けられます。特定の文書のトピック分布に
基づいて、同じ単語を異なる文書内の異なるトピックに関連付けることができます。
たとえば、主にスポーツについて語っている記事の「グルコース」という単語を「スポーツ」というト
ピックに割り当てることができ、「薬」に関する記事の同じ単語を「薬」というトピックに割り当てるこ
とができます。
トピックに関連付けられた各単語には、その単語がトピックの定義にどの程度役立つかを示す重みが付け
られます。重みは、文書セット全体で、トピック内の他の単語と比較して、トピック内で単語が出現する
回数を示します。
最も正確な結果を得るには、Amazon Comprehend に作業できる最大のコーパスを提供する必要がありま
す。最善の結果を得るには:
• 各トピックモデリングジョブでは、少なくとも 1,000 のドキュメントを使用する必要があります。
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• 各文書は少なくとも3文の長さでなければなりません。
• 文書がほとんど数値データで構成されている場合は、コーパスから削除する必要があります。
トピックモデリングは非同期プロセスです。Amazon S3 バケットから Amazon
Comprehend に、を使用して、ドキュメントのリストを Amazon Comprehend に送信しま
す。StartTopicsDetectionJob (p. 448)オペレーション. レスポンスは Amazon S3 バケットに送信されま
す。入力バケットと出力バケットの両方を設定できます。を使用して、ユーザーによって送信されたト
ピックモデリングジョブのリストを取得します。ListTopicsDetectionJobs (p. 404)を使用して、ジョブに
関する情報を表示します。DescribeTopicsDetectionJob (p. 339)オペレーション. Amazon S3 バケットに
配信されるコンテンツには、カスタマーコンテンツが含まれている場合があります。機密データの削除の
詳細については、「S3 バケットを空にする方法」または「S3 バケットを削除する方法」を参照してくだ
さい。
ドキュメントは、UTF-8 形式のテキストファイルであることが必要です。書類は2通りの方法で提出でき
ます。次の表に、オプションを示します。
[Format] (形式)

説明

ファイルあたり 1 つのドキュメント

各ファイルには 1 つの入力ドキュメントが含まれ
ます。これは、大きな文書のコレクションに最適
です。

1 行に 1 つのドキュメント

入力は 1 つのファイルです。ファイルの各行はド
キュメントと見なされます。これは、ソーシャル
メディアへの投稿など、短いドキュメントに最適
です。
各行は、改行（LF、\ n）、キャリッジリターン
（CR、\ r）、またはその両方（CRLF、\ r\ n）で
終了する必要があります。Unicode の行区切り文
字 (u+2028) は、行の終わりには使用できません。

詳細については、「InputDataConfig (p. 546)」データ型を参照してください。
Amazon Comprehend は、ドキュメントコレクションを処理した後、2 つのファイルを含む圧縮アーカイ
ブを返します。topic-terms.csvそしてdoc-topics.csv。出力ファイルの詳細については、「」を参
照してください。OutputDataConfig (p. 553)。
最初の出力ファイル、topic-terms.csvは、コレクション内のトピックのリストです。各トピック
のリストには、デフォルトで、その重みに応じたトピック別の上位の用語が含まれています。たとえ
ば、Amazon Comprehend に新聞記事のコレクションを与えると、コレクション内の最初の 2 つのトピッ
クを説明するために以下が返される場合があります。
トピック

期間

[Weight] (重量)

000

team

0.118533

000

game

0.106072

000

player

0.031625

000

シーズン

0.023633

000

遊ぶ

0.021118

000

ヤード

0.024454
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トピック

期間

[Weight] (重量)

000

コーチ

0.016012

000

ゲーム

0.016191

000

フットボール

0.015049

000

クォーターバック

0.014239

001

カップ

0.205236

001

食べ物

0.040686

001

分

0.036062

001

追加

0.029697

001

大さじ

0.028789

001

油

0.021254

001

コショウ

0.022205

001

ティースプーン

0.020040

001

ワイン

0.016588

001

砂糖

0.015101

重みは、特定のトピック内の単語に対する確率分布を表します。Amazon Comprehend は各トピックの上
位 10 語のみを返すため、重みの合計は 1.0 にはなりません。トピックに含まれる単語が10語未満という
まれなケースでは、重みの合計は1.0になります。
単語は、すべてのトピックにわたる出現を見て、識別力によってソートされます。通常、これは体重と同
じですが、表の「遊ぶ」や「庭」という単語など、場合によっては体重と同じではない順序になります。
返されるトピックの数を指定できます。たとえば、Amazon Comprehend に 25 個のトピックを返すよう
に依頼すると、コレクション内で最も重要な 25 個のトピックが返されます。Amazon Comprehend はコ
レクション内で最大 100 個のトピックを検出できます。ドメインに関する知識に基づいてトピックの数を
選択します。正しい番号にたどり着くまでには、多少の実験が必要かもしれません。
2 番目のファイルは、doc-topics.csvには、トピックに関連付けられたドキュメントと、そのトピック
に関連するドキュメントの比率が表示されます。指定した場合ONE_DOC_PER_FILEドキュメントはファイ
ル名で識別されます。指定した場合ONE_DOC_PER_LINEドキュメントは、ファイル名と、ファイル内の 0
から始まるインデックス付きの行番号によって識別されます。たとえば、Amazon Comprehend は、ファ
イルごとに 1 つのドキュメントとともに送信されたドキュメントのコレクションに対して以下を返す場合
があります。
Document

トピック

比例

sample-doc1

000

0.999330137

sample-doc2

000

0.998532187

sample-doc3

000

0.998384574

000

3.57E-04

...
Sample-Docn
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Amazon Comprehend は、MBM によるレンマ化リストデータセット、利用可能になっているここ
にでオープン・データベース・ライセンス (oDBL) v1.0。

ドキュメント処理モード
Amazon Comprehend は 3 つのドキュメント処理モードをサポートしています。どのモードを選択するか
は、処理する必要のあるドキュメントの数と、結果をすぐに表示する必要があるかによって異なります。
• 単一ドキュメント同期— 単一のドキュメントで Amazon Comprehend を呼び出して、同期応答を受信
し、アプリケーション (またはコンソール) にすぐに配信されます。
• マルチドキュメント同期— 最大 25 個のドキュメントのコレクションを使用して Amazon Comprehend
API を呼び出し、同期応答を受信します。
• 非同期バッチ— 大量のドキュメントの場合は、ドキュメントを Amazon S3 バケットに配置し、非同期
ジョブ (コンソールまたは API オペレーションを使用) を開始してドキュメントを分析します。Amazon
Comprehend は、リクエストで指定した S3 バケット/フォルダに分析結果を格納します。
トピック
• 単一ドキュメント処理 (p. 32)
• 複数ドキュメントの同期処理 (p. 32)
• 非同期バッチ処理 (p. 34)

単一ドキュメント処理
単一ドキュメントオペレーションは、ドキュメント分析結果をアプリケーションに直接返す同期オペレー
ションです。単一ドキュメント同期オペレーションは、一度に 1 つのドキュメントで動作するインタラク
ティブなアプリケーションを作成するときに使用します。
同期 API オペレーションの詳細については、「」を参照してください。組み込みモデルを使用したリアル
タイム分析 (p. 40)(コンソール用) とAPI を使用したリアルタイム分析 (p. 50)。

複数ドキュメントの同期処理
処理する文書が複数ある場合は、Batch*複数のドキュメントを Amazon Comprehend に一度に送信する
API オペレーション。リクエストごとに最大 25 件ドキュメントを送信できます。Amazon Comprehend
は、リクエストのドキュメントごとに 1 つずつ、レスポンスのリストを送り返します。これらのオペレー
ションで実行されるリクエストは同期した状態で行われます。アプリケーションはオペレーションを呼び
出し、サービスからの応答を待ちます。
の使用Batch*オペレーションは、リクエスト内の各ドキュメントに対して単一のドキュメント API を呼
び出すことと同じです。これらの API を使用すると、アプリケーションのパフォーマンスが向上します。
各 API への入力は、処理するドキュメントを含む JSON 構造です。を除くすべての操
作BatchDetectDominantLanguageでは、入力言語を設定する必要があります。リクエストごとに設定
できる入力言語は 1 つだけです。例として、次のものがBatchDetectEntitiesオペレーション. 2つの
文書が含まれており、英語で書かれています。
{

"LanguageCode": "en",
"TextList": [
"I have been living in Seattle for almost 4 years",
"It is raining today in Seattle"
]
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}

のレスポンスBatch*オペレーションには 2 つのリストが含まれていま
す。ResultListとErrorList。-ResultList正常に処理されたドキュメントごとに 1 つのレコー
ドが含まれます。リクエスト内の各ドキュメントの結果は、ドキュメントに対して 1 つのドキュメ
ント操作を実行した場合に得られる結果と同じです。各ドキュメントの結果には、入力ファイル内
のドキュメントの順序に基づいてインデックスが割り当てられます。のレスポンスは次のとおりで
す。BatchDetectEntitiesオペレーションは次のとおりです。
{

}

"ResultList" : [
{
"Index": 0,
"Entities": [
{
"Text": "Seattle",
"Score": 0.95,
"Type": "LOCATION",
"BeginOffset": 22,
"EndOffset": 29
},
{
"Text": "almost 4 years",
"Score": 0.89,
"Type": "QUANTITY",
"BeginOffset": 34,
"EndOffset": 48
}
]
},
{
"Index": 1,
"Entities": [
{
"Text": "today",
"Score": 0.87,
"Type": "DATE",
"BeginOffset": 14,
"EndOffset": 19
},
{
"Text": "Seattle",
"Score": 0.96,
"Type": "LOCATION",
"BeginOffset": 23,
"EndOffset": 30
}
]
}
],
"ErrorList": []

リクエストでエラーが発生すると、レスポンスにはErrorListエラーを含むドキュメントを識別し
ます。ドキュメントは、入力リスト内のインデックスによって識別されます。例として、次の入力
はBatchDetectLanguageオペレーションには処理できないドキュメントが含まれています:
{

"TextList": [
"hello friend",
"$$$$$$",
"hola amigo"
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}

]

Amazon Comprehend からの応答には、エラーを含むドキュメントを識別するエラーリストが含まれてい
ます。
{

}

"ResultList": [
{
"Index": 0,
"Languages":[
{
"LanguageCode":"en",
"Score": 0.99
}
]
},
{
"Index": 2
"Languages":[
{
"LanguageCode":"es",
"Score": 0.82
}
]
}
],
"ErrorList": [
{
"Index": 1,
"ErrorCode": "InternalServerException",
"ErrorMessage": "Unexpected Server Error. Please try again."
}
]

同期バッチ API オペレーションの詳細については、「」を参照してください。リアルタイムバッチ
API (p. 63)。

非同期バッチ処理
大きなドキュメントと大量のドキュメントのコレクションを分析するには、Amazon Comprehend の非同
期オペレーションを使用します。
ドキュメントのコレクションを分析するには通常、以下の手順を実行します。
1. Amazon S3 バケットにドキュメントを保存します。
2. ドキュメントを分析する 1 つ以上の分析ジョブを開始します。
3. 分析ジョブの進行状況をモニタリングします。
4. ジョブの完了時に S3 バケットから分析結果を取得します。
非同期 API オペレーションの使用方法の詳細については、「」を参照してください。コンソールを使用し
た分析ジョブの実行 (p. 47)(コンソール) とAPI を使用した非同期分析ジョブ (p. 68)。
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Amazon Comprehend でサポートさ
れている言語
Amazon Comprehend は、さまざまな機能でさまざまな言語をサポートしています。次の表に、サポート
されている言語とサポートされる機能を示します。
トピック
• サポートされている言語 (p. 35)
• Amazon Comprehend の機能でサポートされている言語 (p. 36)

サポートされている言語
Amazon Comprehend (主要言語を検出するfeature) は、1 つ以上の機能について次の言語をサポートしま
す。
コード

言語

de

ドイツ語

en

英語

es

スペイン語

it

イタリア語

pt

ポルトガル語

fr

フランス語

ja

日本語

ko

韓国語

hi

ヒンディー語

ar

アラビア語

zh

簡体字中国語

zh-TW

繁字中国語 (中国語)

Note
Amazon Comprehend は RFC 5646 の識別子を使用して言語を識別します。2 文字の ISO 639-1
識別子があり、必要に応じて地域のサブタグが付いている場合は、それを使用します。それ以外
の場合は、ISO 639-2 の 3 文字コードを使用します。RFC 5646 の詳細については、『』を参照
してください。IETF Toolsウェブサイトです。
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Amazon Comprehend の機能でサポートされている
言語
特徴

サポートされている言語

主要なlanguage (p. 12)

主要なlanguage (p. 12) を参照してください。

[Entities] (エンティティ) (p. 6)

サポートされているすべての言語。

キーフレーズ (p. 12)

サポートされているすべての言語。

PII エンティティーの検出 (p. 83)

英語。

PII エンティティのラベル付け (p. 87)

英語。

感情 (p. 16)

サポートされているすべての言語。

ターゲットを絞った感情は (p. 17)

英語。

構文分析 (p. 26)

ドイツ語 (de)、英語 (en)、スペイン語 (es)、フラ
ンス語 (fr)、イタリア語 (it)、ポルトガル語 (pt)。

トピックのモデリング (p. 29)

使用する言語には依存しません。中国語、日本
語、韓国語などの文字ベースの言語はサポートさ
れません。

カスタム分類 (p. 100)

ドイツ語 (de)、英語 (en)、スペイン語 (es)、フラ
ンス語 (fr)、イタリア語 (it)、ポルトガル語 (pt)。

カスタム表現認識 (p. 126)

ドイツ語 (de)、英語 (en)、スペイン語 (es)、フラ
ンス語 (fr)、イタリア語 (it)、ポルトガル語 (pt)。
PDF および Word のカスタムエンティティ認識
は、英語文書のみをサポートします。
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セットアップ
Amazon Comprehend を初めて使用する場合は、事前に以下のタスクを完了してください。
タスクのセットアップ
• AWS へのサインアップ (p. 37)
• IAM ユーザーを作成する (p. 37)
• をセットアップするAWS Command Line Interface(AWS CLI) (p. 38)

AWS へのサインアップ
Amazon Web Services (AWS) にサインアップすると、Amazon Comprehend を含む AWS のすべてのサー
ビスに AWS アカウントが自動的にサインアップされます。料金は、使用するサービスの料金のみが請求
されます。
Amazon Comprehend の場合、使用したリソースに対してのみ料金を支払います。AWS の新規のお客様の
場合、Amazon Comprehend を無料で使い始めることができます。詳細については、次を参照してくださ
い。AWS 無料利用枠。
すでに AWS アカウントをお持ちの場合は、次の手順に進んでください。

AWS アカウントを作成するには
1.
2.

https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
オンラインの手順に従います。
サインアップ手順の一環として、通話呼び出しを受け取り、電話のキーパッドを用いて検証コードを
入力するように求められます。

次のタスクで AWS アカウント ID が必要となるので、記録しておいてください。

IAM ユーザーを作成する
Amazon Comprehend などの AWS のサービスでは、サービスにアクセスする際に認証情報を提供する必
要があります。これにより、サービスのリソースへアクセスするための権限があるかどうかが判断されま
す。
AWS アカウントの認証情報ではなく、AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して AWS に
アクセスすることを強くお勧めします。IAM を使用して AWS にアクセスするには、IAM ユーザーを作成
し、管理アクセス許可を持つ IAM グループに追加してから、その IAM ユーザーに管理アクセス許可を付
与します。これで、特別な URL と IAM ユーザーの認証情報を使用して AWS にアクセスできます。
このガイドの「使用開始」実習では、管理者権限を持つユーザー (adminuser) が存在すること想定して
います。

管理者ユーザーを作成し、コンソールにサインインするには
1.

AWS アカウントに adminuser という管理者ユーザーを作成します。手順については、以下を参照し
てください。最初の IAM ユーザーおよび管理者グループの作成のIAM ユーザーガイド。
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2.

特殊な URL を使用して AWS Management Consoleにサインインします。詳細については、次を参照
してください。アカウントへのユーザーのサインイン方法のIAM ユーザーガイド。

IAM の詳細については、以下を参照してください。
• AWS Identity and Access Management (IAM)
• ご利用開始にあたって
• IAM ユーザーガイド

をセットアップするAWS Command Line
Interface(AWS CLI)
「開始方法」の演習のステップを行うために AWS CLI は必要ありません。ただし、このガイドの他の
実習では必要になります。必要に応じて、このステップをスキップしてAmazon Comprehend の開始方
法 (p. 39)に進み、後で AWS CLI をセットアップできます。

AWS CLI をセットアップする方法
1.

AWS CLI をダウンロードして設定します。手順については、「AWS Command Line Interface ユー
ザーガイド」の次のトピックを参照してください。
• AWS Command Line Interface のセットアップ

2.

• AWS Command Line Interface の設定
左AWS CLI設定ファイルで、管理者ユーザー用の名前付きプロファイルを追加します。のリスト。
[profile adminuser]
aws_access_key_id = adminuser access key ID
aws_secret_access_key = adminuser secret access key
region = aws-region

3.

AWS CLI コマンドを実行するときに、このプロファイルを使用します。名前付きプロファイルの詳細
については、AWS Command Line Interface ユーザーガイドの「名前付きプロファイル」を参照して
ください。のリストのリストのリストのリストのリストのリストのためにAWSリージョン、を参照し
てくださいリージョンとエンドポイントのAmazon Web Services 全般リファレンス。
コマンドプロンプトで以下のヘルプコマンドを入力して、セットアップを確認します。
aws help
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Amazon Comprehend の開始方法
次の演習では、Amazon Comprehend コンソールを使用して、非同期エンティティ検出ジョブを作成して
実行します。

エンティティ検出ジョブを作成するには
1.
2.
3.
4.

にサインインしますAWS Management Console[(オブジェクトエディタ)Amazon Comprehend コン
ソール。
左のメニューで分析ジョブ[] を選択してジョブの作成。
[]Job 設定、ジョブに名前を付けます。名前は、リージョンおよびアカウント内で一意である必要があ
ります。
を使用する場合分析タイプ、選択エンティティ。

5.

[]入力データ、forデータソース、選択ドキュメントの例。コンソールは、S3 の場所をパブリックサン
プルを含むフォルダーに設定します。

6.

左IAM ロールを選択しますセクションで、新しい IAM ロールを作成する。コンソールは、Amazon
Comprehend が入出力バケットにアクセスするための適切なアクセス許可を持つ新しい IAM ロールを
作成します。

7.

フォームの入力が完了したら、[(テキストエディタ)] を選択してジョブの作成をクリックして、トピッ
ク検出ジョブを作成して開始します。

8.

新しいジョブがジョブリストに表示され、ジョブのステータスを示すステータスフィールド
が表示されます。フィールドには次のものがあります。IN_PROGRESS処理中のジョブの場合
は、COMPLETED正常に終了した仕事のために、そしてFAILEDジョブでエラーが発生した
ジョブを選択してJob 詳細パネル。

9. []出力、で出力データの場所リンクを選択して Amazon S3 コンソールを開きます。
10. Amazon S3 コンソールで [] を選択します。のダウンロードそして保存してoutput.tar.gzファイル
を開きます。
11. ファイルを解凍し、JSON ファイルとして保存します。
12. 「」を参照してください。the section called “[Entities] (エンティティ)” (p. 6)エンティティタイプと検
出された各エンティティのフィールドの説明については、を参照してください。
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Amazon Comprehend Comprehend
Compreh
Amazon Comprehend コンソールを使用して、ドキュメントをリアルタイムで分析したり、非同期分析
ジョブを実行したりできます。
組み込みモデルによるリアルタイム分析を使用して、エンティティの認識、キーフレーズの抽出、主要言
語の検出、PII の検出、感情の判別、構文の分析を行うことができます。
組み込みモデルを使用して分析ジョブを実行し、エンティティ、イベント、フレーズ、主要言語、センチ
メント、ターゲットを絞ったセンチメント、個人を特定できる情報 (PII) などのインサイトを見つけること
ができます。トピックモデリングジョブを実行することもできます。
コンソールは、カスタムモデルを使用したリアルタイムおよび非同期の分析もサポートしています。詳細
については、「カスタム分類 (p. 100)」および「カスタム表現認識 (p. 126)」を参照してください。
トピック
• 組み込みモデルを使用したリアルタイム分析 (p. 40)
• コンソールを使用した分析ジョブの実行 (p. 47)

組み込みモデルを使用したリアルタイム分析
Amazon Comprehend コンソールを使用して、UTF-8 でエンコードされたテキストドキュメントのリアル
タイム分析を実行できます。ドキュメントは、英語、または Amazon Comprehend でサポートされている
他の言語のいずれかです。分析を確認できるように、結果がコンソールに表示されます。
ドキュメント分析を開始するには、[(マテリアルエディタ)] を選択すると、AWS Management Consoleを
開くにはAmazon Comprehend コンソールです。
サンプルテキストを独自のテキストに置き換えて、[(マテリアルエディタ)] を選択すると、分析あなたのテ
キストの分析を得るために。分析中のテキストの下には、戻り値[] を選択すると、[(マテリアルエディタ)]
を選択すると、

組み込みモデルを使用してリアルタイム解析を実行する
1.
2.

(マテリアルエディタ) にサインインしますAWS Management Consoleを開くにはAmazon
Comprehend コンソール。
左のメニューで [] を選択します。リアルタイム分析。

3.
4.

[]入力タイプ、選択組み込みにとって分析タイプ。
分析するテキストを入力します。

5.

選択分析。コンソールには、テキスト分析の結果がインサイトパネル。-インサイトパネルには、各イ
ンサイトタイプのタブが含まれています。以下のセクションでは、インサイトタイプの結果について
説明します。

トピック
•
•
•
•

[Entities] (エンティティ) (p. 41)
キーフレーズ (p. 41)
言語 (p. 42)
個人を特定できる情報 (PII) (p. 43)
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• 感情 (p. 45)
• 構文 (p. 46)

[Entities] (エンティティ)
-エンティティタブには、各エンティティ、そのカテゴリ、および Amazon Comprehend が入力テキスト
で検出した信頼度が一覧表示されます。結果は、組織、場所、日付、個人など、さまざまなエンティティ
タイプを示すために色分けされています。詳細については、「[Entities] (エンティティ) (p. 6)」を参照して
ください。

キーフレーズ
-キーフレーズタブには、Amazon Comprehend が入力テキストで検出した主要な名詞句と、関連する信頼
レベルが一覧表示されます。詳細については、「キーフレーズ (p. 12)」を参照してください。

41

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
言語

言語
-言語タブには、テキストの主要言語と、主要言語が正しく検出されたという Amazon Comprehend の信
頼度が表示されます。Amazon Comprehend は 100 の言語を認識できます。詳細については、「主要な
language (p. 12)」を参照してください。
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個人を特定できる情報 (PII)
-PIIタブには、個人を特定できる情報 (PII) を含む入力テキスト内のエンティティのリストを取得できま
す。PIIエンティティは、住所、銀行口座番号、電話番号など、個人を特定するために使用できる個人デー
タへのテキスト参照です。詳細については、「PII エンティティーの検出 (p. 83)」を参照してくださ
い。
-PIIタブには次の 2 つの解析モードがあります。
• OFFSET
• Labels

OFFSET
-OFFSET分析モードは、文書ドキュメント内の PII の場所を識別します。詳細については、「PII のエン
ティティ (p. 83)」を参照してください。
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Labels
-ラベル分析モードでは、文書ドキュメントに PII が存在するかどうかがチェックされ、識別された PII エ
ンティティタイプのラベルが返されます。詳細については、「PII エンティティのラベル付け (p. 87)」
を参照してください。
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感情
-感情[(マテリアルエディタ)] を選択すると、感情] は、中立、正、負、または end で評価を取得できます。
この場合、各センチメントには信頼度評価があり、Amazon Comprehend はそのセンチメントが優勢であ
ると推定します。詳細については、「感情 (p. 16)」を参照してください。リアルタイム分析では、的を
絞ったセンチメントは得られません。
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構文
-構文タブには、テキスト内の各要素の内訳と、その品詞および関連する信頼スコアが表示されます。詳細
については、「構文分析 (p. 26)」を参照してください。

46

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
分析ジョブ (コンソール)

コンソールを使用した分析ジョブの実行
Amazon Comprehend コンソールを使用して、非同期分析ジョブを作成および管理できます。ジョブ
は、Amazon S3 に保存されているドキュメントを分析して、イベント、フレーズ、主要言語、感情、個人
識別情報 (PII) などのエンティティを見つけます。

分析ジョブを作成するには
1.

にサインインしますAWS Management Console[] を選択してAmazon Comprehend コンソール

2.

左のメニューで分析ジョブ[] を選択してジョブの作成。

3.

[]Job 設定[] で、分析ジョブに一意の名前を付けます。

4.

を使用する場合分析タイプ[] で、[] を選択します。組み込み分析タイプ
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選択内容プライマリ,個人を特定できる情報 (PII), またはトピックのモデリング[] を選択すると、次の
ステップは省略できます。
5.

指定先はによって異なります分析タイプ選択した場合は、コンソールに次の追加フィールドの 1 つ以
上が表示されます。
• 言語を除くすべての組み込み解析タイプに必要ですプライマリそしてトピックのモデリング。
入力ドキュメントの言語を選択します。
• ターゲットのイベントタイプにはが必須ですイベント分析タイプ
入力文書で検出するイベントのタイプを選択します。サポートされているイベントタイプの詳細に
ついては、「」を参照してください。イベントタイプ (p. 9)。
• PIIにはが必須ですPII分析タイプ
出力モードを選択します。PII の検出設定の詳細については、「」を参照してください。PII エン
ティティーの検出 (p. 83)。

6.

7.

[]入力データ[] で、Amazon S3 のどこに入力ドキュメントがあるかを指定します。
•

独自の文書を分析するには、マイドキュメントを選択し、Browseをクリックして、ファイルを含
むバケットまたはフォルダへのパスを指定します。

•

Amazon Comprehend から提供されたサンプルを分析するには、ドキュメントの例。この場
合、Amazon Comprehend は、によって管理されるバケットを使用します。AWS[] を選択し、場
所を指定しません。

(オプション)入力形式[] で、入力ファイルに次のいずれかの形式を指定します。
• ファイルごとに 1 ドキュメント— 各ファイルには 1 つの入力ドキュメントが含まれます。これは、
大きな文書のコレクションに最適です。
• 1 行に 1 つのドキュメント— 入力は 1 つ以上のファイルです。ファイル内の各行はドキュメント
と見なされます。これは、ソーシャルメディアへの投稿など、短いドキュメントに最適です。各行
は、改行（LF、\ n）、キャリッジリターン（CR、\ r）、またはその両方（CRLF、\ r\ n）で終了す
る必要があります。UTF-8 の行区切り文字 (u+2028) を使用して行を終了することはできません。

8.

[]出力データ、選択Browse。分析によって生成された出力データを Amazon Comprehend に書き込む
Amazon S3 バケットまたはフォルダを選択します。

9.

(オプション) ジョブの出力結果を暗号化するには、暗号化。次に、現在のアカウントに関連付けられ
た KMS キーを使用するか、別のアカウントの KMS キーを使用するかを選択します。
•

現在のアカウントに関連付けられているキーを使用している場合は、キーのエイリアスまたは ID
を選択します。KMS キー。

•

別のアカウントに関連付けられたキーを使用している場合は、キーエイリアスまたは ID の ARN
をKMS キー。

Note
KMS キー、および関連する暗号化の作成と使用の詳細については、「」を参照してくだ
さい。Key Management Service (KMS)。
10. []アクセス許可、次のような IAM ロールを提供します。
• 入力ドキュメントの Amazon S3 の場所に対する読み取りアクセス権を付与します。
• 出力ドキュメントの Amazon S3 の場所への書き込みアクセス権を付与します。
• 許可する信頼ポリシーが含まれていますcomprehend.amazonaws.comサービスプリンシパルを
ロールを引き受け、アクセス権限を取得します。
これらのアクセス権限と適切な信頼ポリシーを持つ IAM ロールがない場合は、[] を選択します。IAM
の作成ロールを作成してください。
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11. フォームの入力が完了したら、[] を選択します。ジョブの作成をクリックして、トピック検出ジョブ
を作成して開始します。
新しいジョブがジョブリストに表示され、ジョブのステータスを示すステータスフィールドが表示されま
す。フィールドには次のものがあります。IN_PROGRESS処理中のジョブの場合は、COMPLETED正常に終
了した仕事のために、そしてFAILEDエラーが発生したジョブのため。ジョブをクリックすると、エラー
メッセージなど、ジョブに関する詳細情報が表示されます。
ジョブが完了すると、Amazon Comprehend は、ジョブ用に指定した出力 Amazon S3 の場所に分析結果
を保存します。各インサイトのタイプの分析結果の説明については、「」を参照してください。インサイ
ト (p. 5)。
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Amazon Comprehend API を使用す
る
Amazon Comprehend API は、リアルタイム (同期) 分析を実行するオペレーションと、非同期分析ジョブ
を開始および管理するオペレーションをサポートします。
Amazon Comprehend API オペレータを直接使用することも、CLI またはいずれかの SDK を使用すること
もできます。この章の例では、CLI、Python SDK、および Java SDK を使用します。
を実行するには、次の手順を実行しますAWS CLIと Python の例をインストールするには、をインス
トールする必要がありますAWS CLI。詳細については、「をセットアップするAWS Command Line
Interface(AWS CLI) (p. 38)」を参照してください。
Java の例を実行するには、をインストールする必要がありますAWS SDK for Java。SDK for Java をイン
ストールする手順については、「AWS SDK for Java のセットアップ」を参照してください。
トピック
• API を使用したリアルタイム分析 (p. 50)
• API を使用した非同期分析ジョブ (p. 68)

API を使用したリアルタイム分析
以下の例では、Amazon Comprehend API でリアルタイム分析を行う方法を示します。AWS CLIの
例、Python の例が含まれています。例を使用して、Amazon Comprehend の同期オペレーションおよび独
自のアプリケーション構成要素について学習します。
トピック
• 主要言語を検出する (p. 50)
• 名前付きエンティティ検出 (p. 53)
• キーフレーズの検出 (p. 55)
• 感情を判断するするする (p. 57)
• 構文検出 (p. 60)
• リアルタイムバッチ API (p. 63)

主要言語を検出する
テキストで使用される主要な言語を判断するには、DetectDominantLanguage (p. 342)オペレーション.
バッチで最大25の文書から主要言語を検出するには、BatchDetectDominantLanguage (p. 261)オペレー
ション. 詳細については、「リアルタイムバッチ API (p. 63)」を参照してください。
トピック
• を使用して主要言語を検出するAWS Command Line Interface (p. 51)
• を使用して主要言語を検出するAWS SDK for Java (p. 51)
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• を使用して主要言語を検出するAWS SDK for Python (Boto) (p. 52)
• を使用して主要言語を検出するAWS SDK for .NET (p. 52)

を使用して主要言語を検出するAWS Command Line Interface
次の例はを使用する方法を示しています。DetectDominantLanguageを使用したを使用したを使用した
を使用したオペレーションAWS CLI。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend detect-dominant-language \
--region region \
--text "It is raining today in Seattle."

Amazon Comprehend は次のように応答します。
{

}

"Languages": [
{
"LanguageCode": "en",
"Score": 0.9793661236763
}
]

を使用して主要言語を検出するAWS SDK for Java
次の例では、Java で DetectDominantLanguage オペレーションを使用します。
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectDominantLanguageRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectDominantLanguageResult;

public class App
{
public static void main( String[] args )
{
String text = "It is raining today in Seattle";
// Create credentials using a provider chain. For more information, see
// https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/credentials.html
AWSCredentialsProvider awsCreds = DefaultAWSCredentialsProviderChain.getInstance();
AmazonComprehend comprehendClient =
AmazonComprehendClientBuilder.standard()
.withCredentials(awsCreds)
.withRegion("region")
.build();
// Call detectDominantLanguage API
System.out.println("Calling DetectDominantLanguage");
DetectDominantLanguageRequest detectDominantLanguageRequest = new
DetectDominantLanguageRequest().withText(text);
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DetectDominantLanguageResult detectDominantLanguageResult =
comprehendClient.detectDominantLanguage(detectDominantLanguageRequest);
detectDominantLanguageResult.getLanguages().forEach(System.out::println);
System.out.println("Calling DetectDominantLanguage\n");
System.out.println("Done");
}

}

を使用して主要言語を検出するAWS SDK for Python (Boto)
次の例はを使用する方法を示しています。DetectDominantLanguagePythonでの操作。
import boto3
import json
comprehend = boto3.client(service_name='comprehend', region_name='region')
text = "It is raining today in Seattle"
print('Calling DetectDominantLanguage')
print(json.dumps(comprehend.detect_dominant_language(Text = text), sort_keys=True,
indent=4))
print("End of DetectDominantLanguage\n")

を使用して主要言語を検出するAWS SDK for .NET
このセクションの .NET 例ではを使用します。AWS SDK for .NET。AWS Toolkit for Visual Studio で
は、.NET を使用して AWS アプリケーションを開発できます。便利なテンプレートと AWS Explorer を使
用して、アプリケーションをデプロイし、サービスを管理できます。AWS の .NET 開発者の場合は、を参
照してください。.NET 開発者のための AWS ガイド。
using System;
using Amazon.Comprehend;
using Amazon.Comprehend.Model;
namespace Comprehend
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
String text = "It is raining today in Seattle";
AmazonComprehendClient comprehendClient = new
AmazonComprehendClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
// Call DetectDominantLanguage API
Console.WriteLine("Calling DetectDominantLanguage\n");
DetectDominantLanguageRequest detectDominantLanguageRequest = new
DetectDominantLanguageRequest()
{
Text = text
};
DetectDominantLanguageResponse detectDominantLanguageResponse =
comprehendClient.DetectDominantLanguage(detectDominantLanguageRequest);
foreach (DominantLanguage dl in detectDominantLanguageResponse.Languages)
Console.WriteLine("Language Code: {0}, Score: {1}", dl.LanguageCode,
dl.Score);
Console.WriteLine("Done");
}
}

}
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名前付きエンティティ検出
文書内の名前付きエンティティを特定するには、DetectEntities (p. 345)オペレーション. バッチで最大25
個の文書からエンティティを検出するには、BatchDetectEntities (p. 264)オペレーション. 詳細について
は、「リアルタイムバッチ API (p. 63)」を参照してください。
トピック
• を使用した医療エンティティ検出AWS Command Line Interface (p. 53)
• を使用した医療エンティティ検出AWS SDK for Java (p. 53)
• を使用した医療エンティティ検出AWS SDK for Python (Boto) (p. 54)
• を使用したエンティティ検出AWS SDK for .NET (p. 54)

を使用した医療エンティティ検出AWS Command Line Interface
次の例はを使用する方法を示しています。DetectEntitiesを使用したを使用したを使用したを使用した
オペレーションAWS CLI。入力テキストの言語を指定する必要があります。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend detect-entities \
--region region \
--language-code "en" \
--text "It is raining today in Seattle."

Amazon Comprehend は次のように応答します。
{

}

"Entities": [
{
"Text": "today",
"Score": 0.97,
"Type": "DATE",
"BeginOffset": 14,
"EndOffset": 19
},
{
"Text": "Seattle",
"Score": 0.95,
"Type": "LOCATION",
"BeginOffset": 23,
"EndOffset": 30
}
],
"LanguageCode": "en"

を使用した医療エンティティ検出AWS SDK for Java
次の例では、Java で DetectEntities オペレーションを使用します。入力テキストの言語を指定する必
要があります。
import
import
import
import
import

com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectEntitiesRequest;
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import com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectEntitiesResult;
public class App
{
public static void main( String[] args )
{
String text = "It is raining today in Seattle";
// Create credentials using a provider chain. For more information, see
// https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/credentials.html
AWSCredentialsProvider awsCreds = DefaultAWSCredentialsProviderChain.getInstance();
AmazonComprehend comprehendClient =
AmazonComprehendClientBuilder.standard()
.withCredentials(awsCreds)
.withRegion("region")
.build();
// Call detectEntities API
System.out.println("Calling DetectEntities");
DetectEntitiesRequest detectEntitiesRequest = new
DetectEntitiesRequest().withText(text)
.withLanguageCode("en");
DetectEntitiesResult detectEntitiesResult =
comprehendClient.detectEntities(detectEntitiesRequest);
detectEntitiesResult.getEntities().forEach(System.out::println);
System.out.println("End of DetectEntities\n");
}

}

を使用した医療エンティティ検出AWS SDK for Python (Boto)
次の例では、Python で DetectEntities オペレーションを使用します。入力テキストの言語を指定する
必要があります。
import boto3
import json
comprehend = boto3.client(service_name='comprehend', region_name='region')
text = "It is raining today in Seattle"
print('Calling DetectEntities')
print(json.dumps(comprehend.detect_entities(Text=text, LanguageCode='en'), sort_keys=True,
indent=4))
print('End of DetectEntities\n')

を使用したエンティティ検出AWS SDK for .NET
このセクションの .NET 例ではを使用します。AWS SDK for .NET。AWS Toolkit for Visual Studio で
は、.NET を使用して AWS アプリケーションを開発できます。便利なテンプレートと AWS Explorer を使
用して、アプリケーションをデプロイし、サービスを管理できます。AWS の .NET 開発者の場合は、を参
照してください。.NET 開発者のための AWS ガイド。
using System;
using Amazon.Comprehend;
using Amazon.Comprehend.Model;
namespace Comprehend
{
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class Program
{
static void Main(string[] args)
{
String text = "It is raining today in Seattle";
AmazonComprehendClient comprehendClient = new
AmazonComprehendClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
// Call DetectEntities API
Console.WriteLine("Calling DetectEntities\n");
DetectEntitiesRequest detectEntitiesRequest = new DetectEntitiesRequest()
{
Text = text,
LanguageCode = "en"
};
DetectEntitiesResponse detectEntitiesResponse =
comprehendClient.DetectEntities(detectEntitiesRequest);
foreach (Entity e in detectEntitiesResponse.Entities)
Console.WriteLine("Text: {0}, Type: {1}, Score: {2}, BeginOffset: {3},
EndOffset: {4}",
e.Text, e.Type, e.Score, e.BeginOffset, e.EndOffset);
Console.WriteLine("Done");
}
}

}

キーフレーズの検出
テキストで使用される主要な名詞句を判断するには、DetectKeyPhrases (p. 349)オペレーション. バッチ
で最大25個の文書から主要名詞句を検出するには、BatchDetectKeyPhrases (p. 267)オペレーション. 詳
細については、「リアルタイムバッチ API (p. 63)」を参照してください。
トピック
• を使用してキーフレーズを検出するAWS Command Line Interface (p. 55)
• を使用してキーフレーズを検出するAWS SDK for Java (p. 56)
• を使用してキーフレーズを検出するAWS SDK for Python (Boto) (p. 56)
• を使用してキーフレーズを検出するAWS SDK for .NET (p. 57)

を使用してキーフレーズを検出するAWS Command Line
Interface
次の例はを使用する方法を示しています。DetectKeyPhrasesを使用したを使用したを使用したを使用し
たオペレーションAWS CLI。入力テキストの言語を指定する必要があります。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend detect-key-phrases \
--region region \
--language-code "en" \
--text "It is raining today in Seattle."

Amazon Comprehend は次のように応答します。
{

"LanguageCode": "en",
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}

"KeyPhrases": [
{
"Text": "today",
"Score": 0.89,
"BeginOffset": 14,
"EndOffset": 19
},
{
"Text": "Seattle",
"Score": 0.91,
"BeginOffset": 23,
"EndOffset": 30
}
]

を使用してキーフレーズを検出するAWS SDK for Java
次の例では、Java で DetectKeyPhrases オペレーションを使用します。入力テキストの言語を指定する
必要があります。
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectKeyPhrasesRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectKeyPhrasesResult;

public class App
{
public static void main( String[] args )
{
String text = "It is raining today in Seattle";
// Create credentials using a provider chain. For more information, see
// https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/credentials.html
AWSCredentialsProvider awsCreds = DefaultAWSCredentialsProviderChain.getInstance();
AmazonComprehend comprehendClient =
AmazonComprehendClientBuilder.standard()
.withCredentials(awsCreds)
.withRegion("region")
.build();
// Call detectKeyPhrases API
System.out.println("Calling DetectKeyPhrases");
DetectKeyPhrasesRequest detectKeyPhrasesRequest = new
DetectKeyPhrasesRequest().withText(text)
.withLanguageCode("en");
DetectKeyPhrasesResult detectKeyPhrasesResult =
comprehendClient.detectKeyPhrases(detectKeyPhrasesRequest);
detectKeyPhrasesResult.getKeyPhrases().forEach(System.out::println);
System.out.println("End of DetectKeyPhrases\n");
}

}

を使用してキーフレーズを検出するAWS SDK for Python (Boto)
次の例では、Python で DetectKeyPhrases オペレーションを使用します。入力テキストの言語を指定す
る必要があります。
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import boto3
import json
comprehend = boto3.client(service_name='comprehend', region_name='region')
text = "It is raining today in Seattle"
print('Calling DetectKeyPhrases')
print(json.dumps(comprehend.detect_key_phrases(Text=text, LanguageCode='en'),
sort_keys=True, indent=4))
print('End of DetectKeyPhrases\n')

を使用してキーフレーズを検出するAWS SDK for .NET
このセクションの .NET 例ではを使用します。AWS SDK for .NET。AWS Toolkit for Visual Studio で
は、.NET を使用して AWS アプリケーションを開発できます。便利なテンプレートと AWS Explorer を使
用して、アプリケーションをデプロイし、サービスを管理できます。AWS の .NET 開発者の場合は、を参
照してください。.NET 開発者のための AWS ガイド。
using System;
using Amazon.Comprehend;
using Amazon.Comprehend.Model;
namespace Comprehend
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
String text = "It is raining today in Seattle";
AmazonComprehendClient comprehendClient = new
AmazonComprehendClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
// Call DetectKeyPhrases API
Console.WriteLine("Calling DetectKeyPhrases");
DetectKeyPhrasesRequest detectKeyPhrasesRequest = new DetectKeyPhrasesRequest()
{
Text = text,
LanguageCode = "en"
};
DetectKeyPhrasesResponse detectKeyPhrasesResponse =
comprehendClient.DetectKeyPhrases(detectKeyPhrasesRequest);
foreach (KeyPhrase kp in detectKeyPhrasesResponse.KeyPhrases)
Console.WriteLine("Text: {1}, Type: {1}, BeginOffset: {2}, EndOffset: {3}",
kp.Text, kp.Text, kp.BeginOffset, kp.EndOffset);
Console.WriteLine("Done");
}
}

}

感情を判断するするする
Amazon Comprehend は、センチメントを分析するために次の API オペレーションを提供します。
• DetectSentiment (p. 354)-文書の全体的な感情を判断します。
• BatchDetectSentiment (p. 270)-バッチで最大25のドキュメントから全体的なセンチメントを判断しま
す。詳細については、次を参照してください。リアルタイムバッチ API (p. 63)
• StartSentimentDetectionJob (p. 438)— ドキュメントのコレクション用に非同期のセンチメント検出
ジョブを開始します。
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• ListSentimentDetectionJobs (p. 396)— ユーザーによって送信された感情検出ジョブのリストを返しま
す。
• DescribeSentimentDetectionJob (p. 333)— 指定したセンチメント検出ジョブに関連付けられたプロパ
ティ (ステータスを含む) を取得します。
• StopSentimentDetectionJob (p. 463)— 指定した進行中のセンチメントジョブを停止します。
トピック
• を使用してセンチメントを判断するAWS Command Line Interface (p. 58)
• を使用してセンチメントを判断するAWS SDK for Java (p. 58)
• を使用してセンチメントを判断するAWS SDK for Python (Boto) (p. 59)
• を使用してセンチメントを判断するAWS SDK for .NET (p. 59)

を使用してセンチメントを判断するAWS Command Line
Interface
次の例はを使用する方法を示しています。DetectSentimentを使用したを使用したを使用したを使用し
たオペレーションAWS CLI。この例では、入力テキストの言語を指定します。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend detect-sentiment \
--region region \
--language-code "en" \
--text "It is raining today in Seattle."

Amazon Comprehend は次のように応答します。
{

}

"SentimentScore": {
"Mixed": 0.014585512690246105,
"Positive": 0.31592071056365967,
"Neutral": 0.5985543131828308,
"Negative": 0.07093945890665054
},
"Sentiment": "NEUTRAL",
"LanguageCode": "en"

を使用してセンチメントを判断するAWS SDK for Java
次の Java プログラムの例では、入力テキストのセンチメントを検出します。入力テキストの言語を指定
する必要があります。
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectSentimentRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectSentimentResult;

public class App
{
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public static void main( String[] args )
{
String text = "It is raining today in Seattle";
// Create credentials using a provider chain. For more information, see
// https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/credentials.html
AWSCredentialsProvider awsCreds = DefaultAWSCredentialsProviderChain.getInstance();
AmazonComprehend comprehendClient =
AmazonComprehendClientBuilder.standard()
.withCredentials(awsCreds)
.withRegion("region")
.build();
// Call detectSentiment API
System.out.println("Calling DetectSentiment");
DetectSentimentRequest detectSentimentRequest = new
DetectSentimentRequest().withText(text)
.withLanguageCode("en");
DetectSentimentResult detectSentimentResult =
comprehendClient.detectSentiment(detectSentimentRequest);
System.out.println(detectSentimentResult);
System.out.println("End of DetectSentiment\n");
System.out.println( "Done" );
}

}

を使用してセンチメントを判断するAWS SDK for Python (Boto)
次の Python プログラムは、入力テキストのセンチメントを検出します。入力テキストの言語を指定する
必要があります。
import boto3
import json
comprehend = boto3.client(service_name='comprehend', region_name='region')
text = "It is raining today in Seattle"
print('Calling DetectSentiment')
print(json.dumps(comprehend.detect_sentiment(Text=text, LanguageCode='en'), sort_keys=True,
indent=4))
print('End of DetectSentiment\n')

を使用してセンチメントを判断するAWS SDK for .NET
このセクションの .NET 例ではを使用します。AWS SDK for .NET。AWS Toolkit for Visual Studio で
は、.NET を使用して AWS アプリケーションを開発できます。便利なテンプレートと AWS Explorer を使
用して、アプリケーションをデプロイし、サービスを管理できます。AWS の .NET 開発者の場合は、を参
照してください。.NET 開発者のための AWS ガイド。
このセクションの .NET 例ではを使用します。AWS SDK for .NET。
using System;
using Amazon.Comprehend;
using Amazon.Comprehend.Model;
namespace Comprehend
{
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class Program
{
static void Main(string[] args)
{
String text = "It is raining today in Seattle";
AmazonComprehendClient comprehendClient = new
AmazonComprehendClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
// Call DetectKeyPhrases API
Console.WriteLine("Calling DetectSentiment");
DetectSentimentRequest detectSentimentRequest = new DetectSentimentRequest()
{
Text = text,
LanguageCode = "en"
};
DetectSentimentResponse detectSentimentResponse =
comprehendClient.DetectSentiment(detectSentimentRequest);
Console.WriteLine(detectSentimentResponse.Sentiment);
Console.WriteLine("Done");
}
}

}

構文検出
テキストを解析して個々の単語を抽出し、各単語の品詞を決定するには、DetectSyntax (p. 357)オペレー
ション. バッチで最大 25 個のドキュメントの構文を解析するには、BatchDetectSyntax (p. 273)オペレー
ション. 詳細については、「リアルタイムバッチ API (p. 63)」を参照してください。
トピック
• を使用して構文を検出するAWS Command Line Interface。 (p. 60)
• を使用して構文を検出するAWS SDK for Java (p. 62)
• を使用して品詞を検出するAWS SDK for Python (Boto) (p. 62)
• を使用して構文を検出するAWS SDK for .NET (p. 63)

を使用して構文を検出するAWS Command Line Interface。
次の例はを使用する方法を示しています。DetectSyntaxを使用したを使用したを使用したを使用したオ
ペレーションAWS CLI。この例では、入力テキストの言語を指定します。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend detect-syntax \
--region region \
--language-code "en" \
--text "It is raining today in Seattle."

Amazon Comprehend は次のように応答します。
{

"SyntaxTokens": [
{
"Text": "It",
"EndOffset": 2,
"BeginOffset": 0,
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},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

},
{

}

"PartOfSpeech": {
"Tag": "PRON",
"Score": 0.8389829397201538
},
"TokenId": 1
"Text": "is",
"EndOffset": 5,
"BeginOffset": 3,
"PartOfSpeech": {
"Tag": "AUX",
"Score": 0.9189288020133972
},
"TokenId": 2
"Text": "raining",
"EndOffset": 13,
"BeginOffset": 6,
"PartOfSpeech": {
"Tag": "VERB",
"Score": 0.9977611303329468
},
"TokenId": 3
"Text": "today",
"EndOffset": 19,
"BeginOffset": 14,
"PartOfSpeech": {
"Tag": "NOUN",
"Score": 0.9993606209754944
},
"TokenId": 4
"Text": "in",
"EndOffset": 22,
"BeginOffset": 20,
"PartOfSpeech": {
"Tag": "ADP",
"Score": 0.9999061822891235
},
"TokenId": 5
"Text": "Seattle",
"EndOffset": 30,
"BeginOffset": 23,
"PartOfSpeech": {
"Tag": "PROPN",
"Score": 0.9940338730812073
},
"TokenId": 6
"Text": ".",
"EndOffset": 31,
"BeginOffset": 30,
"PartOfSpeech": {
"Tag": "PUNCT",
"Score": 0.9999997615814209
},
"TokenId": 7
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]

}

を使用して構文を検出するAWS SDK for Java
次の Java プログラムは、入力テキストの構文を検出します。入力テキストの言語を指定する必要があり
ます。
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectSyntaxRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectSyntaxResult;

public class App
{
public static void main( String[] args )
{
String text = "It is raining today in Seattle.";
String region = "region"
// Create credentials using a provider chain. For more information, see
// https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/credentials.html
AWSCredentialsProvider awsCreds = DefaultAWSCredentialsProviderChain.getInstance();
AmazonComprehend comprehendClient =
AmazonComprehendClientBuilder.standard()
.withCredentials(awsCreds)
.withRegion(region)
.build();
// Call detectSyntax API
System.out.println("Calling DetectSyntax");
DetectSyntaxRequest detectSyntaxRequest = new DetectSyntaxRequest()
.withText(text)
.withLanguageCode("en");
DetectSyntaxResult detectSyntaxResult =
comprehendClient.detectSyntax(detectSyntaxRequest);
detectSyntaxResult.getSyntaxTokens().forEach(System.out::println);
System.out.println("End of DetectSyntax\n");
System.out.println( "Done" );
}

}

を使用して品詞を検出するAWS SDK for Python (Boto)
次の Python プログラムは、入力テキストの品詞を検出します。入力テキストの言語を指定する必要があ
ります。
import boto3
import json
comprehend = boto3.client(service_name='comprehend', region_name='region')
text = "It is raining today in Seattle"
print('Calling DetectSyntax')
print(json.dumps(comprehend.detect_syntax(Text=text, LanguageCode='en'), sort_keys=True,
indent=4))
print('End of DetectSyntax\n')
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を使用して構文を検出するAWS SDK for .NET
このセクションの .NET 例ではを使用します。AWS SDK for .NET。AWS Toolkit for Visual Studio で
は、.NET を使用して AWS アプリケーションを開発できます。便利なテンプレートと AWS Explorer を使
用して、アプリケーションをデプロイし、サービスを管理できます。AWS の .NET 開発者の場合は、を参
照してください。.NET 開発者のための AWS ガイド。
using System;
using Amazon.Comprehend;
using Amazon.Comprehend.Model;
namespace Comprehend
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
String text = "It is raining today in Seattle";
AmazonComprehendClient comprehendClient = new
AmazonComprehendClient(Amazon.RegionEndpoint.region);
// Call DetectSyntax API
Console.WriteLine("Calling DetectSyntax\n");
DetectSyntaxRequest detectSyntaxRequest = new DetectSyntaxRequest()
{
Text = text,
LanguageCode = "en"
};
DetectSyntaxResponse detectSyntaxResponse =
comprehendClient.DetectSyntax(detectSyntaxRequest);
foreach (SyntaxToken s in detectSyntaxResponse.SyntaxTokens)
Console.WriteLine("Text: {0}, PartOfSpeech: {1}, Score: {2}, BeginOffset: {3},
EndOffset: {4}",
e.Text, e.PartOfSpeech, e.Score, e.BeginOffset, e.EndOffset);
Console.WriteLine("Done");
}
}

}

リアルタイムバッチ API
最大 25 個のドキュメントのバッチを送信するには、Amazon Comprehend のリアルタイムバッチオペ
レーションを使用できます。バッチオペレーションの呼び出しは、リクエスト内の各ドキュメントに対し
て単一のドキュメント API を呼び出すことと同じです。バッチ API を使用すると、アプリケーションのパ
フォーマンスが向上します。詳細については、「複数ドキュメントの同期処理 (p. 32)」を参照してくださ
い。
トピック
• SDK for Java を使用した医療エンティティBatch 処理 (p. 63)
• を使用したを使用したを使用したを使用したを使用したを使用したを使用したAWS SDK
for .NET (p. 65)
• を使用したを使用したを使用したを使用したを使用したを使用したを使用したAWS CLI (p. 66)

SDK for Java を使用した医療エンティティBatch 処理
次のサンプルプログラムは、BatchDetectEntities (p. 264)SDK for Java を使用したK for Java を使用す
る。サーバーからのレスポンスには、BatchDetectEntitiesItemResult (p. 482)正常に処理された各ドキュ
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メントのオブジェクト。ドキュメントの処理中にエラーが発生した場合は、レスポンスのエラーリストに
レコードが表示されます。この例では、エラーのある各ドキュメントを取得して再送信します。
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
com.amazonaws.services.comprehend.model.BatchDetectEntitiesItemResult;
com.amazonaws.services.comprehend.model.BatchDetectEntitiesRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.BatchDetectEntitiesResult;
com.amazonaws.services.comprehend.model.BatchItemError;

public class App
{
public static void main( String[] args )
{
// Create credentials using a provider chain. For more information, see
// https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/credentials.html
AWSCredentialsProvider awsCreds = DefaultAWSCredentialsProviderChain.getInstance();
AmazonComprehend comprehendClient =
AmazonComprehendClientBuilder.standard()
.withCredentials(awsCreds)
.withRegion("region")
.build();
String[] textList = {"I love Seattle", "Today is Sunday", "Tomorrow is Monday", "I
love Seattle"};
// Call detectEntities API
System.out.println("Calling BatchDetectEntities");
BatchDetectEntitiesRequest batchDetectEntitiesRequest = new
BatchDetectEntitiesRequest().withTextList(textList)
.withLanguageCode("en");
BatchDetectEntitiesResult batchDetectEntitiesResult
client.batchDetectEntities(batchDetectEntitiesRequest);
{

=

for(BatchDetectEntitiesItemResult item : batchDetectEntitiesResult.getResultList())
}

System.out.println(item);

// check if we need to retry failed requests
if (batchDetectEntitiesResult.getErrorList().size() != 0)
{
System.out.println("Retrying Failed Requests");
ArrayList<String> textToRetry = new ArrayList<String>();
for(BatchItemError errorItem : batchDetectEntitiesResult.getErrorList())
{
textToRetry.add(textList[errorItem.getIndex()]);
}
batchDetectEntitiesRequest = new
BatchDetectEntitiesRequest().withTextList(textToRetry).withLanguageCode("en");
batchDetectEntitiesResult =
client.batchDetectEntities(batchDetectEntitiesRequest);
for(BatchDetectEntitiesItemResult item :
batchDetectEntitiesResult.getResultList()) {
System.out.println(item);
}
}
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}

}

System.out.println("End of DetectEntities");

を使用したを使用したを使用したを使用したを使用したを使用し
たを使用したAWS SDK for .NET
次のサンプルプログラムは、BatchDetectEntities (p. 264)を使用したを使用したを使
用したを使用したオペレーションAWS SDK for .NET。サーバーからのレスポンスに
は、BatchDetectEntitiesItemResult (p. 482)正常に処理された各ドキュメントのオブジェクト。ドキュメ
ントの処理中にエラーが発生した場合は、レスポンスのエラーリストにレコードが表示されます。この例
では、エラーのある各ドキュメントを取得して再送信します。
このセクションの .NET 例ではを使用します。AWS SDK for .NET。AWS Toolkit for Visual Studio で
は、.NET を使用して AWS アプリケーションを開発できます。便利なテンプレートと AWS Explorer を使
用して、アプリケーションをデプロイし、サービスを管理できます。AWS の .NET 開発者の場合は、を参
照してください。.NET 開発者のための AWS ガイド。
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
Amazon.Comprehend;
Amazon.Comprehend.Model;

namespace Comprehend
{
class Program
{
// Helper method for printing properties
static private void PrintEntity(Entity entity)
{
Console.WriteLine("
Text: {0}, Type: {1}, Score: {2}, BeginOffset: {3}
EndOffset: {4}",
entity.Text, entity.Type, entity.Score, entity.BeginOffset,
entity.EndOffset);
}
static void Main(string[] args)
{
AmazonComprehendClient comprehendClient = new
AmazonComprehendClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
List<String> textList = new List<String>()
{
{ "I love Seattle" },
{ "Today is Sunday" },
{ "Tomorrow is Monday" },
{ "I love Seattle" }
};
// Call detectEntities API
Console.WriteLine("Calling BatchDetectEntities");
BatchDetectEntitiesRequest batchDetectEntitiesRequest = new
BatchDetectEntitiesRequest()
{
TextList = textList,
LanguageCode = "en"
};
BatchDetectEntitiesResponse batchDetectEntitiesResponse =
comprehendClient.BatchDetectEntities(batchDetectEntitiesRequest);
foreach (BatchDetectEntitiesItemResult item in
batchDetectEntitiesResponse.ResultList)
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{

}

Console.WriteLine("Entities in {0}:", textList[item.Index]);
foreach (Entity entity in item.Entities)
PrintEntity(entity);

// check if we need to retry failed requests
if (batchDetectEntitiesResponse.ErrorList.Count != 0)
{
Console.WriteLine("Retrying Failed Requests");
List<String> textToRetry = new List<String>();
foreach(BatchItemError errorItem in batchDetectEntitiesResponse.ErrorList)
textToRetry.Add(textList[errorItem.Index]);
batchDetectEntitiesRequest = new BatchDetectEntitiesRequest()
{
TextList = textToRetry,
LanguageCode = "en"
};
batchDetectEntitiesResponse =
comprehendClient.BatchDetectEntities(batchDetectEntitiesRequest);
foreach(BatchDetectEntitiesItemResult item in
batchDetectEntitiesResponse.ResultList)
{
Console.WriteLine("Entities in {0}:", textList[item.Index]);
foreach (Entity entity in item.Entities)
PrintEntity(entity);
}
}
Console.WriteLine("End of DetectEntities");
}
}

}

を使用したを使用したを使用したを使用したを使用したを使用し
たを使用したAWS CLI
以下の例では、Batch API オペレーションでAWS Command Line Interface。を除くすべて
の操作BatchDetectDominantLanguageという名前の次の JSON ファイルを使用しま
す。process.json入力として。その操作ではLanguageCodeエンティティは含まれていません。
JSON ファイルの 3 番目のドキュメント ("$$$$$$$$") を使用すると、バッチ処理中にエラーが発生しま
す。これは、オペレーションに含まれるようにBatchItemError (p. 486)レスポンスではを使用します。
{

}

"LanguageCode": "en",
"TextList": [
"I have been living in Seattle for almost 4 years",
"It is raining today in Seattle",
"$$$$$$$$"
]

例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
トピック
• バッチを使用して主要言語を検出する (AWS CLI) (p. 67)
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• バッチを使用してエンティティを検出する (AWS CLI) (p. 67)
• バッチを使用してキーフレーズを検出する (AWS CLI) (p. 68)
• バッチを使用してセンチメントを検出する (AWS CLI) (p. 68)

バッチを使用して主要言語を検出する (AWS CLI)
-BatchDetectDominantLanguage (p. 261)オペレーションは、バッチ内の各ドキュメントの主要言語を決
定します。Amazon Comprehend が検出できる言語のリストについては、「」を参照してください。主要
なlanguage (p. 12)。以下のようになりますAWS CLIコマンドはBatchDetectDominantLanguageオペ
レーション.
aws comprehend batch-detect-dominant-language \
--endpoint endpoint \
--region region \
--cli-input-json file://path to input file/process.json

以下は、からのレスポンスです。BatchDetectDominantLanguageオペレーション:
{

}

"ResultList": [
{
"Index": 0,
"Languages":[
{
"LanguageCode":"en",
"Score": 0.99
}
]
},
{
"Index": 1
"Languages":[
{
"LanguageCode":"en",
"Score": 0.82
}
]
}
],
"ErrorList": [
{
"Index": 2,
"ErrorCode": "InternalServerException",
"ErrorMessage": "Unexpected Server Error. Please try again."
}
]

バッチを使用してエンティティを検出する (AWS CLI)
を使用するBatchDetectEntities (p. 264)操作を実行して、ドキュメントのバッチに存在するエンティティ
を検索します。エンティティの詳細については、「[Entities] (エンティティ) (p. 6)」を参照してください。
以下のようになりますAWS CLIコマンドはBatchDetectEntitiesオペレーション.
aws comprehend batch-detect-entities \
--endpoint endpoint \
--region region \
--cli-input-json file://path to input file/process.json
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バッチを使用してキーフレーズを検出する (AWS CLI)
-BatchDetectKeyPhrases (p. 267)オペレーションは、キー名詞句をドキュメントのバッチで返します。
以下のようになりますAWS CLIコマンドはBatchDetectKeyNounPhrasesオペレーション.
aws comprehend batch-detect-key-phrases
--endpoint endpoint
--region region
--cli-input-json file://path to input file/process.json

バッチを使用してセンチメントを検出する (AWS CLI)
ドキュメントのバッチの全体的なセンチメントをBatchDetectSentiment (p. 270)オペレーション. 以下の
ようになりますAWS CLIコマンドはBatchDetectSentimentオペレーション.
aws comprehend batch-detect-sentiment \
--endpoint endpoint \
--region region \
--cli-input-json file://path to input file/process.json

API を使用した非同期分析ジョブ
次の例では、Amazon Comprehend API を使用する方法を示します。AWS CLI、Java、およびパイソン 例
を使用して、Amazon Comprehend 同期オペレーションおよび独自のアプリケーション構成要素について
学習します。
トピック
• Amazon Comprehend のインサイト (p. 68)
• ターゲットを絞ったセンチメントのための非同期分析 (p. 72)
• イベント検出のための非同期分析 (p. 74)
• トピックモデリングのための非同期分析 (p. 77)

Amazon Comprehend のインサイト
Amazon Comprehend API を使用してリアルタイム分析する方法を示しています。AWS CLI、ジャワ、お
よびPython. これらの例を使用して、Amazon Comprehend 同期オペレーションについて学習し、独自の
アプリケーションの構成要素として説明します。
トピック
• 前提条件 (p. 68)
• 分析ジョブの開始 (p. 69)
• 分析ジョブのモニタリング (p. 69)
• 分析結果の取得 (p. 70)
以下のセクションでは、Amazon Comprehend API を使用して Amazon Comprehend インサイトの非同期
オペレーションを実行する方法について説明します。

前提条件
ドキュメントは UTF-8 形式のテキストファイル形式でなければいけません。書類は 2 つの形式で提出で
きます。次の表を参考にして、使用するフォーマットは分析するドキュメントのタイプによって異なりま
す。
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説明

[Format] (形式)

各ファイルには 1 つの入力ドキュメントが含まれ
ます。これは、大きな文書のコレクションに最適
です。

ファイルごとに 1 つのドキュメント

入力は 1 つ以上のファイルです。ファイル内の各
行はドキュメントと見なされます。これは、ソー
シャルメディアへの投稿など、短いドキュメント
に最適です。

1 行に 1 つのドキュメント

各行は、改行（LF、\ n）、キャリッジリターン
（CR、\ r）、またはその両方（CRLF、\ r\ n）で
終了する必要があります。UTF-8 の行区切り文字
(u+2028) を使用して行を終了することはできませ
ん。
分析ジョブを開始するときは、入力データの S3 の場所を指定します。URI は、呼び出す API エンドポイ
ントと同じ AWS リージョン内になければなりません。URI は 1 つのファイルを指すことも、データファ
イルの集合の接頭辞にすることもできます。詳細については、「InputDataConfig (p. 546)」データ型を
参照してください。
Amazon S3 バケットへのアクセス許可は Amazon S3 バケットへのアクセス許可を付与します。詳細につ
いては、「非同期操作に必要なロールベースの権限 (p. 205)」を参照してください。

分析ジョブの開始
分析ジョブを送信するには、Amazon Comprehend コンソールまたは適切なStart*オペレーション:
• StartDominantLanguageDetectionJob (p. 415)— コレクション内の各文書で主要言語を検出するジョ
ブを開始します。ドキュメント内の主要言語の詳細については、「」を参照してください。主要な
language (p. 12)。
• StartEntitiesDetectionJob (p. 420)— コレクション内の各ドキュメント内のエンティティを検出する
ジョブを開始します。エンティティの詳細については、「[Entities] (エンティティ) (p. 6)」を参照してく
ださい。
• StartKeyPhrasesDetectionJob (p. 429)— コレクション内の各文書でキーフレーズを検出するジョブを
開始します。キーフレーズの詳細については、「」を参照してください。キーフレーズ (p. 12)。
• StartPiiEntitiesDetectionJob (p. 434)— コレクション内の各ドキュメント内の個人識別情報 (PII) を検
出するジョブを開始します。PII の詳細については、「」を参照してください。PII エンティティーの検
出 (p. 12)。
• StartSentimentDetectionJob (p. 438)— コレクション内の各ドキュメントのセンチメントを検出する
ジョブを開始します。感情の詳細については、「」を参照してください。感情 (p. 16)。

分析ジョブのモニタリング
-Start*オペレーションは、ジョブの進捗状況をモニタリングする際に使用できるIDを返します。
API を使用して進行状況を監視するには、個々のジョブの進行状況を監視するのか、複数のジョブの進行
状況を監視するのかに応じて、2 つのオペレーションのいずれかを使用します。
個々の分析ジョブの進捗状況をモニタリングするには、Describe*オペレーション. によって返される
ジョブ ID を指定します。Start*オペレーション. のレスポンスは次のとおりです。Describe*オペレー
ションにはJobStatusフィールドにジョブのステータスが表示されます。
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複数の分析ジョブの進捗状況をモニタリングするには、List*オペレーション.List*オペレーショ
ンは、Amazon Comprehend に送信したジョブのリストを返します。レスポンスは以下のとおりで
す。JobStatusジョブのステータスを示す各ジョブのフィールド。
ステータスフィールドがCOMPLETEDまたはFAILED、ジョブの処理が完了しました。
個々のジョブのステータスを取得するには、Describe*実行中の分析の操作。
• DescribeDominantLanguageDetectionJob (p. 311)
• DescribeEntitiesDetectionJob (p. 316)
• DescribeKeyPhrasesDetectionJob (p. 324)
• DescribePiiEntitiesDetectionJob (p. 327)
• DescribeSentimentDetectionJob (p. 333)
複数のジョブのステータスを取得するには、List*実行中の分析の操作。
• ListDominantLanguageDetectionJobs (p. 372)
• ListEntitiesDetectionJobs (p. 378)
• ListKeyPhrasesDetectionJobs (p. 390)
• ListPiiEntitiesDetectionJobs (p. 393)
• ListSentimentDetectionJobs (p. 396)
結果を特定の条件に一致するジョブに制限するには、List*オペレーションFilterパラメータ。ジョブ
名、ジョブステータス、ジョブが送信された日時でフィルタ処理できます。詳細については、「」を参照
してください。FilterそれぞれのパラメータList*のオペレーションアクション (p. 258)リファレンス

分析結果の取得
解析ジョブが終了したら、Describe*オペレーションを使用して、結果の場所を取得します。ジョブのス
テータスがCOMPLETEDの場合、応答にはOutputDataConfig出力ファイルの Amazon S3 の場所を含む
フィールドを含むフィールドが含まれます。このファイルは、output.tar.gzは、分析の結果を含む圧
縮アーカイブです。
ジョブのステータスがFAILEDの場合、応答にはMessage分析ジョブが正常に完了しなかった理由を説明
するフィールド。
個々のジョブのステータスを取得するには、適切なDescribe*オペレーション:
• DescribeDominantLanguageDetectionJob (p. 311)
• DescribeEntitiesDetectionJob (p. 316)
• DescribeKeyPhrasesDetectionJob (p. 324)
• DescribeSentimentDetectionJob (p. 333)
結果は、ドキュメントごとに 1 つの JSON 構造を持つ 1 つのファイルに返されます。各応答ファイルに
は、status フィールドがFAILED。
次の各セクションでは、2 つの入力形式の出力例を示します。

主要言語検出結果を取得する
次に、主要な言語を検出した分析からの出力ファイルの例を示します。入力のフォーマットは 1 行に 1 ド
キュメントです。詳細については、DetectDominantLanguage (p. 342) オペレーションを参照してくださ
い。
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{"File": "0_doc", "Languages": [{"LanguageCode": "en", "Score": 0.9514502286911011},
{"LanguageCode": "de", "Score": 0.02374090999364853}, {"LanguageCode": "nl", "Score":
0.003208699868991971}, "Line": 0}
{"File": "1_doc", "Languages": [{"LanguageCode": "en", "Score": 0.9822712540626526},
{"LanguageCode": "de", "Score": 0.002621392020955682}, {"LanguageCode": "es", "Score":
0.002386554144322872}], "Line": 1}

以下は、入力の形式がファイルごとに 1 つのドキュメントである解析からの出力の例です。
{"File": "small_doc", "Languages": [{"LanguageCode": "en", "Score": 0.9728053212165833},
{"LanguageCode": "de", "Score": 0.007670710328966379}, {"LanguageCode": "es", "Score":
0.0028472368139773607}]}
{"File": "huge_doc", "Languages": [{"LanguageCode": "en", "Score": 0.984955906867981},
{"LanguageCode": "de", "Score": 0.0026436643674969673}, {"LanguageCode": "fr", "Score":
0.0014206881169229746}]}

エンティティ検出結果の取得
ドキュメント内のエンティティを検出した出力ファイルの例を示します。入力のフォーマットは 1 行に 1
ドキュメントです。詳細については、DetectEntities (p. 345) オペレーションを参照してください。出力
には 2 つのエラーメッセージが含まれます。1 つは長すぎるドキュメント用で、もう 1 つは UTF-8 形式で
ないドキュメント用です。
{"File": "50_docs", "Line": 0, "Entities": [{"BeginOffset": 0, "EndOffset": 22, "Score":
0.9763959646224976, "Text": "Cluj-NapocaCluj-Napoca", "Type": "LOCATION"}"]}
{"File": "50_docs", "Line": 1, "Entities": [{"BeginOffset": 11, "EndOffset": 15, "Score":
0.9615424871444702, "Text": "Maat", "Type": "PERSON"}}]}
{"File": "50_docs", "Line": 2, "ErrorCode": "DOCUMENT_SIZE_EXCEEDED", "ErrorMessage":
"Document size exceeds maximum size limit 102400 bytes."}
{"File": "50_docs", "Line": 3, "ErrorCode": "UNSUPPORTED_ENCODING", "ErrorMessage":
"Document is not in UTF-8 format and all subsequent lines are ignored."}

以下は、入力の形式がファイルごとに 1 つのドキュメントである解析からの出力の例です。出力には 2 つ
のエラーメッセージが含まれます。1 つは長すぎるドキュメント用で、もう 1 つは UTF-8 形式でないド
キュメント用です。
{"File": "non_utf8.txt", "ErrorCode": "UNSUPPORTED_ENCODING", "ErrorMessage": "Document is
not in UTF-8 format and all subsequent line are ignored."}
{"File": "small_doc", "Entities": [{"BeginOffset": 0, "EndOffset": 4, "Score":
0.645766019821167, "Text": "Maat", "Type": "PERSON"}]}
{"File": "huge_doc", "ErrorCode": "DOCUMENT_SIZE_EXCEEDED", "ErrorMessage": "Document size
exceeds size limit 102400 bytes."}

キーフレーズ検出結果の取得
ドキュメント内のキーフレーズを検出した出力ファイルの例を示します。入力のフォーマットは、1 行に
1 つのドキュメントです。詳細については、DetectKeyPhrases (p. 349) オペレーションを参照してくだ
さい。
{"File": "50_docs", "KeyPhrases": [{"BeginOffset": 0, "EndOffset": 22, "Score":
0.8948641419410706, "Text": "Cluj-NapocaCluj-Napoca"}, {"BeginOffset": 45, "EndOffset":
49, "Score": 0.9989854693412781, "Text": "Cluj"}], "Line": 0}

入力の形式が 1 ファイルあたり 1 ドキュメントからの出力出力出力からの出力出力出力の例です。
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{"File": "1_doc", "KeyPhrases": [{"BeginOffset": 0, "EndOffset": 22, "Score":
0.8948641419410706, "Text": "Cluj-NapocaCluj-Napoca"}, {"BeginOffset": 45, "EndOffset":
49, "Score": 0.9989854693412781, "Text": "Cluj"}]}

個人を特定できる情報 (PII) 検出結果の取得
以下は、ドキュメント内の PII エンティティを検出した分析ジョブの出力ファイルの例です。入力の
フォーマットは、1 行に 1 つのドキュメントです。

{"Entities":[{"Type":"NAME","BeginOffset":40,"EndOffset":69,"Score":0.999995},
{"Type":"ADDRESS","BeginOffset":247,"EndOffset":253,"Score":0.998828},
{"Type":"BANK_ACCOUNT_NUMBER","BeginOffset":406,"EndOffset":411,"Score":0.693283}],"File":"doc.txt","Li
{"Entities":[{"Type":"SSN","BeginOffset":1114,"EndOffset":1124,"Score":0.999999},
{"Type":"EMAIL","BeginOffset":3742,"EndOffset":3775,"Score":0.999993},
{"Type":"PIN","BeginOffset":4098,"EndOffset":4102,"Score":0.999995}],"File":"doc.txt","Line":1}

以下は、入力の形式がファイルごとに 1 つのドキュメントである解析からの出力の例です。
{"Entities":[{"Type":"NAME","BeginOffset":40,"EndOffset":69,"Score":0.999995},
{"Type":"ADDRESS","BeginOffset":247,"EndOffset":253,"Score":0.998828},
{"Type":"BANK_ROUTING","BeginOffset":279,"EndOffset":289,"Score":0.999999}],"File":"doc.txt"}

感情検出結果の取得
以下は、ドキュメントで表現された感情を検出した分析からの出力ファイルの例です。1 つのドキュメン
トが長すぎるため、エラーメッセージが表示されます。入力のフォーマットは 1 行に 1 ドキュメントで
す。詳細については、DetectSentiment (p. 354) オペレーションを参照してください。
{"File": "50_docs", "Line": 0, "Sentiment": "NEUTRAL", "SentimentScore": {"Mixed":
0.002734508365392685, "Negative": 0.008935936726629734, "Neutral": 0.9841893315315247,
"Positive": 0.004140198230743408}}
{"File": "50_docs", "Line": 1, "ErrorCode": "DOCUMENT_SIZE_EXCEEDED", "ErrorMessage":
"Document size is exceeded maximum size limit 5120 bytes."}
{"File": "50_docs", "Line": 2, "Sentiment": "NEUTRAL", "SentimentScore": {"Mixed":
0.0023119584657251835, "Negative": 0.0029857370536774397, "Neutral": 0.9866572022438049,
"Positive": 0.008045154623687267}}

入力の形式が 1 ファイルあたり 1 ドキュメントからの出力出力出力からの出力出力出力の例です。
{"File": "small_doc", "Sentiment": "NEUTRAL", "SentimentScore": {"Mixed":
0.0023450672160834074, "Negative": 0.0009663937962614, "Neutral": 0.9795311689376831,
"Positive": 0.017157377675175667}}
{"File": "huge_doc", "ErrorCode": "DOCUMENT_SIZE_EXCEEDED", "ErrorMessage": "Document size
is exceeds the limit of 5120 bytes."}

ターゲットを絞ったセンチメントのための非同期分析
Amazon Comprehend は、ターゲットを絞ったセンチメントを分析するために次の API オペレーションを
提供します。
• StartTargetedSentimentDetectionJob (p. 443)-ドキュメントのコレクション用に対象の非同期感情検出
ジョブを開始します。
• ListTargetedSentimentDetectionJobs (p. 401)— ユーザーによって送信された対象のセンチメント検出
ジョブのリストを返します。
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• DescribeTargetedSentimentDetectionJob (p. 336)— 指定したターゲットセンチメント検出ジョブに関
連付けられたプロパティ (ステータスを含む) を取得します。
• StopTargetedSentimentDetectionJob (p. 465)— 指定された進行中のターゲットセンチメントジョブを
停止します。
トピック
• 開始する前に (p. 73)
• を使用してターゲットを絞ったセンチメントを分析するAWS CLI (p. 73)

開始する前に
作業を開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
• 入力バケット— 入力に使用する Amazon S3 バケットを特定します。バケットは、呼び出している API
と同じリージョン内に存在する必要があります。
• IAM サービスロール— 入出力バケットにアクセスする権限を持つ IAM サービスロールが必要です。詳
細については、「非同期操作に必要なロールベースの権限 (p. 205)」を参照してください。

を使用してターゲットを絞ったセンチメントを分析するAWS CLI
次の例は、StartTargetedSentimentDetectionJob「」を使用したオペレーションAWS CLI。この例
では、入力テキストの言語を指定します。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend start-targeted-sentiment-detection-job \
--job-name "job name" \
--language-code "en" \
--cli-input-json file://path to JSON input file

向けのcli-input-json次の例に示すように、リクエストデータを含む JSON ファイルへのパスを指定
します。
{

}

"InputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://input bucket/input path",
"InputFormat": "ONE_DOC_PER_FILE"
},
"OutputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://output bucket/output path"
},
"DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::account ID:role/data access role"

ジョブ開始のリクエストが成功すると、次の応答が返されます。
{

}

"JobStatus": "SUBMITTED",
"JobArn": "job ARN"
"JobId": "job ID"
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イベント検出のための非同期分析
トピック
• 開始する前に (p. 74)
• を使用してイベントを検出するAWS CLI (p. 74)
• を使用してイベントを一覧表示するAWS CLI (p. 75)
• を使用してイベントを記述するAWS CLI (p. 76)
• イベント検出結果の取得 (p. 76)
文書セット内のイベントを検出するには、StartEventsDetectionJob (p. 425)非同期ジョブを開始します。

開始する前に
作業を開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
• 入力バケット— 入力に使用する Amazon S3 バケットを特定します。バケットは、呼び出している API
と同じリージョン内に存在する必要があります。
• IAM サービスロール— 入出力バケットにアクセスする権限を持つ IAM サービスロールが必要です。詳
細については、「非同期操作に必要なロールベースの権限 (p. 205)」を参照してください。

を使用してイベントを検出するAWS CLI
次の例は、StartEventsDetectionJob (p. 425)「」を使用したオペレーションAWS CLI
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend start-events-detection-job \
--region region \
--job-name job name \
--cli-input-json file://path to JSON input file

向けのcli-input-json次の例に示すように、リクエストデータを含む JSON ファイルへのパスを指定
します。
{

"InputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://input bucket/input path",
"InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
},
"OutputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://output bucket/output path"
},
"DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::account ID:role/data access role"
"LanguageCode": "en",
"TargetEventTypes": [
"BANKRUPTCY",
"EMPLOYMENT",
"CORPORATE_ACQUISITION",
"INVESTMENT_GENERAL",
"CORPORATE_MERGER",
"IPO",
"RIGHTS_ISSUE",
"SECONDARY_OFFERING",
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]

}

"SHELF_OFFERING",
"TENDER_OFFERING",
"STOCK_SPLIT"

イベント検出ジョブの開始リクエストが成功すると、次の応答が返されます。
{
}

"JobStatus": "SUBMITTED",
"JobId": "job ID"

を使用してイベントを一覧表示するAWS CLI
を使用するListEventsDetectionJobs (p. 387)オペレーションにより、ユーザーによって送信されたイベ
ント検出ジョブのリストが表示されます。このリストには、使用した入力場所と出力場所、および各検出
ジョブのステータスに関する情報が含まれます。例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットさ
れています。Windows の場合は、各行末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換
えてください。
aws comprehend list-events-detection-jobs --region region

レスポンスで次のような JSON 結果が取得できます。
{

"EventsDetectionJobPropertiesList": [
{
"DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::account ID:role/data access role",
"EndTime": timestamp,
"InputDataConfig": {
"InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE",
"S3Uri": "s3://input bucket/input path"
},
"JobId": "job ID",
"JobName": "job name",
"JobStatus": "COMPLETED",
"LanguageCode": "en",
"Message": "message",
"OutputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://output bucket/ouput path"
},
"SubmitTime": timestamp,
"TargetEventTypes": [
"BANKRUPTCY",
"EMPLOYMENT",
"CORPORATE_ACQUISITION",
"INVESTMENT_GENERAL",
"CORPORATE_MERGER",
"IPO",
"RIGHTS_ISSUE",
"SECONDARY_OFFERING",
"SHELF_OFFERING",
"TENDER_OFFERING",
"STOCK_SPLIT"
]
}
],
"NextToken": "next token"

}
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を使用してイベントを記述するAWS CLI
「」を使用できます。DescribeEventsDetectionJob (p. 322)オペレーションを使用して、既存のジョブの
ステータスを取得します。例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows
の場合は、各行末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend describe-events-detection-job \
--region region \
--job-id job ID

レスポンスで次の JSON を取得します。
{

"EventsDetectionJobProperties": {
"DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::account ID:role/data access role",
"EndTime": timestamp,
"InputDataConfig": {
"InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE",
"S3Uri": "S3Uri": "s3://input bucket/input path"
},
"JobId": "job ID",
"JobName": "job name",
"JobStatus": "job status",
"LanguageCode": "en",
"Message": "message",
"OutputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://output bucket/output path"
},
"SubmitTime": timestamp,
"TargetEventTypes": [
"BANKRUPTCY",
"EMPLOYMENT",
"CORPORATE_ACQUISITION",
"INVESTMENT_GENERAL",
"CORPORATE_MERGER",
"IPO",
"RIGHTS_ISSUE",
"SECONDARY_OFFERING",
"SHELF_OFFERING",
"TENDER_OFFERING",
"STOCK_SPLIT"
]
}

}

イベント検出結果の取得
以下は、ドキュメント内のイベントを検出した分析ジョブの出力ファイルの例です。入力フォーマット
は、1 行に 1 つのドキュメントです。
{"Entities": [{"Mentions": [{"BeginOffset": 12, "EndOffset": 27, "GroupScore":
1.0, "Score": 0.916355, "Text": "over a year ago", "Type": "DATE"}]}, {"Mentions":
[{"BeginOffset": 33, "EndOffset": 39, "GroupScore": 1.0, "Score": 0.996603,
"Text": "Amazon", "Type": "ORGANIZATION"}]}, {"Mentions": [{"BeginOffset": 66,
"EndOffset": 77, "GroupScore": 1.0, "Score": 0.999283, "Text": "Whole Foods",
"Type": "ORGANIZATION"}]}], "Events": [{"Arguments": [{"EntityIndex": 2, "Role":
"INVESTEE", "Score": 0.999283}, {"EntityIndex": 0, "Role": "DATE", "Score": 0.916355},
{"EntityIndex": 1, "Role": "INVESTOR", "Score": 0.996603}], "Triggers": [{"BeginOffset":
373, "EndOffset": 380, "GroupScore": 0.999984, "Score": 0.999955, "Text": "acquire",
"Type": "CORPORATE_ACQUISITION"}], "Type": "CORPORATE_ACQUISITION"}, {"Arguments":
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[{"EntityIndex": 2, "Role": "PARTICIPANT", "Score": 0.999283}], "Triggers":
[{"BeginOffset": 115, "EndOffset": 123, "GroupScore": 1.0, "Score": 0.999967, "Text":
"combined", "Type": "CORPORATE_MERGER"}], "Type": "CORPORATE_MERGER"}], "File": "doc.txt",
"Line": 0}

イベント出力ファイル構造およびサポートされるイベントタイプの詳細については、「」を参照してくだ
さい。イベント (p. 7)。

トピックモデリングのための非同期分析
文書セット内のトピックを決定するには、StartTopicsDetectionJob (p. 448)非同期ジョブを開始します。
英語またはスペイン語で書かれた文書のトピックを監視できます。
トピック
• 開始する前に (p. 77)
• を使用したトピックのモデリングAWS Command Line Interface (p. 77)
• を使用したトピックのモデリングAWS SDK for Java (p. 79)
• を使用したトピックのモデリングAWS SDK for Python (Boto) (p. 80)
• を使用したトピックのモデリングAWS SDK for .NET (p. 81)

開始する前に
作業を開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
• 入力バケット— 入力に使用する Amazon S3 バケットを特定します。バケットは、呼び出している API
と同じリージョン内に存在する必要があります。
• IAM サービスロール— 入出力バケットにアクセスする権限を持つ IAM サービスロールが必要です。詳
細については、「非同期操作に必要なロールベースの権限 (p. 205)」を参照してください。

を使用したトピックのモデリングAWS Command Line Interface
次の例は、StartTopicsDetectionJob「」を使用したオペレーションAWS CLI
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend start-topics-detection-job \
--number-of-topics topics to return \
--job-name "job name" \
--region region \
--cli-input-json file://path to JSON input file

向けのcli-input-json次の例に示すように、リクエストデータを含む JSON ファイルへのパスを指定
します。
{

"InputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://input bucket/input path",
"InputFormat": "ONE_DOC_PER_FILE"
},
"OutputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://output bucket/output path"
},
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}

"DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::account ID:role/data access role"

トピック検出ジョブの開始リクエストが成功すると、次の応答が返されます。
{
}

"JobStatus": "SUBMITTED",
"JobId": "job ID"

を使用するListTopicsDetectionJobs (p. 404)オペレーションにより、ユーザーによって送信されたトピッ
ク検出ジョブのリストを表示します。このリストには、使用した入力場所と出力場所、および各検出ジョ
ブのステータスに関する情報が含まれます。例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされて
います。Windows の場合は、各行末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えて
ください。
aws comprehend list-topics-detection-jobs \-- region

レスポンスで次のような JSON 結果が取得できます。
{

}

"TopicsDetectionJobPropertiesList": [
{
"InputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://input bucket/input path",
"InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
},
"NumberOfTopics": topics to return,
"JobId": "job ID",
"JobStatus": "COMPLETED",
"JobName": "job name",
"SubmitTime": timestamp,
"OutputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://output bucket/output path"
},
"EndTime": timestamp
},
{
"InputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://input bucket/input path",
"InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
},
"NumberOfTopics": topics to return,
"JobId": "job ID",
"JobStatus": "RUNNING",
"JobName": "job name",
"SubmitTime": timestamp,
"OutputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://output bucket/output path"
}
}
]

「」を使用できます。DescribeTopicsDetectionJob (p. 339)オペレーションを使用して、既存のジョブの
ステータスを取得します。例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows
の場合は、各行末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend describe-topics-detection-job --job-id job ID
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レスポンスで次の JSON を取得します。
{

}

"TopicsDetectionJobProperties": {
"InputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://input bucket/input path",
"InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
},
"NumberOfTopics": topics to return,
"JobId": "job ID",
"JobStatus": "COMPLETED",
"JobName": "job name",
"SubmitTime": timestamp,
"OutputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://output bucket/ouput path"
},
"EndTime": timestamp
}

を使用したトピックのモデリングAWS SDK for Java
次の Java プログラムは、ドキュメントコレクション内のトピックを検出します。こ
れは、StartTopicsDetectionJob (p. 448)操作してトピックの検出を開始します。次
に、DescribeTopicsDetectionJob (p. 339)オペレーションにより、トピックの検出ステータスを確認しま
す。最後に、それは呼びますListTopicsDetectionJobs (p. 404)をクリックすると、そのアカウントに対し
て送信されたすべてのジョブのリストが表示されます。
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeTopicsDetectionJobRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeTopicsDetectionJobResult;
com.amazonaws.services.comprehend.model.InputDataConfig;
com.amazonaws.services.comprehend.model.InputFormat;
com.amazonaws.services.comprehend.model.ListTopicsDetectionJobsRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.ListTopicsDetectionJobsResult;
com.amazonaws.services.comprehend.model.StartTopicsDetectionJobRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.StartTopicsDetectionJobResult;

public class App
{
public static void main( String[] args )
{
// Create credentials using a provider chain. For more information, see
// https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/credentials.html
AWSCredentialsProvider awsCreds =
DefaultAWSCredentialsProviderChain.getInstance();
AmazonComprehend comprehendClient =
AmazonComprehendClientBuilder.standard()
.withCredentials(awsCreds)
.withRegion("region")
.build();
final
final
final
final
final

String inputS3Uri = "s3://input bucket/input path";
InputFormat inputDocFormat = InputFormat.ONE_DOC_PER_FILE;
String outputS3Uri = "s3://output bucket/output path";
String dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::account ID:role/data access role";
int numberOfTopics = 10;
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final StartTopicsDetectionJobRequest startTopicsDetectionJobRequest = new
StartTopicsDetectionJobRequest()
.withInputDataConfig(new InputDataConfig()
.withS3Uri(inputS3Uri)
.withInputFormat(inputDocFormat))
.withOutputDataConfig(new OutputDataConfig()
.withS3Uri(outputS3Uri))
.withDataAccessRoleArn(dataAccessRoleArn)
.withNumberOfTopics(numberOfTopics);
final StartTopicsDetectionJobResult startTopicsDetectionJobResult =
comprehendClient.startTopicsDetectionJob(startTopicsDetectionJobRequest);
final String jobId = startTopicsDetectionJobResult.getJobId();
System.out.println("JobId: " + jobId);
final DescribeTopicsDetectionJobRequest describeTopicsDetectionJobRequest = new
DescribeTopicsDetectionJobRequest()
.withJobId(jobId);
final DescribeTopicsDetectionJobResult describeTopicsDetectionJobResult =
comprehendClient.describeTopicsDetectionJob(describeTopicsDetectionJobRequest);
System.out.println("describeTopicsDetectionJobResult: " +
describeTopicsDetectionJobResult);
ListTopicsDetectionJobsResult listTopicsDetectionJobsResult =
comprehendClient.listTopicsDetectionJobs(new ListTopicsDetectionJobsRequest());
System.out.println("listTopicsDetectionJobsResult: " +
listTopicsDetectionJobsResult);
}

}

を使用したトピックのモデリングAWS SDK for Python (Boto)
次の Python プログラムは、ドキュメントコレクション内のトピックを検出します。
これは、StartTopicsDetectionJob (p. 448)操作してトピックの検出を開始します。次
に、DescribeTopicsDetectionJob (p. 339)オペレーションにより、トピックの検出ステータスを確認しま
す。最後に、それは呼びますListTopicsDetectionJobs (p. 404)をクリックすると、そのアカウントに対し
て送信されたすべてのジョブのリストが表示されます。
import boto3
import json
from bson import json_util
comprehend = boto3.client(service_name='comprehend', region_name='region')
input_s3_url = "s3://input bucket/input path"
input_doc_format = "ONE_DOC_PER_FILE"
output_s3_url = "s3://output bucket/output path"
data_access_role_arn = "arn:aws:iam::account ID:role/data access role"
number_of_topics = 10
input_data_config = {"S3Uri": input_s3_url, "InputFormat": input_doc_format}
output_data_config = {"S3Uri": output_s3_url}
start_topics_detection_job_result =
comprehend.start_topics_detection_job(NumberOfTopics=number_of_topics,
InputDataConfig=input_data_config,
OutputDataConfig=output_data_config,
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DataAccessRoleArn=data_access_role_arn)
print('start_topics_detection_job_result: ' +
json.dumps(start_topics_detection_job_result))
job_id = start_topics_detection_job_result["JobId"]
print('job_id: ' + job_id)
describe_topics_detection_job_result =
comprehend.describe_topics_detection_job(JobId=job_id)
print('describe_topics_detection_job_result: ' +
json.dumps(describe_topics_detection_job_result, default=json_util.default))
list_topics_detection_jobs_result = comprehend.list_topics_detection_jobs()
print('list_topics_detection_jobs_result: ' + json.dumps(list_topics_detection_jobs_result,
default=json_util.default))

を使用したトピックのモデリングAWS SDK for .NET
次の C# プログラムは、ドキュメントコレクション内のトピックを検出します。こ
れは、StartTopicsDetectionJob (p. 448)操作してトピックの検出を開始します。次
に、DescribeTopicsDetectionJob (p. 339)オペレーションにより、トピックの検出ステータスを確認しま
す。最後に、それは呼びますListTopicsDetectionJobs (p. 404)をクリックすると、そのアカウントに対し
て送信されたすべてのジョブのリストが表示されます。
このセクションの .NET 例では次を使用します。AWS SDK for .NET。AWS Toolkit for Visual Studio で
は、.NET を使用して AWS アプリケーションを開発できます。便利なテンプレートと AWS Explorer
を使用して、アプリケーションをデプロイし、サービスを管理できます。AWS の .NET 開発者の場合
は、.NET 開発者のための AWS ガイド。
using System;
using Amazon.Comprehend;
using Amazon.Comprehend.Model;
namespace Comprehend
{
class Program
{
// Helper method for printing properties
static private void PrintJobProperties(TopicsDetectionJobProperties props)
{
Console.WriteLine("JobId: {0}, JobName: {1}, JobStatus: {2}, NumberOfTopics:
{3}\nInputS3Uri: {4}, InputFormat: {5}, OutputS3Uri: {6}",
props.JobId, props.JobName, props.JobStatus, props.NumberOfTopics,
props.InputDataConfig.S3Uri, props.InputDataConfig.InputFormat,
props.OutputDataConfig.S3Uri);
}
static void Main(string[] args)
{
String text = "It is raining today in Seattle";
AmazonComprehendClient comprehendClient = new
AmazonComprehendClient(Amazon.RegionEndpoint.USWest2);
String inputS3Uri = "s3://input bucket/input path";
InputFormat inputDocFormat = InputFormat.ONE_DOC_PER_FILE;
String outputS3Uri = "s3://output bucket/output path";
String dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::account ID:role/data access role";
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int numberOfTopics = 10;
StartTopicsDetectionJobRequest startTopicsDetectionJobRequest = new
StartTopicsDetectionJobRequest()
{
InputDataConfig = new InputDataConfig()
{
S3Uri = inputS3Uri,
InputFormat = inputDocFormat
},
OutputDataConfig = new OutputDataConfig()
{
S3Uri = outputS3Uri
},
DataAccessRoleArn = dataAccessRoleArn,
NumberOfTopics = numberOfTopics
};
StartTopicsDetectionJobResponse startTopicsDetectionJobResponse =
comprehendClient.StartTopicsDetectionJob(startTopicsDetectionJobRequest);
String jobId = startTopicsDetectionJobResponse.JobId;
Console.WriteLine("JobId: " + jobId);
DescribeTopicsDetectionJobRequest describeTopicsDetectionJobRequest = new
DescribeTopicsDetectionJobRequest()
{
JobId = jobId
};
DescribeTopicsDetectionJobResponse describeTopicsDetectionJobResponse =
comprehendClient.DescribeTopicsDetectionJob(describeTopicsDetectionJobRequest);
PrintJobProperties(describeTopicsDetectionJobResponse.TopicsDetectionJobProperties);
ListTopicsDetectionJobsResponse listTopicsDetectionJobsResponse =
comprehendClient.ListTopicsDetectionJobs(new ListTopicsDetectionJobsRequest());
foreach (TopicsDetectionJobProperties props in
listTopicsDetectionJobsResponse.TopicsDetectionJobPropertiesList)
PrintJobProperties(props);
}
}

}
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個人を特定できる情報 (PII)
Amazon Comprehend コンソールまたは API を使用して検出できます個人を特定できる情報 (PII)英語の
テキスト文書で。PIIは、個人を特定するために使用できる個人データへのテキスト参照です。PII の例に
は、住所、銀行口座番号、電話番号などがあります。
PII検出では、PIIエンティティを検索するか、テキスト内のPIIエンティティを編集するかを選択できま
す。PII エンティティを見つけるには、リアルタイム分析または非同期バッチジョブを使用できます。PII
エンティティを編集するには、非同期バッチジョブを使用する必要があります。
個人識別情報 (PII) 用の Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントを使用して、Amazon S3 バケット
からのドキュメントの取得を制御できます。PIIを含むドキュメントへのアクセスを制御し、ドキュメント
から個人を特定できる情報を編集できます。詳細については、「個人を特定できる情報 (PII) の Amazon
S3 Object Lambda アクセスポイントの使用 (p. 253)」を参照してください。
トピック
• PII エンティティーの検出 (p. 83)
• PII エンティティのラベル付け (p. 87)
• PII リアルタイム分析 (コンソール) (p. 88)
• PII 非同期分析ジョブ (コンソール) (p. 90)
• PII リアルタイム分析 (API) (p. 91)
• PII 非同期分析ジョブ (API) (p. 93)

PII エンティティーの検出
Amazon Comprehend を使用して検出することができますPII エンティティ英語のテキスト文書で。PII エ
ンティティは、特定のタイプの個人識別情報 (PII) です。PII検出を使用して、テキスト内のPIIエンティ
ティを特定するか、PIIエンティティを墨消しします。
トピック
• PII のエンティティ (p. 83)
• PII エンティティ (p. 84)
• PII ユニバーサルエンティティタイプ (p. 84)
• 国固有の PII エンティティタイプ (p. 86)

PII のエンティティ
テキスト内のPIIエンティティを見つけるために、リアルタイム分析を使用して単一のドキュメントをすば
やく分析できます。また、ドキュメントのコレクションに対して非同期バッチジョブを開始することもで
きます。
コンソールまたは API を使用して、1 つのドキュメントをリアルタイムに分析できます。入力テキストに
は、最大 100 KB の UTF-8 エンコード文字を含めることができます。
たとえば、次の入力テキストを送信して PII エンティティを検索できます。
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こんにちは、パウロ・サントス。クレジットカード口座 1111-0000-1111-0000 の最新の明細書は、ワシン
トン州シアトルの123 AnyStreetに98109に郵送されました。
出力には、「Paul Santos」にタイプがあるという情報が含まれます。NAME、「1111-0000-11-0000" には
次のタイプがありますCREDIT_DEBIT_NUMBER、「123 Any Street、シアトル、ワシントン州98109」に
はADDRESS。
Amazon Comprehend は、検出された PII エンティティのリストと、各 PII エンティティの次の情報を返し
ます。
• 検出されたテキスト範囲が検出されたエンティティタイプである確率を推定するスコア。
• PII エンティティタイプ。
• 文書内の PII エンティティの位置。エンティティの開始と終了の文字オフセットとして指定します。
たとえば、前述の入力テキストは、次の応答を生成します。
{

}

"Entities": [
{
"Score": 0.9999669790267944,
"Type": "NAME",
"BeginOffset": 6,
"EndOffset": 18
},
{
"Score": 0.8905550241470337,
"Type": "CREDIT_DEBIT_NUMBER",
"BeginOffset": 69,
"EndOffset": 88
},
{
"Score": 0.9999889731407166,
"Type": "ADDRESS",
"BeginOffset": 103,
"EndOffset": 138
}
]

PII エンティティ
テキスト内の PII エンティティを編集するには、コンソールまたは API を使用して非同期バッチジョブを
開始します。Amazon Comprehend は、各 PII エンティティの編集を含む入力テキストのコピーを返しま
す。
たとえば、次の入力テキストを送信して PII エンティティを墨消しできます。
こんにちは、パウロ・サントス。クレジットカード口座 1111-0000-1111-0000 の最新の明細書は、ワシン
トン州シアトルの123 AnyStreetに98109に郵送されました。
出力ファイルには、次のテキストが含まれています。
こんにちは ***** ******。お客様のクレジットカード口座の最新の明細書******************は
************************************************に郵送されました。

PII ユニバーサルエンティティタイプ
電子メールアドレスやクレジットカード番号など、一部の PII エンティティタイプは汎用 (個々の国に固有
ではない) です。Amazon Comprehend は、次のタイプのユニバーサル PII エンティティを検出します。
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ADDRESS
「100メインストリート、Anytown、USA」や「Suite #12、Building 123」などの物理アドレス。住所
には、通り、建物、場所、市、州、国、郡、郵便番号、地域、近隣などの情報を含めることができま
す。
AGE
個人の年齢（量と時間の単位を含む）。たとえば、「私は40歳です」というフレーズでは、Amazon
Comprehend は「40 歳」を年齢として認識しています。
AWS_ACCESS_KEY
シークレットアクセスキーに関連付けられている一意の識別子。アクセスキー ID とシークレットアク
セスキーを使用して、暗号化された署名をプログラムによる AWS リクエストに適用します。
AWS_SECRET_KEY
アクセスキーに関連付けられた一意の識別子。アクセスキー ID とシークレットアクセスキーを使用し
て、暗号化された署名をプログラムによる AWS リクエストに適用します。
CREDIT_DEBIT_CVV
VISAに記載されている3桁のカード認証コード（CVV）、 MasterCard、およびDiscoverクレジット
カードとデビットカード。American Expressのクレジットカードまたはデビットカードの場合、CVV
は4桁の数字コードです。
CREDIT_DEBIT_EXPIRY
クレジットカードまたはデビットカードの有効期限。この数字は通常 4 桁で、多くの場合、月/年また
は MM/YY としてフォーマットされます。Amazon Comprehend は、21 日、2021 年 1 月、2021 年 1
月などの有効期限を認識します。
CREDIT_DEBIT_NUMBER
クレジットカードまたはデビットカードの番号。これらの数字は、長さが13桁から16桁までさまざま
です。ただし、Amazon Comprehend は、下の 4 桁のみが存在する場合、クレジットカード番号また
はデビットカード番号も認識します。
DATE_TIME
日付には、年、月、日、曜日、または時刻を含めることができます。たとえば、Amazon
Comprehend は「2020 年 1 月 19 日」または「午前 11 時」を日付として認識します。Amazon
Comprehend は、一部の日付、日付範囲、および日付間隔を認識します。また、「1990年代」などの
数十年も認識されます。
DRIVER_ID
運転免許証に割り当てられた番号。これは、個人が公道で1台以上の電動車両を操作することを許可す
る公式文書です。運転免許証番号は英数字で構成されています。
EMAIL
marymajor@email.com などの電子メールアドレス。
BANK_ACCOUNT_NUMBER
国際銀行口座番号には、国ごとに特定の形式があります。「」を参照してください。www.iban.com/
の構造。
IP_ADDRESS
198.51.100.0 などの IPv4 アドレス。
LICENSE
車両のナンバープレートは、車両が登録されている州または国によって発行されます。乗用車の形式
は通常、大文字と数字で構成される 5 ～ 8 桁です。フォーマットは、発行元の州または国の場所に
よって異なります。
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MAC_ADDRESS
メディアアクセスコントロール (MAC) アドレスは、ネットワークインターフェイスコントローラ
(NIC) に割り当てられる一意の識別子です。
NAME
個人の名前。このエンティティタイプには、Dr.、Mr.、Mrs.、Missなどの役職は含まれませ
ん。Amazon Comprehend は、このエンティティタイプを組織または住所の一部である名前に適用し
ません。たとえば、Amazon Comprehend は「John Doe Organization」を組織として認識し、「Jane
Doe Street」を住所として認識します。
PASSWORD
「*very20special #pass *」など、パスワードとして使用される英数字の文字列。
PHONE
電話番号 このエンティティタイプには、ファックス番号とポケットベル番号も含まれます。
ピン
銀行口座にアクセスするための4桁の個人識別番号（PIN）。
SWIFT
SWIFTコードは、特定の銀行または支店を指定するために使用される銀行識別コード（BIC）の標準
形式です。銀行はこれらのコードを国際電信送金などの送金に使用します。
SWIFT コードは 8 文字または 11 文字で構成されます。11桁のコードは特定の支店を指し、8桁の
コード（または「XXX」で終わる11桁のコード）は本部またはプライマリオフィスを指します。
URL
www.example.com などのウェブアドレス。
USERNAME
ログイン名、スクリーンネーム、ニックネーム、ハンドルなど、アカウントを識別するユーザー名。
VEHICLE_IDENTIFICATION_NUMBER
車両識別番号（VIN）は、車両を一意に識別します。VINの内容とフォーマットは、ISO 3779仕様で定
義されています。各国には、VINの特定のコードと形式があります。

国固有の PII エンティティタイプ
一部の PII エンティティタイプは、パスポート番号やその他の政府発行の ID 番号など、国固有のもので
す。Amazon Comprehend は、次の種類の国固有の PII エンティティを検出します。
HEALTH_NUMBER
カナダのHealth サービス番号は、個人が医療給付にアクセスするために必要な 10 桁の一意の識別子
です。
SOCIAL_INSURANCE_NUMBER
カナダの社会保険番号（SIN）は、個人が政府のプログラムや福利厚生にアクセスするために必要
な、9桁の一意の識別子です。
SINは、123-456-789のように、3桁の3つのグループとしてフォーマットされます。SINは、と呼ばれ
る簡単なチェックデジットプロセスを通じて検証できます。Luhn アルゴリズム。
AADHAAR
インドのAadhaarは、インド政府がインドの居住者に発行する12桁の一意の識別番号です。Aadhaar
形式では、4 桁目と 8 桁目の後にスペースまたはハイフンが付きます。
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NREGA
インドの全国農村雇用保証法（NREGA）の番号は、2つの文字とそれに続く14の数字で構成されてい
ます。
IN_PERMANENT_ACCOUNT_NUMBER
インドの永久口座番号は、所得税局によって発行された10桁の一意の英数字です。
VOTER_NUMBER
インドの有権者IDは、3つの文字とそれに続く7つの数字で構成されています。
NATIONAL_HEALTH_SERVICE_NUMBER
英国国民Health サービス番号は、次のような10〜17桁の番号です。485 777 3456。現在のシステムで
は、10 桁の数字を 3 桁目と 6 桁目の後にスペースを付けてフォーマットします。最後の桁はエラー検
出チェックサムです。
17 桁の数字形式では、10 桁目と 13 桁目の後にスペースがあります。
NATIONAL_INSURANCE_NUMBER
英国の国民保険番号（NINO）は、個人に国民保険（社会保障）給付へのアクセスを提供します。ま
た、英国の税制ではいくつかの目的に使用されています。
数字は9桁の長さで、2つの文字で始まり、6つの数字と1つの文字が続きます。NINO は、2 つの文字
の後と 2 桁目、4 桁目、6 桁目の後にスペースまたはダッシュでフォーマットできます。
UNIQUE_TAXPAYER_REFERENCE_NUMBER
英国固有納税者リファレンス（UTR）は、納税者または企業を識別する10桁の数字です。
BANK_ACCOUNT_NUMBER
米国の銀行口座番号。通常は 10 ～ 12 桁です。Amazon Comprehend は、最後の 4 桁のみが存在する
場合に銀行口座番号も認識します。
BANK_ROUTING
米国の銀行口座の支店コード。これらは通常 9 桁の長さですが、Amazon Comprehend は最後の 4 桁
のみが存在する場合にルーティング番号も認識します。
PASSPORT
米国のパスポート番号。パスポート番号の範囲は、6文字から9文字の英数字です。
INDIVIDUAL_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER
米国の個人納税者番号（ITIN）は、「9」で始まり、4桁目に「7」または「8」を含む9桁の数字で
す。ITIN は、3 桁目と 4 桁目の後にスペースまたはダッシュを付けてフォーマットできます。
SSN
米国社会保障番号（SSN）は、米国市民、永住者、および一時的な就労居住者に発行される9桁の番号
です。Amazon Comprehend は、下の 4 桁のみが存在する場合に社会保障番号も認識します。

PII エンティティのラベル付け
PII 検出を実行すると、Amazon Comprehend は識別された PII エンティティタイプのラベルを返します。
たとえば、以下の入力テキストを Amazon Comprehend に送信するとします。
こんにちは、パウロ・サントス。クレジットカード口座 1111-0000-1111-0000 の最新の明細書は、ワシン
トン州シアトルの123 AnyStreetに98109に郵送されました。
出力には、精度の信頼スコアとともに PII エンティティタイプを表すラベルが含まれます。この場合、文
書テキスト「ポールサントス」、「1111-0000-1111-0000」、および「ワシントン州シアトル、シアトル
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の123エニーストリート、98109」によってラベルが生成されます。NAME,CREDIT_DEBIT_NUMBER, およ
びADDRESSそれぞれ PII エンティティタイプとして。サポートされているエンティティタイプの詳細につ
いては、「」を参照してください。PII ユニバーサルエンティティタイプ (p. 84)。
Amazon Comprehend は、ラベルごとに次の情報を提供します。
• PII エンティティタイプのラベル名。
• 検出されたテキストが PII エンティティタイプとしてラベル付けされる確率を推定するスコア。
上記の入力テキストの例では、次の JSON 出力が得られます。
{

}

"Labels": [
{
"Name": "NAME",
"Score": 0.9149109721183777
},
{
"Name": "CREDIT_DEBIT_NUMBER",
"Score": 0.5698626637458801
}
{
"Name": "ADDRESS",
"Score": 0.9951046109199524
}
]

PII リアルタイム分析 (コンソール)
コンソールを使用して、テキストドキュメントの PII リアルタイム検出を実行できます。最大テキストサ
イズは、UTF-8 エンコード文字で 100 キロバイトです。分析を確認できるように、コンソールに結果が表
示されます。

組み込みモデルを使用してPII検出のリアルタイム分析を実行
1.

にサインインします。AWS Management Console[()] を開きAmazon Comprehend コンソール。

2.

左のメニューで、リアルタイム分析。

3.

[]入力タイプ、選択組み込みにとって分析タイプ。

4.

分析するテキストを入力します。

5.

選択分析。コンソールには、テキスト分析の結果がインサイトパネル。-PIIタブには、入力テキストで
検出された PII エンティティが一覧表示されます。

左インサイトパネルPIIタブには、次の 2 つの解析モードの結果が表示されます。
• OFFSET-テキストドキュメント内の PII の場所を識別します。
• ラベル-識別された PII エンティティタイプのラベルを識別します。

OFFSET
-OFFSET分析モードは、文書ドキュメント内の PII の場所を識別します。詳細については、「PII のエン
ティティ (p. 83)」を参照してください。
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Labels
-ラベル分析モードでは、識別された PII エンティティタイプのラベルが返されます。詳細については、
「PII エンティティのラベル付け (p. 87)」を参照してください。
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PII 非同期分析ジョブ (コンソール)
コンソールを使用して、PII エンティティを検出する非同期分析ジョブを作成できます。PII エンティティ
タイプの詳細については、「」を参照してください。PII エンティティーの検出 (p. 83)。

分析ジョブを作成するには
1.
2.

にサインインします。AWS Management Console[()] を開きAmazon Comprehend コンソール。
左のメニューで、分析ジョブ[] を選択してジョブの作成。

3.
4.

[]Job 設定で、分析ジョブに一意の名前を付けます。
を使用する場合分析タイプ、選択個人を特定できる情報 (PII)。

5.

送信元出力モードで、次の選択肢のいずれかを選択します。
• OFFSET— ジョブの出力は、各 PII エンティティの場所を返します。
• リダクション— ジョブの出力は、各 PII エントリが編集された入力テキストのコピーを返します。

6.

(オプション)リダクション出力モードとして、墨消しする PII エンティティタイプを選択できます。

7.

[]入力データで、入力ドキュメントが Amazon S3 のどこに存在するかを指定します。
•
独自の文書を分析するには、マイドキュメントを選択し、S3をクリックして、ファイルを含むバ
ケットまたはフォルダへのパスを指定します。
•
Amazon Comprehend から提供されたサンプルを分析するには、ドキュメントの例。この場
合、Amazon Comprehend は、によって管理されるバケットを使用します。AWSと入力し、場所
を指定しません。
(オプション)入力形式で、入力ファイルに指定する形式は次のとおりです。

8.

• ファイルごとに 1 つのドキュメント— 各ファイルには 1 つの入力ドキュメントが含まれます。これ
は、大きな文書のコレクションに最適です。

90

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
リアルタイム分析 (API)

9.

• 1 行に 1 つのドキュメント— 入力は、1 つ以上のファイルです。ファイル内の各行はドキュメント
と見なされます。これは、ソーシャルメディアへの投稿など、短いドキュメントに最適です。各行
は、改行（LF、\ n）、キャリッジリターン（CR、\ r）、またはその両方（CRLF、\ r\ n）で終了す
る必要があります。UTF-8 の行区切り文字 (u+2028) を使用して行を終了することはできません。
[]出力データ、選択S3。分析によって生成された出力データを Amazon Comprehend に書き込む
Amazon S3 バケットまたはフォルダを選択します。

10. (オプション) ジョブの出力結果を暗号化するには、暗号化。次に、現在のアカウントに関連付けられ
た KMS キーを使用するか、別のアカウントの KMS キーを使用するかを選択します。
•

現在のアカウントに関連付けられているキーを使用している場合は、次のようにキーのエイリア
スまたは ID を選択します。KMS キー ID。

•

別のアカウントに関連付けられたキーを使用している場合は、キーエイリアスまたは ID の ARN
をKMS キー ID。

Note
KMS キーと関連する暗号化の作成と使用の詳細については、「」を参照してくださ
い。Key Management Service (KMS)。
11. []アクセス許可では、以下の IAM ロールを提供します。
• 入力ドキュメントの Amazon S3 の場所への読み取りアクセス権を付与します。
• 出力ドキュメントの Amazon S3 の場所への書き込みアクセス権を付与します。
• 許可する信頼ポリシーが含まれていますcomprehend.amazonaws.comロールを引き受け、アクセ
ス許可を取得するためのサービスプリンシパル。
これらのアクセス権限と適切な信頼ポリシーを持つ IAM ロールがない場合は、[IAM の作成ロールを
作成して作成してください。
12. フォームの入力が完了したら、ジョブの作成をクリックして、トピック検出ジョブを作成して開始し
ます。
新しいジョブがジョブリストに表示され、ジョブのステータスを示すステータスフィールドが表示されま
す。フィールドには次のものがありますIN_PROGRESS処理中のジョブの場合はCOMPLETED正常に終了し
た仕事のために、そしてFAILEDエラーのあるジョブの。ジョブをクリックすると、エラーメッセージな
ど、ジョブに関する詳細情報が表示されます。
ジョブが完了すると、Amazon Comprehend は、ジョブ用に指定した出力の Amazon S3 の場所に分析結
果を保存します。解析結果の説明については、PII エンティティーの検出 (p. 83)。

PII リアルタイム分析 (API)
Amazon Comprehend は、ドキュメント内の個人識別情報 (PII) を分析するためのリアルタイムの同期 API
オペレーションを提供します。
トピック
• PII リアルタイムエンティティ (API) の検索 (p. 91)
• PII リアルタイムエンティティ (API) のラベル付け (p. 92)

PII リアルタイムエンティティ (API) の検索
1 つのドキュメントで PII を見つけるには、Amazon Comprehend を使用できま
すDetectPiiEntities (p. 352)オペレーション. 入力テキストには、最大 100 KB の UTF-8 エンコード文字を
含めることができます。
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(CLI) を使用して PII を検索する
次の例ではを使用しています。DetectPiiEntitiesのオペレーションAWS CLI。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend detect-pii-entities \
--text "Hello Paul Santos. The latest statement for your credit card \
account 1111-0000-1111-0000 was mailed to 123 Any Street, Seattle, WA \
98109." \
--language-code en

Amazon Comprehend は次のように応答します。
{

}

"Entities": [
{
"Score": 0.9999669790267944,
"Type": "NAME",
"BeginOffset": 6,
"EndOffset": 18
},
{
"Score": 0.8905550241470337,
"Type": "CREDIT_DEBIT_NUMBER",
"BeginOffset": 69,
"EndOffset": 88
},
{
"Score": 0.9999889731407166,
"Type": "ADDRESS",
"BeginOffset": 103,
"EndOffset": 138
}
]

PII リアルタイムエンティティ (API) のラベル付け
リアルタイム同期 API オペレーションを使用して、識別された PII エンティティタイプのラベルを返すこ
とができます。詳細については、「PII エンティティのラベル付け (p. 87)」を参照してください。

PII エンティティのラベル付け (CLI)
次の例ではを使用しています。ContainsPiiEntitiesのオペレーションAWS CLI。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend contains-pii-entities \
--text "Hello Paul Santos. The latest statement for your credit card \
account 1111-0000-1111-0000 was mailed to 123 Any Street, Seattle, WA \
98109." \
--language-code en

Amazon Comprehend は次のように応答します。
{
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}

"Labels": [
{
"Name": "NAME",
"Score": 0.9149109721183777
},
{
"Name": "CREDIT_DEBIT_NUMBER",
"Score": 0.8905550241470337
}
{
"Name": "ADDRESS",
"Score": 0.9951046109199524
}
]

PII 非同期分析ジョブ (API)
PII 非同期分析 (API)
非同期 API 操作を使用して、PII エンティティを検索または編集する分析ジョブを作成できます。PII エン
ティティタイプの詳細については、「」を参照してください。PII エンティティーの検出 (p. 83)。
トピック
• 非同期ジョブ (API) を持つ PII エンティティの検索 (p. 93)
• 非同期ジョブ (API) による PII エンティティの編集 (p. 97)

非同期ジョブ (API) を持つ PII エンティティの検索
ドキュメントのコレクションの PII を特定するために、非同期バッチジョブを実行します。ジョブを実行
するには、ドキュメントを Amazon S3 にアップロードし、StartPiiEntitiesDetectionJob (p. 434)リクエス
ト.
トピック
• 開始する前に (p. 93)
• 入力パラメータ (p. 93)
• 非同期Job メソッド (p. 94)
• 出力形式 (p. 94)
• を使用した非同期分析AWS Command Line Interface (p. 95)

開始する前に
作業を開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
• 入力バケットと出力バケット— 入力ファイル用および出力ファイル用に使用する Amazon S3 バケット
を特定します。バケットは、呼び出している API と同じリージョン内に存在する必要があります。
• IAM サービスロール— 入出力バケットにアクセスする権限を持つ IAM サービスロールが必要です。詳
細については、「非同期操作に必要なロールベースの権限 (p. 205)」を参照してください。

入力パラメータ
リクエストで以下の必須パラメータを含めます。
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• InputDataConfig— 以下の内容を指定します。InputDataConfig (p. 546)ジョブの入力プロパティを
含む、リクエストの定義。向けのS3Uriパラメータで、入力ドキュメントの Amazon S3 の場所を指定
します。
• OutputDataConfig— 以下の内容を指定します。OutputDataConfig (p. 553)ジョブの出力プロパティ
を含む、リクエストの定義。向けのS3Uriパラメータで、Amazon Comprehend が分析結果を書き込む
Amazon S3 の場所を指定します。
• DataAccessRoleArn— の Amazon リソースネーム (ARN)AWS Identity and Access Managementロー
ル。このロールは、入力データへの読み取りアクセス権と、Amazon S3 の出力場所への書き込みアクセ
ス権を Amazon Comprehend に付与する必要があります。詳細については、「非同期操作に必要なロー
ルベースの権限 (p. 205)」を参照してください。
• Mode— このパラメータはに設定します。ONLY_OFFSETS。この設定では、出力は、入力テキスト内の
各 PII エンティティを特定する文字オフセットを提供します。出力には、信頼スコアと PII エンティティ
タイプも含まれます。
• LanguageCode— このパラメータはに設定します。en。Amazon Comprehend は PII 検出を英語のテキ
ストのみでサポートしています。

非同期Job メソッド
-StartPiiEntitiesDetectionJobは、ジョブの進行状況を監視し、完了時にジョブのステータスを取
得できるように、ジョブ ID を返します。
分析ジョブの進行状況を監視するには、ジョブ ID をDescribePiiEntitiesDetectionJob (p. 327)オペレー
ション. からのレスポンスは次のとおりです。DescribePiiEntitiesDetectionJobには が含まれてい
ますJobStatusフィールドには、ジョブの現在のステータスを示します。正常に接続されたジョブは、次
の各状態は以下のとおりです。
送信済み-> IN_PROGRESS-> 完了しました。
分析ジョブが終了した後 (JobStatus完了、失敗、または停止
中)、DescribePiiEntitiesDetectionJobを使用して結果の場所を取得します。ジョブのステータス
がCOMPLETEDの場合、応答にはOutputDataConfig出力ファイルの Amazon S3 の場所を含むフィール
ドを含むフィールド。
Amazon Comprehend 非同期分析の手順の詳細については、「」を参照してください。非同期バッチ処
理 (p. 34)。

出力形式
出力ファイルoutput.tar.gzは、分析の結果を含む圧縮アーカイブです。
以下は、ドキュメント内の PII エンティティを検出した分析ジョブの出力ファイルの例です。入力の
フォーマットは、1 行に 1 ドキュメントです。
{

"Entities": [
{
"Type": "NAME",
"BeginOffset": 40,
"EndOffset": 69,
"Score": 0.999995
},
{
"Type": "ADDRESS",
"BeginOffset": 247,
"EndOffset": 253,
"Score": 0.998828
},
{
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"Type": "BANK_ACCOUNT_NUMBER",
"BeginOffset": 406,
"EndOffset": 411,
"Score": 0.693283

}
],
"File": "doc.txt",
"Line": 0

},
{

"Entities": [
{
"Type": "SSN",
"BeginOffset": 1114,
"EndOffset": 1124,
"Score": 0.999999
},
{
"Type": "EMAIL",
"BeginOffset": 3742,
"EndOffset": 3775,
"Score": 0.999993
},
{
"Type": "PIN",
"BeginOffset": 4098,
"EndOffset": 4102,
"Score": 0.999995
}
],
"File": "doc.txt",
"Line": 1

}

以下は、入力の形式がファイルごとに 1 つのドキュメントである解析からの出力の例です。
{

}

"Entities": [
{
"Type": "NAME",
"BeginOffset": 40,
"EndOffset": 69,
"Score": 0.999995
},
{
"Type": "ADDRESS",
"BeginOffset": 247,
"EndOffset": 253,
"Score": 0.998828
},
{
"Type": "BANK_ROUTING",
"BeginOffset": 279,
"EndOffset": 289,
"Score": 0.999999
}
],
"File": "doc.txt"

を使用した非同期分析AWS Command Line Interface
次の例ではを使用しています。StartPiiEntitiesDetectionJobのオペレーションAWS CLI。
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例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend start-pii-entities-detection-job \
--region region \
--job-name job name \
--cli-input-json file://path to JSON input file

向けのcli-input-json次の例に示すように、リクエストデータを含む JSON ファイルへのパスを指定
します。
{

}

"InputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://input bucket/input path",
"InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
},
"OutputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://output bucket/output path"
},
"DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::account ID:role/data access role"
"LanguageCode": "en",
"Mode": "ONLY_OFFSETS"

イベント検出ジョブの各状態は以下のとおりです。次のようなレスポンスが表示されます。
{

"JobId": "5d2fbe6e...e2c"
"JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:123456789012:pii-entities-detectionjob/5d2fbe6e...e2c"
"JobStatus": "SUBMITTED",
}

「」を使用できます。DescribeEventsDetectionJob (p. 322)オペレーションを使用して、既存のジョブの
ステータスを取得します。イベント検出ジョブの各状態は以下のとおりです。次のようなレスポンスが表
示されます。
aws comprehend describe-pii-entities-detection-job \
--region region \
--job-id job ID

ジョブが正常に完了すると、次のようなレスポンスが表示されます。
{

"PiiEntitiesDetectionJobProperties": {
"JobId": "5d2fbe6e...e2c"
"JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:123456789012:pii-entities-detectionjob/5d2fbe6e...e2c"
"JobName": "piiCLItest3",
"JobStatus": "COMPLETED",
"SubmitTime": "2022-05-05T14:54:06.169000-07:00",
"EndTime": "2022-05-05T15:00:17.007000-07:00",
"InputDataConfig": {
(identical to the input data that you provided with the request)
}
}
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非同期ジョブ (API) による PII エンティティの編集
テキスト内の PII エンティティを編集するには、非同期バッチジョブを開始します。ジョブを実行するに
は、ドキュメントを Amazon S3 にアップロードし、StartPiiEntitiesDetectionJob (p. 434)リクエスト.
トピック
• 開始する前に (p. 97)
• 入力パラメータ (p. 97)
• 出力形式 (p. 98)
• PIIリダクションはAWS Command Line Interface (p. 98)

開始する前に
作業を開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。
• 入力バケットと出力バケット— 入力ファイル用および出力ファイル用に使用する Amazon S3 バケット
を特定します。バケットは、呼び出している API と同じリージョン内に存在する必要があります。
• IAM サービスロール— 入出力バケットにアクセスする権限を持つ IAM サービスロールが必要です。詳
細については、「非同期操作に必要なロールベースの権限 (p. 205)」を参照してください。

入力パラメータ
リクエストで以下の必須パラメータを含めます。
• InputDataConfig— 以下の内容を指定します。InputDataConfig (p. 546)ジョブの入力プロパティを
含む、リクエストの定義。向けのS3Uriパラメータで、入力ドキュメントの Amazon S3 の場所を指定
します。
• OutputDataConfig— 以下の内容を指定します。OutputDataConfig (p. 553)ジョブの出力プロパティ
を含む、リクエストの定義。向けのS3Uriパラメータで、Amazon Comprehend が分析結果を書き込む
Amazon S3 の場所を指定します。
• DataAccessRoleArn— の Amazon リソースネーム (ARN)AWS Identity and Access Managementロー
ル。このロールは、入力データへの読み取りアクセス権と、Amazon S3 の出力場所への書き込みアクセ
ス権を Amazon Comprehend に付与する必要があります。詳細については、「非同期操作に必要なロー
ルベースの権限 (p. 205)」を参照してください。
• Mode— このパラメータはに設定します。ONLY_REDACTION。この設定では、Amazon Comprehend は
入力ドキュメントのコピーを Amazon S3 の出力場所に書き込みます。このコピーでは、各 PII エンティ
ティが編集されています。
• RedactionConfig— 以下の内容を指定します。RedactionConfig (p. 563)リダクションの設定パラ
メータを含む、リクエストの定義。墨消しする PII のタイプを指定し、各 PII エンティティをそのタイプ
の名前に置き換えるか、選択した文字に置き換えるかを指定します。
• 墨消しする PII エンティティタイプをPiiEntityTypes配列。すべてのエンティティタイプを墨消し
するには、配列の値を["ALL"]。
• 各 PII エンティティをそのタイプに置き換えるには、MaskModeパラメータ
をREPLACE_WITH_PII_ENTITY_TYPE。たとえば、この設定では、PII エンティティ「Jane Doe」が
「[NAME]」に置き換えられます。
• 各 PII エンティティの文字を任意の文字に置き換えるには、MaskModeパラメータをMASKをクリッ
クし、MaskCharacterパラメータは置換文字に設定します。文字は 1 文字だけ入力してください。
有効な文字は! 、#、$、%、&、*、@。たとえば、この設定では、PII エンティティ「Jane Doe」を
「**** ***」に置き換えることができます
• LanguageCode— このパラメータはに設定します。en。Amazon Comprehend は PII 検出を英語のテキ
ストのみでサポートしています。
97

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
PII エンティティの編集

出力形式
次の例は、PII を消去する分析ジョブからの入力ファイルと出力ファイルを示しています。入力のフォー
マットは、1 行に 1 ドキュメントです。
{
Managing Your Accounts Primary Branch Canton John Doe Phone Number 443-573-4800 123 Main
StreetBaltimore, MD 21224
Online Banking HowardBank.com Telephone 1-877-527-2703 Bank 3301 Boston Street, Baltimore,
MD 21224

この入力ファイルを編集する解析ジョブは、次の出力ファイルを生成します。
{
Managing Your Accounts Primary Branch ****** ******** Phone Number ************
**********************************
Online Banking ************** Telephone ************** Bank
***************************************
}

PIIリダクションはAWS Command Line Interface
次の例ではを使用しています。StartPiiEntitiesDetectionJobのオペレーションAWS CLI。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend start-pii-entities-detection-job \
--region region \
--job-name job name \
--cli-input-json file://path to JSON input file

向けのcli-input-json次の例に示すように、リクエストデータを含む JSON ファイルへのパスを指定
します。
{

}

"InputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://input bucket/input path",
"InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
},
"OutputDataConfig": {
"S3Uri": "s3://output bucket/output path"
},
"DataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::account ID:role/data access role"
"LanguageCode": "en",
"Mode": "ONLY_REDACTION"
"RedactionConfig": {
"MaskCharacter": "*",
"MaskMode": "MASK",
"PiiEntityTypes": ["ALL"]
}

イベント検出ジョブの各状態は以下のとおりです。次のようなレスポンスが表示されます。
{
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"JobId": "7c4fbe6e...e5b"
"JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:123456789012:pii-entities-detectionjob/7c4fbe6e...e5b"
"JobStatus": "SUBMITTED",
}

「」を使用できます。DescribeEventsDetectionJob (p. 322)オペレーションを使用して、既存のジョブの
ステータスを取得します。
aws comprehend describe-pii-entities-detection-job \
--region region \
--job-id job ID

ジョブが正常に完了すると、次のようなレスポンスが表示されます。
{

"PiiEntitiesDetectionJobProperties": {
"JobId": "7c4fbe6e...e5b"
"JobArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:123456789012:pii-entities-detectionjob/7c4fbe6e...e5b"
"JobName": "piiCLIredtest1",
"JobStatus": "COMPLETED",
"SubmitTime": "2022-05-05T14:54:06.169000-07:00",
"EndTime": "2022-05-05T15:00:17.007000-07:00",
"InputDataConfig": {
(identical to the input data that you provided with the request)
}
}
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カスタム分類
を使用するカスタム分類を使用して、定義したカテゴリ (クラス) にドキュメントを整理します。カスタム
分類は 2 段階のプロセスです。まず、関心のあるクラスを認識するためのカスタム分類モデル (分類器と
も呼ばれる) をトレーニングします。次に、モデルを使用して任意の数の文書セットを分類します。
たとえば、サポートリクエストの内容を分類して、リクエストを適切なサポートチームに転送できます。
また、顧客から受信したメールを分類して、顧客からのリクエストに関するガイダンスを提供することも
できます。Amazon Comprehend と Amazon Transcribe を組み合わせて、音声をテキストに変換し、サ
ポート電話からのリクエストを分類することができます。
アカウントには、それぞれ異なるデータを使用してトレーニングされた複数のカスタム分類器を含めるこ
とができます。分類ジョブを送信するときは、使用する分類子を選択します。Amazon Comprehend は、
その分類子、トレーニング方法、およびマルチクラスモードとマルチラベルモードのどちらを使用して
トレーニングされたかに基づいて結果を返します。マルチクラスモードでは、単一のドキュメントを同期
（リアルタイム）で分類することも、大きなドキュメントまたは一連のドキュメントを非同期で分類する
こともできます。マルチラベルモードは、非同期ジョブのみをサポートします。
トピック
• トレーニングデータを準備する (p. 100)
• モデルのトレーニング (p. 105)
• カスタム分類器モデルの実行 (p. 118)

トレーニングデータを準備する
文書は、マルチクラスまたはマルチラベルの 2 つのモードを使用して分類できます。一部の入力ファイル
形式はモードごとに異なるため、モデルをトレーニングするためのデータを作成するときに使用するモー
ドを選択します。
の概念クラスは両方のモードで使用されます。これは、分析中のドキュメントに適用されるカスタムカテ
ゴリです。ただし、各モードではクラスの使用方法が異なります。マルチクラスモードでは、各ドキュメ
ントに 1 つのクラスのみが関連付けられます。マルチラベルモードでは、1 つのドキュメントに複数のク
ラスが関連付けられます。トレーニングデータの形式もモードごとに異なります。
Amazon Comprehend で動作する次の言語のいずれかを使用して、カスタム分類子をトレーニングできま
す。英語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、またはポルトガル語。ただし、分類子をト
レーニングできるのは 1 つの言語のみです。分類子は複数言語をサポートしません。
カスタム分類器 (カスタムモデル) をトレーニングするには、分類に使用するクラスを特定します。たとえ
ば、pricing、defect、または profanity などです。次に、これらの各クラスの文書の例を特定しま
す。各クラスについて、トレーニング用の最低10個の文書を提出してください。たとえば、可能なクラス
が 10 個ある場合、モデルをトレーニングするには、合計で少なくとも 100 個の機密文書が必要です。よ
り正確なトレーニングを行うには、各クラスに最低50以上のドキュメントを推奨します。

Note
分類子で複数のクラスを使用できますが、文書で分類子を使用するときに階層が決定されること
はありません。
クラスごとに 50 以上のトレーニングドキュメントを使用してモデルをトレーニングすることをお勧めし
ます。クラスごとに最低10個のトレーニングドキュメントが必要ですが、ドキュメントの数が多いほど正
確になります。トレーニングドキュメントの合計サイズは 5 GB 未満である必要があります。
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トピック
• 多クラスモード (p. 101)
• マルチラベルモード (p. 103)

多クラスモード
複数クラス分類では、各文書に割り当てられるクラスは 1 つだけです。個々のクラスは相互に排他的で
す。たとえば、映画はドキュメンタリーまたはSFとして分類できますが、両方を同時に分類することはで
きません。
カスタム分類器をトレーニングした後、非同期操作または同期操作のいずれかでドキュメントを分析でき
ます。非同期操作を使用すると、多数のドキュメントを一度に分析できます。結果の解析は、別のファイ
ルに返されます。同期操作を使用すると、単一のドキュメントのみを分析できますが、結果をリアルタイ
ムで取得できます。これらのオプションは、マルチラベルモードを使用する場合は使用できません。
カスタム分類器を学習させるには、ラベル付きの学習データを提供する必要があります。トレーニング
データのラベルは、ラベルのない入力を指定したときに、トレーニング済みモデルが後で生成する出力の
タイプに似ている必要があります。トレーニングデータは、CSV ファイルとして、または次の拡張マニ
フェストファイルとして提供できます。 SageMaker Ground Truth

CSV ファイル
カスタム分類器をトレーニングするために、トレーニングデータを 2 列の CSV ファイルとして提供でき
ます。その中で、ラベルは最初の列に提供され、文書は2番目の列に提供されます。
クラスは、有効な UTF-8 文字列例にすることができます。明確で、意味が重ならないクラスを提案しま
す。空白を含めることができ、は複数の単語をアンダースコアまたはハイフンでつなげて構成できます。
トレーニングドキュメントは\ n または\ r\ n で終わり、CSV ファイルでは有効な UTF-8 である必要があり
ます。
データは 2 列になければなりません。個々の列にはヘッダーを含めないでください。ファイルにヘッダー
を含めると、ランタイムエラーが発生する可能性があります。ファイルの各行には、1 つのクラスと、そ
のクラスを説明するドキュメントのテキストが含まれています。
CLASS,Text of document 1
CLASS,Text of document 2
CLASS,Text of document 3

たとえば、次の行は、電子メールメッセージがスパムかどうかを検出するカスタム分類子をトレーニング
する CSV ファイルに属します。
SPAM, "Paulo, your $1000 award is waiting for you! Claim it while you still can at http://
example.com."

拡張マニフェストファイル
拡張マニフェストファイルは、によって生成されるラベル付きデータセットです。 SageMaker Ground
Truth Ground Truth は、機械学習モデル用のトレーニングデータセットを構築するユーザーまたは従業員
を支援するデータラベリングサービスです。Amazon Comprehend は、カスタムモデルのトレーニング
データとして拡張マニフェストファイルを受け入れます。これらのファイルは、Amazon Comprehend コ
ンソールまたはCreateDocumentClassifier (p. 281)API アクション。
Ground Truth とそれが生成する出力の詳細については、「」を参照してください。Amazon を使用する
SageMaker Ground Truth Truthのアマゾン SageMaker デベロッパーガイド。
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拡張マニフェストファイルは JSON 行形式です。これらのファイルで、各行はトレーニングドキュメント
および関連するラベルを含む完全な JSON オブジェクトです。次の例は、電子メールメッセージがスパム
かどうかを判断するカスタム分類子をトレーニングする拡張マニフェストファイルです。
{"source":"Document 1 text","MultiClassJob":0,"MultiClassJob-metadata":
{"confidence":0.62,"job-name":"labeling-job/multiclassjob","class-name":"not_spam","humanannotated":"yes","creation-date":"2020-05-21T17:36:45.814354","type":"groundtruth/textclassification"}}
{"source":"Document 2 text","MultiClassJob":1,"MultiClassJob-metadata":
{"confidence":0.81,"job-name":"labeling-job/multiclassjob","class-name":"spam","humanannotated":"yes","creation-date":"2020-05-21T17:37:51.970530","type":"groundtruth/textclassification"}}
{"source":"Document 3 text","MultiClassJob":1,"MultiClassJob-metadata":
{"confidence":0.81,"job-name":"labeling-job/multiclassjob","class-name":"spam","humanannotated":"yes","creation-date":"2020-05-21T17:37:51.970566","type":"groundtruth/textclassification"}}

この JSON 行ファイルの各行は完全な JSON オブジェクトであり、属性にはドキュメントテキスト、単一
のクラス名、および Ground Truth のその他のメタデータが含まれます。次の例は、拡張マニフェストファ
イル内の単一の JSON オブジェクトですが、読みやすいようにフォーマットされています。
{

"source": "Paulo, your $1000 award is waiting for you! Claim it while you still can at
http://example.com.",
"MultiClassJob": 0,
"MultiClassJob-metadata": {
"confidence": 0.98,
"job-name": "labeling-job/multiclassjob",
"class-name": "spam",
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2020-05-21T17:36:45.814354",
"type": "groundtruth/text-classification"
}

}

この例では、source属性はトレーニング文書のテキストを提供し、MultiClassJob属性は、分類リスト
からクラスのインデックスを割り当てます。の名前はMultiClassJob属性は任意であり、GGround Truth
th でラベル付けジョブを定義するときに任意の名前を指定します。
この例では、MultiClassJob属性がですラベル属性名は、Ground Truth ルースワーカーがトレーニング
データに割り当てるラベルを提供する属性です。トレーニングデータを Amazon Comprehend に提供する
ときは、1 つ以上のラベル属性名を指定する必要があります。指定する属性名の数は、拡張マニフェスト
ファイルが単一のラベル付けジョブの出力であるか、チェーンラベル付けジョブの出力であるかによって
異なります。
ファイルが 1 つのラベル付けジョブの出力である場合は、Ground Truth でジョブが作成されたときに使用
された単一ラベル属性名を指定します。
ファイルがチェーンされたラベル付けジョブの出力である場合は、チェーン内の 1 つ以上のジョブのラベ
ル属性名を指定します。各ラベル属性名は、個々のジョブからの注釈を提供します。チェーンされたラベ
ル付けジョブによって生成される拡張マニフェストファイルには、これらの属性を最大 5 つまで指定でき
ます。
拡張マニフェストファイルで、ラベル属性名が通常はsourceKey。ファイルが連鎖ジョブの出力である場
合、複数のラベル属性名が存在します。トレーニングデータを Amazon Comprehend に提供するときは、
モデルに関連する注釈を含む属性のみを指定します。「-metadata」で終わる属性は指定しないでくださ
い。
連鎖したラベル付けジョブの詳細と、そのジョブによって生成される出力の例については、「」を参照し
てください。ラベル付けジョブの連鎖アマゾンで SageMaker 開発者ガイド の最初のリリースです。
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マルチラベルモード
マルチラベル分類では、個々のクラスは異なるカテゴリを表しますが、これらのカテゴリは何らかの形で
関連しており、相互に排他的ではありません。その結果、各ドキュメントには少なくとも 1 つのクラスが
割り当てられますが、さらに多くのクラスが割り当てられます。たとえば、映画は単にアクション映画に
することも、アクション映画、SF映画、コメディーをすべて同時に作成することもできます。
トレーニングでは、マルチラベルモードは、最大100の一意のクラスを含む最大100万の例をサポートしま
す。
トレーニングデータは、CSV ファイルまたは Amazon の拡張マニフェストファイルとして提供できます。
SageMaker Ground Truth

CSV ファイル
カスタム分類器をトレーニングするために、トレーニングデータを 2 列の CSV ファイルとして提供でき
ます。その中で、ラベルは最初の列に提供され、文書は2番目の列に提供されます。
個々の列にはヘッダーを含めないでください。CSV ファイルにヘッダーを含めると、ランタイムエラーが
発生する可能性があります。ファイルの各行には、1 つ以上のクラスとトレーニングドキュメントのテキ
ストが含まれています。各クラスの間に区切り文字 (| など) を使用することで、複数のクラスを指定でき
ます。
CLASS,Text of document 1
CLASS,Text of document 2
CLASS|CLASS|CLASS,Text of document 3

たとえば、次の行は、映画の要約のジャンルを検出するカスタム分類子をトレーニングする CSV ファイル
に属します。
COMEDY|MYSTERY|SCIENCE_FICTION|TEEN,"A band of misfit teens become unlikely detectives when
they discover troubling clues about their high school English teacher. Could the strange
Mrs. Doe be an alien from outer space?"

クラス名のデフォルトの区切り記号はパイプ (|) です。ただし、区切り記号として別の文字を使用できま
す。区切り文字をクラス名の一部にすることはできません。たとえば、クラスが CLASS_1、CLASS_2、
および CLASS_3 の場合、アンダースコア (_) はクラス名の一部です。クラス名を区切る区切り文字として
アンダースコアを使用することはできません。

拡張マニフェストファイル
拡張マニフェストファイルは、によって生成されるラベル付きデータセットです。 SageMaker Ground
Truth Ground Truth は、機械学習モデル用のトレーニングデータセットを構築するユーザーまたは従業員
を支援するデータラベリングサービスです。Amazon Comprehend は、カスタムモデルのトレーニング
データとして拡張マニフェストファイルを受け入れます。これらのファイルは、Amazon Comprehend コ
ンソールまたはCreateDocumentClassifier (p. 281)API アクション。
Ground Truth とそれが生成する出力の詳細については、「」を参照してください。使用項目 Amazon
SageMaker Ground Truth Truthのアマゾン SageMaker デベロッパーガイド。
拡張マニフェストファイルは JSON 行形式です。これらのファイルで、各行はトレーニングドキュメント
および関連するラベルを含む完全な JSON オブジェクトです。次の例は、映画の要約のジャンルを検出す
るカスタム分類子をトレーニングする拡張マニフェストファイルです。
{"source":"Document 1 text","MultiLabelJob":[0,4],"MultiLabelJob-metadata":{"jobname":"labeling-job/multilabeljob","class-map":{"0":"action","4":"drama"},"humanannotated":"yes","creation-date":"2020-05-21T19:02:21.521882","confidence-map":
{"0":0.66},"type":"groundtruth/text-classification-multilabel"}}
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{"source":"Document 2 text","MultiLabelJob":[3,6],"MultiLabelJob-metadata":{"jobname":"labeling-job/multilabeljob","class-map":{"3":"comedy","6":"horror"},"humanannotated":"yes","creation-date":"2020-05-21T19:00:01.291202","confidence-map":
{"1":0.61,"0":0.61},"type":"groundtruth/text-classification-multilabel"}}
{"source":"Document 3 text","MultiLabelJob":[1],"MultiLabelJob-metadata":
{"job-name":"labeling-job/multilabeljob","class-map":{"1":"action"},"humanannotated":"yes","creation-date":"2020-05-21T18:58:51.662050","confidence-map":
{"1":0.68},"type":"groundtruth/text-classification-multilabel"}}

この JSON 行ファイルの各行は完全な JSON オブジェクトであり、属性にはドキュメントテキスト、1 つ
以上のクラス名、および Ground Truth のその他のメタデータが含まれます。次の例は、拡張マニフェスト
ファイル内の単一の JSON オブジェクトですが、読みやすいようにフォーマットされています。
{

"source": "A band of misfit teens become unlikely detectives when they discover
troubling clues about their high school English teacher. Could the strange Mrs. Doe be an
alien from outer space?",
"MultiLabelJob": [
3,
8,
10,
11
],
"MultiLabelJob-metadata": {
"job-name": "labeling-job/multilabeljob",
"class-map": {
"3": "comedy",
"8": "mystery",
"10": "science_fiction",
"11": "teen"
},
"human-annotated": "yes",
"creation-date": "2020-05-21T19:00:01.291202",
"confidence-map": {
"3": 0.95,
"8": 0.77,
"10": 0.83,
"11": 0.92
},
"type": "groundtruth/text-classification-multilabel"
}

}

この例では、source属性はトレーニング文書のテキストを提供し、MultiLabelJob属性は、分類リ
ストからいくつかのクラスのインデックスを割り当てます。の名前MultiLabelJob属性は任意であ
り、GGround Truth th でラベル付けジョブを定義するときに任意の名前を指定します。
この例では、MultiLabelJob属性がですラベル属性名は、Ground Truth ルースワーカーがトレーニング
データに割り当てるラベルを提供する属性です。トレーニングデータを Amazon Comprehend に提供する
ときは、1 つ以上のラベル属性名を指定する必要があります。指定する属性名の数は、拡張マニフェスト
ファイルが単一のラベル付けジョブの出力であるか、チェーンラベル付けジョブの出力であるかによって
異なります。
ファイルが 1 つのラベル付けジョブの出力である場合は、Ground Truth でジョブが作成されたときに使用
された単一ラベル属性名を指定します。
ファイルがチェーンラベル付けジョブの出力である場合は、チェーン内の 1 つ以上のジョブのラベル属性
名を指定します。各ラベル属性名は、個々のジョブからの注釈を提供します。チェーンされたラベル付け
ジョブによって生成される拡張マニフェストファイルには、これらの属性を最大 5 つまで指定できます。
拡張マニフェストファイルで、ラベル属性名は通常sourceKey。ファイルが連鎖ジョブの出力である場
合、複数のラベル属性名が存在します。トレーニングデータを Amazon Comprehend に提供するときは、
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モデルに関連する注釈を含む属性のみを指定します。「-metadata」で終わる属性は指定しないでくださ
い。
連鎖したラベル付けジョブの詳細と、そのジョブによって生成される出力の例については、「」を参照し
てください。ラベル付けジョブの連鎖アマゾンで SageMaker 開発者ガイド の最初のリリースです。

モデルのトレーニング
カスタム分類器モデルをマルチクラスモードまたはマルチラベルモードでトレーニングします。の概念ク
ラスは両方のモードで使用されます。これは、分析中のドキュメントに適用されるカスタムカテゴリで
す。ただし、各モードではクラスの使用方法が異なります。マルチクラスモードでは、各ドキュメントに
1 つのクラスのみが関連付けられます。マルチラベルモードでは、1 つのドキュメントに複数のクラスが
関連付けられます。トレーニングデータの形式もモードごとに異なります。
Amazon Comprehend で動作する次の言語のいずれかを使用して、カスタム分類子をトレーニングできま
す。英語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、ポルトガル語。ただし、分類子をトレーニ
ングできるのは 1 つの言語のみです。分類子は複数言語をサポートしません。
カスタム分類子を作成したら、DescribeDocumentClassifier (p. 308)オペレーション. TonceStatusfield
isTRAINEDその後、分類子を使用して文書を分類できます。
トピック
• カスタム分類器のトレーニング (コンソール) (p. 105)
• カスタム分類子 (API) のトレーニングと実行 (p. 108)
• トレーニングデータをテストする (p. 112)
• カスタム分類子メトリクス (p. 112)

カスタム分類器のトレーニング (コンソール)
コンソールを使用してカスタム分類子を作成およびトレーニングし、カスタム分類子を使用してドキュメ
ントを分析できます。
カスタム分類子をトレーニングするには、一連のトレーニングドキュメントが必要です。これらの文書に
は、文書分類子に認識させるカテゴリのラベルを付けます。これらのトレーニングドキュメントの詳細に
ついては、「」を参照してください。カスタム分類 (p. 100)。

文書分類子を作成してトレーニングするには
1.

にサインインしますAWS Management Consoleを開くAmazon Comprehend コンソール。

2.

左のメニューで、のカスタマイズ[] を選択しますカスタム分類。

3.

選択新しいモデルを作成する。

4.

分類子に名前を付けます。名前はアカウント内および現在のリージョンで一意でなければなりませ
ん。

5.

トレーニングドキュメントの言語を選択します。Amazon Comprehend で動作する任意の言語を使用
して、ドキュメント分類子をトレーニングできます。ただし、分類子は 1 つの言語でのみトレーニン
グできます。詳細については、次を参照してください。Amazon Comprehend でサポートされている
言語。 (p. 35)

6.

(オプション) トレーニングジョブの処理中にストレージボリューム内のデータを暗号化する場合
は、分類子暗号化[] で、現在のアカウントに関連付けられた KMS キーを使用するか、別のアカウント
のKMS キーを使用するかを選択します。
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• 現在のアカウントに関連付けられているキーを使用している場合は、のキー ID を選択しま
す。KMS キー ID。
• 別のアカウントに関連付けられたキーを使用する場合は、[] にキー ID の ARN を入力します。KMS
キー ARN。

Note
KMS キーの作成、使用、および関連する暗号化の詳細については、「」を参照してくださ
い。Key Management Service (KMS)。
7.

[]データの仕様で、使用する分類器モードを選択します。
• シングルラベルモード: ドキュメントに割り当てるカテゴリが相互に排他的で、各ドキュメントに 1
つのラベルのみを割り当てるように分類子をトレーニングする場合は、このオプションを選択しま
す。
• マルチラベルモード: 複数のカテゴリを 1 つの文書に同時に適用でき、各文書に 1 つ、複数、すべ
て、またはラベルを割り当てないように分類子をトレーニングする場合は、このオプションを選択
します。

8.

[] を選択した場合マルチラベルモードで、1 行に複数のラベルがある場合にラベルを区切るために使
用する文字区切り文字を選択します。ラベルの区切り文字。

9.

[]データ形式で、トレーニングドキュメントの形式を選択します。
• CSV ファイル-2 列の CSV ファイル。ラベルは最初の列に、ドキュメントは 2 列目に提供されま
す。
• 拡張マニフェスト— Amazon が作成したラベル付きデータセット SageMaker Ground Truth この
ファイルは JSON 行形式です。各行はトレーニングドキュメントとそれに関連するラベルを含む完
全な JSON オブジェクトです。
これらの形式の詳細と例については、「」を参照してください。トレーニングデータを準備す
る (p. 100)。

10. []トレーニングデータセットで、トレーニングドキュメントが含まれる Amazon S3 バケットの場所を
入力するか、[] を選択して [] に移動します。フォルダを選択。トレーニングジョブのアクセス許可に
使用する IAM ロールには、S3 バケットに対する読み取りアクセス許可が必要です。
11. []テストデータセットトレーニングされたモデルのパフォーマンスを評価する方法を選択します。これ
は、注釈とエンティティリストのトレーニングタイプの両方で行うことができます。
• 自動分割: Autosplit は、提供されたトレーニングデータの 10% をテストデータとして自動的に選択
します
• (オプション)お客様が提供した: 顧客提供を選択すると、使用するテストデータを正確に指定できま
す。[顧客提供のテストデータセット] を選択した場合は、Amazon S3 の注釈ファイルの URL を入
力します。また、注釈ファイルがある Amazon S3 のバケットまたはフォルダに移動して、フォル
ダを選択。
12. (オプション) Amazon Comprehend で、トレーニング中の分類子のパフォーマンスに関するメトリク
スを提供する混同マトリックスを作成する場合は、保存される Amazon S3 バケットの場所を入力し
ます。詳細については、「混同行列 (p. 116)」を参照してください。
(オプション) トレーニングジョブの出力結果を暗号化することを選択した場合は、暗号化[] で、現在
のアカウントに関連付けられた KMS キーを使用するか、別のアカウントのKMS キーを使用するかを
選択します。
• 現在のアカウントに関連付けられているキーを使用している場合は、のキーのエイリアスを選択し
ますKMS キー ID。
• 別のアカウントに関連付けられたキーを使用している場合は、キーエイリアスまたは ID の ARN
をKMS キー ID。
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13. 選択既存の IAM ロールを選択するを選択し、トレーニングドキュメントを含む S3 バケットの読み取
り権限を持つ既存の IAM ロールを選択します。comprehend.amazonaws.comで始まる信頼ポリシー
を持つロールのみ有効です。
これらのアクセス許可を持つ IAM ロールをお持ちでない場合は、[] を選択します。IAM ロールの作
成それを作る。このロールを付与するアクセス権限を選択し、名前サフィックスを選択して、アカウ
ントの IAM ロールとロールを区別します。

Note
入力ドキュメントが暗号化されている場合、使用される IAM ロールにはkms:Decryptア
クセス許可。詳細については、「KMS 暗号化を使用するために必要なアクセス許
可 (p. 202)」を参照してください。
14. (オプション) VPC から Amazon Comprehend にリソースを起動するには、下に VPC ID を入力しま
す。VPCまたは ID を選択します。
1. 下のサブネットを選択しますサブネット。最初のサブネットを選択したら、追加のサブネットを選
択できます。
2. []セキュリティグループで、指定した場合は使用するセキュリティグループを選択します。最初の
セキュリティグループを選択したら、追加のセキュリティグループを選択できます。

Note
分類ジョブで VPC を使用する場合、DataAccessRoleCreate および Start オペレーション
に使用されるには、入力ドキュメントと出力バケットにアクセスする VPC に対するアクセス
権限が必要です。
15. (オプション) タグを追加するには、下にキーと値のペアを入力します。タグ。[Add tag] (タグを追加)
を選択します。分類子を作成する前にこのペアを削除するには、タグの削除。詳細については、「 リ
ソースのタグ付け (p. 185)」を参照してください。
16. [Create] (作成) を選択します。
新しい分類子がリストに表示され、その状態が表示されます。最初は次のように表示されま
す。Submitted。すると表示されますTrainingトレーニング文書を処理する分類子の場合
は、Trainedすぐに使用できる分類器のために、そしてIn errorエラーのある分類子。ジョブをクリッ
クすると、エラーメッセージなど、分類子に関する詳細情報が表示されます。
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カスタム分類子 (API) のトレーニングと実行
カスタム分類器を作成してトレーニングするには、CreateDocumentClassifier (p. 281)オペレーション.
文書のコーパスでカスタム分類子を識別するには、StartDocumentClassificationJob (p. 410)オペレー
ション.
トピック
• カスタム分類をAWS Command Line Interface (p. 108)
• を使用したカスタム分類の使用AWS SDK for Java (p. 110)
• を使用したカスタム分類の使用AWS SDK for Python (Boto) (p. 111)

カスタム分類をAWS Command Line Interface
次の例は、CreateDocumentClassifierオペレーションStartDocumentClassificationJobオペ
レーション、およびその他のカスタム分類子 API をAWS CLI。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
を使用してカスタム分類子を作成しますcreate-document-classifierオペレーション.
aws comprehend create-document-classifier \
--region region \
--document-classifier-name testDelete \
--language-code en \
--input-data-config S3Uri=s3://S3Bucket/docclass/file name \
--data-access-role-arn arn:aws:iam::account number:role/testDeepInsightDataAccess

ドキュメント分類子 ARN を使用してカスタム分類子に関する情報を取得するに
は、DescribeDocumentClassifierオペレーション.
aws comprehend describe-document-classifier \
--region region \
--document-classifier-arn arn:aws:comprehend:region:account number:documentclassifier/file name

を使用してカスタム分類子を削除しますDeleteDocumentClassifierオペレーション.
aws comprehend delete-document-classifier \
--region region \
--document-classifier-arn arn:aws:comprehend:region:account number:documentclassifier/testDelete

アカウントのすべてのカスタム分類子を一覧表示するには、ListDocumentClassifiersオペレーショ
ン.
aws comprehend list-document-classifiers
--region region

を使用してカスタム分類ジョブを実行しますStartDocumentClassificationJobオペレーション.
aws comprehend start-document-classification-job \
--region region \
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--document-classifier-arn arn:aws:comprehend:region:account number:documentclassifier/testDelete \
--input-data-config S3Uri=s3://S3Bucket/docclass/file
name,InputFormat=ONE_DOC_PER_LINE \
--output-data-config S3Uri=s3://S3Bucket/output \
--data-access-role-arn arn:aws:iam::account number:role/resource name

を使用してジョブ ID を持つカスタム分類子に関する情報を取得しま
す。DescribeDocumentClassificationJobオペレーション.
aws comprehend describe-document-classification-job \
--region region \
--job-id job id

アカウントのすべてのカスタム分類ジョブを一覧表示するに
は、ListDocumentClassificationJobsオペレーション.
aws comprehend list-document-classification-jobs
--region region

を使用して、特定のカスタムモデルに関連付けられたエンドポイントを作成します。CreateEndpointオ
ペレーション.
aws comprehend create-endpoint \
--desired-inference-units number of inference units \
--endpoint-name endpoint name \
--model-arn arn:aws:comprehend:region:account-id:model/example \
--tags Key=My1stTag,Value=Value1

エンドポイントを使用してカスタム分類リクエストを実行するには、ClassifyDocumentオペレーショ
ン.
aws comprehend classify-document \
--endpoint-arn arn:aws:comprehend:region:account-id:endpoint/endpoint name \
--text 'text.'

を使用してエンドポイントを更新します。UpdateEndpointオペレーション.
aws comprehend update-endpoint \
--desired-inference-units updated number of inference units \
--endpoint-arn arn:aws:comprehend:region:account-id:endpoint/endpoint name

を使用してエンドポイントを削除しますDeleteEndpointオペレーション.
aws comprehend delete-endpoint \
--endpoint-arn arn:aws:comprehend:region:account-idendpoint/endpoint name

を使用して、エンドポイント Arn でエンドポイントに関する情報を取得します。DescribeEndpointオ
ペレーション.
aws comprehend describe-endpoint \
--endpoint-arn arn:aws:comprehend:region:account-id:endpoint/endpoint name

を使用して、アカウント内のすべてのエンドポイントを一覧表示します。ListEndpointsオペレーショ
ン.

109

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
カスタム分類子 (API) のトレーニングと実行

aws comprehend list-endpoint \
--filter status=Ready
--max-results 50

を使用したカスタム分類の使用AWS SDK for Java
この例では、カスタム分類子を作成し、Java を使用して学習させます。
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
com.amazonaws.services.comprehend.model.CreateDocumentClassifierRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.CreateDocumentClassifierResult;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeDocumentClassifierRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeDocumentClassifierResult;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DocumentClassifierInputDataConfig;
com.amazonaws.services.comprehend.model.LanguageCode;
com.amazonaws.services.comprehend.model.ListDocumentClassifiersRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.ListDocumentClassifiersResult;

public class DocumentClassifierDemo {
public static void main(String[] args) {
final AmazonComprehend comprehendClient =
AmazonComprehendClientBuilder.standard()
.withRegion("us-west-2")
.build();
final String dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::account number:role/resource name";
final CreateDocumentClassifierRequest createDocumentClassifierRequest = new
CreateDocumentClassifierRequest()
.withDocumentClassifierName("SampleCodeClassifier")
.withDataAccessRoleArn(dataAccessRoleArn)
.withLanguageCode(LanguageCode.En)
.withInputDataConfig(new DocumentClassifierInputDataConfig()
.withS3Uri("s3://S3Bucket/docclass/file name"));
final CreateDocumentClassifierResult createDocumentClassifierResult =
comprehendClient.createDocumentClassifier(createDocumentClassifierRequest);
final String documentClassifierArn =
createDocumentClassifierResult.getDocumentClassifierArn();
System.out.println("Document Classifier ARN: " + documentClassifierArn);
final DescribeDocumentClassifierRequest describeDocumentClassifierRequest = new
DescribeDocumentClassifierRequest()
.withDocumentClassifierArn(documentClassifierArn);
final DescribeDocumentClassifierResult describeDocumentClassifierResult =
comprehendClient.describeDocumentClassifier(describeDocumentClassifierRequest);
System.out.println("DescribeDocumentClassifierResult: " +
describeDocumentClassifierResult);
final ListDocumentClassifiersRequest listDocumentClassifiersRequest = new
ListDocumentClassifiersRequest();
final ListDocumentClassifiersResult listDocumentClassifiersResult =
comprehendClient
.listDocumentClassifiers(listDocumentClassifiersRequest);
System.out.println("ListDocumentClassifierResult: " +
listDocumentClassifiersResult );
}

}
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を使用したカスタム分類の使用AWS SDK for Python (Boto)
この例では、カスタム分類子を作成し、Python を使用して学習させます。
import boto3
# Instantiate Boto3 SDK:
client = boto3.client('comprehend', region_name='region')
# Create a document classifier
create_response = client.create_document_classifier(
InputDataConfig={
'S3Uri': 's3://S3Bucket/docclass/file name'
},
DataAccessRoleArn='arn:aws:iam::account number:role/resource name',
DocumentClassifierName='SampleCodeClassifier1',
LanguageCode='en'
)
print("Create response: %s\n", create_response)
# Check the status of the classifier
describe_response = client.describe_document_classifier(
DocumentClassifierArn=create_response['DocumentClassifierArn'])
print("Describe response: %s\n", describe_response)
# List all classifiers in account
list_response = client.list_document_classifiers()
print("List response: %s\n", list_response)

この例では、Python を使用してカスタム分類子ジョブを実行します
import boto3
# Instantiate Boto3 SDK:
client = boto3.client('comprehend', region_name='region')
start_response = client.start_document_classification_job(
InputDataConfig={
'S3Uri': 's3://srikad-us-west-2-input/docclass/file name',
'InputFormat': 'ONE_DOC_PER_LINE'
},
OutputDataConfig={
'S3Uri': 's3://S3Bucket/output'
},
DataAccessRoleArn='arn:aws:iam::account number:role/resource name',
DocumentClassifierArn=
'arn:aws:comprehend:region:account number:document-classifier/SampleCodeClassifier1'
)
print("Start response: %s\n", start_response)
# Check the status of the job
describe_response =
client.describe_document_classification_job(JobId=start_response['JobId'])
print("Describe response: %s\n", describe_response)
# List all classification jobs in account
list_response = client.list_document_classification_jobs()
print("List response: %s\n", list_response)
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トレーニングデータをテストする
モデルをトレーニングした後、Amazon Comprehend はカスタム分類器モデルをテストします。テスト
データを提供しなかった場合、Amazon Comprehend はトレーニングデータの 90% を使用してモデルをト
レーニングし、テストに使用するトレーニングデータの 10% を予約します。
モデルをテストすると、モデルが目的に合わせて十分にトレーニングされているかどうかを判断する
ために使用できるメトリクスが得られます。これらのメトリクスは分類子パフォーマンスの セクショ
ン分類子詳細コンソールのページ。それらはまたで戻されますMetricsによって返されるフィール
ドDescribeDocumentClassifier (p. 308)オペレーション.
たとえば、以下のトレーニングデータのサンプルには、ドキュメンタリー、ドキュメンタリー、サイエン
スフィクション、ドキュメンタリー、ロマンティックコメディの5つのラベルがあります。がある3つのユ
ニークなクラス: ドキュメンタリー, SCIENCE_FICTION, ROMANTIC_COMEDY。
コラム 1

コラム 2

ドキュメンタリー

ドキュメントのテキスト 1

ドキュメンタリー

ドキュメントのテキスト 2

SCIENCE_FICTION

ドキュメントテキスト 3

ドキュメンタリー

ドキュメントテキスト 4

ROMANTIC_COMEDY

ドキュメントのテキスト 5

たとえば、データにドキュメンタリークラスのインスタンスが1000個、SCIENCE_FICTIONが900
個、ROMANTIC_COMEDYクラスのインスタンスが1つ含まれている場合、テストセットはおよそ100個の
ドキュメンタリーと90個のSCIENCE_FICTIONインスタンスになります。ROMANTIC_COMEDY クラス
は、利用可能な例が 1 つしかないため、テストセットには含まれません。これは、このような設定で、予
測/推論中にROMANTIC_COMEDYとして分類されるドキュメントを見ることはほとんどないためです。
モデルのトレーニングが終了すると、トレーニングメトリクスから、モデルがニーズに対して十分にト
レーニングされているかどうかを判断するために使用できる情報を提供できます。

カスタム分類子メトリクス
Amazon Comprehend は、カスタム分類子があなたの仕事にどの程度うまく機能するかを推定するのに
役立つメトリクスを提供します。これらは分類器モデルのトレーニングに基づいているため、トレーニン
グ中のモデルのパフォーマンスを正確に表しますが、分類中のモデルパフォーマンスの近似値にすぎませ
ん。
メトリクスは、トレーニング済みのカスタム分類子からのメタデータが返されるたびに含まれます。

Note
「」を参照してください。メトリクス: 精度、リコール、FScore基礎となるプレシジョン、リ
コール、およびF1スコアのメトリクスを理解するため。これらのメトリクスはクラスレベルで定
義されます。私たちは使った大きい以下で説明するように、これらのメトリックを組み合わせて
テストセットP、R、F1を算出するための平均化。
Amazon Comprehend は、混同行列 (p. 116)カスタム分類器モデルトレーニングの一環として。これは、
で指定された出力ファイルに配置されます。CreateDocumentClassifier (p. 281)動作し、モデルがどの程
度うまく機能するかを評価するために使用できます。
トピック
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• メトリクス (p. 113)
• カスタム分類器のパフォーマンスを向上させる (p. 116)
• 混同行列 (p. 116)

メトリクス
Amazon Comprehend は以下のメトリクスをサポートしています。
トピック
• Accuracy (p. 113)
• 精度 (マクロ精度) (p. 114)
• リコール (マクロリコール) (p. 114)
• F1 スコア (マクロ F1 スコア) (p. 115)
• ハミングロス (p. 115)
• マイクロ精度 (p. 115)
• マイクロリコール (p. 115)
• マイクロ F1 スコア (p. 115)
これらは、分類子に関する詳細情報コンソールのページ。

Accuracy
精度は、モデルによって正確に予測されたテストデータからのラベルのパーセンテージを示します。つま
り、これは正しく認識されたラベルの割合です。これは、正しく認識されたテストドキュメント内のラベ
ルの数を、テストドキュメント内のラベルの総数で割ることによって計算されます。
例
[現行]

予測ラベル

正しい/間違った

1

1

[Right] (右)

0

1

間違った

2

3

間違った

3

3

[Right] (右)

2

2

[Right] (右)
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[現行]

予測ラベル

正しい/間違った

1

1

[Right] (右)

3

3

[Right] (右)

精度は、「権利」の数を全体のテストサンプル数 = 5/7 = 0.714、つまり 71.4% で割った値で構成されま
す。

精度 (マクロ精度)
精度は、テストデータにおける分類器の結果の有用性の尺度です。これは、正しく分類された文書の数を
クラスの分類の総数で割ったものとして定義されます。高精度とは、分類器が無関係な結果よりも実質的
に関連性の高い結果を返したことを意味します。
-Precisionメトリクス (メトリクス) は、マクロ精度。
次のテストセットで示します。
ラベル

サンプルの

ラベルの精度

Label_1

400

0.75

Label_2

300

0.80

Label_3

30000

0.90

Label_4

20

0.50

Label_5

10

0.40

したがって、モデルの精度 (マクロ精度) メトリックは次のようになります。
Macro Precision = (0.75 + 0.80 + 0.90 + 0.50 + 0.40)/5 = 0.67

リコール (マクロリコール)
これは、モデルが予測できる、テキスト内の正しいカテゴリの割合を示します。この指標は、利用可能な
すべてのラベルのリコールスコアを平均することから得られます。再現率は、分類器の結果がテストデー
タに対してどの程度完全であるかを示す尺度です。
再現率が高いということは、分類器が関連する結果のほとんどを返したことを意味します。
-Recallメトリクス (メトリクス) は、マクロリコール。
これは、次のテストセットで実証されています。
ラベル

サンプルの

ラベルのリコール

Label_1

400

0.70

Label_2

300

0.70

Label_3

30000

0.98

Label_4

20

0.80
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ラベル

サンプルの

ラベルのリコール

Label_5

10

0.10

したがって、モデルのリコール（マクロリコール）メトリックは次のようになります。
Macro Recall = (0.70 + 0.70 + 0.98 + 0.80 + 0.10)/5 = 0.656

F1 スコア (マクロ F1 スコア)
F1 スコア (F1) は、PrecisionそしてRecall値。分類子に関する全体的な精度を測定します。最高得点
は1で、最低点は0です。
Amazon Comprehend は、マクロ F1 スコア。これは、ラベルF1スコアの加重されていない平均です。次
のテストセットを例として使用します。
ラベル

サンプルの

ラベル F1 スコア

Label_1

400

0.724

Label_2

300

0.824

Label_3

30000

0.94]

Label_4

20

0.62

Label_5

10

0.16

モデルの F1 スコア (マクロ F1 スコア) は次のように計算されます。
Macro F1 Score = (0.724 + 0.824 + 0.94 + 0.62 + 0.16)/5 = 0.6536

ハミングロス
誤って予測されたラベルの割合。また、ラベルの総数に対する間違ったラベルの割合としても表示されま
す。スコアがゼロに近いほど良い。

マイクロ精度
元:
上記のPrecisionと同様に、使用可能なすべてのラベルの精度スコアを平均する代わりに、これはすべての
精度スコアの合計スコアに基づいています。

マイクロリコール
上記のリコールと同じですが、すべてのラベルのリコールスコアを平均するのではなく、すべてのリコー
ルスコアの合計スコアを合計したものに基づきます。

マイクロ F1 スコア
上記のF1スコアと同じですが、代わりにマイクロプレシジョンメトリックとマイクロリコールメトリック
の組み合わせ。
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カスタム分類器のパフォーマンスを向上させる
メトリクスは、分類ジョブ中にカスタム分類子がどのように機能するかについての洞察を提供します。メ
トリクスが低い場合、分類モデルがユースケースに効果的でない可能性が非常に高くなります。このよう
な場合は、分類器のパフォーマンスを改善するいくつかの選択肢があります。
1. トレーニングデータには、カテゴリを簡単に分離できる、より具体的なデータを提供します。たとえ
ば、一意の単語/文の観点からラベルを最もよく表す文書を提供します。
2. トレーニングデータに過小評価されているラベルのデータを追加します。
3. カテゴリーのスキューを減らすようにしてください。データ内の最大ラベルが、最小ラベルに含まれる
ドキュメントの10倍を超える場合は、最小のドキュメント数を増やし、スキュー比が高度に表現されて
いるクラスと最も表現されていないクラスのスキュー比を少なくとも 10:1 に下げてください。また、
高度に表現されたクラスからいくつかのドキュメントを削除することもできます。

混同行列
カスタム分類器モデルがトレーニングされると、Amazon Comprehend は混同マトリックスを作成し、ト
レーニングでのモデルのパフォーマンスに関するメトリクスを提供します。これにより、分類器の実行時
のパフォーマンスを評価できます。このマトリックスは、実際のラベルと比較して、モデルによって予測
されたラベルのマトリックスを示し、トレーニングされたモデルをテストするために提出されたドキュメ
ントの10〜20パーセントを使用して作成されます。
混同行列は、より多くのデータを追加するとパフォーマンスのモデル化に役立つクラスについて非常に良
い指標となります。行列の対角線に沿って表示されるラベルのサンプルの割合が高いほど、分類器はその
ラベルをより正確に分類できることを示しています。この数値が小さい場合 (ラベルクラスが、マトリッ
クスの非対角部分でサンプルの割合が高い場合)、さらにサンプルを追加できます。たとえば、ラベルAの
サンプルの 40% がラベルDとして分類される場合、ラベルAとラベルDの両方のサンプルをさらに追加す
ると、分類器のパフォーマンスが向上します。詳細については、「混同行列 (p. 116)」を参照してくださ
い。
生成される混同行列の形式は、マルチクラスモードとマルチラベルモードのどちらを使用して分類器を学
習させるかによって異なります。

マルチクラスモードの混同マトリックス
マルチクラス分類では、個々のクラスは相互に排他的であり、各ドキュメントにはラベルが 1 つだけ割り
当てられることが想定されていることを思い出してください。たとえば、動物は犬または猫にすることが
でき、両方を同時に使用することはできません。
多クラス学習済み分類子の混同行列の例は、次のとおりです。
A B X
A 1 2 0
B 0 3 0
X 0 0 1
Y 1 1 1
^
|
(actual

Y <-(predicted label)
4
1
0
1
label)

この場合、モデルは次のことを予測しました。
• 1つの「A」ラベルが正しく識別され、2つの「A」ラベルが実際に「B」ラベルとして誤って識別さ
れ、4つの「A」ラベルが「Y」ラベルとして誤って識別されました。
• 3つの「B」ラベルが正しく識別され、1つの「B」ラベルが「Y」ラベルとして誤って識別されました。
• 1つの「X」が正しく識別されました。

116

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
メトリクス

• 1つの「Y」ラベルが「A」ラベルとして誤って識別され、もう1つが「B」ラベルとして誤って識別さ
れ、もう1つが「X」ラベルとして誤って識別され、もう1つが「Y」ラベルとして正しく識別されまし
た。
このマトリックスでは、正しく識別されたラベルが対角線（A: A、B: B、X: X、Y）に表示されるため、予
測誤差はこの対角線外の値として表されるため、予測誤差がないか簡単に確認できます。この場合、モデ
ルは「X」ラベルを正しく識別し（サンプルは非常に小さいですが）、75% の確率で「B」ラベルを正し
く識別できることがわかります。ただし、86% の確率で「A」ラベルを誤って識別し、「Y」ラベルをラ
ンダムな確率よりも良くない割合で正しく識別します。
混同マトリックスは JSON 形式で表示され、上記の例では次のように表示されます。
{

"type": "multi_class",
"confusion_matrix": [
[1, 2, 0,4],
[0, 3, 0, 1],
[0, 0, 1, 0],
[1, 1, 1, 1]],
"labels": ["A", "B", "X", "Y"],
"all_labels": ["A", "B", "X", "Y"]

}

マルチラベルモードの混同行列
マルチラベル分類では、個々のラベルは異なるカテゴリを表しますが、これらのカテゴリは何らかの形
で関連していることを思い出してください。たとえば、映画は単なるアクション映画でも、アクション映
画、SF映画、コメディーでもすべて同時に使用できます。
多クラス学習済み分類子の混同行列の例は、次のとおりです。
この例では 3 つのラベルがあります。Comedy,Action, およびDrama。マルチクラス混同行列とは異な
り、マルチラベル混同行列は、以下に示すように、ラベルごとに 1 つの 2x2 行列を作成します。
Comedy
No Yes
No

2

1

Action
No Yes
No

1

Drama

No Yes

1

No

3

0

Yes 0
2
Yes 2
1
Yes
^
^
^
|
|
|
|-----------(was this label actually used)--------|

1

1

<-(predicted label)

この場合、モデルは以下をComedyラベル:
• 2 個のインスタンスComedyラベルは存在せず、存在しないと正しく予測されました。真陰性 (TN)。
• ゼロインスタンスComedyラベルは存在すると予測されましたが、存在しませんでした。偽陽性 (FP)。
• 1 個のインスタンスComedyラベルは存在しないと予測されましたが、存在していました。偽陰性
(FN)。
• 2 個のインスタンスComedyラベルが存在すると正しく予測されました。真陽性 (TP)。
上記のマルチクラス混同マトリックスと同様に、ここで正しく識別されたラベルが対角線上に表示されま
す (Yes: Yes および No: No)。予測誤差はこの対角線の外にある値として表されるため、予測誤差がないか
簡単に確認できます。この場合、モデルが正しく識別できます。Comedyラベルは40％の確率で存在し、
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同じ程度（40％）で不在を正しく識別できます。しかし、それは間違って識別されますComedyラベルは
20％の確率で存在しています。それは間違って識別しませんでしたComedyそうでなかったときは欠席と
してラベルを付ける。
混同マトリックスは JSON 形式で表示され、上記の例では次のように表示されます。
{
"type": "multi_label",
"confusion_matrix": [
[[2, 1],
[0, 2]],
[[1, 1],
[2, 1]],
[[3, 0],
[1, 1]]
],
"labels": ["Comedy", "Action", "Drama"]
"all_labels": ["Comedy", "Action", "Drama"]
}

- CreateDocumentClassifier API
混同マトリックスは、CreateDocumentClassifier (p. 281)API。操作が実行されると、混同行列
がconfusion_matrix.jsonファイル、次の場所にありますs3://user-defined-path/uniquevalue/output/output.tar.gz各パラメータの意味は次のとおりです user-defined-path それ
はS3Uriの値OutputDataConfigのパラメータCreateDocumentClassifier (p. 281)オペレーション.

カスタム分類器モデルの実行
カスタム分類器モデルを学習させた後、リアルタイムまたは非同期のカスタム分類を実行できます。カス
タムモデルを使用してリアルタイム解析を実行するには、エンドポイントを作成する必要があります。
トピック
• カスタム分類のためのリアルタイム分析 (コンソール) (p. 118)
• 非同期分類ジョブの入力と出力 (p. 121)
• カスタム分類の分析ジョブ (コンソール) (p. 124)

カスタム分類のためのリアルタイム分析 (コンソール)
カスタム分類器モデルを構築してトレーニングした後、カスタム分類のリアルタイム (同期) 解析を実行で
きます。分析は同期的であるため、カスタムモデルを使用してリアルタイムアプリケーションを構築でき
ます。
カスタムモデルを使用してリアルタイム解析を実行するエンドポイントを作成します。エンドポイントに
は、リアルタイム推論に利用できるように、カスタムモデルを使用できるようにするマネージドリソース
が含まれます。エンドポイントに割り当てられたスループットのレベルは、推論単位は、それぞれ 1 秒あ
たり 100 文字のデータスループットを表します。エンドポイントには最大 10 個の推論ユニットをプロビ
ジョニングできます。エンドポイントを更新することで、エンドポイントのスループットを拡大または縮
小できます。
リアルタイム分析が完了したら、エンドポイントを削除してください。エンドポイントに対する課金は、
アクティブである限り継続されるためです。さらにリアルタイム分析を実行する準備ができたら、別のエ
ンドポイントを作成できます。
エンドポイントコストの詳細については、「」を参照してください。Amazon Comprehend 価格。
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エンドポイントの作成が完了したら、Amazon で監視できます CloudWatch、更新して推論単位を変更す
るか、不要になったら削除する必要があります。詳細については、「Amazon Comprehend エンドポイン
トを管理する (p. 173)」を参照してください。
トピック
• カスタム分類のためのエンドポイントの作成 (p. 119)
• リアルタイムカスタム分類を実行する (p. 120)

カスタム分類のためのエンドポイントの作成
カスタムモデルを使用してリアルタイム解析を実行するには、エンドポイントを作成する必要がありま
す。

エンドポイントを作成するには (コンソール)
1.

にサインインしますAWS Management Console[] を開き、を開くAmazon Comprehend Console。

2.

左のメニューで、エンドポイントを選択し、エンドポイントの作成ボタンを使用します。あるエンド
ポイントの作成画面が開きます。

3.

エンドポイントに名前を付けます。名前は AWS リージョンおよびアカウント内で一意でなければな
りません。

4.

新しいエンドポイントをアタッチするカスタムモデルを選択します。ドロップダウンから、モデル名
で検索できます。

Note

5.
6.
7.

エンドポイントをアタッチする前に、モデルを作成する必要があります。まだモデルがない
場合は、カスタム分類またはカスタムエンティティ認識に作成します。
(オプション) エンドポイントにタグを追加するには、[タグそして選ぶタグの追加。エンドポイントを
作成する前にこのペアを削除するには、タグの削除
エンドポイントに割り当てる推論単位 (IU) の数を入力します。各単位は、毎秒最大 2 つのドキュメン
トに対して、1 秒あたり 100 文字のスループットを表します。
(オプション) 新しいエンドポイントを作成する場合は、IU 推定器を使用するオプションがあります。
スループットや 1 秒あたりに分析する文字数によっては、特に規模に応じて推論ユニットがいくつ必
要かを理解するのが難しい場合があります。このオプションのステップは、リクエストする IU の数を
決定するのに役立ちます。

Note
利用可能な IU の範囲は 1～10 です。1 秒あたりに分析できる最大文字数は 1000 です。
8.
9.

[() から購入の概要で、推定時間単位、日単位、および月単位のエンドポイントコストを確認します。
エンドポイントが起動してから削除されるまでに課金されることがわかっている場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。
10. 選択エンドポイントの作成
エンドポイントを作成するには (AWS CLI)
次の例は、CreateEndpointAWS CLI を使用した操作。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend create-endpoint \
--desired-inference-units number of inference units \
--endpoint-name endpoint name \
--model-arn arn:aws:comprehend:region:account-id:model/example \
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--tags Key=My1stTag,Value=Value1

Amazon Comprehend は次のように応答します。
{
}

"EndpointArn": "Arn"

リアルタイムカスタム分類を実行する
エンドポイントを作成したら、カスタムモデルを使用してリアルタイム分析を実行できます。コンソール
からリアルタイム分析を実行するには、次に示す2つの異なる方法と、CLIの方法があります。

(手順 A) カスタムモデルを使用してリアルタイム解析を実行するには (コンソール)
1.

にサインインしますAWS Management Console[] を開き、を開くAmazon Comprehend Console。

2.

左のメニューで、リアルタイム分析。

3.

[]入力タイプ、選択Customにとって分析タイプ。

4.

を使用する場合エンドポイントを選択[] で、使用するエンドポイントを選択します。このエンドポイ
ントは、特定のカスタムモデルにリンクされています。

5.

分析するテキストを入力します。

6.

選択分析。カスタムモデルに基づくテキスト分析が、分析の信頼度評価とともに表示されます。

(手順 B) カスタムモデルを使用してリアルタイム解析を実行するには (コンソール)
1.

にサインインしますAWS Management Console[] を開き、を開くAmazon Comprehend Console。

2.

左のメニューで、のカスタマイズ[] を選択してカスタム分類。

3.

[() から分類子[] リストで、エンドポイントを更新するカスタムモデルの名前を選択し、リンクに従い
ます。カスタムモデルの詳細ページが表示されます。

4.

に移動します。エンドポイント[] リストで、リアルタイム分析に使用するエンドポイントの名前を選
択し、リンクに従います。エンドポイント詳細ページが表示されます。

5.

選択リアルタイム分析に使用。

6.

を使用する場合Text[] で、分析するテキストを入力します。

7.

選択分析。カスタムモデルに基づくテキスト分析が、分析の信頼度評価とともに表示されます。

カスタムモデルを使用してリアルタイム解析を実行するには (AWS CLI)
次の例は、ClassifyDocumentAWS CLI を使用した操作。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend classify-document \
--endpoint-arn arn:aws:comprehend:region:account-id:endpoint/endpoint name \
--text 'From the Tuesday, April 16th, 1912 edition of The Guardian newspaper: The
maiden voyage of the White Star liner Titanic,
the largest ship ever launched ended in disaster. The Titanic started her trip from
Southampton for New York on Wednesday. Late
on Sunday night she struck an iceberg off the Grand Banks of Newfoundland. By wireless
telegraphy she sent out signals of distress,
and several liners were near enough to catch and respond to the call.'

120

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
非同期ジョブの入力と出力

Amazon Comprehend は次のように応答します。
{

}

"Classes": [
{
"Name": "string",
"Score": 0.9793661236763
}
]

非同期分類ジョブの入力と出力
モデルをトレーニングした後は、カスタム分類器を非同期で使用して、ラベルのないドキュメントを分類
できます。

Note
マルチクラスモードでトレーニングした場合、顧客分類器はドキュメントに対するリアルタイム
の洞察にも使用できます。ただし、リアルタイム分析は一度に 1 つのドキュメントにのみ適用で
きます。詳細については、「カスタム分類のためのリアルタイム分析 (コンソール) (p. 118)」を
参照してください。
非同期分析では、すべてのドキュメントが UTF-8 形式のテキストファイルである必要があります。ただ
し、カスタム分類モデルの学習は、one document per lineフォーマット、あなたはそのフォーマット
で書類を提出することができますone document per file。使用する形式は、以下に説明するように、
分析するドキュメントの種類によって異なります。
説明

[Format] (形式)

各ファイルには 1 つの入力ドキュメントが含まれ
ます。これは、新聞記事や科学論文など、大きな
文書のコレクションに最適です。

ファイルあたり 1 つのドキュメント

入力は 1 つ以上のファイルです。ファイル内の各
行はドキュメントと見なされます。これは、テキ
ストメッセージやソーシャルメディアへの投稿な
ど、短いドキュメントに最適です。

1 行に 1 つのドキュメント

各行は、改行（LF、\ n）、キャリッジリターン
（CR、\ r）、またはその両方（CRLF、\ r\ n）で
終了する必要があります。UTF-8 の行区切り文字
(u+2028) を使用して行を終了することはできませ
ん。
1 行に 1 つのドキュメント
の使用One document per lineメソッドでは、各ドキュメントは個別の行に配置され、ヘッダーは使用
されません。ラベルは各行に含まれていません (ドキュメントのラベルがまだわからないため)。ファイル
の各行（個々の文書の終わり）は、改行（LF、\ n）、キャリッジリターン（CR、\ r）、またはその両方
（CRLF、\ r\ n）で終わる必要があります。
入力ファイルの形式は、以下のように表示できます。
Text of document 1 \n
Text of document 2 \n
Text of document 3 \n
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Text of document 4 \n

ドキュメントファイルを準備したら、入力データに使用している S3 バケットにそのファイルを配置しま
す。
ファイルあたり 1 つのドキュメント
前の方法と同様に、これに使用されるファイルは UTF-8 形式のテキストファイルである必要があります。
これらはそれぞれ、入力データに使用される S3 バケットに配置されます。
入力データバケットには、分類ジョブの実行に使用されるファイルが含まれています。各ファイルは 1 つ
のドキュメントを表します。
分類ジョブを開始するときは、入力データ用にこの Amazon S3 の場所を指定します。URI は、呼び出す
API エンドポイントと同じ AWS リージョン内になければなりません。URI は、1 つのファイルを指すこと
ができます (「1 行に 1 つのドキュメント」を使用する場合など)、またはデータファイルの集合の接頭辞
として使用できます。
たとえば、URI を使用する場合S3://bucketName/prefix、プレフィックスが 1 つのファイルの場
合、Amazon Comprehend はそのファイルを入力として使用します。複数のファイルがプレフィックスで
始まる場合、Amazon Comprehend はそれらすべてを入力として使用します。
Amazon Comprehend にドキュメントコレクションと出力ファイルが含まれる S3 バケットへのアクセス
許可を付与します。詳細については、「非同期操作に必要なロールベースの権限 (p. 205)」を参照してく
ださい。

クラス分類
を使用するStartDocumentClassificationJob (p. 410)ラベルのない文書の分類を開始する操作。分類する
ドキュメントが含まれる S3 バケット、出力を配置する S3 バケット、使用する分類子を指定します。
カスタム分類は非同期です。ジョブを開始したら、DescribeDocumentClassificationJob (p. 305)その進捗
状況を監視する操作。時点Statusレスポンス内で表示時COMPLETEDでは、指定した場所の出力にアクセ
スできます。

分類ジョブの出力
非同期分析では、すべてのドキュメントが UTF-8 形式のテキストファイルである必要があります。ただ
し、カスタム分類モデルの学習は、one document per lineフォーマット、あなたはそのフォーマット
で書類を提出することができますone document per file。使用する形式は、以下に説明するように、
分析するドキュメントの種類によって異なります。
分類ジョブからの出力は、使用するデータセットだけに依存するわけではありません。出力は、使用する
分類器がマルチクラスモードとマルチラベルモードのどちらで学習されたかによっても異なります。推論
(分類ジョブ) は、使用される分類器モデルトレーニングモードに直接依存します。
使用するモードに関係なく、ジョブの出力は 1 つのファイルで構成されます。output.tar.gz。これ
は、出力を含むテキストファイルを含む圧縮アーカイブファイルです。
多クラス出力
マルチクラスモードで学習させた分類器を使用すると、結果は次のように表示されます。classes。これ
らの各にはclasses分類器をトレーニングするときにカテゴリのセットを作成するために使用されるクラ
スです。
次の例では、次の相互に排他的なクラスを使用しています。
DOCUMENTARY
SCIENCE_FICTION
ROMANTIC_COMEDY
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SERIOUS_DRAMA
OTHER

入力データが 1 行に 1 つのドキュメントとしてフォーマットされている場合、出力ファイルには入力の各
行に 1 行が含まれます。各行には、ファイル名、入力行の0から始まる行番号、ドキュメントで見つかっ
たクラスが含まれます。これは、Amazon Comprehend が個々のインスタンスが正しく分類されたという
確信をもって終了します。
例:
{"File": "file1.txt", "Line": "0", "Classes": [{"Name": "Documentary", "Score": 0.8642},
{"Name": "Other", "Score": 0.0381}, {"Name": "Serious_Drama", "Score": 0.0372}]}
{"File": "file1.txt", "Line": "1", "Classes": [{"Name": "Science_Fiction", "Score":
0.5}, {"Name": "Science_Fiction", "Score": 0.0381}, {"Name": "Science_Fiction", "Score":
0.0372}]}
{"File": "file2.txt", "Line": "2", "Classes": [{"Name": "Documentary", "Score": 0.1},
{"Name": "Documentary", "Score": 0.0381}, {"Name": "Documentary", "Score": 0.0372}]}
{"File": "file2.txt", "Line": "3", "Classes": [{"Name": "Serious_Drama", "Score": 0.3141},
{"Name": "Other", "Score": 0.0381}, {"Name": "Other", "Score": 0.0372}]}

入力データがファイルごとに 1 つのドキュメントとしてフォーマットされている場合、出力ファイルには
ドキュメントごとに 1 行が含まれます。各行には、ファイルの名前と、ドキュメントで見つかった 1 つま
たは複数のクラスが含まれます。これは、Amazon Comprehend が個々のインスタンスが正しく分類され
たという確信をもって終了します。
例:
{"File": "file0.txt", "Classes": [{"Name": "Documentary", "Score": 0.8642}, {"Name":
"Other", "Score": 0.0381}, {"Name": "Serious_Drama", "Score": 0.0372}]}
{"File": "file1.txt", "Classes": [{"Name": "Science_Fiction", "Score": 0.5}, {"Name":
"Science_Fiction", "Score": 0.0381}, {"Name": "Science_Fiction", "Score": 0.0372}]}
{"File": "file2.txt", "Classes": [{"Name": "Documentary", "Score": 0.1}, {"Name":
"Documentary", "Score": 0.0381}, {"Name": "Domentary", "Score": 0.0372}]}
{"File": "file3.txt", "Classes": [{"Name": "Serious_Drama", "Score": 0.3141}, {"Name":
"Other", "Score": 0.0381}, {"Name": "Other", "Score": 0.0372}]}

マルチラベル出力
マルチラベルモードで学習させた分類器を使用すると、結果は次のように表示されます。labels。これら
の各にはlabels分類器をトレーニングするときにカテゴリのセットを作成するために使用されるラベルで
す。
次の例では、これらの一意のラベルを使用しています。
SCIENCE_FICTION
ACTION
DRAMA
COMEDY
ROMANCE

入力データが 1 行に 1 つのドキュメントとしてフォーマットされている場合、出力ファイルには入力の各
行に 1 行が含まれます。各行には、ファイル名、入力行の0から始まる行番号、ドキュメントで見つかっ
たクラスが含まれます。これは、Amazon Comprehend が個々のインスタンスが正しく分類されたという
確信をもって終了します。
例:
{"File": "file1.txt", "Line": "0", "Labels": [{"Name": "Action", "Score": 0.8642}, {"Name":
"Drama", "Score": 0.650}, {"Name": "Science Fiction", "Score": 0.0372}]}
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{"File": "file1.txt", "Line": "1", "Labels": [{"Name": "Comedy", "Score": 0.5}, {"Name":
"Action", "Score": 0.0381}, {"Name": "Drama", "Score": 0.0372}]}
{"File": "file1.txt", "Line": "2", "Labels": [{"Name": "Action", "Score": 0.9934}, {"Name":
"Drama", "Score": 0.0381}, {"Name": "Action", "Score": 0.0372}]}
{"File": "file1.txt", "Line": "3", "Labels": [{"Name": "Romance", "Score": 0.9845},
{"Name": "Comedy", "Score": 0.8756}, {"Name": "Drama", "Score": 0.7723}, {"Name":
"Science_Fiction", "Score": 0.6157}]}

入力データがファイルごとに 1 つのドキュメントとしてフォーマットされている場合、出力ファイルには
ドキュメントごとに 1 行が含まれます。各行には、ファイルの名前と、ドキュメントで見つかった 1 つま
たは複数のクラスが含まれます。これは、Amazon Comprehend が個々のインスタンスが正しく分類され
たという確信をもって終了します。
例:
{"File": "file0.txt", "Labels": [{"Name": "Action", "Score": 0.8642}, {"Name": "Drama",
"Score": 0.650}, {"Name": "Science Fiction", "Score": 0.0372}]}
{"File": "file1.txt", "Labels": [{"Name": "Comedy", "Score": 0.5}, {"Name": "Action",
"Score": 0.0381}, {"Name": "Drama", "Score": 0.0372}]}
{"File": "file2.txt", "Labels": [{"Name": "Action", "Score": 0.9934}, {"Name": "Drama",
"Score": 0.0381}, {"Name": "Action", "Score": 0.0372}]}
{"File": "file3.txt”, "Labels": [{"Name": "Romance", "Score": 0.9845}, {"Name": "Comedy",
"Score": 0.8756}, {"Name": "Drama", "Score": 0.7723}, {"Name": "Science_Fiction", "Score":
0.6157}]}

Note
非同期分析ジョブの形式の詳細については、「」を参照してください。非同期バッチ処理 (p. 34)

カスタム分類の分析ジョブ (コンソール)
作成してトレーニングした後カスタムドキュメント分類子[] で、カスタム分類子ジョブを実行するために
使用できます。

カスタム分類ジョブを作成するには
1.

() にサインインしますAWS Management Console[] で、を開くAmazon Comprehend コンソール。

2.

左のメニューで、[] で分析ジョブ[] でジョブの作成。

3.

分類ジョブに名前を付けます。新しい名前はアカウントと現在のリージョンの一意であることが必要
です。

4.

[]分析タイプ、選択カスタム分類。

5.

送信元分類子を選択で、使用するカスタム分類子を選択します。

6.

(オプション) 分類ジョブの処理中にストレージボリューム内のデータを暗号化することを選択した場
合は、Job 暗号化[] で、現在のアカウントに関連付けられている KMS キーを使用するか、別のアカウ
ントのキーを使用するか、[KMS キーを使用する] を選択します。
• 現在のアカウントに関連付けられているキーを使用している場合、[] で、[] で、[] のキー ID を選択
します。KMS キー ID。
• 別のアカウントに関連付けられたキーを使用する場合は、[] で、キー ID の ARN をKMS キー
ARN。

Note
KMS キーと関連する暗号化の作成と使用の詳細については、「」を参照してください。Key
Management Service (KMS)。
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7.

8.

[]入力データ[] で、入力ドキュメントが含まれている Amazon S3 バケットの場所を入力するか、[]
でS3 の参照。このバケットは、呼び出している API と同じリージョン内になければなりません。分
類ジョブのアクセス許可に使用している IAM ロールには、S3 バケットに対する読み取りアクセス許
可が必要です。
(オプション) 分類する文書の形式を選択します。入力形式。これらは、ファイルごとに 1 つのドキュ
メント、または 1 つのファイルの 1 行につき 1 つのドキュメントになります。

9.

[]出力データで、Amazon Comprehend がジョブの出力データを書き込む Amazon S3 バケットの場所
を入力するか、またはS3 の参照。このバケットは、呼び出している API と同じリージョン内になけ
ればなりません。分類ジョブのアクセス許可に使用している IAM ロールには、S3 バケットに対する
書き込みアクセス許可が必要です。
10. (オプション) ジョブの出力結果を暗号化することを選択した場合は、暗号化[] で、現在のアカウント
に関連付けられている KMS キーを使用するか、別のアカウントのキーを使用するか、[KMS キーを使
用する] を選択します。
• 現在のアカウントに関連付けられているキーを使用する場合は、[] で、[] で、[] のキーのエイリアス
または ID を選択します。KMS キー ID。
• 別のアカウントに関連付けられたキーを使用している場合は、キーエイリアスまたは ID の ARN
をKMS キー ID。
11. (オプション) VPC から Amazon Comprehend にリソースを起動するには、下に VPC ID を入力しま
す。VPCまたは、ドロップダウンリストから ID を選択します。
1. 下のサブネットを選択してくださいサブネット。最初のサブネットを選択したら、追加のサブネッ
トを選択できます。
2. []セキュリティグループで、指定した場合は使用するセキュリティグループを選択します。最初の
セキュリティグループを選択したら、追加のセキュリティグループを選択できます。

Note
分類ジョブで VPC を使用する場合、DataAccessRoleCreate および Start オペレーション
に使用されるには、出力バケットにアクセスする VPC に対するアクセス権限が必要です。
12. 選択ジョブの作成[] で、ドキュメント分類ジョブを作成します。
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カスタム表現認識
カスタムエンティティ認識は、プリセットにない特定の新しいエンティティタイプを識別できるようにす
ることで、Amazon Comprehend の機能を拡張します。ジェネリックエンティティタイプ。つまり、ド
キュメントを分析し、特定のニーズに合った製品コードやビジネス固有のエンティティなどのエンティ
ティを抽出できます。
正確なカスタムエンティティレコグナイザーを独自に構築することは複雑なプロセスになる場合があり、
手動で注釈を付けたトレーニングドキュメントの大規模なセットを準備し、モデルトレーニングに適した
アルゴリズムとパラメーターを選択する必要があります。Amazon Comprehend は、カスタムエンティ
ティ認識モデルを作成するための自動注釈とモデル開発を提供することで、複雑さを軽減するのに役立ち
ます。
カスタムエンティティ認識モデルの作成は、文字列マッチングや正規表現を使用してドキュメントからエ
ンティティを抽出するよりも効果的なアプローチです。たとえば、文書内の ENGINEER 名を抽出する場
合、考えられるすべての名前を列挙することは困難です。さらに、コンテキストがなければ、ENGINEER
の名前と ANALYST の名前を区別することは困難です。カスタムエンティティ認識モデルは、それらの名
前が表示される可能性が高いコンテキストを学習できます。さらに、文字列の一致では、タイプミスがあ
るエンティティや新しい命名規則に従っているエンティティは検出されませんが、これはカスタムモデル
を使用しても可能です。
カスタムモデルを作成するには、次の 2 つのオプションがあります。
1. 注釈 — モデルトレーニング用の注釈付きエンティティを含むデータセットを提供します。
2. エンティティリスト (プレーンテキストのみ) — エンティティのリストとそのタイプラベル
(PRODUCT_CODESモデルトレーニング用のこれらのエンティティを含む注釈なしドキュメントのセッ
ト。
注釈付き PDF ファイルを使用してユーザー定義エンティティ認識機能を作成する場合、事前処理や
ドキュメントの統合を必要とせずに、プレーンテキスト、画像ファイル (JPG、PNG、TIFF)、PDF
ファイル、Word ドキュメントなど、さまざまな入力ファイル形式でそのレコグナイザーを使用できま
す。Amazon Comprehend は、画像ファイルまたは Word 文書の注釈をサポートしていません。

Note
注釈付き PDF ファイルを使用するカスタムエンティティ認識機能は、英語文書のみをサポートし
ます。
1 つのモデルを一度に最大 25 個のユーザー定義エンティティでトレーニングできます。詳細については、
「」を参照してください。ガイドラインとクォータのページ。
モデルのトレーニングが完了したら、そのモデルをリアルタイムのエンティティ検出とエンティティ検出
ジョブで使用できます。
トピック
• トレーニングデータを準備する (p. 126)
• レコグナイザーモデルのトレーニング (p. 140)
• カスタム認識機能モデルの実行 (p. 150)

トレーニングデータを準備する
カスタムエンティティ認識モデルを正常にトレーニングするには、モデルトレーナーに高品質のデータを
入力として提供することが重要です。適切なデータがないと、モデルはエンティティを正しく識別する方
法を学習できません。
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カスタムエンティティ認識モデルをトレーニングするために、Amazon Comprehend にデータを提供する
2 つの方法のいずれかを選択できます。
• 注釈 (p. 129)— Amazon Comprehend がエンティティとそのコンテキストの両方についてトレーニン
グできるように、エンティティの場所を多数のドキュメントで提供します。画像ファイル、PDF、また
は Word 文書を解析するためのモデルを作成するには、PDF 注釈を使用してレコグナイザーをトレーニ
ングする必要があります。
• エンティティリスト (プレーンテキストのみ) (p. 138)— Amazon Comprehend がカスタムエンティ
ティを識別するためにトレーニングできるように、特定のエンティティを一覧表示します。[Note:] (メ
モ:) エンティティリストは、プレーンテキスト文書にのみ使用できます。
どちらの場合も、Amazon Comprehend はドキュメントの種類とエンティティが発生するコンテキストに
ついて学習し、ドキュメントを分析するときに新しいエンティティを検出するために一般化できるレコグ
ナイザーを構築します。
カスタムモデルを作成する (または新しいバージョンをトレーニングする) ときに、テストデータセットを
提供できます。テストデータを提供しない場合、Amazon Comprehend は入力ドキュメントの 10% をモデ
ルをテストするために予約します。Amazon Comprehend は、残りのドキュメントを使用してモデルをト
レーニングします。

注釈
ドキュメントとともに注釈を送信することで、モデルの精度を上げることができます。Annotations を使用
すると、探しているエンティティの場所を提供するだけでなく、探しているユーザー定義エンティティに
より正確なコンテキストを提供できます。
たとえば、John Johnsonという名前でJohnsonというエンティティタイプを検索する場合、注釈を提供
すると、検索したい人が裁判官であることをモデルが知るのに役立つ場合があります。コンテキストを使
用できる場合、Amazon Comprehend は弁護士または証人である John Johnson という名前の人を見つけ
られません。注釈を提供しなければ、Amazon Comprehend は独自の注釈を作成しますが、審査員だけを
含めるほど効果的ではありません。独自の注釈を指定すると、より良い結果が得られ、ユーザー定義エン
ティティを抽出するときにコンテキストをより有効に活用できるモデルを生成するのに役立つ場合があり
ます。
ドキュメントと注釈の最小数は、注釈のタイプによって異なります。
• PDF 注釈— エンティティごとに少なくとも 250 の入力ドキュメントと 100 以上の注釈を提供します。
• プレーンテキスト注釈— エンティティごとに少なくとも 3 つの入力ドキュメントと 25 以上の注釈を提
供します。指定したアノテーションが合計 50 個未満の場合、Amazon Comprehend はモデルをテスト
するために入力ドキュメントの 10% 以上を予約します (トレーニングリクエストでテストデータセット
を指定した場合を除く)。
入力に少数のトレーニングドキュメントしか含まれていない場合、トレーニング入力データに含まれる
エンティティの 1 つを示すドキュメントが少なすぎるというエラーが発生することがあります。エン
ティティを記載した追加文書とともにジョブを再送信します。
また、最小ドキュメントコーパスサイズは 5 KB であることを忘れないでください。

エンティティリスト
カスタムエンティティ認識により、Amazon Comprehend はエンティティリストを使用してモデルをト
レーニングするのに役立ちます。エンティティリストを使用する場合は、2 つの情報を提供します。1 つ
は、エンティティ名とそれに対応するユーザー定義エンティティタイプのリスト、およびエンティティが
表示されると予想される注釈なしドキュメントのコレクションです。これは annotations オプションより
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も簡単な選択ですが、結果がより粗く、具体的でない結果になる可能性があります。これは、アノテー
ションによって、Amazon Comprehend がモデルをトレーニングするときに使用するコンテキストが多く
なるためです。このような状況がなければ、Amazon Comprehend はエンティティを識別しようとすると
きに誤検出の数が増えます。
エンティティリストを指定すると、Amazon Comprehend はインテリジェントなアルゴリズムを使用し
て、カスタムエンティティ認識モデルのトレーニングの基礎となるドキュメント内のエンティティの発生
を検出します。
たとえば、John Johnsonという名前を検索し、エンティティタイプがJuffedの場合、エンティティリス
トを使用すると、John Johnsonの名前のインスタンスを識別できます。ただし、John Johnson または
JUDGED に注釈が付けられている正確な場所がない場合、Amazon Comprehend は、カスタムエンティ
ティと一致する同じ名前を持つ他の従業員を含む、John Johnson という名前のすべてのインスタンスを表
示する可能性があります。
エンティティリストでは、エンティティリスト内のエンティティごとに 200 以上のエンティティ一致を指
定します。

注釈か実体リスト？
独自の注釈を指定すると、より多くの作業が必要になりますが、かなり洗練される可能性があります。独
自の注釈を使用しない方が迅速で作業集約的ではありませんが、結果は洗練されず、精度も低下します。
注釈の使用に伴う費用と作業負荷の増大を避ける方がビジネス上理にかなっているシナリオがあります。
たとえば、John Johnsonという名前は検索にとって重要ですが、それが正確な個人であるかどうかは関
係ありません。または、エンティティリストを使用するときのメトリックは、必要な認識結果を提供する
のに十分です。そのような場合は、代わりにエンティティリストを使用する方が効果的な選択肢になりま
す。
注釈モードは、以下の場合に使用することをお勧めします。
• 画像ファイル、PDF、または Word 文書に対して推論を実行する予定がある場合。このシナリオで
は、注釈付き PDF ファイルを使用してモデルをトレーニングし、そのモデルを使用して画像ファイ
ル、PDF、および Word 文書の推論ジョブを実行します。
• エンティティの意味があいまいで、文脈に依存する可能性がある場合。たとえば、次の用語アマゾンブ
ラジルの川、またはオンライン小売業者Amazon.comのどちらかを指すことができます。次のようなビ
ジネスエンティティを識別するカスタムエンティティ認識機能を構築する場合アマゾンでは、エンティ
ティリストの代わりに注釈を使用する必要があります。このメソッドの方が、コンテキストを使用して
エンティティを検索しやすくなるためです。
• 注釈を取得するプロセスの設定に慣れている場合。これには多少の労力が必要になる場合があります。
以下の場合は、エンティティリストを使用することをお勧めします。
• すでにエンティティのリストがある場合、またはエンティティの包括的なリストを作成するのが比較的
簡単な場合。エンティティリストを使用する場合、リストは完全であるか、トレーニングのために提供
するドキュメントに表示される可能性のある有効なエンティティの大部分を少なくとも網羅している必
要があります。
• 初めてのユーザーには、注釈を作成するよりも労力が少ないため、エンティティリストを使用すること
が一般的に推奨されます。ただし、トレーニングされたモデルは、アノテーションを使用した場合ほど
正確ではない可能性があることに注意することが重要です。
トピック
• 注釈 (p. 129)
• エンティティリスト (プレーンテキストのみ) (p. 138)
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注釈
注釈は、カスタムエンティティタイプをトレーニングドキュメントで発生する場所に関連付けることに
よって、コンテキスト内のエンティティにラベルを付けます。
トレーニングデータは、CSV ファイル、拡張マニフェストファイルとして SageMakerGround Truth、ま
たはPDF。

Annotation ベストプラクティス
アノテーションを使用する際に最良の結果を得るには、以下のような考慮すべき事項がいくつかありま
す。
• データには注意して注釈を付け、エンティティのすべての言及に注釈を付けることを確認します。不正
確な注釈は悪い結果につながる可能性があります。
• 入力データには、注釈を付ける PDF の複製のように、重複を含めないでください。重複するサンプルが
存在すると、テストセットが汚染され、トレーニングプロセス、モデルメトリクス、およびモデルの動
作に悪影響を及ぼす可能性があります。
• すべてのドキュメントに注釈が付けられていること、および注釈のないドキュメントは、過失による
ものではなく、正当なエンティティの不足によるものであることを確認してください。たとえば、「J
Doe は 14 年間エンジニアを務めている」というドキュメントがある場合、「John Doe」だけでなく「J
Doe」にも注釈を付ける必要があります。そうしないと、モデルが混乱し、モデルが「J Doe」をエンジ
ニアとして認識しなくなる可能性があります。これは、同じドキュメント内およびドキュメント間で一
貫している必要があります。
• 一般に、注釈の数が多いほど良い結果が得られます。
• モデルをトレーニングするには最小数 (p. 226)ドキュメントと注釈のうち、データを追加すると通常は
モデルが改善されます。モデルの精度を高めるために、注釈付きデータの量を 10% 増やすことをお勧
めします。テストデータセットに対して推論を実行できます。テストデータセットは変更されず、異な
るモデルバージョンでテストできます。その後、連続するモデルバージョンのメトリクスを比較できま
す。
• 実際のユースケースにできるだけ近いドキュメントを提供する。繰り返しパターンを持つ合成データは
避けるべきです。入力データは、過適合を避け、基礎となるモデルが実際の例でよりよく一般化できる
ように、できるだけ多様にする必要があります。
• 文書は単語数の点で多様でなければならないことが重要です。たとえば、トレーニングデータ内のすべ
てのドキュメントが短い場合、結果として得られるモデルでは、長いドキュメントのエンティティを予
測することが困難になる可能性があります。
• 実際にカスタムエンティティ（推論時間）を検出するときに使用すると予想されるのと同じデータ分布
をトレーニングに与えてみてください。たとえば、推論時に、エンティティを含まない文書を当社に送
信する予定がある場合、これもトレーニング文書セットの一部である必要があります。
その他の提案については、「」を参照してください。カスタムエンティティ認識機能のパフォーマンスを
向上させる。

CSV ファイル (プレーンテキストのみ)
アノテーションにコンマ区切り値 (CSV) ファイルを使用する場合、CSV ファイルに以下の列が含まれてい
る必要があります。
File

線グラフ

オフセットの開始

エンドのオフセッ
ト

タイプ

ドキュメントが含
まれているファ
イルの名前。た

エンティティを含
む行番号 (行 0 か
ら始まる)。

エンティティの開
始位置を示す、入
力テキストの文字

エンティティの終
了位置を示す入力

顧客定義のエン
ティティタイプ。
エンティティタイ
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File

線グラフ

とえば、ドキュ
メントファイル
の 1 つがs3://
my-S3-bucket/
test-files/
documents.txt、
内の値File列は
次のようになりま
す。documents.txt。
ファイル拡張子を
含める必要があり
ます (この例では
')。.txt') をファ
イル名の一部とし
て使用します。

オフセットの開始

エンドのオフセッ
ト

タイプ

オフセット (行の
先頭からの相対位
置)。1 番目の文字
の位置は 0 です。

テキストの文字オ
フセット。

プは大文字で、
アンダースコア
で区切られた文
字列である必要
があります。次の
ような説明的な
エンティティタ
イプを使用する
ことをお勧めしま
す。MANAGER,SENIOR_MANAGER,
また
はPRODUCT_CODE。
モデルごとに最大
25のエンティティ
タイプをトレーニ
ングできます。

例を示します。
このファイルdocuments.txtには 4 つの行 (ロー0、1、2、および 3) が含まれています。
Diego Ramirez is an engineer in the high tech industry.
Emilio Johnson has been an engineer for 14 years.
J Doe is a judge on the Washington Supreme Court.
Our latest new employee, Mateo Jackson, has been a manager in the industry for 4 years.

注釈のリストを含む CSV ファイルは次のとおりです。
File, Line, Begin
documents.txt, 0,
documents.txt, 1,
documents.txt, 3,

Offset, End Offset, Type
0, 13, ENGINEER
0, 15, ENGINEER
25, 38, MANAGER

Note
注釈ファイルでは、エンティティを含む行番号は 0 行目から始まります。この例では、の 2 行目
にエンティティがないため、行 2 は CSV ファイルには存在しません。documents.txt。
データファイルの作成
エラーのリスクを減らすために、注釈を適切に設定された CSV ファイルに入れることが重要です。CSV
ファイルを手動で設定するには、以下の条件が満たされている必要があります。
• UTF-8 エンコーディングは、ほとんどの場合デフォルトとして使用されている場合でも、明示的に指定
する必要があります。
• 最初の行には、次の列ヘッダーを含める必要があります。File,Line,Begin Offset,End
Offset,Type。
潜在的な問題を回避するために、CSV 入力ファイルをプログラムで生成することを強くお勧めします。
次の例では、Python を使用して上記の注釈の CSV を生成します。
import csv
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with open("./annotations/annotations.csv", "w", encoding="utf-8") as csv_file:
csv_writer = csv.writer(csv_file)
csv_writer.writerow(["File", "Line", "Begin Offset", "End Offset", "Type"])
csv_writer.writerow(["documents.txt", 0, 0, 11, "ENGINEER"])
csv_writer.writerow(["documents.txt", 1, 0, 5, "ENGINEER"])
csv_writer.writerow(["documents.txt", 3, 25, 30, "MANAGER"])

拡張マニフェストファイル
拡張マニフェストファイルは、によって生成されるラベル付きデータセットです。 SageMaker Ground
Truth Ground Truth は、機械学習モデル用のトレーニングデータセットを構築するユーザーまたは従業員
を支援するデータラベリングサービスです。Amazon Comprehend は、カスタムモデルのトレーニング
データとして拡張マニフェストファイルを受け入れます。これらのファイルは、Amazon Comprehend コ
ンソールまたはCreateEntityRecognizer (p. 291)API アクション。
Ground Truth の組み込みタスクタイプである名前付きエンティティ認識を使用して、作業者にテキスト
内のエンティティを識別させるラベル付けジョブを作成できます。詳細については、次を参照してくださ
い。名前付きエンティティ認識のアマゾン SageMaker デベロッパーガイド。Amazon の詳細を確認する
SageMaker Ground Truth、を参照してください使用アイテム Amazon SageMaker Ground Truth。
拡張マニフェストファイルは JSON 行形式です。これらのファイルで、各行はトレーニングドキュメント
と関連するラベルを含む完全な JSON オブジェクトです。次の例は、本文で言及されている個人の職業を
検出するようにエンティティ認識機能をトレーニングする拡張マニフェストファイルです。
{"source":"Diego Ramirez is an engineer in the high tech
industry.","NamedEntityRecognitionDemo":{"annotations":{"entities":
[{"endOffset":13,"startOffset":0,"label":"ENGINEER"}],"labels":
[{"label":"ENGINEER"}]}},"NamedEntityRecognitionDemo-metadata":
{"entities":[{"confidence":0.92}],"job-name":"labeling-job/
namedentityrecognitiondemo","type":"groundtruth/text-span","creationdate":"2020-05-14T21:45:27.175903","human-annotated":"yes"}}
{"source":"J Doe is a judge on the Washington Supreme Court.","NamedEntityRecognitionDemo":
{"annotations":{"entities":[{"endOffset":5,"startOffset":0,"label":"JUDGE"}],"labels":
[{"label":"JUDGE"}]}},"NamedEntityRecognitionDemo-metadata":
{"entities":[{"confidence":0.72}],"job-name":"labeling-job/
namedentityrecognitiondemo","type":"groundtruth/text-span","creationdate":"2020-05-14T21:45:27.174910","human-annotated":"yes"}}
{"source":"Our latest new employee, Mateo Jackson, has been a manager in
the industry for 4 years.","NamedEntityRecognitionDemo":{"annotations":
{"entities":[{"endOffset":38,"startOffset":26,"label":"MANAGER"}],"labels":
[{"label":"MANAGER"}]}},"NamedEntityRecognitionDemo-metadata":
{"entities":[{"confidence":0.91}],"job-name":"labeling-job/
namedentityrecognitiondemo","type":"groundtruth/text-span","creationdate":"2020-05-14T21:45:27.174035","human-annotated":"yes"}}

この JSON 行ファイルの各行は完全な JSON オブジェクトであり、属性にはドキュメントテキスト、注
釈、および Ground Truth のその他のメタデータが含まれます。次の例は、拡張マニフェストファイル内の
単一の JSON オブジェクトですが、読みやすいようにフォーマットされています。
{

"source": "Diego Ramirez is an engineer in the high tech industry.",
"NamedEntityRecognitionDemo": {
"annotations": {
"entities": [
{
"endOffset": 13,
"startOffset": 0,
"label": "ENGINEER"
}
],
"labels": [
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}

}

]

}

"label": "ENGINEER"

},
"NamedEntityRecognitionDemo-metadata": {
"entities": [
{
"confidence": 0.92
}
],
"job-name": "labeling-job/namedentityrecognitiondemo",
"type": "groundtruth/text-span",
"creation-date": "2020-05-14T21:45:27.175903",
"human-annotated": "yes"
}

この例では、source属性はトレーニング文書のテキストを提供し、NamedEntityRecognitionDemo属
性は、テキスト内のエンティティの注釈を提供します。の名前NamedEntityRecognitionDemo属性は任
意であり、GGround Truth th でラベル付けジョブを定義するときに任意の名前を指定します。
この例では、NamedEntityRecognitionDemo属性がですラベル属性名は、Ground Truth ルースワー
カーがトレーニングデータに割り当てるラベルを提供する属性です。トレーニングデータを Amazon
Comprehend に提供するときは、1 つ以上のラベル属性名を指定する必要があります。指定する属性名の
数は、拡張マニフェストファイルが単一のラベル付けジョブの出力であるか、チェーンラベル付けジョブ
の出力であるかによって異なります。
ファイルが 1 つのラベル付けジョブの出力である場合は、Ground Truth でジョブが作成されたときに使用
された単一ラベル属性名を指定します。
ファイルがチェーンされたラベル付けジョブの出力である場合は、チェーン内の 1 つ以上のジョブのラベ
ル属性名を指定します。各ラベル属性名は、個々のジョブからの注釈を提供します。チェーンされたラベ
ル付けジョブによって生成される拡張マニフェストファイルには、これらの属性を最大 5 つまで指定でき
ます。
拡張マニフェストファイルで、ラベル属性名が通常はsourceKey。ファイルが連鎖ジョブの出力である場
合、複数のラベル属性名が存在します。トレーニングデータを Amazon Comprehend に提供するときは、
モデルに関連する注釈を含む属性のみを指定します。「-metadata」で終わる属性は指定しないでくださ
い。
連鎖したラベル付けジョブの詳細と、そのジョブによって生成される出力の例については、「」を参照し
てください。ラベル付けジョブの連鎖アマゾンで SageMaker 開発者ガイド の最初のリリースです。

PDF ファイルへの注釈
でトレーニングPDFに注釈を付ける前に SageMaker Ground Truth では、いくつかの前提条件を完了する
必要があります。
• python3.8.x をインストールする
• AWS CLI のインストール
us-east-1 リージョンを使用している場合は、インストールをスキップしてAWSCLI は、お使いの
Python 環境に既にインストールされているためです。この場合、Python 3.8 を使用する仮想環境を
AWSCloud9。
• インストールjq
• の設定AWS資格情報
• プライベートを作成するSageMaker Ground Truth 労働力注釈をサポートする
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インストール時に使用する必要があるため、新しいプライベートワークフォースで選択したワークチー
ム名を必ず記録してください。
トピック
• 環境のセットアップ (p. 133)
• PDF を S3 バケットにアップロード (p. 134)
• 注釈ジョブの作成 (p. 135)
• 注釈 SageMaker Ground Truth (p. 136)

環境のセットアップ
1.

Windows を使用している場合は、インストールしますCygwin; Linux または Mac を使用している場合
は、このステップをスキップしてください。

2.

のダウンロード注釈アーティファクトから GitHub。ファイルを解凍します。

3.

ターミナルウィンドウで、解凍済みのフォルダ (amazon-comprehend-semi-structured-documentsannotation-tools-main). このフォルダにはMakefile依存関係をインストールし、Python virtualenv を
セットアップし、必要なリソースをデプロイするために実行します。

4.

以下のコマンドを実行して、AWSCLIS、Pipenv,AWS SAM、その他の依存関係、および仮想環境を
セットアップします。
make bootstrap

5.

以下のコマンドは、基本的な python チェックスタイルと cnf-lint を実行し、AWS CloudFormationテ
ンプレートの使用AWS SAMCLIS:
make build

6.

を作成してデプロイするには CloudFormation stackで、以下のコマンドを実行します。パッケージ化
されていますAWS CloudFormationテンプレートをデプロイする準備が整い、AWS SAMインタラク
ティブガイダンス付きのデプロイメントコマンド:
make deploy-guided
このコマンドは、一連の構成オプションを表示します。あなたのことを確かめてくださいAWSリー
ジョンが正しい。他のすべてのフィールドでは、デフォルト値をそのまま使用するか、カスタム値を
入力できます。変更するとAWS CloudFormationスタック名、次のステップで必要になるため、書き
とめておきます。
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コマンドは、 CloudFormation 積み重ね。この CloudFormation stack はAWS Lambda,AWS IAM役
割、およびAWS S3注釈ツールに必要なバケット。
これらの各リソースは、 CloudFormation console.
7.

コマンドプロンプトがデプロイを開始するように求めます。 CloudFormation によって、指定された
リージョンにすべてのリソースが作成されます。

時 CloudFormation スタックの状態が create-complete に遷移し、リソースが使用可能になります。

PDF を S3 バケットにアップロード
ステップStep 6 (p. 133)、配備した CloudFormation スタックによって、という名前の別の S3 バケッ
トが作成されます。comprehend-semi-structured-documents-$ {AWS::Region}-${AWS::AccountId}。これ
で、ソース PDF ドキュメントをこのバケットにアップロードします。

Note
このバケットには、ラベリングジョブに必要なデータが含まれています。Lambda 実行ロールポ
リシーは、Lambda 関数がこのバケットにアクセスするためのアクセス権限を付与します。
S3 バケットの名前はCloudFormation スタックの詳細'を使うSemiStructuredDocumentsS3 バケッ
ト'Key。
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1.

新しいフォルダを S3 バケットに作成します。この新しいフォルダの名前を 'src'。

2.

PDF ソースファイルを 'src'folder 後のステップで、これらのファイルに注釈を付け、レコグナイザを
トレーニングします。

3.

(オプション) ここにAWSローカルディレクトリから S3 バケットにソースドキュメントをアップロー
ドするために使用できる CLI の例:
aws s3 cp --recursive local-path-to-your-source-docs s3://deploy-guided/src/
または、リージョンとアカウント ID で以下を実行します。
aws s3 cp --recursive local-path-to-your-source-docs s3://deployguided-Region-AccountID/src/

4.

これでプライベートが作成されました SageMaker Ground Truth の従業員であり、ソースファイルを
S3 バケットにアップロードしている。デプロイガイド付き/src/; 注記を開始する準備ができました。

注釈ジョブの作成
-comprehend-ssie-annotation-tool-cli.pyのスクリプトbindirectoryは簡単なラッパーコマンドで、
SageMaker Ground Truth ラベリングの仕事。Pythonスクリプトは、S3バケットからソースドキュメント
を読み取り、1行に1つのソースドキュメントを含む対応する単一ページのマニフェストファイルを作成
します。このスクリプトは、入力としてマニフェストファイルを必要とするラベル付けジョブを作成しま
す。
Python スクリプトは S3 バケットを使用し、 CloudFormation で設定したスタックStep 6 (p. 133)。スク
リプトに必要な入力パラメータは次のとおりです。
• input-s3-path: S3 バケットにアップロードしたソースドキュメントへの S3 Uri。例: s3://deployguided/src/。 このパスには、リージョンとアカウント ID を追加することもできます。例: s3://
deploy-guided-Region-AccountID/src/。
• cfn-name: - CloudFormation スタック名。でデフォルト値を使用した場合Step 6 (p. 133)、あなたの
cfn-name はsam app。
• work-team-name: でプライベートワーカーを構築したときに作成したワークフォース名 SageMaker
Ground Truth
• job-name-prefix: のプレフィックス SageMaker Ground Truth ラベリングの仕事。このフィールドには
29 文字の制限があることに注意してください。この値にはタイムスタンプが付加されます。例: myjob-name-20210902T232116。
• エンティティタイプ: ラベル付けジョブ中に使用する、カンマで区切られたエンティティ。このリスト
には、トレーニングデータセットで注釈を付けるすべてのエンティティが含まれている必要がありま
す。Ground Truth のラベル付けジョブでは、注釈担当者が PDF ドキュメントのコンテンツにラベルを
付けるために、これらのエンティティのみが表示されます。
スクリプトがサポートする追加の引数を表示するには、-hオプションを使用して、ヘルプコンテンツを表
示します。
•

前のリストで説明した入力パラメータを使用して、次のスクリプトを実行します。
python bin/comprehend-ssie-annotation-tool-cli.py \
--input-s3-path s3://deploy-guided-Region-AccountID/src/ \
--cfn-name sam-app \
--work-team-name my-work-team-name \
--region us-east-1 \
--job-name-prefix my-job-name-20210902T232116 \
--entity-types "EntityA, EntityB, EntityC" \
--annotator-metadata "key=info,value=sample,key=Due Date,value=12/12/2021"
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スクリプトによって以下の出力が生成されます。
Downloaded files to temp local directory /tmp/a1dc0c47-0f8c-42eb-9033-74a988ccc5aa
Deleted downloaded temp files from /tmp/a1dc0c47-0f8c-42eb-9033-74a988ccc5aa
Uploaded input manifest file to s3://comprehend-semi-structured-documentsus-west-2-123456789012/input-manifest/my-job-name-20220203-labelingjob-20220203T183118.manifest
Uploaded schema file to s3://comprehend-semi-structured-documents-uswest-2-123456789012/comprehend-semi-structured-docs-ui-template/my-job-name-20220203labeling-job-20220203T183118/ui-template/schema.json
Uploaded template UI to s3://comprehend-semi-structured-documents-uswest-2-123456789012/comprehend-semi-structured-docs-ui-template/my-job-name-20220203labeling-job-20220203T183118/ui-template/template-2021-04-15.liquid
Sagemaker GroundTruth Labeling Job submitted: arn:aws:sagemaker:uswest-2:123456789012:labeling-job/my-job-name-20220203-labeling-job-20220203t183118
(amazon-comprehend-semi-structured-documents-annotation-tools-main) user@3c063014d632
amazon-comprehend-semi-structured-documents-annotation-tools-main %

注釈 SageMaker Ground Truth
必要なリソースを構成し、ラベリングジョブを作成したので、ラベリングポータルにログインして PDF に
注釈を付けることができます。
1.

にログインしますSageMaker コンソールChrome または Firefox のウェブブラウザを使用します。

2.

Selectワークフォースのラベル付けそして選ぶプライベート。

3.

[]プライベートワークフォースの概要で、個人の従業員で作成したラベリングポータルのサインイン
URL を選択します。適切なユーザー名とパスワードでサインインします。
リストに求人が表示されなくても心配はいりません。注釈用にアップロードしたファイルの数によっ
ては、更新に時間がかかる場合があります。

4.

タスクを選択し、右上隅にある働き始めるをクリックして、注釈画面を開きます。
注釈画面にドキュメントの 1 つが開き、その上に、設定時に指定したエンティティタイプが表示さ
れます。エンティティタイプの右側には、ドキュメント内を移動するために使用できる矢印がありま
す。
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開いているドキュメントに注釈を付けます。また、各ドキュメントの注釈を削除、元に戻す、または
auto タグ付けすることもできます。これらのオプションは、注釈ツールの右側のパネルにあります。
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auto タグを使用するには、いずれかのエンティティのインスタンスに注釈を付けます。その特定の単
語の他のすべてのインスタンスには、そのエンティティタイプで自動的に注釈が付けられます。
完了したら、送信を右下に表示し、ナビゲーション矢印を使用して次のドキュメントに移動します。
すべての PDF に注釈を付けるまで、この手順を繰り返します。
すべてのトレーニングドキュメントに注釈を付けると、次の場所の Amazon S3 バケットで JSON 形式の
注釈を見つけることができます。
/output/your labeling job name/annotations/

出力フォルダには、トレーニングドキュメント内のすべての注釈がリストされた出力マニフェストファイ
ルも含まれています。出力マニフェストファイルは次の場所にあります。
/output/your labeling job name/manifests/

エンティティリスト (プレーンテキストのみ)
カスタムエンティティ認識のエンティティリストには、カンマ区切り値 (CSV) ファイルで以下の列が満た
されている必要があります。
• テキスト— 添付文書コーパスに見られるものとまったく同じエントリ例のテキスト。
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• タイプ— 顧客定義のエンティティタイプ。エンティティタイプは、MANAGER や SENIOR_MANAGER
など、大文字のアンダースコア区切りの文字列でなければなりません。モデルごとに最大25のエンティ
ティタイプをトレーニングできます。
このファイルdocuments.txt以下の 4 つの行が含まれています。
Jo Brown is an engineer in the high tech industry.
John Doe has been a engineer for 14 years.
Emilio Johnson is a judge on the Washington Supreme Court.
Our latest new employee, Jane Smith, has been a manager in the industry for 4 years.

エンティティのリストを含む CSV ファイルには、次の行があります。
Text, Type
Jo Brown, ENGINEER
John Doe, ENGINEER
Jane Smith, MANAGER

Note
エンティティリストには、ENGINEER または MANAGER エンティティが含まれていないた
め、Emilio Johnson のエントリは存在しません。
カスタムエンティティ認識のモデルをトレーニングするには、エンティティリストのエンティティごとに
最低 200 のエンティティの一致が必要です。
データファイルを作成する
エンティティリストファイルに問題が発生する可能性を最小限に抑えるために、エンティティリストが適
切に設定された CSV ファイルにあることが重要です。CSV ファイルを手動で構成するには、以下の条件
が満たされている必要があります。
• UTF-8 エンコーディングは、ほとんどの場合デフォルトとして使用されている場合でも、明示的に指定
する必要があります。
• これには列名を含める必要があります。TypeそしてText。
潜在的な問題を回避するために、CSV 入力ファイルをプログラムで生成することを強くお勧めします。
次の例では、Python を使用して上記の注釈の CSV を生成します。
import csv
with open("./entitylist/entitylist.csv", "w", encoding="utf-8") as csv_file:
csv_writer = csv.writer(csv_file)
csv_writer.writerow(["Text", "Type"])
csv_writer.writerow(["Jo Brown", "ENGINEER"])
csv_writer.writerow(["John Doe", "ENGINEER"])
csv_writer.writerow(["Jane Smith", "MANAGER"])

ベストプラクティス
エンティティリストを使用するときに最良の結果を得るには、以下を含む多くの考慮事項があります。
• リスト内のエンティティの順序は、モデルトレーニングには影響しません。
• 文書の注釈なしコーパスで言及されている肯定的な実体の例の 80%-100% をカバーする実体リスト項目
を使用します。

139

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
レコグナイザーモデルのトレーニング

• 一般的な単語や語句を削除して、文書コーパス内の非エンティティと一致するエンティティの例を避け
ます。不正確な一致がほんの一握りであっても、結果のモデルの精度に大きく影響する可能性がありま
す。たとえば、次のような単語はそのエンティティリストに含まれると、検索しているエンティティと
は考えにくい一致数が多くなるため、精度に大きく影響します。
• 入力データには重複が含まれていてはいけません。重複するサンプルが存在すると、テストセットが汚
染され、トレーニングプロセス、モデルメトリクス、および動作に悪影響を及ぼす可能性があります。
• 実際のユースケースにできるだけ近いドキュメントを提供する。トイデータや合成データを本番システ
ムに使用しないでください。入力データは、過適合を避け、基礎となるモデルが実際の例でより一般化
されるのを助けるために、できるだけ多様でなければなりません。
• エンティティリストでは大文字と小文字が区別され、正規表現は現在サポートされていません。ただ
し、トレーニングされたモデルは、エンティティリストで提供される大文字と小文字が正確に一致しな
い場合でも、エンティティを認識できることがよくあります。
• 別のエンティティ (「Smith」や「Jane Smith」など) の部分文字列であるエンティティがある場合は、
エンティティリストに両方を指定します。
追加の提案する場合は、「」を参照してください。カスタムエンティティ認識機能のパフォーマンスの向
上 (p. 150)

レコグナイザーモデルのトレーニング
カスタムエンティティ認識機能は、モデルをトレーニングするときに含めるエンティティタイプのみを識
別します。プリセットエンティティタイプは自動的には含まれません。LOCATION、DATE、PERSON な
どの事前設定されたエンティティタイプも特定する場合は、それらのエンティティに追加のトレーニング
データを提供する必要があります。
注釈付き PDF ファイルを使用してユーザー定義エンティティ認識機能を作成する場合、プレインテキス
ト、画像ファイル (JPG、PNG、TIFF)、PDF ファイル、Word 文書など、さまざまな入力ファイル形式で
認識機能を使用できます。前処理やドキュメントの統合は必要ありません。Amazon Comprehend は、画
像ファイルまたは Word 文書の注釈をサポートしていません。

Note
注釈付き PDF ファイルを使用するカスタムエンティティ認識機能は、英語文書のみをサポートし
ます。
ユーザー定義エンティティ認識機能を作成したら、DescribeEntityRecognizer (p. 319)オペレーション.
OnceStatusfield isTRAINEDでは、レコグナイザモデルはカスタムエンティティ認識に使用できる状態に
なっています。
トピック
• カスタム認識機能 (コンソール) のトレーニング (p. 140)
• カスタム認識機能 (API) のトレーニングと実行 (p. 144)
• カスタムエンティティ認識機能のメトリック (p. 148)

カスタム認識機能 (コンソール) のトレーニング
Amazon Comprehend コンソールを使用して、カスタムエンティティ認識機能を作成できます。このセク
ションでは、カスタムエンティティ認識ツールの作成とトレーニングを行う方法を説明します。

コンソールを使用したカスタムエンティティ認識機能の作成-CSV 形式
カスタムエンティティ認識機能を作成するには、まずモデルをトレーニングするためのデータセットを提
供します。このデータセットには、注釈付きドキュメントのセット、またはエンティティとそのタイプラ
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ベルのリストと、それらのエンティティを含むドキュメントのセットのいずれかを含めます。詳細につい
ては、次を参照してください。カスタム表現認識 (p. 126)

CSV ファイルを使用してカスタムエンティティ認識機能をトレーニングするには
1.

にサインインしますAWS Management Console[(材料エディタ)Amazon Comprehend コンソール。

2.

左のメニューで、[] を選択します。のカスタマイズ[] を選択して []カスタムエンティティ認識。

3.

選択新しいモデルを作成する。

4.

認識機能に名前を付けます。名前は、リージョンとアカウント内で一意である必要があります。

5.

言語を選択します。

6.

[]カスタムエンティティタイプで、レコグナイザーがデータセット内で検索するカスタムラベルを入力
します。
エンティティタイプは大文字でなければならず、複数の単語で構成される場合は、単語をアンダース
コアで区切ります。

7.

選択タイプを追加。

8.

別のエンティティタイプを追加する場合は、それを入力し、タイプを追加。追加したエンティティタ
イプの 1 つを削除する場合は、タイプを削除をクリックし、リストから削除するエンティティタイプ
を選択します。最大 25 個のエンティティタイプをリストできます。

9.

トレーニングジョブを暗号化するには、認識機能をクリックし、現在のアカウントに関連付けられた
KMS キーを使用するか、別のアカウントのキーを使用するかを選択します。
• 現在のアカウントに関連付けられているキーを使用している場合、KMS キー IDキー ID を選択しま
す。
• 別のアカウントに関連付けられたキーを使用している場合、KMS キー ARNキー ID の ARN を入力
します。

Note
KMS キーの作成と使用、および関連する暗号化の詳細については、「」を参照してくださ
い。AWS Key Management Service。
10. []データの仕様では、トレーニングドキュメントの形式を選択します。
• CSV ファイル— トレーニング文書を補足するCSVファイル。CSV ファイルには、トレーニング済
みのモデルが検出するユーザー定義エンティティに関する情報が含まれています。ファイルの必要
な形式は、注釈とエンティティリストのどちらを提供するかによって異なります。
• 拡張マニフェスト— Amazon が作成したラベル付きデータセット SageMaker Ground Truth この
ファイルは JSON 行形式です。各行はトレーニングドキュメントとそのラベルを含む完全な JSON
オブジェクトです。各ラベルには、トレーニングドキュメント内の名前付きエンティティに注釈が
付けられます。最大 5 つの拡張マニフェストファイルを提供できます。
使用できる形式の詳細と例については、「」を参照してください。レコグナイザーモデルのトレーニ
ング (p. 140)。
11. []トレーニングタイプで、使用するトレーニングタイプを選択します。
• 注釈とトレーニングドキュメントを使用する
• エンティティリストとトレーニングドキュメントの使用
注釈を選択する場合は、Amazon S3 の注釈ファイルの URL を入力します。また、注釈ファイルがあ
る Amazon S3 のバケットまたはフォルダに移動して、S3 の参照。
[エンティティリスト] を選択する場合は、Amazon S3 のエンティティリストの URL を入力します。
また、エンティティリストがある Amazon S3 のバケットまたはフォルダに移動して、S3 の参照。
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12. Amazon S3 のトレーニングドキュメントを含む入力データセットの URL を入力します。また、ト
レーニングドキュメントが保存されている Amazon S3 のバケットまたはフォルダに移動して、フォ
ルダを選択。
13. []テストデータセットトレーニングされたモデルのパフォーマンスを評価する方法を選択します。これ
は、注釈とエンティティリストのトレーニングタイプの両方で行うことができます。
• 自動分割: Autosplit は、提供されたトレーニングデータの 10% をテストデータとして自動的に選択
します
• (オプション)お客様から提供されたもの: 顧客提供を選択すると、使用するテストデータを正確に指
定できます。
14. [顧客提供のテストデータセット] を選択した場合は、Amazon S3 の注釈ファイルの URL を入力し
ます。また、注釈ファイルがある Amazon S3 のバケットまたはフォルダに移動して、フォルダを選
択。
15. 左IAM ロールを選択するセクションで、既存の IAM ロールを選択するか、新しい IAM ロールを作成
します。
• 既存の IAM ロールを選択する— 入出力 Amazon S3 バケットにアクセスするアクセス権限を持つ
IAM ロールがすでにある場合は、このオプションを選択します。
• IAM ロールを作成する— Amazon Comprehend が入出力バケットにアクセスするための適切なアク
セス権限を持つ新しい IAM ロールを作成する場合は、このオプションを選択します。

Note
入力ドキュメントが暗号化されている場合、使用される IAM ロールにはkms:Decryptア
クセス許可。詳細については、「KMS 暗号化を使用するために必要なアクセス許
可 (p. 202)」を参照してください。
16. (オプション) VPC から Amazon Comprehend にリソースを起動するには、下に VPC ID を入力しま
す。VPCまたは ID をドロップダウンリストから選択します。
1. 下のサブネットを選択しますサブネット。最初のサブネットを選択したら、追加のサブネットを選
択できます。
2. []セキュリティグループで、指定した場合は使用するセキュリティグループを選択します。最初の
セキュリティグループを選択したら、追加のセキュリティグループを選択できます。

Note
カスタムエンティティ認識ジョブで VPC を使用する場合、DataAccessRoleCreate および
Start オペレーションに使用されるには、入力ドキュメントと出力バケットにアクセスする
VPC に対するアクセス権限が必要です。
17. (オプション) カスタムエンティティ認識機能にタグを追加するには、[] にキーと値のペアを入力し
ます。タグ。[Add tag] (タグを追加) を選択します。認識機能を作成する前にこのペアを削除するに
は、タグの削除。
18. 選択トレーニング。
新しいレコグナイザがリストに表示され、そのステータスが表示されます。最初は次のように表示されま
す。Submitted。すると表示されますTrainingトレーニング文書を処理する分類子の場合、Trainedす
ぐに使用できる分類器のために、そしてIn errorエラーのある分類子の場合。ジョブをクリックする
と、エラーメッセージなど、認識機能に関する詳細情報が表示されます。

コンソールを使用したカスタムエンティティ認識機能の作成-拡張マニフェスト
プレーンテキスト、PDF、または Word 文書を使用してカスタムエンティティ認識機能をトレー
ニングするには
1.

にサインインしますAWS Management Console[(材料エディタ)Amazon Comprehend コンソール。
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2.

左のメニューで、[] を選択します。のカスタマイズ[] を選択して []カスタムエンティティ認識。

3.

選択認識機能。

4.

認識機能に名前を付けます。名前は、リージョンとアカウント内で一意である必要があります。

5.

言語を選択します。[Note:] (メモ:) PDF または Word 文書をトレーニングする場合は、英語がサポー
トされる言語です。

6.

[]カスタムエンティティタイプで、レコグナイザーがデータセット内で検索するカスタムラベルを入力
します。
エンティティタイプは大文字でなければならず、複数の単語で構成される場合は、単語をアンダース
コアで区切ります。

7.

選択タイプを追加。

8.

別のエンティティタイプを追加する場合は、それを入力し、タイプを追加。追加したエンティティタ
イプの 1 つを削除する場合は、タイプを削除をクリックし、リストから削除するエンティティタイプ
を選択します。最大 25 個のエンティティタイプをリストできます。

9.

トレーニングジョブを暗号化するには、認識機能をクリックし、現在のアカウントに関連付けられた
KMS キーを使用するか、別のアカウントのキーを使用するかを選択します。
• 現在のアカウントに関連付けられているキーを使用している場合、KMS キー IDキー ID を選択しま
す。
• 別のアカウントに関連付けられたキーを使用している場合、KMS キー ARNキー ID の ARN を入力
します。

Note
KMS キーの作成と使用、および関連する暗号化の詳細については、「」を参照してくださ
い。AWS Key Management Service。
10. []トレーニングデータ、選択拡張マニフェストデータ形式として:
• 拡張マニフェスト— Amazonが作成したラベル付きデータセットです SageMaker Ground Truth こ
のファイルは JSON 行形式です。ファイル内の各行は、トレーニングドキュメントとそのラベルを
含む完全な JSON オブジェクトです。各ラベルには、トレーニングドキュメント内の名前付きエン
ティティに注釈が付けられます。最大 5 つの拡張マニフェストファイルを提供できます。トレーニ
ングデータに PDF ドキュメントを使用している場合は、拡張マニフェスト。最大 5 つの拡張マニ
フェストファイルを提供できます。ファイルごとに、トレーニングデータとして使用する属性を最
大 5 つ指定できます。
使用できる形式の詳細と例については、「」を参照してください。レコグナイザーモデルのトレーニ
ング (p. 140)。
11. トレーニングモデルタイプを選択します。
選択した場合プレーンテキストドキュメント、で入力場所では、アマゾンの Amazon S3URL を入力
します SageMakerGround 拡張マニフェストファイル。また、拡張マニフェストが配置されている
Amazon S3 のバケットまたはフォルダに移動して、フォルダを選択。
12. []Attribute Nameはでは、注釈を含む属性の名前を入力します。ファイルに複数のチェーンされたラベ
ル付けジョブの注釈が含まれている場合は、各ジョブの属性を追加します。この場合、各属性にはラ
ベル付けジョブの注釈のセットが含まれます。[Note:] (メモ:) 各ファイルには最大 5 つの属性名を指定
できます。
13. [Add (追加)] を選択します。
14. 選択した場合PDF、Word ドキュメント下入力場所では、アマゾンの Amazon S3URL を入力します
SageMaker Ground Truth 拡張マニフェストファイル。また、拡張マニフェストが配置されている
Amazon S3 のバケットまたはフォルダに移動して、フォルダを選択。
15. の S3 プレフィックスを入力します注釈データファイル。これらは、ラベルを付けた PDF ドキュメン
トです。
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16. の S3 プレフィックスを入力しますソースドキュメント。これらは、ラベリングジョブのために
GGround Truth th に提供した元の PDF ドキュメント (データオブジェクト) です。
17. 注釈を含む属性名を入力します。[Note:] (メモ:) 各ファイルには最大 5 つの属性名を指定できます。指
定しないファイル内の属性は無視されます。
18. [IAM ロール] セクションで、既存の IAM ロールを選択するか、新しい IAM ロールを作成します。
• 既存の IAM ロールを選択する— 入出力 Amazon S3 バケットにアクセスするアクセス権限を持つ
IAM ロールがすでにある場合は、このオプションを選択します。
• IAM ロールを作成する— Amazon Comprehend が入出力バケットにアクセスするための適切なアク
セス権限を持つ新しい IAM ロールを作成する場合は、このオプションを選択します。

Note
入力ドキュメントが暗号化されている場合、使用される IAM ロールにはkms:Decryptア
クセス許可。詳細については、「KMS 暗号化を使用するために必要なアクセス許
可 (p. 202)」を参照してください。
19. (オプション) VPC から Amazon Comprehend にリソースを起動するには、下に VPC ID を入力しま
す。VPCまたは ID をドロップダウンリストから選択します。
1. 下のサブネットを選択しますサブネット。最初のサブネットを選択したら、追加のサブネットを選
択できます。
2. []セキュリティグループで、指定した場合は使用するセキュリティグループを選択します。最初の
セキュリティグループを選択したら、追加のセキュリティグループを選択できます。

Note
カスタムエンティティ認識ジョブで VPC を使用する場合、DataAccessRoleCreate および
Start オペレーションに使用されるには、入力ドキュメントと出力バケットにアクセスする
VPC に対するアクセス権限が必要です。
20. (オプション) カスタムエンティティ認識機能にタグを追加するには、[] にキーと値のペアを入力し
ます。タグ。[Add tag] (タグを追加) を選択します。認識機能を作成する前にこのペアを削除するに
は、タグの削除。
21. 選択トレーニング。
新しいレコグナイザがリストに表示され、そのステータスが表示されます。最初は次のように表示されま
す。Submitted。すると表示されますTrainingトレーニング文書を処理する分類子の場合、Trainedす
ぐに使用できる分類器のために、そしてIn errorエラーのある分類子の場合。ジョブをクリックする
と、エラーメッセージなど、認識機能に関する詳細情報が表示されます。

カスタム認識機能 (API) のトレーニングと実行
ドキュメントにカスタムエンティティを作成するには、Amazon
ComprehendCreateEntityRecognizer (p. 291)エンティティレコグナイザーを作成します。これらのユー
ザー定義エンティティを識別するには、StartEntitiesDetectionJob (p. 420)オペレーション.
トピック
• を使用してカスタムエンティティを作成および検出するAWS Command Line Interface (p. 145)
• を使用したカスタムエンティティの検出AWS SDK for Java (p. 145)
• AWS SDK for Python (Boto3) を使用したカスタムエンティティの検出 (p. 147)
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を使用してカスタムエンティティを作成および検出するAWS
Command Line Interface
次に、を使用した例を示します。CreateEntityRecognizerオペレーショ
ン、StartEntitiesDetectionJobオペレーション、および関連する他の APIAWS CLI。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
を使用してカスタムエンティティ認識機能を作成するCreateEntityRecognizerオペレーション.
aws comprehend create-entity-recognizer \
--language-code en \
--recognizer-name test-6 \
--data-access-role-arn "arn:aws:iam::account number:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-role" \
--input-data-config "EntityTypes=[{Type=PERSON}],Documents={S3Uri=s3://Bucket
Name/Bucket Path/documents},
Annotations={S3Uri=s3://Bucket Name/Bucket Path/annotations}" \
--region region

を使用してリージョン内のすべてのエンティティレコグナイザーを一覧表示す
るListEntityRecognizersオペレーション.
aws comprehend list-entity-recognizers \
--region region

を使用してユーザー定義エンティティ認識機能のJob ステータスを確認す
るDescribeEntityRecognizerオペレーション.
aws comprehend describe-entity-recognizer \
--entity-recognizer-arn arn:aws:comprehend:region:account number:entity-recognizer/
test-6 \
--region region

を使用してユーザー定義エンティティ認識ジョブを開始するStartEntitiesDetectionJobオペレー
ション.
aws comprehend start-entities-detection-job \
--entity-recognizer-arn "arn:aws:comprehend:region:account number:entity-recognizer/
test-6" \
--job-name infer-1 \
--data-access-role-arn "arn:aws:iam::account number:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-role" \
--language-code en \
--input-data-config "S3Uri=s3://Bucket Name/Bucket Path" \
--output-data-config "S3Uri=s3://Bucket Name/Bucket Path/" \
--region region

を使用したカスタムエンティティの検出AWS SDK for Java
この例では、カスタムエンティティ認識機能を作成し、モデルをトレーニングし、Java を使用してエン
ティティ認識機能ジョブで実行します。
import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
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import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import
import

com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
com.amazonaws.services.comprehend.model.CreateEntityRecognizerRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.CreateEntityRecognizerResult;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeEntityRecognizerRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeEntityRecognizerResult;
com.amazonaws.services.comprehend.model.EntityRecognizerAnnotations;
com.amazonaws.services.comprehend.model.EntityRecognizerDocuments;
com.amazonaws.services.comprehend.model.EntityRecognizerInputDataConfig;
com.amazonaws.services.comprehend.model.EntityTypesListItem;
com.amazonaws.services.comprehend.model.InputDataConfig;
com.amazonaws.services.comprehend.model.LanguageCode;
com.amazonaws.services.comprehend.model.OutputDataConfig;
com.amazonaws.services.comprehend.model.StartEntitiesDetectionJobRequest;
com.amazonaws.services.comprehend.model.StartEntitiesDetectionJobResult;

public class CustomEntityRecognizerDemo {
public static void main(String[] args) {
// Create credentials using a provider chain. For more information, see
// https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/credentials.html
AWSCredentialsProvider awsCreds = DefaultAWSCredentialsProviderChain.getInstance();
AmazonComprehend comprehendClient =
AmazonComprehendClientBuilder.standard()
.withCredentials(awsCreds)
.withRegion("region")
.build();
final String dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::account number:role/service-role/
AmazonComprehendServiceRole-role";
final CreateEntityRecognizerRequest createEntityRecognizerRequest = new
CreateEntityRecognizerRequest()
.withRecognizerName("recognizer name")
.withDataAccessRoleArn(dataAccessRoleArn)
.withLanguageCode(LanguageCode.En)
.withInputDataConfig(new EntityRecognizerInputDataConfig()
.withEntityTypes(new EntityTypesListItem().withType("PERSON"))
.withDocuments(new EntityRecognizerDocuments()
.withS3Uri("s3://Bucket Name/Bucket Path/documents"))
.withAnnotations(new EntityRecognizerAnnotations()
.withS3Uri("s3://Bucket Name/Bucket Path/annotations")));
final CreateEntityRecognizerResult createEntityRecognizerResult =
comprehendClient.createEntityRecognizer(createEntityRecognizerRequest);
final String entityRecognizerArn =
createEntityRecognizerResult.getEntityRecognizerArn();
System.out.println("Entity Recognizer ARN: " + entityRecognizerArn);
DescribeEntityRecognizerRequest describeEntityRecognizerRequest = new
DescribeEntityRecognizerRequest()
.withEntityRecognizerArn(entityRecognizerArn);
final DescribeEntityRecognizerResult describeEntityRecognizerResult =
comprehendClient.describeEntityRecognizer(describeEntityRecognizerRequest);
System.out.println("describeEntityRecognizerResult: " +
describeEntityRecognizerResult);
if
("TRAINED".equals(describeEntityRecognizerResult.getEntityRecognizerProperties().getStatus()))
{
// After model gets trained, launch an job to extract entities.
final StartEntitiesDetectionJobRequest startEntitiesDetectionJobRequest = new
StartEntitiesDetectionJobRequest()
.withJobName("Inference Job Name")
.withEntityRecognizerArn(entityRecognizerArn)
.withDataAccessRoleArn(dataAccessRoleArn)
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.withLanguageCode(LanguageCode.En)
.withInputDataConfig(new InputDataConfig()
.withS3Uri("s3://Bucket Name/Bucket Path"))
.withOutputDataConfig(new OutputDataConfig()
.withS3Uri("s3://Bucket Name/Bucket Path/"));
final StartEntitiesDetectionJobResult startEntitiesDetectionJobResult =
comprehendClient.startEntitiesDetectionJob(startEntitiesDetectionJobRequest);
System.out.println("startEntitiesDetectionJobResult: " +
startEntitiesDetectionJobResult);
}
}
}

AWS SDK for Python (Boto3) を使用したカスタムエンティティ
の検出
Boto3 SDK をインスタンス化する:
import boto3
import uuid
comprehend = boto3.client("comprehend", region_name="region")

エンティティレコグナイザーの作成:
response = comprehend.create_entity_recognizer(
RecognizerName="Recognizer-Name-Goes-Here-{}".format(str(uuid.uuid4())),
LanguageCode="en",
DataAccessRoleArn="Role ARN",
InputDataConfig={
"EntityTypes": [
{
"Type": "ENTITY_TYPE"
}
],
"Documents": {
"S3Uri": "s3://Bucket Name/Bucket Path/documents"
},
"Annotations": {
"S3Uri": "s3://Bucket Name/Bucket Path/annotations"
}
}
)
recognizer_arn = response["EntityRecognizerArn"]

レコグナイザーをリストする:
response = comprehend.list_entity_recognizers()

認識機能が TRAINED 状態になるまで待ちます。
while True:
response = comprehend.describe_entity_recognizer(
EntityRecognizerArn=recognizer_arn
)
status = response["EntityRecognizerProperties"]["Status"]
if "IN_ERROR" == status:
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sys.exit(1)
if "TRAINED" == status:
break
time.sleep(10)

エンティティ検出ジョブの開始:
response = comprehend.start_entities_detection_job(
EntityRecognizerArn=recognizer_arn,
JobName="Detection-Job-Name-{}".format(str(uuid.uuid4())),
LanguageCode="en",
DataAccessRoleArn="Role ARN",
InputDataConfig={
"InputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE",
"S3Uri": "s3://Bucket Name/Bucket Path/documents"
},
OutputDataConfig={
"S3Uri": "s3://Bucket Name/Bucket Path/output"
}
)

カスタムエンティティ認識機能のメトリック
Amazon Comprehend は、エンティティ認識機能があなたの仕事にどの程度うまく機能するかを推定す
るのに役立つメトリクスを提供します。これらはレコグナイザーモデルのトレーニングに基づいているた
め、トレーニング中のモデルのパフォーマンスを正確に表しますが、エンティティ検出中の API パフォー
マンスの近似値にすぎません。
メトリクスは、トレーニングされたエンティティレコグナイザーからメタデータが返されるたびに返され
ます。
Amazon Comprehend は、一度に最大 25 個のエンティティでモデルのトレーニングをサポートします。
トレーニングされたエンティティレコグナイザーからメトリクスが返されると、スコアはレコグナイザー
全体（グローバルメトリック）と個々のエンティティ（エンティティメトリクス）の両方に対して計算さ
れます。
グローバル指標とエンティティ指標の両方として、次の 3 つの指標を使用できます。
• 精度
これは、システムによって作成され、正しく識別され、正しくラベル付けされたエンティティの割合
を示します。これは、モデルのエンティティ識別が本当に良い識別である回数を示しています。これ
は、ID の総数に対する割合 (%) です。
つまり、精度は、真陽性 (tp)そして偽陽性 (fp)これは、精度 = tp/(tp + fp)。
たとえば、あるモデルが文書内にエンティティの2つの例があり、実際には1つしかないと予測した場
合、結果は1つの真陽性と1つの偽陽性になります。この場合は、精度 = 1/(1 + 1)。モデルによって識別
された2つのエンティティのうち1つのエンティティが正しいため、精度は50％です。
• リコール
これは、システムによって正しく識別され、ラベル付けされた文書に存在するエンティティの割合を示
します。数学的には、これは正しい識別の総数で定義されます真陽性 (tp)身分証明書の不在着信偽陰性
(fn)。
これは、リコール = tp/(tp + fn)。たとえば、モデルが 1 つのエンティティを正しく識別しても、そのエ
ンティティが存在する他の 2 つのインスタンスを見逃した場合、結果は 1 つの真陽性と 2 つの偽陰性
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になります。この場合は、想起 = 1/(1 + 2)。想起率は 33.33% で、考えられる3つの例のうち1つのエン
ティティが正しいためです。
• F1 スコア
これは Precision と Recall メトリクスの組み合わせで、カスタムエンティティ認識のモデルの全体的な
精度を測定します。F1 スコアは精度と再現率の調和平均です。F1 = 2 * 精度* 再現率/(精度+再現率)。

Note
直感的に、調和平均は、単純平均や他の手段よりも極端にペナルティを課します
（例：precision= 0、recall= 1は、可能なすべてのスパンを予測することで簡単に達成で
きます。 ここでは、単純平均は0.5になりますが、F10としてペナルティを科すだろう）。
上記の例では、precision= 50%recall= 33.33%、したがってF1= 2 * 0.5 * 0.3333/(0.5 +
0.3333)。F1スコアは.3975、つまり 39.75% です。

グローバルおよび個々のエンティティメトリクス
グローバルエンティティメトリックと個別エンティティメトリクスの関係は、次の文を次の文で分析する
とわかります。場所または人
John Washington and his friend Smith live in San Francisco, work in San Diego, and own
a house in Seattle.

この例では、モデルは次の予測を行います。
John Washington = Person
Smith = Place
San Francisco = Place
San Diego = Place
Seattle = Person

しかし、予測は次のようになっているはずです。
John Washington = Person
Smith = Person
San Francisco = Place
San Diego = Place
Seattle = Place

このための個々のエンティティメトリクスは次のようになります。
entity: Person
True positive (TP) = 1 (because John Washington is correctly predicted to be a
Person).
False positive (FP) = 1 (because Seattle is incorrectly predicted to be a Person,
but is actually a Place).
False negative (FN) = 1 (because Smith is incorrectly predicted to be a Place, but
is actually a Person).
Precision = 1 / (1 + 1) = 0.5 or 50%
Recall = 1 / (1+1) = 0.5 or 50%
F1 Score = 2 * 0.5 * 0.5 / (0.5 + 0.5) = 0.5 or 50%
entity: Place
TP = 2 (because San Francisco and San Diego are each correctly predicted to be a
Place).
FP = 1 (because Smith is incorrectly predicted to be a Place, but is actually a
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Person).
FN = 1 (because Seattle is incorrectly predicted to be a Person, but is actually a
Place).
Precision = 2 / (2+1) = 0.6667 or 66.67%
Recall = 2 / (2+1) = 0.6667 or 66.67%
F1 Score = 2 * 0.6667 * 0.6667 / (0.6667 + 0.6667) = 0.6667 or 66.67%

このためのグローバルメトリクスは以下のようになります。
グローバル:
Global:
TP = 3 (because John Washington, San Francisco and San Diego are predicted correctly.
This is also the sum of all individual entity TP).
FP = 2 (because Seattle is predicted as Person and Smith is predicted as Place. This
is the sum of all individual entity FP).
FN = 2 (because Seattle is predicted as Person and Smith is predicted as Place. This
is the sum of all individual FN).
Global Precision = 3 / (3+2) = 0.6 or 60%
(Global Precision = Global TP / (Global TP + Global FP))
Global Recall = 3 / (3+2) = 0.6 or 60%
(Global Recall = Global TP / (Global TP + Global FN))
Global F1Score = 2 * 0.6 * 0.6 / (0.6 + 0.6) = 0.6 or 60%
(Global F1Score = 2 * Global Precision * Global Recall / (Global Precision +
Global Recall))

カスタムエンティティ認識機能のパフォーマンスの向上
これらのメトリクスは、エンティティを識別するためにトレーニングされたモデルを使用する場合に、そ
のモデルがどの程度正確に実行されるかについての洞察を提供します。指標が予想よりも低い場合に、指
標を改善するために使用できるいくつかのオプションを以下に示します。
1. 使用するかどうかに応じて注釈 (p. 129)またはエンティティリスト (プレーンテキストの
み) (p. 138)では、データ品質を向上させるために、それぞれのドキュメントのガイドラインに必ず
従ってください。データを改善してモデルを再トレーニングした後に、より良いメトリクスを観察すれ
ば、データ品質を繰り返し改善し続け、モデルのパフォーマンスを向上させることができます。
2. エンティティリストを使用している場合は、代わりに注釈を使用することを検討してください。手動の
注釈は、多くの場合、結果を改善できます。
3. データ品質の問題がないことが確実で、それでも指標が不当に低いままである場合は、サポートリクエ
ストを送信してください。

カスタム認識機能モデルの実行
カスタム認識機能モデルをトレーニングした後、リアルタイムまたは非同期のカスタムエンティティ認識
を実行できます。カスタムモデルを使用してリアルタイム解析を実行するには、エンドポイントを作成す
る必要があります。

開始する前に
ユーザー定義エンティティを検出する前に、ユーザー定義エンティティ認識モデル (認識機能とも
呼ばれる) が必要です。プレーンテキスト注釈でトレーニングされたレコグナイザは、プレーンテ
キストドキュメントでのみエンティティ検出をサポートします。PDFドキュメント注釈でトレー
ニングされたレコグナイザーは、プレーンテキスト文書、画像、PDFファイル、およびWord文書
のエンティティ検出をサポートします。
これらのモデルの詳細については、「」を参照してください。the section called “レコグナイザー
モデルのトレーニング” (p. 140)。
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トピック
• 画像ファイルのベストプラクティス (p. 151)
• カスタムエンティティ認識のためのリアルタイム分析 (コンソール) (p. 151)
• カスタムエンティティ認識の分析ジョブ (コンソール) (p. 153)

画像ファイルのベストプラクティス
カスタムエンティティ認識のために画像ファイルを分析するには、次のガイドラインを使用して最良の結
果を達成します。
• 理想的には最低 150 DPI の高画質の画像を提供します。
• 入力ドキュメントが既にサポートされているファイル形式 (TIFF、JPEG、または画像の場合は PNG) の
いずれかである場合は、Amazon S3 にアップロードする前にドキュメントを変換またはダウンサンプル
しないでください。
文書内の表からテキストを抽出する際に最良の結果を得るには、次の点を確認してください。
• 文書内の表は、ページ上の周囲の要素から視覚的に分離されています。たとえば、表は画像や複雑なパ
ターンにオーバーレイされません。
• テーブル内のテキストは直立しています。たとえば、テキストはページ上の他のテキストに対して相対
的に回転しません。
テーブルからテキストを抽出するときに、次の場合に一貫性のない結果が表示される場合があります。
• 結合された表のセルは複数の列にまたがっています
• テーブルには、同じテーブルの他の部分とは異なるセル、行、または列があります。

カスタムエンティティ認識のためのリアルタイム分析
(コンソール)
Amazon Comprehend を使用すると、リアルタイム分析を実行して、個々のテキストドキュメント内のカ
スタムエンティティをすばやく検出できます。大きなドキュメントや大量のドキュメントを分析する非同
期バッチジョブとは異なり、リアルタイム分析は、到着時に少量のテキストを処理するアプリケーション
に役立ちます。たとえば、ソーシャルメディアの投稿、サポートチケット、またはカスタマーレビューの
カスタムエンティティをすぐに検出できます。
カスタムエンティティを検出する前に、カスタムエンティティ認識モデルをトレーニングする必要があり
ます。これらのモデルの詳細については、「」を参照してください。レコグナイザーモデルのトレーニン
グ (p. 140)。
カスタムモデルを使用してリアルタイム解析を実行するエンドポイントを作成します。エンドポイントを
作成すると、カスタムモデルをリアルタイム分析に使用できるようになり、Amazon Comprehend コン
ソール、Amazon Comprehend API、AWS CLI、またはAWSSDK。

カスタムエンティティ検出のためのエンドポイントの作成
カスタムモデルをリアルタイム分析で使用できるようにするためのエンドポイントを作成します。
テキスト処理のニーズを満たすために、推論単位エンドポイントに送信され、各ユニットは 1 秒あたり最
大 2 つのドキュメントに対して、1 秒あたり 100 文字のスループットを許可します。その後、スループッ
トを上または下に調整できます。
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リアルタイム分析のコストは、エンドポイントのスループットと、エンドポイントがアクティブであ
る時間に基づきます。エンドポイントのコストの詳細については、「」を参照してください。Amazon
Comprehend。
エンドポイントの作成が完了したら、Amazon でモニタリングできます CloudWatchで、推論単位を
変更するために更新するか、不要になったら削除する必要があります。詳細については、「Amazon
Comprehend エンドポイントを管理する (p. 173)」を参照してください。

コンソールでエンドポイントを作成する
エンドポイントを作成するには (コンソール)
1.

にサインインしますAWS Management Consoleを開き、を開くAmazon Comprehend。

2.

左のメニューで、[] を選択します。エンドポイントを選択し、エンドポイントの作成ボタンを使用し
ます。あるエンドポイントの作成画面が開きます。

3.

エンドポイントに名前を付けます。名前は AWS リージョンとアカウント内で一意でなければなりま
せん。

4.

新しいエンドポイントをアタッチするカスタムモデルを選択します。ドロップダウンから、モデル名
で検索できます。

Note
モデルに端点をアタッチする前に、作成する必要があります。まだモデルをお持ちでない場
合は、「」を参照してください。カスタムエンティティ認識で作成します。
5.

(オプション) にタグを追加するには、[] で Keyと値のペアを入力します。タグそして選ぶタグを追加
する。エンドポイントを作成する前にこのペアを削除するには、タグの削除

6.

エンドポイントに割り当てる推論単位 (IU) の数を入力します。各単位は、毎秒最大 2 つのドキュメン
トに対して、1 秒あたり 100 文字のスループットを表します。

7.

(オプション) 新しいエンドポイントを作成する場合は、IU 推定器を使用するオプションがあります。
スループットや 1 秒あたりに分析する文字数によっては、特に規模に応じて推論ユニットがいくつ必
要かを理解するのが難しい場合があります。このオプションのステップは、リクエストする IU の数を
決定するのに役立ちます。

Note
IU の範囲は 1～10 です。1 秒あたりに分析できる最大文字数は 1000 です。
8.

からの購入の概要で、推定時間単位、日単位、および月単位のエンドポイントコストを確認します。

9.

エンドポイントが起動してから削除されるまでに課金されることがわかっている場合は、このチェッ
クボックスをオンにします。

10. 選択エンドポイントの作成

を使用したエンドポイントの作成AWS CLI
を使用してエンドポイントを作成するにはAWS CLIでは、create-endpointコマンド:
$
>
>
>
>

aws comprehend create-endpoint \
--desired-inference-units number of inference units \
--endpoint-name endpoint name \
--model-arn arn:aws:comprehend:region:account-id:model/example \
--tags Key=Key,Value=Value

コマンドが成功すると、Amazon Comprehend はエンドポイント ARN で応答します。
{

"EndpointArn": "Arn"
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}

このコマンドとそのパラメータ引数、および出力の詳細については、「」を参照してください。createendpointのAWS CLIコマンドリファレンス

リアルタイムのカスタムエンティティ検出の実行
カスタムエンティティ認識機能モデルのエンドポイントを作成したら、リアルタイム分析を実行して、
個々のテキスト本文のエンティティをすばやく検出できます。

コンソールでエンティティを検出する
Amazon Comprehend コンソールを使用して、Text 内のカスタムエンティティを検出するには、以下のス
テップを実行します。
1.

にサインインしますAWS Management Consoleで Amazon Comprehend コンソール () を開きま
す。https://console.aws.amazon.com/comprehend/。

2.

左のメニューで、[] を選択します。リアルタイム分析。

3.
4.

左Text Textセクションに追加します。分析タイプ、選択Custom。
を使用する場合エンドポイントの選択で、使用するエンティティ検出モデルと関連付けられているエ
ンドポイントを選択します。

5.

[]Text Textで、分析するText を入力します。

6.

選択分析。カスタムモデルに基づくテキスト分析が、分析の信頼度評価とともに表示されます。

でエンティティを検出するAWS CLI
を使用してユーザー定義エンティティを検出するにはAWS CLIでは、detect-entitiesコマンド:
$
>
>
>

aws comprehend detect-entities \
--endpoint-arn arn \
--language-code en \
--text "Andy Jassy is the CEO of Amazon."

コマンドが成功すると、Amazon Comprehend は分析で応答します。Amazon Comprehend が検出したエ
ンティティごとに、エンティティタイプ、テキスト、場所、信頼スコアが提供されます。
このコマンドとそのパラメータ引数、および出力の詳細については、「」を参照してください。detectentitiesのAWS CLIコマンドリファレンス

カスタムエンティティ認識の分析ジョブ (コンソール)
非同期分析ジョブを実行して、1 つ以上のドキュメントのセット内のユーザー定義エンティティを検出で
きます。入力ファイルには、テキストファイル、画像ファイル、PDF、または Word 文書を含めることが
できます。テキストファイル以外のファイルの場合、Amazon Comprehend は分析の前にテキスト抽出を
実行します。
ジョブを開始するには、以下のステップを実行します。
1. Amazon S3 バケットにドキュメントを保存します。
2. を呼び出してくださいStartEntitiesDetectionJob (p. 420)非同期ジョブを開始する API オペレーショ
ン。
3. 分析ジョブの進行状況をモニタリングします。
4. ジョブの完了時に、ジョブの開始時に指定した S3 バケットから分析結果を取得します。
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カスタムエンティティ認識ジョブは、モデルが検索するようにトレーニングされたすべてのエンティティ
を検索します。
トピック
• カスタムエンティティ検出ジョブの開始 (p. 155)
• テキスト抽出オプションの設定 (p. 158)

カスタムエンティティ認識ジョブを作成するには
1.

にサインインしますAWS Management Console[()] を開きAmazon Comprehend コンソール。

2.

左のメニューで、分析ジョブ[]、[]ジョブの作成。

3.

分類ジョブに名前を付けます。新しい名前はアカウントと現在のリージョンの一意であることが必要
です。

4.

[]分析タイプ、選択カスタムエンティティ認識。

5.

送信元認識モデルで、使用するカスタムエンティティ認識機能を選択します。

6.

送信元バージョン[] で、使用する認識機能のバージョンを選択します。

7.

(オプション) エンティティ認識ジョブの処理中にストレージボリューム内のデータを暗号化すること
を選択した場合は、Job 暗号化[]、[現在のアカウントに関連付けられている KMS キー] を使用する
か、別のアカウントの KMS キーを使用するかを選択します。
• 現在のアカウントに関連付けられたキーを使用している場合は、[キー ID]、[]、[]、[]、[]、[KMS
キー ID。
• 別のアカウントに関連付けられたキーを使用する場合は、[] にキー ID の ARN を入力します。KMS
キー ARN。

Note
KMS キーの作成、および関連する暗号化の詳細については、「」を参照してください。Key
Management Service (KMS)。
8.

[]入力データ[] で、入力ドキュメントが含まれている Amazon S3 バケットの場所を入力するか、[] を
選択して [] に移動します。S3 の参照。このバケットは、呼び出している API と同じリージョン内に
存在する必要があります。分類ジョブのアクセス許可に使用する IAM ロールには、S3 バケットに対
する読み取りアクセス許可が必要です。

9.

（オプション）分類する文書の形式を選択します入力形式。これらは、ファイルごとに 1 つのドキュ
メント、または 1 つのファイルの 1 行につき 1 つのドキュメントになります。

10. []出力データで、Amazon Comprehend がジョブの出力データを書き込む Amazon S3 バケットの場所
を入力するか、またはS3 の参照。このバケットは、呼び出している API と同じリージョン内に存在
する必要があります。分類ジョブのアクセス許可に使用する IAM ロールには、S3 バケットに対する
書き込みアクセス許可が必要です。
11. (オプション) ジョブの出力結果を暗号化することを選択した場合は、暗号化[]、[現在のアカウントに
関連付けられている KMS キー] を使用するか、別のアカウントの KMS キーを使用するかを選択しま
す。
• 現在のアカウントに関連付けられているキーを使用する場合は、キーのエイリアスまたは IDKMS
キー ID。
• 別のアカウントに関連付けられたキーを使用している場合は、キーエイリアスまたは ID の ARN
をKMS キー ID。
12. (オプション) VPC から Amazon Comprehend にリソースを起動するには、下に VPC ID を入力しま
す。VPCまたは、ドロップダウンリストから ID を選択します。
1. 下のサブネットを選択しますサブネット。最初のサブネットを選択したら、追加のサブネットを選
択できます。
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2. []セキュリティグループで、指定した場合は使用するセキュリティグループを選択します。最初の
セキュリティグループを選択したら、追加のセキュリティグループを選択できます。

Note
分析ジョブで VPC を使用する場合、DataAccessRoleCreate および Start オペレーション
に使用されるには、出力バケットにアクセスする VPC に対するアクセス権限が必要です。
13. 選択ジョブの作成をクリックして、エンティティ認識ジョブを作成します。

カスタムエンティティ検出ジョブの開始
を使用してカスタムエンティティ検出ジョブを開始するにはStartEntitiesDetectionJob (p. 420)オペレー
ションでは、 EntityRecognizerArn(トレーニングしたモデルの Amazon リソースネーム (ARN) です。この
ARN は、CreateEntityRecognizer (p. 291)オペレーション.
Unix、Linux、および macOS 環境では、以下の例を使用します。Windows の場合は、各行末のバックス
ラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。文書セット内のユーザー定義エンティ
ティを検出するには、次の要求構文を使用します。
aws comprehend start-entities-detection-job \
--entity-recognizer-arn "entity recognizer arn" \
--job-name job name \
--data-access-role-arn "data access role arn" \
--language-code en \
--input-data-config "S3Uri=s3://Bucket Name/Bucket Path" \
--output-data-config "S3Uri=s3://Bucket Name/Bucket Path/" \
--region region

Amazon Comprehend はJobIDそしてJobStatusそして、リクエストで指定した S3 バケット内のジョブ
の出力を返します。

Example プレーンテキストと PDF ドキュメントのカスタムエンティティ検出ジョブからの出力例
Plain text
{

}
{

"File": "50_docs",
"Line": 0,
"Entities":
[
{
"BeginOffset": 0,
"EndOffset": 22,
"Score": 0.9763959646224976,
"Text": "John Johnson",
"Type": "JUDGE"
}
]
"File": "50_docs",
"Line": 1,
"Entities":
[
{
"BeginOffset": 11,
"EndOffset": 15,
"Score": 0.9615424871444702,
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}

]

}

"Text": "Thomas Kincaid",
"Type": "JUDGE"

PDF
{

"Blocks":
[
{
"BlockType": "LINE",
"Geometry":
{
"BoundingBox":
{
"Height": 0.012575757575757575,
"Left": 0.0,
"Top": 0.0015063131313131314,
"Width": 0.02262091503267974
},
"Polygon":
[
{
"X": 0.0,
"Y": 0.0015063131313131314
},
{
"X": 0.02262091503267974,
"Y": 0.0015063131313131314
},
{
"X": 0.02262091503267974,
"Y": 0.014082070707070706
},
{
"X": 0.0,
"Y": 0.014082070707070706
}
]
},
"Id": "4330efed-6334-4fc4-ba48-e050afa95c8d",
"Page": 1,
"Relationships":
[
{
"ids":
[
"f343ce48-583d-4abe-b84b-a232e266450f"
],
"type": "CHILD"
}
],
"Text": "S-3"
},
{
"BlockType": "WORD",
"Geometry":
{
"BoundingBox":
{
"Height": 0.012575757575757575,
"Left": 0.0,
"Top": 0.0015063131313131314,
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"Width":
},
"Polygon":
[
{
"X":
"Y":
},
{
"X":
"Y":
},
{
"X":
"Y":
},
{
"X":
"Y":
}
]

0.02262091503267974

0.0,
0.0015063131313131314
0.02262091503267974,
0.0015063131313131314
0.02262091503267974,
0.014082070707070706
0.0,
0.014082070707070706

},
"Id": "f343ce48-583d-4abe-b84b-a232e266450f",
"Page": 1,
"Relationships":
[],
"Text": "S-3"

}
],
"DocumentMetadata":
{
"PageNumber": 1,
"Pages": 1
},
"DocumentType": "NativePDF",
"Entities":
[
{
"BlockReferences":
[
{
"BeginOffset": 25,
"BlockId": "4330efed-6334-4fc4-ba48-e050afa95c8d",
"ChildBlocks":
[
{
"BeginOffset": 1,
"ChildBlockId": "cbba5534-ac69-4bc4-beef-306c659f70a6",
"EndOffset": 6
}
],
"EndOffset": 30
}
],
"Score": 0.9998825926329088,
"Text": "0.001",
"Type": "OFFERING_PRICE"
},
{
"BlockReferences":
[
{
"BeginOffset": 41,
"BlockId": "f343ce48-583d-4abe-b84b-a232e266450f",
"ChildBlocks":
[
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{

"BeginOffset": 0,
"ChildBlockId": "292a2e26-21f0-401b-a2bf-03aa4c47f787",
"EndOffset": 9

}
],
"EndOffset": 50

}
],
"Score": 0.9809727537330395,
"Text": "6,097,560",
"Type": "OFFERED_SHARES"

}

}
],
"File": "example.pdf",
"Version": "2021-04-30"

テキスト抽出オプションの設定
入力ファイルに画像ファイル、PDF、または Word 文書が含まれている場合は、テキスト抽出のオプショ
ンを指定できます。左StartEntitiesDetectionJob (p. 420)操作を行うには、DocumentReaderConfigパ
ラメータにInputDataConfig[] で、以下のオプションを指定します。
• DocumentReadMode— をに設定した場合SERVICE_DEFAULTを選択すると、Amazon Comprehend
は、入力ドキュメントタイプに基づいてテキスト抽出アクションを自動的に選択します。をに設定した
場合FORCE_DOCUMENT_READ_ACTIONでは、Amazon Comprehend は Amazon Textract API を使用して
PDF、Word、または画像ファイルを解析します。
• DocumentReadAction— に設定TEXTRACT_DETECT_DOCUMENT_TEXTAmazon
Comprehend が Amazon Textract を呼び出すためにDetectDocumentTextAPI。に設
定TEXTRACT_ANALYZE_DOCUMENTAmazon Comprehend が Amazon Textract を呼び出すため
にAnalyzeDocumentAPI。
設定した場合DocumentReadModeにSERVICE_DEFAULT、設定する必要はありませ
んDocumentReadAction。
あなたは合格することができますInputDataConfigパラメータ
にStartEntitiesDetectionJobJSON ファイルとして。次の例では、JSON ファイル
をDetectDocumentTextAPI:

Example InputDataConfigファイル内のパラメータ myInputDataconfig.json
"InputDataConfig": {
"S3Uri": s3://Bucket Name/Bucket Path",
"InputFormat": "ONE_DOC_PER_FILE",
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "TEXTRACT_DETECT_DOCUMENT_TEXT",
"DocumentReadMode": "FORCE_DOCUMENT_READ_ACTION"
}
}

左StartEntitiesDetectionJobオペレーションでは、パラメータをファイルとして指定します。
--input-data-config file://myInputDataConfig.json

Amazon Textract オプションの詳細については、「」を参照してくださ
い。DocumentReaderConfig (p. 508)。
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カスタムモデルを作成して管理する
Amazon Comprehend には、インサイトの分析やトピックモデリングに使用できる NLP (自然言語処理) モ
デルが含まれています。Amazon Comprehend を使用して、エンティティ認識とドキュメント分類のため
のカスタムモデルを作成することもできます。
モデルのバージョン管理では、モデリング履歴を追跡できます。また、追加データまたは異なるデータ
セットを使用してモデルを実行するときに、モデルに関連付けられたスコアを追跡することもできます。
また、他のユーザーを許可してカスタムモデルを共有することもできますAWS アカウントをクリックし
て、モデルのコピーをインポートします。
トピック
• Amazon Comprehend によるモデルのバージョン管理 (p. 159)
• 間でカスタムモデルをコピーするAWSアカウント (p. 161)

Amazon Comprehend によるモデルのバージョン管
理
人工知能と機械学習（AI/ML）は、すべて迅速な実験に関するものです。Amazon Comprehend を使用す
ると、データに関する洞察を得るために使用するモデルをトレーニングおよび構築できます。モデルの
バージョニングを使用すると、より多くのデータセットまたは異なるデータセットを提供するときに、モ
デルの実行結果に関連するモデリングの履歴とスコアを追跡できます。バージョン管理は、カスタム分類
モデルまたはカスタムエンティティ認識モデルで使用できます。時間をかけてさまざまなバージョンを見
ると、それらのバージョンがどれだけ成功したかについての洞察を得ることができ、成功の状態に到達す
るために使用したパラメータについての洞察を得ることができます。
既存のカスタム分類器モデルまたはエンティティ認識モデルの新しいバージョンをトレーニングする場合
は、モデルの詳細ページから新しいバージョンを作成するだけで、すべての詳細が自動的に入力されま
す。新しいバージョンには、以前のモデルと同じ名前 (バージョン ID と呼びます) が付けられますが、作
成時に一意のバージョン名を付けます。モデルに新しいバージョンを追加すると、モデルの詳細ページか
ら、以前のすべてのバージョンとその詳細を 1 つのビューに表示できます。バージョニングを使用する
と、トレーニングデータセットに変更を加えると、モデルのパフォーマンスがどのように変化するかを確
認できます。
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新しい を作成するカスタム分類子バージョン (コンソール)
1.

にサインインしますAWS Management Console[] を開き、(Amazon Comprehend コンソール。

2.

左のメニューで、[] を選択しますのカスタマイズ[] の順に選択しますカスタム分類。

3.

() 開始元分類子[] 一覧で、新しいバージョンを作成するカスタムモデルの名前を選択します。カスタ
ムモデルの詳細ページが表示されます。

4.

右上で、新しいモデルを作成します。画面が開き、親カスタム分類モデルから事前に入力された詳細
が表示されます。

5.

[]バージョン名新しいバージョンに固有表現を追加します。

6.

[バージョンの詳細] で、新しいモデルに関連付けられている言語とラベルの数を変更できます。

7.

でデータ仕様セクションでは、新しいバージョンにデータを提供する方法を設定します。以前のモデ
ルのドキュメントと新しいドキュメントを含む完全なデータを必ず提供してください。[] を変更でき
ます分類子モード(単一ラベル、またはマルチラベル)、データ形式(CSV ファイル、拡張マニフェス
ト)、トレーニングデータセット、側、側テストデータセット(autosplit、またはカスタムテストデータ
設定)。

8.

(オプション) 出力データ用の S3 ロケーションを更新します

9.

[]アクセス許可、既存の IAM ロールを作成または使用します。

10. (オプション) VPC 設定を更新する
11. (オプション) 新しいバージョンにタグを追加して、詳細を追跡できるようにします。
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カスタム分類子を作成する方法については、「」を参照してください。カスタム分類子を作成す
る (p. 105)

新しい を作成するカスタムエンティティ認識機能バージョン (コンソール)
1.

にサインインしますAWS Management Console[] を開き、(Amazon Comprehend コンソール。

2.

左のメニューで、[] を選択しますのカスタマイズ[] の順に選択しますカスタムエンティティ認識。

3.

() 開始元認識子モデル[] 一覧で、新しいバージョンを作成する認識子を選択します。詳細ページが表
示されます。

4.

右上で、新しいバージョンを訓練する。画面が開き、親エンティティ認識機能から事前に入力された
詳細が表示されます。

5.

[]バージョン名新しいバージョンに固有表現を追加します。

6.

[カスタムエンティティタイプ] で、データセット内で認識機能によって識別されるカスタムラベルま
たはラベルを追加し、タイプを追加。提供した注釈またはエンティティリストからカスタムエンティ
ティタイプを選択します。レコグナイザーは、ジョブの実行時に、含まれているすべてのエンティ
ティタイプを使用して、データセット内のエンティティを識別します。各エンティティタイプは大文
字で、複数の単語を使用する場合はアンダースコアとアンダースコアで区切る必要があります。最大
25 タイプが許可されています。

7.

(オプション) [] []認識子暗号化ジョブの処理中にストレージボリューム内のデータを暗号化します。

8.

[トレーニングデータ] セクションで、注釈とデータ形式詳細 (CSV ファイル、拡張マニフェスト) 単
一ラベル、またはマルチラベル)データ形式(CSV、拡張マニフェスト)、トレーニングデータセット、
側、側テストデータセット(autosplit、またはカスタムテストデータ設定)。

9.

(オプション) 出力データ用の S3 ロケーションを更新します

10. []アクセス許可、既存の IAM ロールを作成または使用します。
11. (オプション) VPC 設定を更新する
12. (オプション) 新しいバージョンにタグを追加して、詳細を追跡できるようにします。
カスタムエンティティ認識子の詳細については、「」を参照してください。カスタムエンティティ認
識 (p. 126)そしてコンソールを使用してカスタムエンティティ認識機能を作成する (p. 140)。

間でカスタムモデルをコピーするAWSアカウント
Amazon Comprehend ユーザーは、トレーニング済みのカスタムモデルをAWS2 ステッププロセスです。
最初に 1 ユーザーに 1AWSアカウント (アカウント A)、シェア自分のアカウントにあるカスタムモデル。
次に、あるユーザーが別のユーザーにAWSアカウント (アカウント B)輸入モデルを彼らのアカウントに入
れる。アカウント B のユーザーはモデルをトレーニングする必要はなく、元のトレーニングデータまたは
テストデータをコピー (またはアクセス) する必要もありません。
アカウント A でカスタムモデルを共有するには、AWS Identity and Access Management(IAM) ポリシー
をモデルバージョンに適用します。このポリシーは、IAM ユーザーやロールなどのアカウント B のエン
ティティに、モデルバージョンを Amazon Comprehend にインポートすることを許可します。AWSアカウ
ント. アカウント B ユーザーは、モデルを同じにインポートする必要がありますAWS元のモデルとしての
リージョン。
アカウント B のモデルをインポートするために、このアカウントのユーザーは、モデルの Amazon リソー
スネーム (ARN) などの必要な詳細を Amazon Comprehend に提供します。モデルをインポートすることに
より、このユーザーは新しいカスタムモデルをAWSインポートしたモデルを複製するアカウント。このモ
デルは完全にトレーニングされており、文書分類や名前付きエンティティ認識などの推論作業に対応でき
ます。
カスタムモデルのコピーは、次の場合に役立ちます。
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• 複数の組織に 1 ステップ組織に属しているAWS口座。例えば、組織にAWSビルド、ステージ、テス
ト、デプロイなど、開発の各フェーズを考慮します。または、それは明確かもしれないAWSデータサイ
エンスやエンジニアリングなどのビジネス機能を説明しています。
• あなたの組織は、AWSAmazon Comprehend でカスタムモデルをトレーニングし、クライアントとして
お客様に提供するパートナー。
このようなシナリオでは、トレーニング済みのカスタムエンティティ認識機能または文書分類子を 1 つか
らすばやくコピーできます。AWS別のアカウントに。この方法でモデルをコピーすることは、次の方法で
トレーニングデータをコピーする他の方法よりも簡単です。AWS重複モデルをトレーニングするためのア
カウント。
トピック
• カスタムモデルを他のユーザーと共有するAWSアカウント (p. 162)
• 別のモデルからカスタムモデルをインポートするAWSアカウント (p. 168)

カスタムモデルを他のユーザーと共有するAWSアカウ
ント
Amazon Comprehend を使用すると、カスタムモデルを他のユーザーと共有して、他のユーザーが自分の
モデルをAWS口座。ユーザーがカスタムモデルの 1 つをインポートすると、アカウントに新しいカスタム
モデルが作成されます。彼らの新しいモデルは、あなたが共有したものと重複しています。
カスタムモデルを共有するには、他のユーザーにインポートを許可するポリシーをアタッチします。次
に、それらのユーザーに必要な詳細を提供します。

Note
共有したカスタムモデルを他のユーザーがインポートする場合、同じものを使用する必要があり
ますAWSモデルを含むリージョン (米国東部 (バージニア北部)。
トピック
• 開始する前に (p. 162)
• カスタムモデル用のリソースベースのポリシー (p. 165)
• ステップ 1: リソースベースのポリシーをカスタムモデルに追加 (p. 166)
• ステップ 2: 他の人がインポートする必要のある詳細を提供する (p. 168)

開始する前に
モデルを共有する前に、Amazon Comprehend でトレーニング済みのカスタム分類子またはカスタムエン
ティティ認識機能がAWSアカウント. カスタムモデルのトレーニングの詳細については、「」を参照して
ください。カスタム分類 (p. 100)またはカスタム表現認識 (p. 126)。

必要なアクセス許可
IAM ポリシーステートメント
リソースベースのポリシーをカスタムモデルに追加する前に、AWS Identity and Access
Management(IAM)。次の例に示すように、モデルポリシーを作成、取得、および削除できるように、IAM
ユーザーまたはグループにポリシーがアタッチされている必要があります。

Example カスタムモデルのリソースベースのポリシーを管理する IAM ポリシー
{
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}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"comprehend:PutResourcePolicy",
"comprehend:DeleteResourcePolicy",
"comprehend:DescribeResourcePolicy"
],
"Resource": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/foo/version/*"

IAM ポリシーの作成については、「」を参照してください。IAM ポリシーの作成のIAM ユーザーガイ
ド。IAM ポリシーのアタッチについては、「」を参照してください。IAM ID のアクセス許可の追加および
削除のIAM ユーザーガイド。

AWS KMSキーポリシーステートメント
暗号化されたモデルを共有している場合は、AWS KMS。この要件は、Amazon Comprehend でモデルを
暗号化するために使用する KMS キーのタイプによって異なります。
AnAWS 所有のキーが所有し、管理しますAWSサービス。If you use an AWS 所有のキー() に許可を追加す
る必要はありませんAWS KMS」と入力し、このセクションはスキップできます。
あるカスタマー管理のキーはが作成、所有、管理するキーですAWSアカウント. カスタマーマネージド
キーを使用する場合は、KMS キーポリシーにステートメントを追加する必要があります。
ポリシーステートメントは、1 つ以上のエンティティ (IAM ユーザーやAWSアカウント) を実行してAWS
KMSモデルを復号化するために必要な操作。
条件キーを使用して、不分別な代理処理の問題を防止します。詳細については、「the section called “サー
ビス間の混乱した代理の防止” (p. 191)」を参照してください。
ポリシーで次の条件キーを使用して、KMS キーにアクセスするエンティティを検証します。ユーザーが
モデルをインポートすると、AWS KMSソースモデルバージョンの ARN が条件に一致することを確認しま
す。ポリシーに条件を含めない場合、指定されたプリンシパルは KMS キーを使用して任意のモデルバー
ジョンを復号化できます。
• aws:SourceArn— この条件キーをkms:GenerateDataKeyそしてkms:Decryptアクション。
• kms:EncryptionContext— この条件キーをkms:GenerateDataKey,kms:Decrypt, およ
びkms:CreateGrantアクション。
次の例では、ポリシーはAWS アカウント 444455556666が所有する指定された分類器モデルのバージョ
ン 1 を使用するAWSアカウント111122223333。

Example 特定の分類子モデルバージョンにアクセスするための KMS キーポリシー
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS":
"arn:aws:iam::444455556666:root"
},
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceArn":
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"arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:documentclassifier/classifierName/version/1"
}
}
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::444455556666:root"
},
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:EncryptionContext:aws:comprehend:arn":
"arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:documentclassifier/classifierName/version/1"
}
}
}
]
}

次の例のポリシーは、ユーザーを承認しますExampleUser からAWS アカウント 444455556666そし
てExampleRoleからAWS アカウント 123456789012をクリックして、Amazon Comprehend サービスを
介してこの KMS キーにアクセスします。

Example Amazon Comprehend サービスへのアクセスを許可する KMS キーポリシー (代替 1)。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::444455556666:user/ExampleUser",
"arn:aws:iam::123456789012:role/ExampleRole"
]
},
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:comprehend:*"
}

}

},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": [
"arn:aws:iam::444455556666:user/ExampleUser",
"arn:aws:iam::123456789012:role/ExampleRole"
]
},
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
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}

]

}

}

}

"kms:EncryptionContext:aws:comprehend:arn": "arn:aws:comprehend:*"

次の例では、許可しますAWS アカウント 444455556666前の例の代替構文を使用して、Amazon
Comprehend サービスを介してこの KMS キーにアクセスします。

Example Amazon Comprehend サービスへのアクセスを許可する KMS キーポリシー (代替 2)。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::444455556666:root"
},
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDataKey",
"kms:CreateGrant"
],
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringLike": {
"kms:EncryptionContext:aws:comprehend:arn": "arn:aws:comprehend:*"
}
}
}
]

詳細については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMS でのキーポリ
シー」を参照してください。

カスタムモデル用のリソースベースのポリシー
Amazon Comprehend ユーザーが別のユーザーになる前AWSアカウントからカスタムモデルをインポー
トできますAWSアカウントにアクセスするには、その権限を付与する必要があります。承認するには、リ
ソースベースのポリシー共有するモデルバージョンに。リソースベースのポリシーはでリソースにアタッ
チする IAM ポリシーですAWS。
リソースポリシーをカスタムモデルバージョンにアタッチすると、ポリシーは IAM ユーザーやAWSアカウ
ントで、comprehend:ImportModelモデルバージョンでアクションを実行します。

Example カスタムモデルバージョンのリソースベースのポリシー
この例では、認証されたエンティティをPrincipal属性。リソース「*」は、ポリシーをアタッチする特
定のモデルバージョンを指します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "comprehend:ImportModel",
"Resource": "*",
"Principal": {
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"AWS": [

}

]

}

}

]

"arn:aws:iam::111122223333:root",
"arn:aws:iam::444455556666:user/ExampleUser",
"arn:aws:iam::123456789012:role/ExampleRole"

カスタムモデルにアタッチするポリシーの場合、comprehend:ImportModelAmazon Comprehend がサ
ポートしている唯一のアクションです。
リソースベースのポリシーの詳細については、「」を参照してください。アイデンティティベースおよび
リソースベースのポリシーのIAM ユーザーガイド。

ステップ 1: リソースベースのポリシーをカスタムモデルに追加
[] を使用してリソースベースのポリシーを追加できます。AWS Management Console,AWS CLI、または
Amazon Comprehend API。

AWS Management Console
Amazon Comprehend はAWS Management Console。

リソースベースのポリシーを追加するには
1.

にサインインしますAWS Management Console[] を開きAmazon Comprehend コンソール。

2.

左側のナビゲーションメニューでのカスタマイズで、カスタムモデルを含むページを選択します。
a.

カスタム文書分類子を共有している場合は、カスタム分類。

3.
4.

b. カスタムエンティティ認識機能を共有している場合は、カスタムエンティティ認識。
モデルのリストで、詳細ページを開くモデル名を選択します。
[]バージョン[] で、共有するモデルバージョンの名前を選択します。

5.
6.

[バージョンの詳細] ページで、タグ、VPC、ポリシータブ。
[リソースベースのポリシー] セクションで、[編集]を選択します。

7.

リポジトリの [][リソースベースのポリシーの編集] ページ] で、次の作業を行います。
a.
b.

を使用する場合ポリシー名[] に、ポリシーの作成後に認識する際に便利な名前を入力します。
[]承認で、モデルのインポートを許可する次のエンティティを 1 つ以上指定します。
フィールド

定義と例

サービスプリンシパル

このモデルバージョンにアクセスできるサービスのサービスプ
リンシパル識別子。例:
理解する.amazonaws.com

AWSアカウント ID

AWS アカウントこのモデルバージョンにアクセスできる。ア
カウントに属しているすべてのユーザーを承認します。例:
111122223333,123456789012

IAM エンティティ

このモデルバージョンにアクセスできる IAM ユーザーまたは
ロールの ARN。例:
arn: aws: iam: *ExampleUser、arn: aws: iam: *ExampleRole
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8.
9.

[]共有では、モデルバージョンの ARN をコピーして、モデルをインポートする人と共有しやすくす
ることができます。誰かが別の AWS アカウントからカスタムモデルをインポートする場合、モデル
バージョン ARN が必要です。
[Save] (保存) を選択します。Amazon Comprehend は、リソースベースのポリシーを作成し、モデル
にアタッチします。

AWS CLI
でリソースベースのポリシーをカスタムモデルに追加するにはAWS CLIでは、PutResourcePolicyコマン
ド。 コマンドでは、以下のパラメータを使用します。
• resource-arn— モデルバージョンを含むカスタムモデルの ARN。
• resource-policy— カスタムモデルにアタッチするリソースベースのポリシーを定義する JSON ファ
イル。
ポリシーをインライン JSON 文字列として提供することもできます。ポリシーに有効な JSON を提供
するには、属性名と値を二重引用符で囲みます。JSON 本文も二重引用符で囲まれている場合は、ポリ
シー内の二重引用符をエスケープします。
• policy-revision-id— Amazon Comprehend が更新するポリシーに割り当てたリビジョン ID。
以前のバージョンがない新しいポリシーを作成する場合は、このパラメータを使用しないでくださ
い。Amazon Comprehend がリビジョン ID を作成します。

Example [] を使用してリソースベースのポリシーをカスタムモデルに追加します。putresource-policyコマンド
この例では、という名前の JSON ファイルにポリシーを定義します。policyfile.jsonポリシーをモデルに関
連付けます。モデルはバージョンですv2という分類子のmycf1。
$ aws comprehend put-resource-policy \
> --resource-arn arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/mycf1/
version/v2 \
> --resource-policy file://policyFile.json \
> --policy-revision-id revision-id

リソースポリシーの JSON ファイルには、次の内容が含まれています。
• アクション— ポリシーは、指定されたプリンシパルが使用することを許可しま
すcomprehend:ImportModel。
• リソース— カスタムモデルの ARN。リソース「*」は、put-resource-policyコマンド。
• プリンシパル— ポリシーはユーザーを承認しますjaneからAWS アカウント444455556666 とからのす
べてのユーザーAWS アカウント123456789012。

{
"Version":"2012-10-17",
"Statement":[
{"Sid":"ResourcePolicyForImportModel",
"Effect":"Allow",
"Action":["comprehend:ImportModel"],
"Resource":"*",
"Principal":
{"AWS":
["arn:aws:iam::444455556666:user/jane",
"123456789012"]
}
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]

}

}

Amazon Comprehend API
Amazon Comprehend API を使用してリソースベースのポリシーをカスタムモデルに追加するに
は、PutResourcePolicyAPI オペレーション
モデルを作成する API リクエストで、カスタムモデルにポリシーを追加することもできます。これを行う
には、ポリシー JSON を ModelPolicy をサブミットするときのパラメータCreateDocumentClassifierまた
はCreateEntityRecognizerリクエスト.

ステップ 2: 他の人がインポートする必要のある詳細を提供する
これで、リソースベースのポリシーをカスタムモデルに追加したので、他の Amazon Comprehend ユー
ザーが自分のモデルをAWS口座。ただし、インポートする前に、次の詳細を提供する必要があります。
• モデルバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。
• -AWSモデルを含むリージョン。あなたのモデルをインポートする人は誰でも同じものを使わなければな
りませんAWSリージョン。
• モデルが暗号化されているかどうか、暗号化されている場合は、AWS KMS使用するキー:AWS 所有の
キーまたはカスタマーマネージドキー
• モデルがカスタマーマネージドキーで暗号化されている場合は、KMS キーの ARN を指定する必要があ
ります。モデルをインポートする人は誰でも、その IAM サービスロールに ARN を含める必要がありま
す。AWSアカウント. このロールは、インポート時にモデルを復号できる Amazon Comprehend に KMS
キーを使用する許可を Amazon Comprehend に付与します。
他のユーザーがモデルをインポートする方法の詳細については、「」を参照してください。別のモデルか
らカスタムモデルをインポートするAWSアカウント (p. 168)。

別のモデルからカスタムモデルをインポートするAWS
アカウント
Amazon Comprehend では、別のモデルにあるカスタムモデルをインポートできますAWSアカウント. モ
デルをインポートすると、アカウントに新しいカスタムモデルが作成されます。新しいカスタムモデル
は、インポートしたモデルの完全にトレーニングされた複製です。
トピック
• 開始する前に (p. 168)
• カスタムモデルをインポートする (p. 171)

開始する前に
カスタムモデルを別のモデルからインポートする前にAWSアカウントで、モデルをあなたと共有した人が
次のことをしていることを確認してください。
• インポートを承認します。この承認は、モデルバージョンにアタッチされているリソースベースのポリ
シーで付与されます。詳細については、「カスタムモデル用のリソースベースのポリシー (p. 165)」を
参照してください。
• 以下の情報を提供します。
• モデルバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。
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• -AWSモデルを含むリージョン。同じものを使用する必要がありますAWSインポートするときのリー
ジョン。
• モデルが暗号化されているかどうかAWS KMSkey、および使用する場合は、使用されるキーの種類。
モデルが暗号化されている場合、使用される KMS キーの種類によっては、追加の手順が必要になる場合
があります。
• AWS 所有のキー— このタイプの KMS キーは、によって所有、管理されます。AWS。モデルがAWS 所
有のキーでは、追加の手順は必要ありません。
• カスタマー管理のキー— このタイプの KMS キーは、によって作成、所有、および管理されます。AWS
の顧客AWSアカウント. モデルが顧客管理キーで暗号化されている場合、モデルを共有したユーザーは
以下を行う必要があります。
• モデルを復号化する権限を付与します。この認証は、カスタマー管理キーの KMS キーポリシーで付
与されます。詳細については、「AWS KMSキーポリシーステートメント (p. 163)」を参照してくだ
さい。
• カスタマーマネージドキーの ARN を提供します。この ARN は、IAM サービスロールを作成するとき
に使用します。このロールにより、KMS キーを使用してモデルを復号できる Amazon Comprehend
が付与されます。

必要なアクセス許可
カスタムモデルをインポートする前に、ユーザーまたは管理者がAWS Identity and Access
Management(IAM)。Amazon Comprehend ユーザーとして、IAM ポリシーステートメントによってイン
ポートする権限が必要です。インポート中に暗号化または復号化が必要な場合、Amazon Comprehend は
必要なものを使用する権限を与えられている必要がありますAWS KMSキー。

IAM ポリシーステートメント
IAM ユーザーまたはグループには、ImportModelaction ()] で、次の例に示すように、アクションを使用
します。

Example カスタムモデルをインポートする IAM ポリシー
{

}

"Effect": "Allow",
"Action": [
"comprehend:ImportModel"
],
"Resource": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/foo/version/*"

IAM ポリシーの作成については、「」を参照してください。IAM ポリシーの作成のIAM ユーザーガイ
ド。IAM ポリシーをアタッチする方法については、「」を参照してください。IAM ID のアクセス許可の追
加および削除のIAM ユーザーガイド。

のIAM サービスロールAWS KMS暗号化
カスタムモデルをインポートするときは、Amazon Comprehend の使用を許可する必要がありますAWS
KMS以下のいずれかのケースでキーを使用します。
• でカスタマーマネージドキーを使用して暗号化されたカスタムモデルをインポートしようとしています
AWS KMS。この場合、Amazon Comprehend は KMS キーにアクセスして、インポート中にモデルを復
号化できるようにする必要があります。
• インポートで作成した新しいカスタムモデルを暗号化し、顧客管理キーを使用するとします。この場
合、Amazon Comprehend は新しいモデルを暗号化できるように KMS キーにアクセスする必要があり
ます。
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Amazon Comprehend にこれらの使用を許可するにはAWS KMSキー、あなたが作成するIAM サービス
ロール。このタイプの IAM ロールでは、AWSのサービスをユーザーに代わって他のサービスのリソースに
アクセスすることをに許可します。サービスロールの詳細については、「」を参照してください。AWS の
サービスにアクセス許可を委任するロールの作成のIAM ユーザーガイド。
Amazon Comprehend コンソールを使用してインポートする場合、Amazon Comprehend にサービスロー
ルを作成させることができます。それ以外の場合は、インポートする前に IAM にサービスロールを作成す
る必要があります。
IAM サービスロールには、以下の例に示すように、アクセス許可ポリシーと信頼ポリシーが含まれている
必要があります。

Example アクセス許可ポリシー
以下のアクセス権限ポリシーでは、AWS KMSAmazon Comprehend がカスタムモデルの暗号化と復号化
に使用するオペレーション。これにより、次の 2 つの KMS キーへのアクセスが許可されます。
• 1 つの KMS キーがAWSインポートするモデルが含まれているアカウント。これはモデルの暗号化に使
用され、Amazon Comprehend はそれを使用してインポート中にモデルを復号化します。
• もう 1 つの KMS キーはAWSモデルをインポートするアカウント。Amazon Comprehend は、このキー
を使用して、インポートによって作成された新しいカスタムモデルを暗号化します。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/key-id",
"arn:aws:kms:us-west-2:444455556666:key/key-id"
]
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDatakey"
],
"Resource": [
"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/key-id",
"arn:aws:kms:us-west-2:444455556666:key/key-id"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:ViaService": [
"s3.us-west-2.amazonaws.com"
]
}
}
}
]

Example 信頼ポリシー
以下の信頼ポリシーでは、ロールを引き受け、アクセス許可を取得することを Amazon Comprehend
に許可します。これにより、comprehend.amazonaws.comサービスプリンシパルを実行す
るsts:AssumeRoleオペレーション. のヘルプの利用混乱した代理の防止 (p. 191)では、1 つ
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以上のグローバル条件コンテキストキーを使用して権限の範囲を制限します。を使用する場
合aws:SourceAccountで、モデルをインポートするユーザーのアカウント ID を指定します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "comprehend.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "444455556666"
}
}
}
]

カスタムモデルをインポートする
カスタムモデルは、AWS Management Console,AWS CLI、またはAmazon Comprehend API。

AWS Management Console
Amazon Comprehend は、AWS Management Console。

カスタムモデルをインポートするには
1.

にサインインしますAWS Management Console[(メディアエディタ)Amazon Comprehend コンソー
ル。

2.

左側のナビゲーションメニューで、のカスタマイズで、インポートするモデルのタイプのページを選
択します。
a.

カスタム文書分類子をインポートする場合は、のカスタム分類。

b.

カスタムエンティティ認識機能をインポートする場合は、カスタムエンティティ認識。

3.

選択インポートバージョン。

4.

リポジトリの []モデルバージョンをインポートするページに、以下の詳細を入力します。
• モデルバージョン ARN— インポートするモデルバージョンの ARN。
• モデル名-インポートによって作成される新しいモデルのカスタム名。
• バージョン名— インポートによって作成される新しいモデルバージョンのカスタム名。

5.

を使用する場合モデル暗号化で、インポートで作成する新しいカスタムモデルの暗号化に使用する
KMS キーのタイプを選択します。
• を使用するAWS所有キー— Amazon Comprehend は、次のキーを使用してモデルを暗号化しま
す。AWS Key Management Service(AWS KMS) によってお客様に代わって作成、管理、AWS。
• 別ののオプションを選択しますAWS KMSキー (上級)— Amazon Comprehend は、で管理するカス
タマーマネージドキーを使用してモデルを暗号化しますAWS KMS。
このオプションを選択した場合は、AWSのアカウントを作成するか、を作成するAWS KMSキー。

6.

左サービスへのアクセスセクションで、Amazon Comprehend に任意のアクセス権を付与しますAWS
KMS必要なキー:
• インポートしたカスタムモデルを復号化します。
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• インポートで作成した新しいカスタムモデルを暗号化します。
Amazon Comprehend に KMS キーの使用を許可する IAM サービスロールでアクセスを許可します。
を使用する場合サービスロール[] で、次のいずれかを行います。
•
使用したい既存のサービスロールがある場合は、既存の IAM ロールを使用。次に、以下でそれを
選択しますロール名。
•
ロールを作成することを Amazon Comprehend に許可する場合は、IAM ロールの作成。
7.

Amazon Comprehend にロールを作成させることを選択した場合は、次の操作を行います。
a.

を使用する場合ロール名[] で、ロールを認識しやすいロール名のサフィックスを入力します。

b.

を使用する場合ソース KMS キー ARN[] にインポートするモデルの暗号化に使用する KMS キー
の ARN を入力します。Amazon Comprehend は、インポート中にこのキーを使用してモデルを
復号化します。

8.

(省略可能)タグセクションでは、インポートによって作成する新しいカスタムモデルにタグを追加で
きます。カスタムモデルにタグ付けする方法については、「」を参照してください。新しいリソース
にタグを付ける (p. 185)。

9.

[Confirm] (確認) を選択します。

AWS CLI
Amazon Comprehend を使用するには、でコマンドを実行します。AWS CLI。

Example [モデルをインポート] コマンド
カスタムモデルをインポートするには、import-modelコマンド:
$ aws comprehend import-model \
> --source-model arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/foo/version/
bar \
> --model-name importedDocumentClassifier \
> --version-name versionOne \
> --data-access-role-arn arn:aws:iam::444455556666:role/comprehendAccessRole \
> --model-kms-key-id kms-key-id

この例では、以下のキー要素を使用します。
• source-model— インポートするカスタムモデルの ARN。
• model-name-インポートによって作成される新しいモデルのカスタム名。
• version-name— インポートによって作成される新しいモデルバージョンのカスタム名。
• data-access-role-arn— Amazon Comprehend に必要な Amazon Comprehend を使用できる IAM
サービスロールの ARNAWS KMSカスタムモデルを暗号化または復号化するためのキー。
• model-kms-key-id— このインポートで作成するカスタムモデルを暗号化するために Amazon
Comprehend が使用する KMS キーの ARN または ID。このキーは以下のように構成する必要がありま
す。AWS KMS側AWSアカウント.

Amazon Comprehend API
Amazon Comprehend API を使用してカスタムモデルをインポートするには、ImportModelAPI アクショ
ン。
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Amazon Comprehend エンドポイン
トを管理する
Amazon Comprehend では、エンドポイントによってカスタムモデルをリアルタイム分類またはエンティ
ティ検出に利用できます。エンドポイントの作成、変更できます。たとえば、エンドポイントの使用率を
監視し、auto to Scaling を適用して、キャパシティのニーズに合わせてエンドポイントのプロビジョニン
グを自動的に設定できます。すべてのエンドポイントを単一のビューから管理でき、不要になったエンド
ポイントを削除してコストを節約できます。
エンドポイントを管理する前に、エンドポイントを作成する必要があります。詳細については、次の手順
を参照してください。
• カスタム分類のためのエンドポイントの作成 (p. 119)
• カスタムエンティティ検出のためのエンドポイントの作成 (p. 151)
トピック
• Amazon Comprehend エンドポイントの概要 (p. 173)
• Amazon Comprehend エンドポイントのモニタリング (p. 174)
• Amazon Comprehend エンドポイントを更新する (p. 175)
• を使用するTrusted AdvisorAmazon Comprehend (p. 176)
• Amazon Comprehend エンドポイントを削除する (p. 179)
• エンドポイントによるAuto Scaling (p. 179)

Amazon Comprehend エンドポイントの概要
Amazon Comprehend コンソールのエンドポイントページには、エンドポイントのグローバルビューが表
示されます。エンドポイントの概要ページでは、すべてのエンドポイントを 1 か所に表示して、エンド
ポイントの使用状況と実際のリソース使用量を把握できます。エンドポイントページの右上では、表示す
るエンドポイント (すべてのエンドポイント、カスタム分類子エンドポイント、またはカスタムエンティ
ティエンドポイント) を指定できます。
このページで、エンドポイントを作成、更新、監視、削除できます。エンドポイントの概要セクションで
は、エンドポイントのリスト、エンドポイントがホストしているカスタムモデル、作成時間、プロビジョ
ニングされたスループット、エンドポイントのステータスを表示できます。エンドポイント概要テーブル
から特定のエンドポイントを選択すると、エンドポイントの詳細が表示されます。
また、あなたがAWS BusSupportまたは((AWS EnterSupportお客様は、ご使用のエンドポイントに固有
の Trusted Advisor チェックにアクセスできます。詳細については、を使用するTrusted AdvisorAmazon
Comprehend (p. 176) を参照してください。チェックの完全なリストについては、「」を参照してくださ
い。Trusted Advisor。
エンドポイントの管理の詳細については、次のトピックを参照してください。
• Amazon Comprehend エンドポイントのモニタリング (p. 174)
• Amazon Comprehend エンドポイントを更新する (p. 175)
• を使用するTrusted AdvisorAmazon Comprehend (p. 176)
• Amazon Comprehend エンドポイントを削除する (p. 179)
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Important
リアルタイムカスタム分類のコストは、設定したスループットとエンドポイントがアクティブで
ある時間の長さの両方に基づいています。エンドポイントを今後使用しない、または長期間使用
しない場合は、auto to Scaling ポリシーを設定してコストを削減する必要があります。または、
エンドポイントを使用しなくなった場合、追加課金が発生しないように削除できます。詳細につ
いては、エンドポイントによるAuto Scaling (p. 179)を参照してください。

Amazon Comprehend エンドポイントのモニタリン
グ
要件に応じて、エンドポイントを作成した後にエンドポイントのスループットを調整する必要がある場合
があります。これは、エンドポイントの推論単位 (IU) を更新することで実現できます。エンドポイントを
編集するときは、エンドポイントに IU を追加するか、IU を減らすことができます。1 つのエンドポイン
トは 1 ～ 10 IU を持つことができます。
エンドポイントの更新の詳細については、「」を参照してください。the section called “更新されたエンド
ポイント” (p. 175)。
すべてのエンドポイントを表示するには、「」を参照してください。the section called “エンドポイントの
概要” (p. 173)。
Amazon でエンドポイントの使用状況を監視することで、エンドポイントのスループットを最適に調整す
る方法を決定できます。 CloudWatch console.

エンドポイントの使用状況を監視する CloudWatch
1.

AWS Management Console にサインインして、CloudWatch コンソールを開きます。

2.

左側にあるメトリクスを選択し、すべてのメトリクス。

3.

[]すべてのメトリクス、選択Comprehend。

- CloudWatch コンソールにメトリクスのディメンションが表示されます。
4.

[EndpointArnディメンション。

コンソールが表示されますConsumedInferenceUnits,ProvisionedInferenceUnits, およ
びInferenceUtilizationエンドポイントごとに。
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5.

[統計] 列をConsumedInferenceUnitsそしてInferenceUtilizationに合計。

6.

[統計] 列をProvisionedInferenceUnitsに平均。

7.

すべてのメトリクスの [Period] 列を1 分。

8.

SelectInferenceUtilization矢印を選択して別の場所に移動しますY 軸。
グラフを分析する準備ができました。

に基づきます CloudWatch メトリックスの場合、エンドポイントのスループットを自動的に調整するよう
に auto to Scaling を設定することもできます。エンドポイントで auto Scaling を使用する方法の詳細につ
いては、「」を参照してください。エンドポイントによるAuto Scaling (p. 179)。
• ProvisionedInferenceUnits-このメトリックスは、リクエストが行われた時点でプロビジョニングされた
平均 IU の数を表します。
• ConsumedInferenceUnits-これは、正常に処理されたサービスに送信された各リクエストの使用状況に
基づいています。これは、プロビジョニングされた IU に対して消費しているものを比較するときに便
利です。このメトリックの値は、処理された文字数を、1 IU で 1 分間に処理できる文字数で割ることに
よって計算されます。
• InferenceUtilization-これはリクエストごとに発行されます。この値は、で定義されてい
る消費された IU を使用して計算されます。ConsumedInferenceUnitsそしてそれをで割る
とProvisionedInferenceUnits100のうちのパーセンテージに変換します。

Note
すべてのメトリクスは、リクエストが成功した場合にのみ発行されます。このメトリクスは、調
整されたリクエストの場合、または内部サーバーエラーまたは顧客エラーで失敗した場合には表
示されません。

Amazon Comprehend エンドポイントを更新する
多くの場合、必要なスループットのレベルは、エンドポイントの作成後に変更されるか、ニーズの最初の
見積もりが変わります。この場合は、エンドポイントを更新してスループットを上下に調整する必要があ
る場合があります。スループットは、エンドポイントをプロビジョニングした推論ユニットの数によって
決まります。各推論単位は、毎秒最大 2 つのドキュメントについて、1 秒あたり 100 文字のスループッ
トを表します。また、エンドポイントに関連付けられているモデルのバージョンを更新することもできま
す。エンドポイントを編集する場合、エンドポイントに別のバージョンのモデルを選択できます。
また、エンドポイントを整理しやすくするために、エンドポイントにタグを追加すると便利です。これ
は、エンドポイントを更新しているときにも行うことができます。エンドポイントの詳細については、
「」を参照してください。 リソースのタグ付け (p. 185)
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エンドポイントを更新するには (コンソール)
1.

にサインインしますAWS Management Console[] を開き、Amazon Comprehend コンソール。

2.

左のメニューでエンドポイント。

3.

(マテリアルエディタ)分類子[] の一覧で、エンドポイントを更新するカスタムモデルの名前を選択し、
リンクに従います。モデルの詳細ページが表示されます。

4.

モデルの詳細ページで、バージョンの詳細を選択します。エンドポイントリストが表示されます。

5.

エンドポイントの [end (エンドポイント)] チェックボックスをオンにします。エンドポイントテーブ
ルの右上で、アクションアイコン.

6.

[編集] を選択します。プロビジョニングされた IU を更新し、タグを編集できます。

7.

変更を保存します。

8.

エンドポイントがプロビジョニングされる推論ユニットの数を編集するには、編集。

9.

更新された推論ユニットの数を入力して、エンドポイントに割り当てます。各ユニットは、毎秒 100
文字のスループットを表します。エンドポイントあたり最大 10 個の推論ユニットを割り当てること
ができます。

Note
エンドポイントを使用するコストは、動作時間とスループット（推論ユニットの数に基づ
く）に基づきます。したがって、推論ユニットの数を増やすと、運用コストが増加します。
詳細については、次を参照してください。Amazon Comprehend 価格。
10. 選択更新されたエンドポイントを編集。エンドポイントの詳細ページが表示されます。
11. ページの上部にあるパンくずリストからモデル名を選択して、エンドポイントが更新されていること
を確認します。カスタムモデルの詳細ページで、エンドポイント一覧表示され、表示されていること
を確認する更新中エンドポイントの隣。更新が完了すると、準備完了。
次の例はコマンドを使用する方法を示していますUpdateEndpointAWS CLI を使用して操作します。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末の
バックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend update-endpoint \
--desired-inference-units updated number of inference units \
--desired-model-arn arn:aws:comprehend:region:account-id:model type/model name \
--desired-data-access-role-arn arn:aws:iam:account id:role/role name
--endpoint-arn arn:aws:comprehend:region:account id:endpoint/endpoint name

アクションが成功した場合、Amazon Comprehend は空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返しま
す。
12. エンドポイントにアタッチされたカスタムモデルを編集するには、カスタムモデルの詳細ページか
らエンドポイントリスト。
13. 変更するエンドポイントを選択し、編集。
14. エンドポイント設定ページの分類子モデルの選択または認識機能のモデルを選択エンドポイントに
よっては、ドロップダウンでモデルを検索できます。変更するモデルを選択します。
15. []バージョンを選択変更するモデルバージョンを検索できます。バージョンを選択します。
16. Select更新されたエンドポイントを編集[保存] します。

を使用するTrusted AdvisorAmazon Comprehend
AWS Trusted Advisorは推奨されるリソースを以下のリソースをプロビジョニングするのに役立ちます
AWSベストプラクティス
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Basic Support および Developer Support プランをお持ちの場合は、Trusted Advisor コンソールを使用し
て、サービスの制限カテゴリのすべてのチェックとセキュリティカテゴリの 6 つのチェックにアクセスで
きます。ビジネスまたはエンタープライズSupport プランをお持ちの場合は、Trusted Advisorコンソール
とAWS SupportAPIすべてにアクセスするにはTrusted Advisorをチェックします。
Amazon Comprehend は以下をサポートしていますTrusted Advisorは、実用的な推奨事項を提供すること
により、お客様が Amazon Comprehend エンドポイントのコストとセキュリティを最適化できるように
チェックします。

Amazon Comprehend の使用率の低いエンドポイント
-Amazon Comprehend の使用率の低いエンドポイントCheck はエンドポイントのスループット設定を評
価します。このチェックでは、エンドポイントがリアルタイム推論リクエストでアクティブに使用され
ていない場合に警告が表示されます。15 日以上使用されていないエンドポイントは、十分に活用されて
いないと見なされます。すべてのエンドポイントは、設定されたスループットと、エンドポイントがア
クティブである時間の長さの両方に基づいて課金されます。過去 15 日間使用されていない場合は、リ
ソースのスケーリングポリシーを定義することをお勧めします。アプリケーションAutoscaling。過去 30
日間使用されておらず、auto to Scaling ポリシーが定義されているエンドポイントについては、非同期
推論を使用するか、削除することをお勧めします。これらのチェック結果は、毎日 1 回自動的に更新さ
れ、CostOptimizationのカテゴリTrusted Advisorconsole.

すべてのエンドポイントの利用状況と対応する推奨事項を表示するには
1.

AWS Management Console にサインインして、Trusted Advisor コンソールを開きます。

2.

[] ナビゲーションペインのCostOptimizationチェックカテゴリ

3.

カテゴリページには、各チェックカテゴリの概要が表示されます。
• [推奨されるアクション (赤色)] – Trusted Advisor は、チェックに対するアクションを推奨します。
• [調査が推奨されるチェック項目 (黄色)] – Trusted Advisor は、チェックの潜在的な問題を検出しま
す。
• [問題は検出されませんでした (緑色)] – Trusted Advisor ではチェックの問題が検出されませんでし
た。
• 除外アイテム (グレー)— チェックで無視するリソースなど、除外項目があるチェックの数。

4.

選択Amazon Comprehend の使用率の低いエンドポイントのチェック] をクリックし、チェックの説明
と以下の詳細を表示します。
• アラート基準 — チェックのステータスが変更されるときのしきい値を示します。
• 推奨されるアクション — そのチェックの推奨アクションを示します。
• リソーステーブル: エンドポイントの詳細と、推奨事項に基づくそれぞれのステータスを一覧表示す
る表。

5.

6.

Resource テーブルで、エンドポイントに調査を推奨しますのせいで過去 30 日間使用されていない警
告、Amazon Comprehend コンソールの [エンドポイントの詳細] ページに移動できます。
•

このエンドポイントをこれ以上使用しない場合は、削除。

•

[削除] をもう一度選択して、削除を確定します。カスタムモデルの詳細ページが表示されます。
削除したエンドポイントに削除するその隣に。削除されると、エンドポイントはエンドポイン
トリスト。

の Resource テーブルでTrusted Advisorコンソール、エンドポイントに調査を推奨します過去
15日間使用されておらず、使用されている場合 AutoScaling 無効になっている場合は、Amazon
Comprehend コンソールの [エンドポイントの詳細] ページに移動して、エンドポイントを調整できま
す。
•

このエンドポイントに設定されているスループットを下げるには、編集。エンドポイントに割り
当てる推論ユニットの更新数を入力し、確認するチェックボックスを選択して、エンドポイント
の編集 更新が完了すると、ステータスが準備完了。
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•
7.

スループット構成を手動で調整する代わりに、エンドポイントでエンドポイントプロビジョニン
グを自動的に設定する場合は、アプリケーションAutoscaling。

の Resource テーブルでTrusted Advisorコンソール、エンドポイントに問題は検出されませんでし
たのステータスはアクティブに使用理由は、エンドポイントがリアルタイムの推論要求を実行するた
めにアクティブに利用されていることを意味し、アクションは推奨されません。

以下に例を示します。 CostOptimization のカテゴリビューTrusted Advisorコンソール:

Amazon Comprehend エンドポイントアクセスリスク
-Amazon Comprehend エンドポイントアクセスリスクcheck はAWS Key Management Service(AWS KMS)
基盤となるモデルがカスタマーマネージドキーで暗号化されたエンドポイントのキー許可です。カスタ
マーマネージドキーが無効になっているか、キーポリシーが変更されて、Amazon Comprehend の許可さ
れている許可が変更されると、エンドポイントの可用性が影響を受ける可能性があります。キーが無効に
なっている場合は、有効にすることをお勧めします。キーポリシーが変更され、このエンドポイントを引
き続き使用する場合は、キーポリシーを更新することをお勧めします。チェック結果は、1 日に複数回自
動的に更新されます。このチェックは、耐障害性のカテゴリTrusted Advisorconsole.

を表示するにはAWS KMSお使いの Amazon Comprehend エンドポイントの主要なステータス
1.

AWS Management Console にサインインして、Trusted Advisor コンソールを開きます。

2.

[] ナビゲーションペインのFaultToleranceチェックカテゴリ

3.

カテゴリページには、各チェックカテゴリの概要が表示されます。
• [推奨されるアクション (赤色)] – Trusted Advisor は、チェックに対するアクションを推奨します。
• 調査が推奨されるチェック項目–Trusted Advisorはチェックの潜在的な問題を検出しました。
• [問題は検出されませんでした (緑色)] – Trusted Advisor ではチェックの問題が検出されませんでし
た。
• [非表示の項目 (グレー)] — チェックで無視するリソースなど、除外項目があるチェックの数。

4.

[Amazon Comprehend Endpoint Access Risk Check] を選択すると、チェックの説明と以下の詳細を表
示できます。
• アラート条件— チェックのステータスが変更されるときのしきい値を示します。
• 推奨されるアクション — そのチェックの推奨アクションを示します。
• リソーステーブル: KMS で暗号化されたエンドポイントの詳細と、推奨されるアクションがあるか
どうかに基づいて各エンドポイントのステータスを一覧表示する表。

5.

Resource テーブルで、エンドポイントに推奨されるアクションステータス、KMS のリンクを選択し
ます KeyId 列に入力すると、対応するAWS KMSキーページ
•

無効にしたを有効にするにはAWS KMSキー、選択キーアクションを選択し、の有効化。

•

キーステータスが有効[] を選択し、キーポリシーを更新します。のポリシービューに切り
替えるキーポリシーセクションにあります。キーポリシードキュメントを編集し、Amazon
Comprehend変更を保存する。

以下に例を示します。 FaultTolerance のカテゴリビューTrusted Advisorコンソール:
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これらのチェックとその結果は、Trusted Advisorの セクションAWS SupportAPI。
アラームの詳しい設定方法については、 CloudWatch「」を参照してください。の作成Trusted Advisorア
ラームの使用 CloudWatch。フルセットのTrusted Advisorベストプラクティスチェック。以下を参照して
ください。AWS Trusted Advisorベストプラクティスのチェックリスト

Amazon Comprehend エンドポイントを削除する
不要になった場合は、削除する必要があります。別のエンドポイントは、必要なときにいつでも簡単に作
成できます。エンドポイントセクション。

エンドポイントを削除するには (コンソール)
1.

にサインインしますAWS Management Consoleを開き、Amazon Comprehend コンソール。

2.

左のメニューで、エンドポイント。

3.

開始元エンドポイントの表削除するエンドポイントを見つけます。すべてのエンドポイントを検索ま
たはフィルタリングして、必要なエンドポイントを見つけることができます。

4.

削除するエンドポイントの [Endpoint] チェックボックスをオンにします。エンドポイントの表の右上
で、[(マテリアル)] を選択します。アクションアイコン.

5.

削除を選択します。

6.

[削除] をもう一度選択して、削除を確定します。エンドポイントのページが表示されます。削除した
エンドポイントにを削除するその隣に。削除すると、エンドポイントはエンドポイントリスト。

エンドポイントを削除するには (AWS CLI)
次の例は、DeleteEndpointオペレーションを AWS CLI で展開します。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws comprehend delete-endpoint \
--endpoint-arn arn:aws:comprehend:region:account-id endpoint/endpoint name

アクションが成功した場合、Amazon Comprehend は空の HTTP 本文を持つ HTTP 本文を持つ HTTP 本文
を持つ HTTP 本文を持つ HTTP 本文を持つ

エンドポイントによるAuto Scaling
文書分類エンドポイントとエンティティ認識機能エンドポイントにプロビジョニングされる推論ユニット
の数を手動で調整する代わりに、auto to Scaling を使用して、キャパシティのニーズに合わせてエンドポ
イントのプロビジョニングを自動的に設定できます。
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auto to Scaling を使用して、エンドポイントにプロビジョニングされた推論単位の数を調整する 2 つの方
法があります。
• ターゲット追跡 (p. 180): auto Scaling を設定して、使用状況に基づいてキャパシティのニーズに合わ
せてエンドポイントプロビジョニングを調整します。
• スケジュールされたスケーリング (p. 182): auto to Scaling を設定して、指定したスケジュールでキャ
パシティのニーズに合わせてエンドポイントのプロビジョニングを調整します。
auto Scaling を設定できるのはAWS Command Line Interface(AWS CLI). auto Scaling の詳細については、
「」を参照してください。Application Auto Scaling とは

ターゲット追跡
ターゲットトラッキングを使用すると、使用状況に基づいてキャパシティのニーズに合わせてエンドポイ
ントのプロビジョニングを調整できます。推論ユニットの数は、使用済み容量がプロビジョニングされた
容量の目標パーセンテージ内に収まるように自動的に調整されます。ターゲット追跡を使用して、文書分
類エンドポイントとエンティティ認識エンドポイントの一時的な使用の急増に対応できます。詳細につい
ては、「Application Auto Scaling のターゲット追跡スケーリングポリシー」を参照してください。

Note
次の例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各
行末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。

ターゲット追跡の設定
エンドポイントのターゲット追跡を設定するには、AWS CLI コマンドを使用してスケーラブルなターゲッ
トを登録し、スケーリングポリシーを作成します。スケーラブルターゲットは、エンドポイントのプロ
ビジョニングを調整するために使用されるリソースとして推論ユニットを定義し、スケーリングポリシー
は、プロビジョニングされた容量の auto to Scaling を制御するメトリクスを定義します。

ターゲット追跡を設定するには
1.

スケーラブルなターゲットを登録する。次の例では、最小容量 1 推論ユニット、最大容量 2 推論ユ
ニットを使用してエンドポイントのプロビジョニングを調整するスケーラブルなターゲットを登録し
ます。
ドキュメント分類エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling register-scalable-target \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:document-classifierendpoint/name \
--scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits
\
--min-capacity 1 \
--max-capacity 2

エンティティ認識器エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling register-scalable-target \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:entity-recognizer-endpoint/name
\
--scalable-dimension comprehend:entity-recognizer-endpoint:DesiredInferenceUnits \
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--min-capacity 1 \
--max-capacity 2

2.

スケーラブルなターゲットの登録を確認するには、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling describe-scalable-targets \
--service-namespace comprehend \
--resource-id endpoint ARN

3.

スケーリングポリシーのターゲット追跡設定を作成し、その設定をという名前のファイルに保存しま
す。config.json。以下は、使用済みキャパシティが常にプロビジョニングされたキャパシティの
70% になるように、推論ユニットの数を自動的に調整するターゲット追跡設定の例です。
{

}

4.

"TargetValue": 70,
"PredefinedMetricSpecification":
{
"PredefinedMetricType": "ComprehendInferenceUtilization"
}

スケーリングポリシーを作成します。次の例では、で定義されたターゲット追跡設定に基づいてス
ケーリングポリシーを作成します。config.jsonファイルを開きます。
ドキュメント分類エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:document-classifierendpoint/name \
--scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits
\
--policy-name TestPolicy \
--policy-type TargetTrackingScaling \
--target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json

エンティティ認識器エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling put-scaling-policy \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:entity-recognizer-endpoint/name
\
--scalable-dimension comprehend:entity-recognizer-endpoint:DesiredInferenceUnits \
--policy-name TestPolicy \
--policy-type TargetTrackingScaling \
--target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json

ターゲット追跡を削除する
エンドポイントのターゲット追跡を削除するには、AWS CLI コマンドを使用してスケーリングポリシーを
削除し、スケーラブルターゲットを登録解除します。

ターゲット追跡を削除する
1.

スケーリングポリシーを削除します。次の例では、指定したスケーリングポリシーを削除します。
ドキュメント分類エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
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aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:document-classifierendpoint/name \
--scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits
\
--policy-name TestPolicy \

エンティティ認識器エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling delete-scaling-policy \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:entity-recognizer-endpoint/name
\
--scalable-dimension comprehend:entity-recognizer-endpoint:DesiredInferenceUnits \
--policy-name TestPolicy

2.

スケーラブルなターゲットを登録解除します。次の例では、指定したスケーラブルなターゲットの登
録を解除します。
ドキュメント分類エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling deregister-scalable-target \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:document-classifierendpoint/name \
--scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits

エンティティ認識器エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling deregister-scalable-target \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:entity-recognizer-endpoint/name
\
--scalable-dimension comprehend:entity-recognizer-endpoint:DesiredInferenceUnits

スケジュールされたスケーリング
スケジュールされたスケーリングでは、指定したスケジュールでキャパシティのニーズに合わせてエンド
ポイントのプロビジョニングを調整できます。スケジュールされたスケーリングは、特定の時間の使用
の急増に対応するために、推論ユニットの数を自動的に調整します。文書分類エンドポイントとエンティ
ティ認識機能エンドポイントには、スケジュールされたスケーリングを使用できます。スケジュールに基
づくスケーリングの詳細については、「」を参照してください。Application Auto Scaling のスケジュール
されたスケーリング。

Note
次の例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各
行末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。

スケジュールに基づくスケーリングを設定する
エンドポイントのスケジュールされたスケーリングを設定するには、AWS CLI コマンドを使用してスケー
ラブルなターゲットを登録し、スケジュールされたアクションを作成します。スケーラブルターゲット
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は、エンドポイントのプロビジョニングを調整するために使用されるリソースとして推論ユニットを定義
し、スケジュールされたアクションは、特定の時間にプロビジョニングされた容量の auto to Scaling を制
御します。

スケジュールされたスケーリングを設定するには
1.

スケーラブルなターゲットを登録する。次の例では、最小容量 1 推論ユニット、最大容量 2 推論ユ
ニットを使用してエンドポイントのプロビジョニングを調整するスケーラブルなターゲットを登録し
ます。
ドキュメント分類エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling register-scalable-target \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:document-classifierendpoint/name \
--scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits
\
--min-capacity 1 \
--max-capacity 2

エンティティ認識器エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling register-scalable-target \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:entity-recognizer-endpoint/name
\
--scalable-dimension comprehend:entity-recognizer-endpoint:DesiredInferenceUnits \
--min-capacity 1 \
--max-capacity 2

2.

スケジュールに基づくアクションを作成します。次の例では、少なくとも 2 つの推論ユニットと最大
5 つの推論ユニットを使用して、プロビジョニングされたキャパシティーを毎日 12:00 UTC に自動的
に調整するスケジュール済みアクションを作成します。時系列式とスケジュールに基づくスケーリン
グの詳細については、「」を参照してください。スケジュール式。
ドキュメント分類エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling put-scheduled-action \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:document-classifierendpoint/name \
--scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits
\
--scheduled-action-name TestScheduledAction \
--schedule "cron(0 12 * * ? *)" \
--scalable-target-action MinCapacity=2,MaxCapacity=5

エンティティ認識器エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling put-scheduled-action \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:entity-recognizer-endpoint/name
\
--scalable-dimension comprehend:entity-recognizer-endpoint:DesiredInferenceUnits \
--scheduled-action-name TestScheduledAction \
--schedule "cron(0 12 * * ? *)" \
--scalable-target-action MinCapacity=2,MaxCapacity=5

183

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
スケジュールされたスケーリング

スケジュールに基づくスケーリングの削除
エンドポイントのスケジュールされたスケーリングを削除するには、AWS CLI コマンドを使用してスケ
ジュールされたアクションを削除し、スケーラブルターゲットを登録解除します。

スケジュールに基づくスケーリングを削除する
1.

スケジュールされたアクションを削除します。次の例では、スケジュールに基づく指定のアクション
を削除します。
ドキュメント分類エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling delete-scheduled-action \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:document-classifierendpoint/name \
--scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits
\
--scheduled-action-name TestScheduledAction

エンティティ認識器エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling delete-scheduled-action \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:entity-recognizer-endpoint/name
\
--scalable-dimension comprehend:entity-recognizer-endpoint:DesiredInferenceUnits \
--scheduled-action-name TestScheduledAction

2.

スケーラブルなターゲットを登録解除します。次の例では、指定したスケーラブルなターゲットの登
録を解除します。
ドキュメント分類エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling deregister-scalable-target \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:document-classifierendpoint/name \
--scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits

エンティティ認識器エンドポイントでは、次の AWS CLI コマンドを使用します。
aws application-autoscaling deregister-scalable-target \
--service-namespace comprehend \
--resource-id arn:aws:comprehend:region:account-id:entity-recognizer-endpoint/name
\
--scalable-dimension comprehend:entity-recognizer-endpoint:DesiredInferenceUnits
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リソースのタグ付け
タグは、Amazon Comprehend リソースにメタデータとして追加できるキーと値のペアです。タグを使用
できます分析ジョブ,カスタム分類Model、カスタム表現認識モデル、およびエンドポイント。タグには、
リソースの整理とタグベースのアクセス制御の提供という 2 つの主要な機能があります。
タグを使用してリソースを整理するには、タグキー「Department」とタグ値「Sales」または「Legal」を
追加します。その後、会社の法務部門に関連するリソースを検索およびフィルタリングできます。
タグベースのアクセス制御を提供するには、タグに基づくアクセス権限を持つ IAM ポリシーを作成しま
す。リクエストで渡されたタグ (リクエストタグ) に基づいて、または呼び出すリソースに関連付けられた
タグ (リソースタグ) に基づいて、ポリシーを許可または禁止することができます。IAM でタグを使用する
方法については、「」を参照してください。タグを使用したアクセス制御のIAM ユーザーガイド。
Amazon Comprehend でタグを使用する場合の考慮事項:
• リソースごとに最大 50 個のタグを追加でき、リソースの作成時にタグを追加することも、遡って追加
することもできます。
• タグキー必須表現ですが、タグです値は省略可能です。
• タグはリソース間で一意である必要はありませんが、特定のリソースに重複するタグキーを含めること
はできません。
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。
• タグキーは最大 127 文字で、タグ値は最大 255 文字です。
• 'aws:'プレフィックスはのために予約されていますAWSを使用。で始まるキーのタグを追加、編集、削
除することはできませんaws:。これらのタグはお客様に対してカウントされません tags-per-resource
50 に制限します。

Note
タグ付けスキーマを複数にわたって使用する予定がある場合AWS他のサービスでも許可される文
字の要件が異なることがあるのでご注意ください。
トピック
• 新しいリソースにタグを付ける (p. 185)
• リソースに関連付けられたタグの表示、編集、削除 (p. 186)

新しいリソースにタグを付ける
タグは、に追加できます。分析ジョブ、aカスタム分類モデル、aカスタムエンティティ認識モデル、また
はエンドポイント。
1.

にサインインしますAmazon Comprehend Consoleをクリックし、左側のナビゲーションペインから
作成するリソース ([分析ジョブ]、[カスタム分類]、または [ユーザー定義エンティティ認識]) を選択し
ます。
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2.

[] をクリックします。ジョブの作成(または新しいモデルを作成する). これにより、リソースのメイン
の「作成」ページが表示されます。このページの下部には、'タグ- オプショナルボックスに移動する
とそのように表示されます

タグキーおよびタグ値 (オプション) を入力します。選択タグの追加] をクリックし、リソースに別の
タグを追加します。すべてのタグが追加されるまで、このプロセスを繰り返します。タグキーはリ
ソースごとに一意である必要があります。
3.

Select the 作成またはジョブの作成] ボタンをクリックすると、リソースの作成を続行できます。

タグを追加するには、次の方法を使用します。AWSCLI。次の例は、タグを追加する方法を示していま
す。start-entities-detection-jobコマンド。
aws comprehend start-entities-detection-job \
--language-code "en" \
--input-data-config "{\"S3Uri\": \"s3://test-input/TEST.csv\"}" \
--output-data-config "{\"S3Uri\": \"s3://test-output\"}" \
--data-access-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/test \
--tags "[{\"Key\": \"color\",\"Value\": \"orange\"}]"

リソースに関連付けられたタグの表示、編集、削除
に関連付けられたタグを表示できます分析ジョブ、aカスタム分類モデル、またはカスタム表現認識モデ
ル。
1.

にサインインしますAmazon Comprehend Consoleをクリックし、表示、変更、または削除するタグ
を含むファイルを含むリソース (分析ジョブ、カスタム分類、またはユーザー定義エンティティ認識)
を選択します。これにより、選択したリソースの既存のファイルのリストが表示されます。
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2.

3.

タグを表示、変更、または削除するファイル (またはモデル) の名前をクリックします。そのファイル
(またはモデル) の詳細ページが表示されます。[] (セクションまで下へスクロールしますタグボックス
に移動するとそのように表示されます。ここでは、選択したファイル (またはモデル) に関連付けられ
ているすべてのタグが表示されます。

Selectタグの管理] (リソースのタグを編集または削除します。
変更するテキストをクリックし、タグを編集します。また、[] を選択します。タグの削除。新しいタ
グを追加するには、[タグの追加をクリックし、空白のフィールドに目的のテキストを入力します。

タグの修正が完了したら、[保存。
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Amazon Comprehend でのセキュリ
ティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。Amazon Comprehend に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細につ
いては、「」を参照してください。コンプライアンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス。
• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。
このドキュメントは、Amazon Comprehend 使用時における責任共有モデルの適用法を理解するのに役
立ちます。以下のトピックで、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を満たすように、Amazon
Comprehend を設定する方法について説明します。また、Amazon Comprehend リソースのモニタリング
や保護に役立つ、他の AWS のサービスの使用方法についても説明します。
トピック
• Amazon Comprehend でのデータ保護 (p. 188)
• Amazon Comprehend の認証とアクセス制御 (p. 198)
• での Amazon Comprehend API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 210)
• Amazon Comprehend のコンプライアンス検証 (p. 219)
• Amazon Comprehend の耐障害性 (p. 219)
• Amazon Comprehend でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 220)
• カスタム非同期分析ジョブに必要な権限 (p. 220)

Amazon Comprehend でのデータ保護
-AWS 責任共有モデルAmazon Comprehend でのデータ保護に適用されます。このモデルで説明されてい
るように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責任
を負います。お客様は、このインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持す
る責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス のセキュリティ設定と管理タスク
が含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバシーのよくある質問」を参照し
てください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブログに投稿された「AWS 責任
共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS Identity and Access Management
(IAM) を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方法により、
それぞれのジョブを遂行するために必要な許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデー
タを保護することをお勧めします。
• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
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• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS 暗号化ソリューションを AWS のサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使
用します。
• Amazon Macie などのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3 に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。使用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、「連邦情報処理規格 (FIPS) 140−2」を参照してください。
お客様の E メールアドレスなどの機密情報やセンシティブ情報は、タグや [Name] (名前) フィールドなど
の自由形式のフィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、Amazon Comprehend などの使
用時も同様ですAWSコンソール、API、AWS CLI, またはAWSSDK。タグまたは名前に使用する自由記入
欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへ URL を供給する場
合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含めないことを強くお勧めしま
す。
トピック
• Amazon Comprehend でのKMS 暗号化 (p. 189)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 191)
• Amazon Virtual Private Cloud を使用してジョブを保護する (p. 193)
• Amazon Comprehend とインターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink) (p. 196)

Amazon Comprehend でのKMS 暗号化
Amazon Comprehend はAWS Key Management Service(AWS KMS) を使用して、データの暗号化を強化
できます。Amazon S3 では、テキスト分析、トピックモデリング、またはカスタム Amazon Comprehend
ジョブの作成時に、すでに入力ドキュメントを暗号化することができます。との統合AWS KMSで
は、Start* および Create* ジョブのストレージボリューム内のデータを暗号化できます。また、独自の
KMS キーを使用して Start* ジョブの出力結果を暗号化できます。
向けのAWS Management Consoleでは、Amazon Comprehend は独自の KMS キーでカスタムモデルを暗
号化します。向けのAWS CLIでは、Amazon Comprehend は、独自の KMS キーまたは提供されたカスタ
マー管理キー (CMK) のいずれかを使用してカスタムモデルを暗号化できます。
KMS 暗号化によるAWS Management Console
コンソールを使用するときは、次の 2 つの暗号化オプションを利用できます。
• ボリュームの暗号化
• 出力結果の暗号化

ボリュームの暗号化を有効にするには
1.

[]ジョブの設定で、Job 暗号化オプション。
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2.

KMS カスタマー管理キー (CMK) が、現在使用しているアカウントのものか、別のアカウントのも
のかを選択します。現在のアカウントのキーを使用する場合は、[キー] でキーエイリアスを選択しま
す。KMS キー ID。別のアカウントのキーを使用する場合は、キーの ARN を入力する必要がありま
す。

出力結果の暗号化を有効にするには
1.

[]出力設定で、暗号化オプション。

2.

カスタマー管理キー (CMK) が、現在使用しているアカウントのものか、別のアカウントのものかを
選択します。現在のアカウントのキーを使用する場合は、キー ID をKMS キー ID。別のアカウントの
キーを使用する場合は、キーの ARN を入力する必要があります。

以前に S3 入力ドキュメントに SSE-KMS を使用して暗号化を設定したことがある場合は、セキュリティ
を強化できます。ただし、これを行う場合、使用される IAM ロールにはkms:Decrypt入力ドキュメン
トを暗号化する KMS キーの権限。詳細については、「KMS 暗号化を使用するために必要なアクセス許
可 (p. 202)」を参照してください。
API オペレーションによる KMS 暗号化
Amazon Comprehend のすべてStart*そしてCreate*API オペレーションは KMS で暗号
化された入力ドキュメントをサポートします。Describe*そしてList*API オペレーション
はKmsKeyIdにOutputDataConfig元の仕事にあったらKmsKeyId入力として提供されます。入力として
提供されなかった場合は、返されません。
これは、次の AWS CLI の例では、StartEntitiesDetectionJob (p. 420)オペレーション:
aws comprehend start-entities-detection-job \
--region region \
--data-access-role-arn "data access role arn" \
--entity-recognizer-arn "entity recognizer arn" \
--input-data-config "S3Uri=s3://Bucket Name/Bucket Path" \
--job-name job name \
--language-code en \
--output-data-config "KmsKeyId=Output S3 KMS key ID" "S3Uri=s3://Bucket Name/Bucket
Path/" \
--volumekmskeyid "Volume KMS key ID"

Note
この例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各
行末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
API オペレーションによるカスタマー管理キー (CMK) の暗号化
Amazon Comprehend カスタムモデル API オペレーショ
ン、CreateEntityRecognizer,CreateDocumentClassifier, およびCreateEndpoint、カスタ
マーマネージドキーを使用した暗号化をAWS CLI。
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プリンシパルに、カスタマーマネージドキーの使用または管理を許可する IAM ポリシーが必要です。これ
らのキーはResourceポリシーステートメントの要素。ベストプラクティスとして、カスタマー管理キー
を、プリンシパルがポリシーステートメントで使用する必要があるキーのみに制限します。
次の AWS CLI の例では、次を使用して、モデルの暗号化を使用したカスタムエンティティ認識機能を作
成します。CreateEntityRecognizer (p. 291)オペレーション:
aws comprehend create-entity-recognizer \
--recognizer-name name \
--data-access-role-arn data access role arn \
--language-code en \
--model-kms-key-id Model KMS Key ID \
--input-data-config file:///path/input-data-config.json

Note
この例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各
行末のバックスラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。

サービス間の混乱した代理の防止
混乱した代理問題とは、アクションを実行する許可を持たないエンティティが、より高い特権を持つエン
ティティにそのアクションの実行を強制できるというセキュリティ問題です。AWS では、サービス間で
のなりすましが、混乱した代理問題を生じさせることがあります。サービス間でのなりすましは、1 つの
サービス (呼び出し元サービス) が、別のサービス (呼び出し対象サービス) を呼び出すときに発生する可能
性があります。呼び出し元サービスは、本来ならアクセスすることが許可されるべきではない方法でその
許可を使用して、別の顧客のリソースに対する処理を実行するように操作される場合があります。これを
防ぐため、AWS では、アカウント内のリソースへのアクセス権が付与されたサービスプリンシパルですべ
てのサービスのデータを保護するために役立つツールを提供しています。
... を使用することをお勧めしますaws:SourceArnそしてaws:SourceAccountAmazon Comprehend が
別のサービスに付与する、リソースへのアクセス許可を制限する、リソースポリシー内のグローバル条
件コンテキストキー。両方のグローバル条件コンテキストキーを使用しており、それらが同じポリシース
テートメントで使用されるときは、aws:SourceAccount 値と、aws:SourceArn 値のアカウントが同じ
アカウント ID を使用する必要があります。
混乱した代理問題から保護するための最も効果的な方法は、リソースの完全な ARN を指定しな
がら、aws:SourceArn グローバル条件コンテキストキーを使用することです。リソースの完
全な ARN が不明な場合や、複数のリソースを指定する場合には、グローバルコンテキスト条件
キー aws:SourceArn で、ARN の未知部分を示すためにワイルドカード (*) を使用します。例え
ば、arn:aws:servicename::123456789012:* です。

ソースアカウントを使用する
次の例は...aws:SourceAccountAmazon Comprehend のグローバル条件コンテキストキー。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": {
"Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "comprehend.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount":"111122223333"
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}

}

}

}

暗号化されたモデルのエンドポイントの信頼ポリシー
暗号化されたモデルのエンドポイントを作成または更新するには、信頼ポリシーを作成する必要があ
ります。設定:aws:SourceAccountをアカウント ID に設定する。... を使用した場合ArnEquals条
件、aws:SourceArn値をエンドポイントの ARN に設定する。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "comprehend.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "111122223333"
},
"ArnEquals": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:documentclassifier-endpoint/endpoint-name"
}
}
}
]
}

カスタムモデルを作成する
カスタムモデルを作成するには、信頼ポリシーを作成する必要があります。設定:aws:SourceAccountを
アカウント ID に設定する。... を使用した場合ArnEquals条件、aws:SourceArnをカスタムモデルバー
ジョンの ARN に設定する。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "",
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "comprehend.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "111122223333"
},
"ArnEquals": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:
document-classifier/smallest-classifier-test/version/versionname"
}
}
}
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}

]

Amazon Virtual Private Cloud を使用してジョブを保護
する
Amazon Comprehend は、Amazon Comprehend によって使用されている間、保存されるジョブコンテナ
でお客様のデータの安全性を確保するために、さまざまなセキュリティ対策を採用しています。ただし、
ジョブコンテナは、データとモデルのアーティファクトを保存する Amazon S3 バケットなど、インター
ネットを介して AWS リソースにアクセスします。
データへのアクセスを制御するには、仮想プライベートクラウド(VPC) を使用して設定し、データとコ
ンテナにインターネット経由でアクセスできないように設定します。VPC の作成と設定の詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「Amazon VPC の開始方法」を参照してください。VPC を使用する
と、インターネットに接続されないように VPC を設定できるため、データの保護に役立ちます。VPC を
使用すると、VPC フローログを使用してジョブコンテナとの間のすべてのネットワークトラフィックを監
視することもできます。詳細については、アマゾン VPC ユーザーガイドの「VPC フローログを使用した
IP トラフィックのログ記録」を参照してください。
VPC 設定は、サブネットとセキュリティグループを指定することで、ジョブを作成するときに指定しま
す。サブネットとセキュリティグループを指定すると、Amazon Comprehend はエラスティックネット
ワークインターフェイス(ENI)。サブネットの 1 つのセキュリティグループに関連付けられています。ENI
を使用すると、ジョブコンテナは VPC 内のリソースに接続できます。ENI の詳細については、「」を参照
してください。Elastic Network InterfaceのAmazon VPC User Guide。

Note
ジョブの場合、デフォルトのテナンシー VPC でのみサブネットを設定できます。このデフォルト
では、インスタンスが共有ハードウェアで実行されます。VPC のテナンシー属性の詳細について
は、「」を参照してください。ハードウェア専有インスタンスのLinux インスタンス用 Amazon
EC2 ユーザーガイド。

Amazon VPC アクセス用にジョブを設定する
VPC 内のサブネットとセキュリティグループを指定するには、VpcConfig該当する API のパラメータ
をリクエストするか、Amazon Comprehend コンソールでジョブを作成するときにこの情報を提供し
ます。Amazon Comprehend は、この情報を使用して ENI を作成し、ジョブコンテナにアタッチしま
す。ENI は、インターネットに接続されていない VPC 内のネットワーク接続をジョブコンテナに提供しま
す。
次の API にはVpcConfigリクエストパラメータ:
• Create*API:CreateDocumentClassifier (p. 281),CreateEntityRecognizer (p. 291)

• Start*API:StartDocumentClassificationJob (p. 410),StartDominantLanguageDetectionJob (p. 4
の例を次に示します。 VpcConfig API コールに含めるパラメータ。
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [
" sg-0123456789abcdef0"
],
"Subnets": [
"subnet-0123456789abcdef0",
"subnet-0123456789abcdef1",
"subnet-0123456789abcdef2"
]
}
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Amazon Comprehend コンソールから VPC を設定するには、オプションから設定の詳細を選択しま
すVPC 設定セクションでジョブを作成します。

Amazon Comprehend ジョブ用に VPC を設定する
Amazon Comprehend ジョブ用に VPC を設定する場合は、以下のガイドラインに従います。VPC のセッ
トアップについては、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC とサブネットの使用」を参照してください。
サブネットに十分な IP アドレスがあることを確認する
VPC サブネットには、ジョブの各インスタンス用プライベート IP アドレスが少なくとも 2 つ必要です。
詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの IPv4 用の VPC とサブネットのサイズ設定を参照してく
ださい。
Amazon S3 VPC エンドポイントを作成する
ジョブコンテナがインターネットにアクセスできないように VPC を設定した場合、アクセスを許可する
VPC エンドポイントを作成しない限り、ジョブコンテナはデータを含む Amazon S3 バケットに接続でき
ません。VPC エンドポイントを作成することで、ジョブコンテナがモデルアーティファクトとデータにア
クセスできるようにします。VPC からのリクエストのみに S3 バケットへのアクセスを許可するカスタム
ポリシーも作成することをお勧めします。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「Amazon S3
におけるエンドポイント」を参照してください。
次のポリシーでは、S3 バケットへのアクセスを許可します。このポリシーを編集して、ジョブに必要なリ
ソースのみへのアクセスを許可します。
{

"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:DeleteObject",
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"s3:ListMultipartUploadParts",
"s3:AbortMultipartUpload"

}

]

}

],
"Resource": "*"

エンドポイントルートテーブルのデフォルトの DNS 設定を使って、標準 Amazon S3 URL (例え
ば、http://s3-aws-region.amazonaws.com/MyBucket) が解決されるようにします。デフォルト
の DNS 設定を使用しない場合は、エンドポイントルートテーブルを設定することで、ジョブのデータの
場所の指定に使用する URL が解決されるようにします。VPC エンドポイントルートテーブルについて
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「ゲートウェイエンドポイントのルーティング」を参照してくださ
い。
デフォルトエンドポイントポリシーでは、ユーザーは、Amazon Linux と Amazon Linux 2 のリポジトリか
らのパッケージをジョブコンテナにインストールできます。ユーザーがそのリポジトリからパッケージを
インストールしないようにする場合は、Amazon Linux と Amazon Linux 2 のリポジトリへのアクセスを
明示的に拒否するカスタムエンドポイントポリシーを作成します。Comprehend 自体にはそのようなパッ
ケージは必要ないので、機能への影響はありません。これらのリポジトリへのアクセスを拒否するポリ
シーの例を次に示します。
{

}
{

}

"Statement": [
{
"Sid": "AmazonLinuxAMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::packages.*.amazonaws.com/*",
"arn:aws:s3:::repo.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

"Statement": [
{ "Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Deny",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

アクセス許可DataAccessRole
分析ジョブで VPC を使用する場合、DataAccessRoleのために使用されるCreate*そしてStart*オペ
レーションには、入力ドキュメントと出力バケットにアクセスする VPC に対するアクセス権限も必要で
す。
次のポリシーは、必要なアクセスを可能にします。DataAccessRoleのために使用されるCreate*そし
てStart*オペレーション.
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{

}

"Version": "2008-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterfacePermission",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeDhcpOptions",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeSecurityGroups"
],
"Resource": "*"
}
]

VPC セキュリティグループの設定
分散型ジョブでは、同じジョブ内の異なるジョブコンテナ間の通信を許可する必要があります。そのため
には、同じセキュリティグループのメンバー間のインバウンド接続を許可するセキュリティグループの
ルールを設定します。詳細については、 を参照してください。セキュリティグループのルールのAmazon
VPC User Guide。
VPC の外部のリソースConnect する
インターネットにアクセスできないように VPC を設定する場合、その VPC を使用するジョブは、VPC の
外部のリソースにアクセスできません。ジョブが VPC の外部のリソースにアクセスする必要がある場合
は、次のいずれかのオプションを使用してアクセスを可能にします。
• ジョブがインターフェイス VPC エンドポイントをサポートする AWS サービスにアクセスする必要があ
る場合は、そのサービスに接続するためのエンドポイントを作成します。インターフェイスエンドポイ
ントをサポートするサービスのリストについては、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイン
ト」を参照してください。インターフェイス VPC エンドポイント作成の詳細については、「」を参照し
てください。インターフェイス VPC エンドポイント (AWS) PrivateLink)のAmazon VPC User Guide。
• ジョブが、インターフェイス VPC エンドポイントをサポートしない AWS サービスまたは AWS の外部
のリソースにアクセスする必要がある場合は、NAT ゲートウェイを作成し、アウトバウンド接続を許可
するようにセキュリティグループを設定します。VPC の NAT ゲートウェイを設定する方法の詳細につ
いては、「」を参照してください。シナリオ 2: パブリックサブネットとプライベートサブネットを持つ
VPC (NAT)のAmazon VPC User Guide。

Amazon Comprehend とインターフェイス VPC エン
ドポイント (AWS PrivateLink)
VPC と Amazon Comprehend とのプライベート接続を確立するには、インターフェイス VPC エンドポイ
ント。インターフェイスエンドポイントはAWS PrivateLinkは、インターネットゲートウェイ、NAT デバ
イス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 接続なしで、Amazon Direct Connect 接続なしで、Amazon
Comprehend API にプライベートにアクセスできるテクノロジーです。VPC のインスタンスは、パブリッ
ク IP アドレスがなくても Amazon Comprehend API と通信できます。VPC と Amazon Comprehend の間
のトラフィックは、Amazon ネットワークを離れません。
各インターフェイスエンドポイントは、サブネット内の 1 つ以上の Elastic Network Interface によって表
されます。
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詳細については、次を参照してください。インターフェイス VPC エンドポイント (AWS)
PrivateLink)のAmazon VPC User Guide。

Amazon Comprehend VPC エンドポイントに関する考慮事項
Amazon Comprehend 用のインターフェイス VPC エンドポイントを設定する前に、必ず Amazon
Comprehend 用のインターフェイス VPC エンドポイントを設定します。インターフェイスエンドポイン
トのプロパティと制限のAmazon VPC User Guide。
Amazon Comprehend は、VPC からのすべての API アクションの呼び出しをサポートしています。

Amazon Comprehend 用のインターフェイス VPC エンドポイン
トの作成
Amazon Comprehend サービス用の VPC エンドポイントを作成するには、Amazon VPC コンソールまた
はAWS Command Line Interface(AWS CLI). 詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「イン
ターフェイスエンドポイントの作成」を参照してください。
以下のサービス名を使用して、Amazon Comprehend 用の VPC エンドポイントを作成します。
• com.amazonaws.region.comprehend
エンドポイントのプライベート DNS を有効にすると、リージョンのデフォルト DNS 名 (な
ど) を使用して、Amazon Comprehend に API リクエストを実行できます。comprehend.useast-1.amazonaws.com。
詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「インターフェイスエンドポイント経由でのサービ
スへのアクセス」を参照してください。

Amazon Comprehend 用の VPC エンドポイントエンドポイント
ポリシーの作成
VPC エンドポイントに Amazon Comprehend へのアクセスをコントロールする VPC エンドポイントにエ
ンドポイントポリシーをアタッチできます。このポリシーでは、以下の情報を指定します。
• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。
詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御
する」を参照してください。
例: Amazon Comprehend アクション用の VPC エンドポイントポリシー
Amazon Comprehend のエンドポイントポリシーの例を次に示します。このポリシーは、エンドポイント
にアタッチされると、Amazon Comprehend へのアクセスを許可しますDetectEntitiesすべてのリソー
スに対する、すべてのプリンシパルに対する action。
{

"Statement":[
{
"Principal":"*",
"Effect":"Allow",
"Action":[
"comprehend:DetectEntities"
],
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}

]

}

"Resource":"*"

Amazon Comprehend の認証とアクセス制御
Amazon Comprehend へのアクセスには、AWS によってリクエストの認証に使用される認証情報が必要で
す。それらの認証情報を取得したユーザーに、Amazon Comprehend アクションにアクセスするためのア
クセス権限が必要です 以下のセクションでは、を使用する方法について詳しく説明します。AWS Identity
and Access Management(IAM)および Amazon Comprehend を使用すると、リソースにアクセスできる
ユーザーを制御してリソースを保護できます。
• 認証 (p. 198)
• アクセスコントロール (p. 199)

認証
AWS には、次のいずれかのタイプの ID でアクセスできます。
• AWS アカウントルートユーザー— を作成するときAWS アカウントでは、すべてのユーザーに対して
完全なアクセスを持つ1つのサインインアイデンティティから始めますAWS のサービスおよびアカウン
ト内のリソース。この ID は AWS アカウント ルートユーザーと呼ばれ、アカウントの作成に使用した
E メールアドレスとパスワードでサインインすることによってアクセスできます。日常的なタスクには
ルートユーザーを使用しないことを強くお勧めします。ルートユーザーの認証情報を保護し、それらを
使用して、ルートユーザーのみが実行できるタスクを実行します。ルートユーザーとしてサインインす
る必要があるタスクの完全なリストについては、「」を参照してください。ルートユーザー認証情報が
必要なタスクのAWS全般のリファレンス。
• IAM ユーザー— アンIAM ユーザーあなたの中のアイデンティティはAWS アカウント特定のカスタムア
クセス許可 (Amazon Comprehend でを作成するアクセス許可など) を持つユーザー。IAM のユーザー
名とパスワードは、AWS Management Console、AWS ディスカッションフォーラム、または AWS
Support センターなどのセキュアな AWS ウェブページへのサインインに使用できます。
ユーザー名とパスワードに加えて、各ユーザーのアクセスキーを作成することもできます。これらの
キーは SDK の 1 つ または AWS Command Line Interface (CLI) を使用して、プログラムで AWS のサー
ビス にアクセスする際に使用できます。SDK と CLI ツールでは、アクセスキーを使用してリクエスト
が暗号で署名されます。AWS ツールを使用しない場合は、リクエストに自分で署名する必要がありま
す。Amazon Comprehend がサポートされています署名バージョン 4では、インバウンド API リクエス
トを認証するためのプロトコルです。リクエストの認証の詳細については、「AWS 一般参照」の「署名
バージョン 4 署名プロセス」を参照してください。
• IAM ロール - IAM ロールは、アカウントで作成して特定の許可を付与できる IAM ID です。IAM ロール
は、ID が AWS で実行できることとできないことを決定する許可ポリシーを持つ AWS ID であるという
点で IAM ユーザーと似ています。ただし、ユーザーは 1 人の特定の人に一意に関連付けられますが、
ロールはそれを必要とする任意の人が引き受けるようになっています。また、ロールには標準の長期認
証情報 (パスワードやアクセスキーなど) も関連付けられません。代わりに、ロールを引き受けると、
ロールセッション用の一時的なセキュリティ認証情報が提供されます。IAM ロールと一時的な認証情報
は、次の状況で役立ちます。
• フェデレーションユーザーアクセス - IAM ユーザーを作成する代わりに、AWS Directory Service、エ
ンタープライズユーザーディレクトリ、またはウェブ ID プロバイダーからの既存の ID を使用できま
す。このようなユーザーはフェデレーションユーザーと呼ばれます。AWS では、ID プロバイダーを
通じてアクセスがリクエストされたとき、フェデレーションユーザーにロールを割り当てます。フェ
デレーションユーザーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「フェデレーションユーザーと
ロール」を参照してください。
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• AWS のサービス のアクセス — サービスロールは、サービスがユーザーに代わってアクションを実行
するために引き受ける IAM ロールです。IAM 管理者は、IAM 内からサービスロールを作成、変更、削
除できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS のサービス に許可を委任するロー
ルの作成」を参照してください。
• Amazon EC2 で実行されているアプリケーション - EC2 インスタンスで実行され、AWS CLIまたは
AWS API リクエストを行っているアプリケーションの一時的な認証情報を管理するには、IAM ロール
を使用できます。これは、EC2 インスタンス内でのアクセスキーの保存に推奨されます。AWS ロー
ルを EC2 インスタンスに割り当て、そのすべてのアプリケーションで使用できるようにするには、イ
ンスタンスにアタッチされたインスタンスプロファイルを作成します。インスタンスプロファイルに
はロールが含まれ、EC2 インスタンスで実行されるプログラムは一時的な認証情報を取得することが
できます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Amazon EC2 インスタンスで実行されるア
プリケーションに IAM ロールを使用して許可を付与する」を参照してください。

アクセスコントロール
リクエストを認証できる有効な認証情報を持っている必要があります。認証情報には、Amazon
Comprehend アクションを呼び出すためのアクセス権限が必要です。
以下のセクションでは、Amazon Comprehend のアクセス許可を管理する方法について説明します。最初
に概要のセクションを読むことをお勧めします。
• Amazon Comprehend リソースに対するアクセス許可の管理の概要 (p. 199)
• Amazon Comprehend でのアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 201)

Amazon Comprehend リソースに対するアクセス許可
の管理の概要
アクションにアクセスするためのアクセス権限は、アクセス権限のポリシーによって管理されます。アカ
ウント管理者は、IAM ID (ユーザー、グループ、ロール) にアクセス権限ポリシーをアタッチして、アク
ションへのアクセスを管理できます。

Note
アカウント管理者 (または管理者ユーザー) は、管理者権限を持つユーザーです。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ベストプラクティス」を参照してください。
アクセス権限を付与する場合、アクセス権限を取得するユーザー、およびそのユーザーがアクセス権限を
取得するアクションを決定します。
トピック
• アクションへのアクセスの管理 (p. 199)
• ポリシー要素を指定する: アクション、効果、プリンシパル (p. 200)
• ポリシーでの条件の指定 (p. 201)

アクションへのアクセスの管理
許可ポリシーは、誰が何にアクセスできるかを記述します。以下のセクションで、アクセス許可ポリシー
を作成するために使用可能なオプションについて説明します。

Note
このセクションでは、Amazon Comprehend のコンテキストでの IAM の使用について説明しま
す。これは、IAM サービスに関する詳細情報を取得できません。IAM に関する詳細なドキュメン
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トについては、IAM ユーザーガイドから IAM とはを参照してください。IAM ポリシー構文の詳細
と説明については、IAM ユーザーガイドの AWS IAM ポリシーのリファレンスを参照してくださ
い。
IAM アイデンティティにアタッチされたポリシーはアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) と
呼ばれ、リソースにアタッチされたポリシーはリソースベースのポリシーと呼ばれます。

アイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー）
ポリシーを IAM アイデンティティにアタッチできます。例えば、次の操作を実行できます。
• アカウントのユーザーまたはグループにアクセス権限ポリシーをアタッチする— アクションを呼び出す
権限を付与するには、そのユーザー、またはそのユーザーが所属するグループにアクセス権限ポリシー
をアタッチできます。
• ロールにアクセス権限ポリシーをアタッチする (クロスアカウントアクセス権限を付与する)— クロスア
カウントのアクセス許可を付与するには、アイデンティティベースのアクセス許可ポリシーを IAM ロー
ルにアタッチできます。例えば、アカウント A の管理者は、次のように、別の AWS アカウント (例え
ばアカウント B) または AWS のサービスにクロスアカウントの許可を付与するロールを作成することが
できます。
1. アカウント A の管理者は、IAM ロールを作成して、アカウント A のリソースに権限を付与するロー
ルに権限ポリシーをアタッチします。
2. アカウント A の管理者は、アカウント B をそのロールを引き受けるプリンシパルとして識別する
ロールに、信頼ポリシーをアタッチします。
3. アカウント B の管理者は、アカウント B の任意のユーザーにロールを引き受ける権限を委任できる
ようになります。これにより、アカウント B のユーザーにアカウント A のリソースの作成とアクセ
スが許可されます。AWS のサービスにロールを引き受ける権限を付与する場合は、信頼ポリシーの
プリンシパルは AWS のサービスのプリンシパルともなることができます。
IAM を使用したアクセス許可の委任の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「アクセス管理」を
参照してください。
Amazon Comprehend でアイデンティティベースのポリシーを使用する方法の詳細については、「」を
参照してください。Amazon Comprehend でのアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使
用 (p. 201)。ユーザー、グループ、ロール、アクセス許可の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「ID (ユーザー、グループ、ロール)」を参照してください。

リソースベースのポリシー
リソースベースのポリシーは、リソースに添付する JSON ポリシードキュメントです。例えば、ポリシー
を S3 バケットにアタッチして、そのバケットに対するアクセス許可を管理できます。
サービス管理者は、リソースベースのポリシーを使用して特定のリソースへのアクセスを制御できます。
ポリシーが添付されているリソースの場合、指定されたプリンシパルがそのリソースに対して実行できる
アクションと条件は、ポリシーによって定義されます。を指定する必要があります主要なリソースベース
のポリシーで。プリンシパルには、アカウント、ユーザー、ロール、フェデレーティッドユーザー、また
は AWS のサービスを含めることができます。
Amazon Comprehend リソースのリストについては、「」を参照してください。Amazon Comprehend で
定義されるリソースタイプのサービス認証リファレンス。

ポリシー要素を指定する: アクション、効果、プリンシパル
Amazon Comprehend では、一連のアクション (p. 258)。これらの API オペレーションへのアクセス許
可を付与するために、Amazon Comprehend ではポリシーに指定できる一連のアクションを定義します。
最も基本的なポリシーの要素を次に示します。
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• [Resource] (リソース) – ポリシーで Amazon リソースネーム (ARN) を使用して、ポリシーを適用するリ
ソースを識別します。Amazon Comprehend の場合、リソースは常にです"*"。
• アクション— アクションのキーワードを使用して、許可または拒否するオペレーションを識別します。
たとえば、指定されたEffect,comprehend:DetectEntitiesAmazon Comprehend を実行するアク
セス許可をユーザーに付与または拒否するDetectEntitiesオペレーション.
• 効果— ユーザーが特定のアクションをリクエストしたときに起きるアクションの効果 (許可または拒否
のいずれか) を指定します。リソースへのアクセスを明示的に許可していない場合、アクセスは暗黙的
に拒否されます。リソースへのアクセスを明示的に拒否することもできます。これにより、別のポリ
シーでアクセスが許可されている場合でも、ユーザーがリソースにアクセスすることを禁止できます。
• プリンシパル - ID ベースのポリシー (IAM ポリシー) で、ポリシーがアタッチされているユーザーが黙示
的なプリンシパルとなります。
IAM ポリシーの構文と記述の詳細については、IAM ユーザーガイドの AWS IAM ポリシーのリファレン
スを参照してください。
すべての Amazon Comprehend API アクションを示す表については、「」を参照してください。Amazon
Comprehend のアクション、リソース、および条件キーのサービス認証リファレンス。

ポリシーでの条件の指定
条件は、アクションが許可されているかどうかを判断するために追加のロジックを適用するオプションの
ポリシー要素です。AWS は、一連の一般的な条件では、すべてのアクションがサポートされています。
アクセス許可を付与するときに、IAM ポリシー言語を使用してポリシーの適用条件を指定します。たとえ
ば、aws:userid 条件キーを使用して、アクションのリクエスト時に特定の AWS ID を要求できます。ポ
リシー言語での条件の指定の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「条件」を参照してください。

Note
条件キーは大文字と小文字が区別されます。
Amazon Comprehend には、特定のリソースでパラメータの値を制限するために使用できる追加の条件
キーがあります。サポートされているリソースおよび条件タイプの詳細については、「」を参照してくだ
さい。Amazon Comprehend のアクション、リソース、および条件キーのサービス認証リファレンス。

Amazon Comprehend でのアイデンティティベースの
ポリシー (IAM ポリシー) の使用
このトピックでは、アカウント管理者が IAM アイデンティティ (ユーザー、グループ、ロール) にアクセス
許可ポリシーをアタッチし、それによって Amazon Comprehend アクションを実行するアクセス許可を付
与する方法を示すアイデンティティベースのポリシーの例を示します。

Important
先に進む前に、「Amazon Comprehend リソースに対するアクセス許可の管理の概要 (p. 199)」
をご一読ください。
Amazon Comprehend ドキュメント分析アクションを使用するには、以下のアクセス権限ポリシーが必要
です。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "AllowDetectActions",
"Effect": "Allow",
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}

]

"Action": [
"comprehend:DetectEntities",
"comprehend:DetectKeyPhrases",
"comprehend:DetectDominantLanguage",
"comprehend:DetectSentiment",
"comprehend:DetectSyntax"
],
"Resource": "*"
}

このポリシーには、を使用する権限を付与する 1 つのステートメントがありま
す。DetectEntities,DetectKeyPhrases,DetectDominantLanguageそしてDetectSentiment, お
よびDetectSyntaxアクション。このポリシーを持つユーザーは、アカウントでバッチアクションまたは
非同期アクションを実行できません。
アイデンティティベースのポリシーでアクセス権限を得るプリンシパルを指定していないため、ポリシー
では Principal エレメントを指定していません。ユーザーにポリシーをアタッチすると、そのユーザー
が暗黙のプリンシパルになります。IAM ロールにアクセス権限ポリシーをアタッチすると、ロールの信頼
ポリシーで識別されたプリンシパルがアクセス権限を得ることになります。
すべての Amazon Comprehend API アクションとそれらが適用されるリソースの表については、「」を参
照してください。Amazon Comprehend のアクション、リソース、および条件キーのサービス認証リファ
レンス。

KMS 暗号化を使用するために必要なアクセス許可
非同期ジョブでデータとジョブの暗号化に Amazon Key Management Service (KMS) を付与するには、次
のポリシーに示すアクションにアクセス権を付与する必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"kms:CreateGrant"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action": [
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDatakey"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"kms:ViaService": [
"s3.region.amazonaws.com"
]
}
}
}
]

Amazon Comprehend で非同期ジョブを作成するときは、Amazon S3 に保存されている入力データを使用
します。S3 では、保存されているデータを暗号化するオプションがあり、Amazon Comprehend ではなく
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S3 によって暗号化されます。お客様が提供すれば、暗号化された入力データを復号化して読み取ることが
できますkms:DecryptAmazon Comprehend ジョブで使用されるデータアクセスロールに対する元の入力
データの暗号化に使用されたキーのアクセス許可。
また、KMS カスタマーマネージドキー (CMK) を使用して、S3 の出力結果と、ジョブ処理中に使用される
ストレージボリュームを暗号化するオプションもあります。この場合、両方のタイプの暗号化に同じ KMS
キーを使用できますが、これは必須ではありません。ジョブの作成時には、出力暗号化とボリューム暗号
化のキーを指定する個別のフィールドを使用できます。また、別のアカウントの KMS キーを使用するこ
ともできます。
KMS 暗号化を使用する場合、kms:CreateGrantボリュームの暗号化には権限が必要
で、kms:GenerateDataKey出力データの暗号化には権限が必要です。暗号化された入力を読み取る場
合 (入力データが Amazon S3 ですでに暗号化されている場合など)、kms:Decrypt許可が必要です。IAM
ロールは、必要に応じてこれらのアクセス許可を付与する必要があります。ただし、キーが現在使用され
ているアカウントとは異なるアカウントからのものである場合、その KMS キーの KMS キーポリシーは、
ジョブのデータアクセスロールにこれらのアクセス許可を付与する必要があります。

Amazon Comprehend コンソールの使用に必要なアクセス許可
アクセス許可のリファレンス表では、Amazon Comprehend API オペレーションとそれらの各オペレー
ションに必要なアクセス許可を示しています。Amazon Comprehend API のアクセス許可の詳細について
は、「」を参照してください。Amazon Comprehend API のアクセス許可: アクション、リソース、条件リ
ファレンス (p. 207)。
Amazon Comprehend コンソールを使用するには、次のポリシーに示すアクションにアクセス権を付与す
る必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"comprehend:*",
"iam:ListRoles",
"iam:GetRole",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

Amazon Comprehend コンソールには、以下の理由でこれらの追加のアクセス権限が必要になります。
• アカウントで使用可能な IAM ロールをリストするための iam アクセス許可。
• s3Amazon S3 バケットおよびトピックモデリングのためのデータを含むオブジェクトにアクセスする
ためのアクセス許可。
コンソールを使用して非同期バッチジョブまたはトピックモデリングジョブを作成する場合、コンソール
にジョブの IAM ロールを作成するオプションを選択できます。IAM ロールを作成するには、IAM ロールと
ポリシーを作成してロールにポリシーをアタッチするために、次の追加のアクセス権限を付与する必要が
あります。
{

"Version": "2012-10-17",
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}

"Statement":
[
{
"Action":
[
"iam:CreateRole",
"iam:CreatePolicy",
"iam:AttachRolePolicy"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
},
{
"Action":
[
"iam:PassRole"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*Comprehend*"
}
]

Amazon Comprehend コンソールには、以下の理由でこれらの追加のアクセス権限が必要になります。
• iamロールとポリシーを作成してロールとポリシーをアタッチするためのアクセス許
可。-iam:PassRoleアクションによって、コンソールで Amazon Comprehend にロールを渡すことが
できます。

Amazon Comprehend の AWS マネージド (事前定義) ポリシー
AWS は、AWS によって作成され管理されるスタンドアロンの IAM ポリシーが提供する多くの一般的ユー
スケースに対応します。これらの AWS 管理ポリシーは、一般的ユースケースに必要なアクセス許可を付
与することで、どのアクセス許可が必要なのかをユーザーが調査する必要をなくすことができます。詳細
については、IAM ユーザーガイドの「AWS 管理ポリシー」を参照してください。
アカウントのユーザーにアタッチできる以下の AWS 管理ポリシーは、Amazon Comprehend に固有のも
のです。
• ComprehendFullAccess— トピックモデリングジョブの実行など、Amazon Comprehend リソースへの
フルアクセスを付与します。IAM ロールをリストおよび取得するアクセス許可が含まれます。

• ComprehendReadOnly— すべての Amazon Comprehend アクションを実行する許可を付与しま
す。StartDominantLanguageDetectionJob,StartEntitiesDetectionJob,StartKeyPhrasesDetectionJo
およびStartTopicsDetectionJob。
Amazon Comprehend を使用するユーザーには、次の追加ポリシーを適用する必要があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
[
{
"Action":
[
"iam:PassRole"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*Comprehend*"
}
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]

IAM コンソールにサインインし、特定のポリシーを検索することで、管理アクセス許可ポリシーを確認で
きます。
これらのポリシーは、AWS SDK または AWS CLI を使用しているときに機能します。
独自のカスタム IAM ポリシーを作成して、Amazon Comprehend アクションとリソースのための権限を許
可することもできます。これらのカスタムポリシーは、それらのアクセス許可が必要な IAM ユーザーまた
はグループにアタッチできます。

非同期操作に必要なロールベースの権限
Amazon Comprehend 非同期オペレーションを使用するには、Amazon Comprehend にドキュメントコ
レクションが含まれる Amazon S3 バケットへのアクセス許可を付与する必要があります。これを行うに
は、Amazon Comprehend サービスプリンシパルを信頼するように、アカウントにデータアクセスロール
を作成します。ロールの作成に関する詳細については、「」を参照してください。AWS のサービスにアク
セス許可を委任するロールの作成のAWS Identity and Access Management ユーザー。
作成するロールの信頼ポリシーの例を次に示します。のヘルプに混乱した代理の防止 (p. 191)で
は、1 つ以上のグローバル条件コンテキストキーを使用して権限の範囲を制限します。設
定:aws:SourceAccountの値をアカウント ID に変更します。... を使用した場合ArnEquals条
件、aws:SourceArnのジョブの ARNの値。Amazon Comprehend はジョブ作成の一環としてこの番号を
生成するため、ARN のジョブ番号にはワイルドカードを使用します。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "comprehend.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole",
"Condition": {
"StringEquals": {
"aws:SourceAccount": "111122223333"
},
"ArnEquals": {
"aws:SourceArn": "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:pii-entitiesdetection-job/*"
}
}
}
]
}

ロールを作成したら、そのロールのアクセスポリシーを作成します。これは Amazon S3 を許可する必要
がありますGetObjectそしてListBucket入力データが含まれる Amazon S3 バケット、および Amazon
S3 へのアクセス許可PutObjectAmazon S3 出力データバケットのアクセス許可。

カスタマーマネージドポリシーの例
このセクションでは、さまざまな Amazon Comprehend アクションのアクセス許可を付与するユーザー
ポリシー例を示しています。これらのポリシーは、AWS SDK または AWS CLI を使用しているときに機
能します。コンソールを使用している場合、すべての Amazon Comprehend API にアクセス許可を付与
する必要があります。これについては、「Amazon Comprehend コンソールの使用に必要なアクセス許
可 (p. 203)」を参照してください。
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Note
すべての例で、us-east-2 リージョンを使用し、架空のアカウント ID を含めています。
例

例 1: すべての Amazon Comprehend アクションを許可する
にサインアップしたらAWSでは、ユーザーの作成やアクセス権限の管理など、アカウントを管理するため
の管理者ユーザーを作成します。
Amazon Comprehend を使用するためのすべての Amazon Comprehend アクションに対するアクセス許可
を持つユーザーを作成することを選択できます (このユーザーをサービス固有の管理者と見なします)。こ
のユーザーに以下のアクセス権限をアタッチできます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
[
{
"Sid": "AllowAllComprehendActions",
"Effect": "Allow",
"Action":
[
"comprehend:*",
"iam:ListRoles",
"iam:GetRole",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
"s3:GetBucketLocation",
"iam:CreateRole",
"iam:CreatePolicy",
"iam:AttachRolePolicy",
"kms:CreateGrant",
"kms:Decrypt",
"kms:GenerateDatakey"
],
"Resource": "*"
},
{
"Action":
[
"iam:PassRole"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:iam::*:role/*Comprehend*"
}
]

これらのアクセス許可は、次の方法で暗号化に関して変更できます。
• Amazon Comprehend が暗号化された S3 バケットに保存されているドキュメントを分析できるように
するには、IAM ロールにkms:Decryptアクセス許可。
• Amazon Comprehend が、分析ジョブを処理するコンピュートインスタンスにアタッチされたス
トレージボリュームに保存されているドキュメントを暗号化できるようにするには、IAM ロール
にkms:CreateGrantアクセス許可。
• Amazon Comprehend が S3 バケットの出力結果を暗号化できるようにするには、IAM ロール
にkms:GenerateDataKeyアクセス許可。
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例 2: トピックモデリングアクションを許可する
次のアクセス権限ポリシーは、Amazon Comprehend トピックモデリングオペレーションを実行するアク
セス許可を付与します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [{
"Sid": "AllowTopicModelingActions",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"comprehend:DescribeTopicsDetectionJob",
"comprehend:ListTopicsDetectionJobs",
"comprehend:StartTopicsDetectionJob",
],
"Resource": "*"
]
}
]

Amazon Comprehend API のアクセス許可: アクショ
ン、リソース、条件リファレンス
の表を使用してくださいAmazon Comprehend のアクション、リソース、および条件キーの セクショ
ンサービス認証リファレンスセットアップ時の参考としてアクセスコントロール (p. 199)。表には、各
Amazon Comprehend API オペレーション、アクションを実行するためのアクセス許可を付与できる対
象のアクション、およびアクセス許可を付与できる AWS リソースを示しています。ポリシーの Action
フィールドでアクションを指定し、ポリシーの Resource フィールドでリソースの値を指定します。
ポリシーステートメントで条件を指定するには、Amazon Comprehend に固有の条件キーを使用できま
す。Amazon Comprehend ポリシーで AWS 全体の条件キーを使用することもできます。AWS 全体を対象
とするすべてのキーのリストについては、「IAM ユーザーガイド」の「利用可能なキー」を参照してくだ
さい。

Note
アクションを指定するには、comprehend: プレフィックスに続けて API オペレーション名を使
用します (例: comprehend:DetectEntities)。

AWSAmazon Comprehend の管理ポリシーについて
ユーザー、グループ、ロールに許可を追加するには、自分でポリシーを作成するよりも、AWS マネージ
ドポリシーを使用する方が簡単です。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポリ
シーを作成するには、時間と専門知識が必要です。すぐに使用を開始するために、AWS マネージドポリ
シーを使用できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースを対象範囲に含めており、AWS アカウ
ントで利用できます。AWSマネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マ
ネージドポリシー」を参照してください。
AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーから許可を削除しない
ため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。
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さらに、AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のためのマネージドポリシーもサポートしてい
ます。例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへの
読み取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加され
た演算とリソースに対し、読み取り専用の許可を追加します。ジョブ機能ポリシーのリストと説明につい
ては、IAM ユーザーガイドの「AWSジョブ関数のマネージドポリシー」を参照してください。

AWS マネージドポリシー: ComprehendFullAccess
このポリシーは、Amazon Comprehend リソースへのフルアクセスを含むトピックモデリングジョブの実
行を含む。このポリシーは、Amazon S3 バケットと IAM ロールの一覧表示と取得のアクセス許可も付与
します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"comprehend:*",
"iam:GetRole",
"iam:ListRoles",
"s3:GetBucketLocation",
"s3:ListAllMyBuckets",
"s3:ListBucket",
],
"Resource": "*"
}
]

AWS マネージドポリシー: ComprehendReadOnly
このポリシーは、Amazon Comprehend のアクションをすべて実行する許可を付与します。を除きます以
下を実行します。
• StartDominantLanguageDetectionJob
• StartEntitiesDetectionJob
• StartKeyPhrasesDetectionJob
• StartSentimentDetectionJob
• StartTargetedSentimentDetectionJob
• StartTopicsDetectionJob

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"comprehend:BatchDetectDominantLanguage",
"comprehend:BatchDetectEntities",
"comprehend:BatchDetectKeyPhrases",
"comprehend:BatchDetectSentiment",
"comprehend:BatchDetectSyntax",
"comprehend:ClassifyDocument",
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"comprehend:ContainsPiiEntities",
"comprehend:DescribeDocumentClassificationJob",
"comprehend:DescribeDocumentClassifier",
"comprehend:DescribeDominantLanguageDetectionJob",
"comprehend:DescribeEndpoint",
"comprehend:DescribeEntitiesDetectionJob",
"comprehend:DescribeEntityRecognizer",
"comprehend:DescribeKeyPhrasesDetectionJob",
"comprehend:DescribePiiEntitiesDetectionJob",
"comprehend:DescribeResourcePolicy",
"comprehend:DescribeSentimentDetectionJob",
"comprehend:DescribeTargetedSentimentDetectionJob",
"comprehend:DescribeTopicsDetectionJob",
"comprehend:DetectDominantLanguage",
"comprehend:DetectEntities",
"comprehend:DetectKeyPhrases",
"comprehend:DetectPiiEntities",
"comprehend:DetectSentiment",
"comprehend:DetectSyntax",
"comprehend:ListDocumentClassificationJobs",
"comprehend:ListDocumentClassifiers",
"comprehend:ListDocumentClassifierSummaries",
"comprehend:ListDominantLanguageDetectionJobs",
"comprehend:ListEndpoints",
"comprehend:ListEntitiesDetectionJobs",
"comprehend:ListEntityRecognizers",
"comprehend:ListEntityRecognizerSummaries",
"comprehend:ListKeyPhrasesDetectionJobs",
"comprehend:ListPiiEntitiesDetectionJobs",
"comprehend:ListSentimentDetectionJobs",
"comprehend:ListTargetedSentimentDetectionJobs",
"comprehend:ListTagsForResource",
"comprehend:ListTopicsDetectionJobs"

}

]

}

],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"

Amazon Comprehend の更新AWSマネージドポリシー
への更新の詳細を表示します。AWSAmazon Comprehend の管理ポリシーについて、このサービスがこれ
らの変更の追跡を開始した以降の分について表示します。このページへの変更に関する自動通知について
は、Amazon Comprehend の RSS フィードを購読してください。ドキュメント履歴ページで.

変更

説明

日付

ComprehendReadOnly (p. 208)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Comprehend で
2022 年 3 月 30 日
は、comprehend:DescribeTargetedSentimentDetectionJobそ
し
てcomprehend:ListTargetedSentimentDetectionJobsの
アクション
ComprehendReadOnly 政策

ComprehendReadOnly (p. 208)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Comprehend で
2022 年 2 月 2 日
は、comprehend:DescribeResourcePolicyの
アクション
ComprehendReadOnly 政策
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変更

説明

日付

ComprehendReadOnly (p. 208)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Comprehend で
2021 年 9 月 21 日
は、ListDocumentClassifierSummariesそ
し
てListEntityRecognizerSummariesの
アクション
ComprehendReadOnly 政策

ComprehendReadOnly (p. 208)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Comprehend で
は、ContainsPIIEntitiesの
アクション
ComprehendReadOnly 政策

2021 年 3 月 26 日

Amazon Comprehend が変更の
追跡を開始しました

Amazon Comprehend は、その
変更の追跡を開始しましたAWS
管理ポリシーです。

2021 年 3 月 1 日

での Amazon Comprehend API コールのログ記録
AWS CloudTrail
Amazon Comprehend はと統合されていますAWS CloudTrail、ユーザー、ロール、またはによって
実行されたアクションを記録するサービスAWSAmazon Comprehend でのサービス。 CloudTrail
は、Amazon Comprehend の API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされた呼び出
しには、Amazon Comprehend コンソールからの呼び出しと、Amazon Comprehend API オペレーショ
ンへのコード呼び出しが含まれます。証跡を作成すると、次の継続的デリバリーが可能になります。
CloudTrail Amazon Comprehend のイベントを含めた Amazon S3 バケットへのイベントが含まれます。証
跡を設定しない場合でも、で最新のイベントを表示できます。 CloudTrail コンソールでのイベント履歴。
によって収集された情報を使用して CloudTrailでは、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リクエ
ストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行者、
リクエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行者、リクエストの実行者
詳細を確認するトピック CloudTrailについては、設定する方法や有効にする方法などを含む「」を参照し
てください。AWS CloudTrailユーザーガイド。

Amazon Comprehend の情報を理解する CloudTrail
CloudTrail は、以下で有効になっています。AWSアカウント作成時にアカウント作成時にアカウントを
作成します。Amazon Comprehend でサポートされるイベントアクティビティが発生した場合、そのアク
ティビティは、以下に記録されます。 CloudTrail 他のイベントと一緒にAWSのサービスイベントイベント
履歴。AWS アカウントで最近のイベントを表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、次を参
照してください。でイベントを表示する CloudTrail イベント履歴。
あなたのイベントの継続的な記録についてはAWSアカウント (Amazon Comprehend のイベントなど) は、
証跡を作成します。あるトレイル可能にする CloudTrail を使用して、ログファイルを Amazon S3 バケッ
トに配信できます。デフォルトでは、コンソールで作成した追跡がすべての AWS リージョンに適用さ
れます。追跡は、AWS パーティションのすべてのリージョンからのイベントをログに記録し、指定した
Simple Storage Service (Amazon S3) バケットにログファイルを配信します。さらに、その他を設定でき
ます。AWSで収集されたデータをより詳細に分析し、それに基づく対応を行うサービス CloudTrail ログ。
詳細については、次を参照してください。
• 「追跡を作成するための概要」
• CloudTrail でサポートされるサービスと統合
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• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 受信 CloudTrail ログファイルを複数のリージョンから取得するそして受信 CloudTrail ログファイルを複
数のアカウントから取得する
Amazon Comprehend では、以下のアクションをイベントとして次のアクションを記録できます。
CloudTrail ログファイル:
• BatchDetectDominantLanguage
• BatchDetectEntities
• BatchDetectKeyPhrases
• BatchDetectSentiment
• BatchDetectSyntax
• ClassifyDocument
• CreateDocumentClassifier
• CreateEndpoint
• CreateEntityRecognizer
• DeleteDocumentClassifier
• DeleteEndpoint
• DeleteEntityRecognizer
• DescribeDocumentClassificationJob
• DescribeDocumentClassifier
• DescribeDominantLanguageDetectionJob
• DescribeEndpoint
• DescribeEntitiesDetectionJob
• DescribeEntityRecognizer
• DescribeKeyPhrasesDetectionJob
• DescribePiiEntitiesDetectionJob
• DescribeSentimentDetectionJob
• DescribeTargetedSentimentDetectionJob
• DescribeTopicsDetectionJob
• DetectDominantLanguage
• DetectEntities
• DetectKeyPhrases
• DetectPiiEntities
• DetectSentiment
• DetectSyntax
• ListDocumentClassificationJobs
• ListDocumentClassifiers
• ListDominantLanguageDetectionJobs
• ListEndpoints
• ListEntitiesDetectionJobs
• ListEntityRecognizers
• ListKeyPhrasesDetectionJobs
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• ListPiiEntitiesDetectionJobs
• ListSentimentDetectionJobs
• ListTargetedSentimentDetectionJobs
• ListTagsForResource
• ListTopicsDetectionJobs
• StartDocumentClassificationJob
• StartDominantLanguageDetectionJob
• StartEntitiesDetectionJob
• StartKeyPhrasesDetectionJob
• StartPiiEntitiesDetectionJob
• StartSentimentDetectionJob
• StartTargetedSentimentDetectionJob
• StartTopicsDetectionJob
• StopDominantLanguageDetectionJob
• StopEntitiesDetectionJob
• StopKeyPhrasesDetectionJob
• StopPiiEntitiesDetectionJob
• StopSentimentDetectionJob
• StopTargetedSentimentDetectionJob
• StopTrainingDocumentClassifier
• StopTrainingEntityRecognizer
• TagResource
• UntagResource
• UpdateEndpoint
各イベントまたはログエントリには、リクエストの生成者に関する情報が含まれます。アイデンティティ
情報は、以下を判別するのに役立ちます。
• リクエストが、ルート認証情報と AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー認証情報のどち
らを使用して送信されたか.
• リクエストがロールまたはフェデレーティッドユーザーのテンポラリなセキュリティ認証情報を使用し
て行われたかどうか。
• リクエストが、別の AWS のサービスによって送信されたかどうか。
詳細については、「CloudTrail userIdentity 要素」を参照してください。

例: Amazon Comprehend のログファイルエントは、
追跡は、指定した Amazon S3 バケットにイベントをログファイルとして配信できるようにする設定で
す。 CloudTrail ログファイルには、1 つ以上のログエントリが含まれます。イベントは、任意のソースか
らの単一の要求を表し、要求されたアクション、アクションの日時、要求パラメーターなどに関する情報
が含まれます。 CloudTrail ログファイルは、パブリック API コールの順序付けられたスタックトレースで
はないため、特定の順序では表示されません。
次の例は以下を実行する例を示します。 CloudTrail 以下を実行するログエント例を示しま
す。ListKeyPhrasesDetectionJobsaction.

212

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
例: Amazon Comprehend のログファイルエントは、

{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole”,`
"principalId": "AROAICFHPEXAMPLE:kapil”,
"arn": "arn:aws:sts::12345678910:assumed-role/UserRole/kapil”,
"accountId": "12345678910",
"accessKeyId": "ASIA3VZEXAMPLE”,
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAICFHPEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::12345678910:role/UserRole",
"accountId": "12345678910",
"userName": "UserRole"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-04-29T15:46:04Z"
}
}
},
"eventTime": "2020-04-29T17:57:06Z",
"eventSource": "comprehend.amazonaws.com",
"eventName": "ListKeyPhrasesDetectionJobs",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "3.22.248.29",
"userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.761 Linux/4.14.165-102.205.amzn2.x86_64
OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.201-b09 java/1.8.0_201 vendor/Oracle_Corporation, canarygenerated exec-env/AWS_Lambda_java8",
"requestParameters": {
"filter": {
"submitTimeAfter": "Apr 29, 2020 5:54:04 PM"
}
},
"responseElements": null,
"requestID": "59bee2bc-e45c-436e-aae7-493af0328a8c",
"eventID": "eabb7b59-edf3-44c8-8833-416bbdb16eae",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "802699264198"
}

次の例は以下を実行する例を示します。 CloudTrail 以下を実行するログエント例を示しま
す。StartKeyPhrasesDetectionJobaction.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole”,`
"principalId": "AROAICFHPEXAMPLE:kapil”,
"arn": "arn:aws:sts::12345678910:assumed-role/UserRole/kapil”,
"accountId": "12345678910",
"accessKeyId": "ASIA3VZEXAMPLE”,
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAICFHPEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::12345678910:role/UserRole",
"accountId": "12345678910",
"userName": "UserRole"
},
"webIdFederationData": {},
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"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-04-29T15:46:04Z"
}

}
},
"eventTime": "2020-04-29T16:42:39Z",
"eventSource": "comprehend.amazonaws.com",
"eventName": "StartKeyPhrasesDetectionJob",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "3.20.236.234",
"userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.761 Linux/4.14.165-102.205.amzn2.x86_64
OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.201-b09 java/1.8.0_201 vendor/Oracle_Corporation, canarygenerated exec-env/AWS_Lambda_java8",
"requestParameters": {
"inputDataConfig": {
"s3Uri": "s3://dataset-prod-us-east-2/ONE_DOC_PER_LINE/KP/FOUR_KB",
"inputFormat": "ONE_DOC_PER_LINE"
},
"outputDataConfig": {
"s3Uri": "s3://datasets3bucke-y6icltvagurj/JSON/00f706b3-6d84-4b09bea3-88084f9cb6b0",
"kmsKeyId": "arn:aws:kms:useast-2:12345678910:key/2e107fe3-6ab3-4bab-90ab-966e85b14678"
},
"dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::12345678910:role/DataAccessRoleXYZ",
"languageCode": "en",
"clientRequestToken": "d9e4f777-8b4e-4249-8ebb-b7495acb800b",
"volumeKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-2:12345678910:key/7b9b8aff-c459-4d20bb39-64d6e3756e85"
},
"responseElements": {
"jobId": "2102905798f0d44a04da91fbd12ed60e",
"jobStatus": "SUBMITTED"
},
"requestID": "f202914c-f5cf-4f2d-a4c7-5f30d101fe19",
"eventID": "692e3a17-40a2-491a-a4ce-a275c4c4ce76",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "12345678910",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:useast-2:12345678910:key/2e107fe3-6ab3-4bab-90ab-966e85b14678"
},
{
"accountId": "12345678910",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:us-east-2:12345678910:key/7b9b8aff-c459-4d20bb39-64d6e3756e85"
},
{
"accountId": "12345678910",
"type": "AWS::S3::Object",
"ARN": "s3://dataset-prod-us-east-2/ONE_DOC_PER_LINE/KP/FOUR_KB"
},
{
"accountId": "12345678910",
"type": "AWS::S3::Object",
"ARN": "s3://datasets3bucke-y6icltvagurj/JSON/00f706b3-6d84-4b09bea3-88084f9cb6b0"
},
{
"accountId": "12345678910",
"type": "AWS::IAM::Role",
"ARN": "arn:aws:iam::12345678910:role/DataAccessRoleXYZ"
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}

}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "12345678910"

次の例は以下を実行する例を示します。 CloudTrail 以下を実行するログエント例を示しま
す。DescribeDocumentClassifieraction.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAICFHPEXAMPLE:SomeServiceCa-CheckAsyncJobStatusLambdTICR23C65S42",
"arn": "arn:aws:sts::12345678910:assumed-role/SomeServiceCa-SomeLambdaRADLIAGB0VT9X/SomeServiceCa-CheckAsyncJobStatusLambd-TICR23C65S42",
"accountId": "12345678910",
"accessKeyId": "ASIA3VZEXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAICFHPEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::12345678910:role/SomeServiceCa-SomeLambdaRADLIAGB0VT9X",
"accountId": "12345678910",
"userName": "SomeServiceCa-SomeLambdaR-ADLIAGB0VT9X"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-04-29T15:30:41Z"
}
}
},
"eventTime": "2020-04-29T17:02:44Z",
"eventSource": "comprehend.amazonaws.com",
"eventName": "DescribeDocumentClassifier",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "18.191.40.153",
"userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.761 Linux/4.14.165-102.205.amzn2.x86_64
OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.201-b09 java/1.8.0_201 vendor/Oracle_Corporation, canarygenerated exec-env/AWS_Lambda_java8",
"errorCode": "ResourceNotFoundException",
"errorMessage": "RESOURCE_NOT_FOUND: Could not find specified resource.",
"requestParameters": {
"documentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-east-2:12345678910:documentclassifier/DocumentClassifier-FOUR-KB-MULTI-LABEL-1588162272420"
},
"responseElements": null,
"requestID": "e5bf2476-a894-4204-af77-4a84857ff2f8",
"eventID": "bc77875f-9fe5-4b65-8384-c9f82c392f46",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "12345678910",
"type": "AWS::Comprehend::DocumentClassifier",
"ARN": "arn:aws:comprehend:us-east-2:12345678910:document-classifier/
DocumentClassifier-FOUR-KB-MULTI-LABEL-1588162272420"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "12345678910"
}
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次の例は以下を実行する例を示します。 CloudTrail 以下を実行するログエント例を示しま
す。CreateDocumentClassifieraction.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAICFHPEXAMPLE:SomeServiceCanaryStartAsyncJobLambda-1STGUG0X870YM",
"arn": "arn:aws:sts::12345678910:assumed-role/SomeServiceCa-SomeLambdaRADLIAGB0VT9X/SomeServiceCanary-StartAsyncJobLambda-1STGUG0X870YM",
"accountId": "12345678910",
"accessKeyId": "ASIA3VZEXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAICFHPEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::12345678910:role/SomeServiceCa-SomeLambdaRADLIAGB0VT9X",
"accountId": "12345678910",
"userName": "SomeServiceCa-SomeLambdaR-ADLIAGB0VT9X"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-04-29T15:46:04Z"
}
}
},
"eventTime": "2020-04-29T17:01:33Z",
"eventSource": "comprehend.amazonaws.com",
"eventName": "CreateDocumentClassifier",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "3.20.236.234",
"userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.761 Linux/4.14.165-102.205.amzn2.x86_64
OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.201-b09 java/1.8.0_201 vendor/Oracle_Corporation, canarygenerated exec-env/AWS_Lambda_java8",
"requestParameters": {
"documentClassifierName": "DocumentClassifier-FOUR-KB-MULTI-CLASS-1588179693504",
"dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::12345678910:role/SomeServiceCanary-CMH-pDataAccessRole-1DI9T5MJ973BK",
"tags": [
{
"key": "CreationTag",
"value": "TagValue"
}
],
"inputDataConfig": {
"s3Uri": "s3://aws-deepinsight-async-canary-datasets-prod-us-east-2/
ONE_DOC_PER_LINE/DOCUMENT_CLASSIFIER/FOUR_KB"
},
"clientRequestToken": "eb545dbf-52bd-474f-b0a2-b21010371e1b",
"languageCode": "en",
"volumeKmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-2:12345678910:key/7b9b8aff-c459-4d20bb39-64d6e3756e85",
"mode": "MULTI_CLASS"
},
"responseElements": {
"documentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-east-2:12345678910:documentclassifier/DocumentClassifier-FOUR-KB-MULTI-CLASS-1588179693504"
},
"requestID": "20300c29-29bf-48fd-8275-e5a805ee8999",
"eventID": "3444051d-3616-438f-b80e-a3be9bbc0341",
"readOnly": false,
"resources": [
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{

"accountId": "12345678910",
"type": "AWS::Comprehend::DocumentClassifier",
"ARN": "arn:aws:comprehend:us-east-2:12345678910:document-classifier/
DocumentClassifier-FOUR-KB-MULTI-CLASS-1588179693504"
},
{
"accountId": "12345678910",
"type": "AWS::KMS::Key",
"ARN": "arn:aws:kms:us-east-2:12345678910:key/7b9b8aff-c459-4d20bb39-64d6e3756e85"
},
{
"accountId": "12345678910",
"type": "AWS::S3::Object",
"ARN": "s3://aws-deepinsight-async-canary-datasets-prod-us-east-2/
ONE_DOC_PER_LINE/DOCUMENT_CLASSIFIER/FOUR_KB"
},
{
"accountId": "12345678910",
"type": "AWS::IAM::Role",
"ARN": "arn:aws:iam::12345678910:role/SomeServiceCanary-CMH-pDataAccessRole-1DI9T5MJ973BK"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "12345678910"
}

次の例は以下を実行する例を示します。 CloudTrail 以下を実行するログエント例を示しま
す。DeleteEntityRecognizeraction.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAICFHPEXAMPLE:SomeServiceCanaryStartAsyncJobLambda-1STGUG0X870YM",
"arn": "arn:aws:sts::12345678910:assumed-role/SomeServiceCa-SomeLambdaRADLIAGB0VT9X/SomeServiceCanary-StartAsyncJobLambda-1STGUG0X870YM",
"accountId": "12345678910",
"accessKeyId": "ASIA3VZEXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAICFHPEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::12345678910:role/SomeServiceCa-SomeLambdaRADLIAGB0VT9X",
"accountId": "12345678910",
"userName": "SomeServiceCa-SomeLambdaR-ADLIAGB0VT9X"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-04-29T15:46:04Z"
}
}
},
"eventTime": "2020-04-29T17:01:13Z",
"eventSource": "comprehend.amazonaws.com",
"eventName": "DeleteEntityRecognizer",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "3.20.236.234",
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"userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.761 Linux/4.14.165-102.205.amzn2.x86_64
OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.201-b09 java/1.8.0_201 vendor/Oracle_Corporation, canarygenerated exec-env/AWS_Lambda_java8",
"requestParameters": {
"entityRecognizerArn": "arn:aws:comprehend:us-east-2:12345678910:entity-recognizer/
EntityRecognizer-DOCS-2K-ONE-DOC-PER-LINE-1588161691587"
},
"responseElements": null,
"requestID": "ab49a08d-3579-4f10-a62f-eb72e359e516",
"eventID": "fb9860a1-b158-4764-a306-d19cfbace7fc",
"readOnly": false,
"resources": [
{
"accountId": "12345678910",
"type": "AWS::Comprehend::EntityRecognizer",
"ARN": "arn:aws:comprehend:us-east-2:12345678910:entity-recognizer/
EntityRecognizer-DOCS-2K-ONE-DOC-PER-LINE-1588161691587"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "12345678910"
}

次の例は以下を実行する例を示します。 CloudTrail 以下を実行するログエント例を示しま
す。ClassifyDocumentaction.
{

"eventVersion": "1.05",
"userIdentity": {
"type": "AssumedRole",
"principalId": "AROAICFHPEXAMPLE:SomeServiceCa-ValidateEndpointOutputLaC5F50672CNDK",
"arn": "arn:aws:sts::12345678910:assumed-role/SomeServiceCa-SomeLambdaRADLIAGB0VT9X/SomeServiceCa-ValidateEndpointOutputLa-C5F50672CNDK",
"accountId": "12345678910",
"accessKeyId": "ASIA3VZEXAMPLE",
"sessionContext": {
"sessionIssuer": {
"type": "Role",
"principalId": "AROAICFHPEXAMPLE",
"arn": "arn:aws:iam::12345678910:role/SomeServiceCa-SomeLambdaRADLIAGB0VT9X",
"accountId": "12345678910",
"userName": "SomeServiceCa-SomeLambdaR-ADLIAGB0VT9X"
},
"webIdFederationData": {},
"attributes": {
"mfaAuthenticated": "false",
"creationDate": "2020-04-29T16:15:11Z"
}
}
},
"eventTime": "2020-04-29T17:10:26Z",
"eventSource": "comprehend.amazonaws.com",
"eventName": "ClassifyDocument",
"awsRegion": "us-east-2",
"sourceIPAddress": "3.21.185.237",
"userAgent": "aws-internal/3 aws-sdk-java/1.11.761 Linux/4.14.165-102.205.amzn2.x86_64
OpenJDK_64-Bit_Server_VM/25.201-b09 java/1.8.0_201 vendor/Oracle_Corporation, canarygenerated exec-env/AWS_Lambda_java8",
"requestParameters": {
"endpointArn": "arn:aws:comprehend:us-east-2:12345678910:document-classifierendpoint/canary86644"
},
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"responseElements": null,
"requestID": "fd916e66-caac-46c9-a1fc-81a0ef33e61b",
"eventID": "535ca22b-b3a3-4c13-b2c5-bf51ab082794",
"readOnly": true,
"resources": [
{
"accountId": "12345678910",
"type": "AWS::Comprehend::DocumentClassifierEndpoint",
"ARN": "arn:aws:comprehend:us-east-2:12345678910:document-classifier-endpoint/
canary86644"
}
],
"eventType": "AwsApiCall",
"recipientAccountId": "12345678910"
}

Amazon Comprehend のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、Amazon Comprehend のセキュリティとコンプライアンスを評価しま
すAWSコンプライアンスプログラム このプログラムには、PCI、FedRAMP、HIPAA などがありま
す。AWS Artifact を使用して、サードパーティーの監査レポートをダウンロードできます。詳細について
は、「Downloading Reports in AWS Artifact」(AWS Artifact のレポートのダウンロード) を参照してくださ
い。
Amazon Comprehend を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社
のコンプライアンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。AWSでは、コンプライアン
スに役立つ以下のリソースを提供しています。
• セキュリティとコンプライアンスのクイックスタートガイド — これらのデプロイガイドでは、アーキ
テクチャ上の考慮事項について説明し、機密性とコンプライアンスに焦点を当てたベースライン環境を
AWS にデプロイするためのステップを提供します。
• Architecting for HIPAA Security and Compliance Whitepaper (HIPAA のセキュリティとコンプライアンス
のためのアーキテクチャの設計に関するホワイトペーパー) - このホワイトペーパーは、企業が AWS を
使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。
• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックとガイドのコレクションは、お客様の業界や所在
地に適用される場合があります。
• AWS Config - この AWS のサービスでは、自社プラクティス、業界ガイドライン、および規制に対する
リソースの設定の準拠状態を評価します。
• AWS Security Hub: この AWS のサービスでは、AWS 内のセキュリティ状態を包括的に表示しており、
セキュリティ業界の標準およびベストプラクティスへの準拠を確認するのに役立ちます。
特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS のサービスの一覧については、「AWS Services in
Scope by Compliance Program」(コンプライアンスプログラム対象範囲内の AWS のサービス) を参照して
ください。一般的な情報については、AWS「コンプライアンスプログラム」を参照してください。

Amazon Comprehend の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心に構築
されます。AWSリージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワーク
で接続されている複数の物理的に独立し隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビ
リティーゾーンでは、アベイラビリティーゾーン間で中断せずに、自動的にフェイルオーバーするアプリ
ケーションとデータベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の
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単一または複数のデータセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れて
います。
AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。

Amazon Comprehend でのインフラストラクチャセ
キュリティ
マネージドサービスとして、Amazon Comprehend はAWSセキュリティのベストプラクティス、アイデン
ティティ、コンプライアンス。
ネットワーク経由で Amazon Comprehend にアクセスするには、以下を使用します。AWS公開された API
呼び出し。クライアントで Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要がありま
す。TLS1.2以降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral
Diffie-Hellman (ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントで
サポートされている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムで
サポートされています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、AWS Identity and Access Management (IAM) プリンシパル
に関連付けられているシークレットアクセスキーを使用して署名する必要があります。または、AWS
Security Token Service (AWS STS) を使用して、一時セキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名
することもできます。

カスタム非同期分析ジョブに必要な権限
Important
モデルアクセスを制限する IAM ポリシーがある場合、カスタムモデルで推論ジョブを完了するこ
とはできません。IAM ポリシーは、カスタム非同期分析ジョブ用のワイルドカードリソースを持
つように更新する必要があります。
あなたが使用している場合StartDocumentClassificationJob そしてStartEntitiesDetectionJobAPI の場合、リ
ソースとしてワイルドカードを使用していない限り、IAM ポリシーを更新する必要があります。を使用し
ている場合StartEntitiesDetectionJob事前トレーニングされたモデルを使用しても、これは影響を与えず、
変更を一切する必要はありません。
この例のポリシーには、時代遅れリファレンス
{

}

"Action": [
"comprehend:StartDocumentClassificationJob",
"comprehend:StartEntitiesDetectionJob",
],
"Resource": [
"arn:aws:comprehend:us-east-1:123456789012:document-classifier/myClassifier",
"arn:aws:comprehend:us-east-1:123456789012:entity-recognizer/myRecognizer"
],
"Effect": "Allow"

これは更新されました正常に実行するために使用する必要のあるポリシー StartDocumentClassificationJob
そして StartEntitiesDetectionJob。
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{

}

"Action": [
"comprehend:StartDocumentClassificationJob",
"comprehend:StartEntitiesDetectionJob",
],
"Resource": [
"arn:aws:comprehend:us-east-1:123456789012:document-classifier/myClassifier",
"arn:aws:comprehend:us-east-1:123456789012:document-classification-job/*",
"arn:aws:comprehend:us-east-1:123456789012:entity-recognizer/myRecognizer",
"arn:aws:comprehend:us-east-1:123456789012:entities-detection-job/*"
],
"Effect": "Allow"
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ガイドラインとクォータ
ここに示す Amazon Comprehend クォータの多くは、アプリケーションに必要な場合は増やすことがで
きます。サービスクォータの詳細およびクォータの引き上げをリクエストする方法に関する詳細について
は、「」を参照してください。AWS のサービスクォータ。
Amazon Comprehend を使用するときは、以下の点に注意してください。
トピック
• サポートされるリージョン (p. 222)
• 全体的なクォータ (p. 222)
• 単一トランザクションのスロットリング (p. 223)
• 複数のドキュメント操作 (p. 223)
• 同時アクティブ非同期ジョブ (p. 223)
• 非同期ジョブ (p. 223)
• ターゲットを絞ったセンチメント (p. 224)
• ドキュメント分類 (p. 224)
• 言語検出 (p. 225)
• イベント (p. 225)
• トピックのモデリング (p. 226)
• エンティティ認識 (p. 226)

サポートされるリージョン
Amazon Comprehend を使用できる AWS リージョンのリストについては、「」を参照してくださ
い。AWS リージョンとエンドポイントのAmazon Web Services 全般リファレンス。

全体的なクォータ
センチメント分析と構文検出を除くすべての単一ドキュメントの同期操作には、次のクォータがありま
す。
説明

クォータ/ガイドライン

文字エンコーディング

UTF-8

最大長:ドキュメントサイズ

100 KB

センチメント分析、構文検出、およびバッチ同期操作の最大ドキュメントサイズは 5 KB です。
Amazon Comprehend では、分析モデルの品質を継続的に向上させるため、コンテンツを保存する場合が
あります。フレームワークの使用の詳細については、Amazon Comprehend のよくある質問詳細を参照し
てください。
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単一トランザクションのスロットリング
単一トランザクション操作の代わりにバッチ操作を使用することで、スロットルを回避できる場合があり
ます。詳細については、「複数のドキュメント操作 (p. 223)」を参照してください。

複数のドキュメント操作
-BatchDetectDominantLanguage (p. 261),BatchDetectEntities (p. 264),BatchDetectKeyPhrases (p. 267),
およびBatchDetectSentiment (p. 270)オペレーションには以下のクォータがあります。
説明

クォータ/ガイドライン

リクエストあたり

25

1 秒あたり 20 件を超えるリクエストを送信する予定がある場合は、バッチ操作の使用を検討する必要が
あります。バッチ操作では、各リクエストでより多くのドキュメントを送信するため、スループットが向
上する可能性があります。たとえば、DetectDominantLanguageオペレーションでは、1秒あたりのド
キュメント送信できます。ただし、BatchRequestDominantLanguageオペレーションでは、1秒間に最
大250のドキュメントを送信できますが、処理速度が遅くなる場合があります。スロットリングクォータ
の詳細については、「」を参照してください。Amazon Comprehend QuprehendのAmazon Web Services
全般リファレンス。マルチドキュメント API オペレーションについては、「」を参照してください。複数
ドキュメントの同期処理 (p. 32)。

同時アクティブ非同期ジョブ
新しい分析ジョブを作成するには、Amazon Comprehend コンソールまたはAPI_Start*オペレーション.
アカウントあたりのジョブは、特定のジョブタイプで 10 件まで可能です。
説明

クォータ/ガイドライン

ジョブタイプあたりの同時数数

10

非同期ジョブ
次のいずれかを使用して実行する非同期分析ジョブAPI_Start*オペレーションには以下のクォータがあ
ります。
説明

クォータ/ガイドライン

エンティティ、キーフレーズ、PII、および言語を検出するジョブの
各ドキュメントの最大サイズ

1 MB

センチメントを検出するジョブの各ドキュメントの最大サイズ

5 KB

バッチ内のすべてのサイズサイズ

5 GB

ファイルの最大数、ファイルあたりのファイルの最大数

1,000,000
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非同期操作を使用する必要があります。
• 25を超えるドキュメントを一度に分析するには
• キーワードとエンティティについて 5,000 バイトを超えるドキュメントを分析するには
詳細については、「非同期バッチ処理 (p. 34)」を参照してください。

ターゲットを絞ったセンチメント
ターゲットを絞ったセンチメントは、非同期分析ジョブのみをサポートします。で作成されたジョ
ブStartTargetedSentimentDetectionJob (p. 443)オペレーションには以下のクォータがあります。

ターゲットを絞ったセンチメント検出-推論 (StartTargetedSentimentDetectionJob)
説明

クォータ/ガイドライン

サポートされるドキュメント形式

UTF-8

ジョブあたりのサイズサイズ

10 KB

ジョブ内のすべてのサイズ

300 MB

ファイルの最大数、ファイルあたりのファイルの最大数

30,000

最大行数、1行に1つのドキュメント (リクエスト内のすべてのファイ
ル)

30,000

ドキュメント分類
文書分類子トレーニングの仕事はCreateDocumentClassifier (p. 281)運用、非同期文書分類ジョブ
はStartDocumentClassificationJob (p. 410)、および同期文書分類要求はClassifyDocument (p. 276)オペ
レーションには以下のクォータがあります。

全般
説明

クォータ/ガイドライン

文字エンコーディング

UTF-8

クラスの最大数 (マルチクラスモード)

1,000

クラスの最大数 (マルチラベルモード)

100

クラス名の最大長

5,000 文字

クラスごとのトレーニング文書の最小数 (マルチクラスモード)

50

クラスごとのトレーニング文書の最小数 (マルチラベルモード)

10

トレーニングジョブのすべてのサイズサイズ

5 GB

非同期ジョブのすべてのサイズサイズ

5 GB

1 つのファイルの最大ファイルサイズ、1 ファイルにつき 1 つのド
キュメント

10 MB
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説明

クォータ/ガイドライン

ファイルの最大数、ファイルあたりのファイルの最大数

1,000,000

最大行数、1行に1つのドキュメント (リクエスト中のすべてのファイ
ル)

1,000,000

同期リクエストあたりのドキュメント数

1

カスタム分類器をトレーニングするための拡張マニフェストファイ
ルの最大数

5

各拡張マニフェストファイルの属性名の最大数

5

属性名の全体の長さ

63 文字

リアルタイム分析
説明

クォータ/ガイドライン

アカウントあたりの推論単位

100

エンドポイントあたりの推論単位

10

推論単位 (文字) あたりの最大スループット

100/秒

推論単位 (ドキュメント) あたりの最大スループット

2/秒

言語検出
-BatchDetectDominantLanguage (p. 261),DetectDominantLanguage (p. 342)オペレーションと非同期
ジョブはStartDominantLanguageDetectionJob (p. 415)オペレーションには以下の制限事項があります。
• ふりがな言語検出はサポートしていません。たとえば、彼らは「arigato」を日本語として、「nihao」を
中国語として検出しません。
• インドネシア語とマレー語、ボスニア語、クロアチア語、セルビア語など、近い言語のペアを区別する
のに問題があるかもしれません。
• 最良の結果を得るには、入力テキストは 20 文字以上にする必要があります。

イベント
で作成されたイベント検出ジョブStartEventsDetectionJob (p. 425)オペレーションには以下のクォータが
あります。
説明

クォータ

文字エンコーディング

UTF-8

ジョブのすべてのサイズサイズ

50 MB

ジョブあたりのサイズサイズ

10 KB

ファイルの最大数、ファイルあたりのファイルの最大数

5,000
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説明

クォータ

最大行数、1行に1つのドキュメント (リクエスト中のすべてのファイ
ル)

5,000

トピックのモデリング
で作成されたトピック検出ジョブStartTopicsDetectionJob (p. 448)オペレーションには以下のクォータが
あります。
説明

クォータ/ガイドライン

文字エンコーディング

UTF-8

返されるトピックの最大数数

100

リクエストのすべてのファイルの合計サイズ

5 GB

リクエストされたすべてのファイルの最小サイズサイズ

500

1 つのファイルの最大ファイルサイズ、1 ファイルにつき 1 つのド
キュメント

100 MB

ファイルの最大数、ファイルあたりのファイルの最大数

1,000,000

最大行数、1行に1つのドキュメント (リクエスト中のすべてのファイ
ル)

1,000,000

最良の結果を得るには、1,000 件以上の入力ドキュメントを含める必要があります。

エンティティ認識
エンティティ認識ツールのトレーニングジョブはCreateEntityRecognizer (p. 291)オペレーション、非
同期エンティティ認識ジョブはStartEntitiesDetectionJob (p. 420)オペレーション、および同期エンティ
ティ認識要求はDetectEntities (p. 345)オペレーションには以下のクォータがあります。

プレーンテキストエンティティ認識-トレーニング (CreateEntityRecognizer)
説明

クォータ/ガイドライン

モデル/ユーザー定義エンティティ認識機能ごとのエンティティ数

1—25

ドキュメントサイズ (UTF-8)

1-5,000

ドキュメントの数 (注釈 (p. 127))

3—120

文書のコーパスサイズ (すべての文書を平文でまとめたもの)

5キロバイト-100メガバイト

エンティティあたりの注釈数

25

エンティティリスト内の項目数

100万件

エントリーリストの個々のエントリー (ポストストリップ) の長さ

1—5
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説明

クォータ/ガイドライン

エンティティリストのコーパスサイズ (すべてのドキュメントをプ
レーンテキストで組み合わせたもの)

5 KB —100 メガバイト

PDF または Word のテキストエンティティ認識-トレーニング (CreateEntityRecognizer)
説明

クォータ/ガイドライン

モデル/ユーザー定義エンティティ認識機能ごとのエンティティ数

1—25

注釈ファイルの最大サイズ (UTF-8 JSON)

5 MB

ドキュメントの数

250—10

文書のコーパスサイズ (すべての文書を平文でまとめたもの)

5 KB—1 GB

エンティティあたりの注釈数

100

拡張マニフェストファイル
説明

クォータ/ガイドライン

カスタムエンティティ認識機能をトレーニングす
るための拡張マニフェストファイルの最大数

5

各拡張マニフェストファイルの属性名の最大数

5

属性名の最大長

63 文字

プレーンテキストファイルのエンティティ認識-推論 (StartEntitiesDetectionJob)
説明

クォータ/ガイドライン

ドキュメントサイズ (UTF-8)

1 バイト—1 MB

ファイルの最大数、ファイルあたりのファイルの最大数

1,000,000

最大行数、1行に1つのドキュメント (リクエスト中のすべてのファイ
ル)

1,000,000

文書のコーパスサイズ (すべての文書を平文でまとめたもの)

1 バイト—5 GB

画像、PDF、または Word ファイルのエンティティ認識-推論 (StartEntitiesDetectionJob)
説明

クォータ/ガイドライン

画像サイズ (JPG または PNG)

1 バイト — 10 MB

画像サイズ (TIFF)

1 バイト — 10 MB 最大 1 ペー
ジ。

ドキュメントサイズ (PDF)

1 バイト — 50 MB

ドキュメントサイズ (docx)

1 バイト — 5 MB

ドキュメントサイズ (UTF-8)

1 バイト—1 MB
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説明

クォータ/ガイドライン

ファイルの最大数、1 ファイルにつき 1 つのドキュメント (イメージ
ファイルまたは PDF/Word ドキュメントでは、1 行に 1 つのドキュ
メントは使用できません)

500

PDF または Docx ファイルの最大ページ数

100

テキスト抽出後の文書コーパスサイズ (プレーンテキスト、すべての
ファイルを組み合わせたもの)

1 バイト—5 GB

画像の制限事項の詳細については、「」を参照してください。Amazon Textract のハード制限

リアルタイム分析
説明

クォータ/ガイドライン

アカウントあたりの推論単位

100

エンドポイントあたりの推論単位

10

推論単位 (文字) あたりの最大スループット

100/秒

推論単位 (ドキュメント) あたりの最大スループット

2/秒

同期リクエストあたりのドキュメント数

1
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チュートリアルとその他のリソース
Amazon Comprehend のチュートリアルとその他のリソース。
トピック
• チュートリアル: Amazon Comprehend によるカスタマーレビューからの洞察の分析 (p. 229)
• 個人を特定できる情報 (PII) の Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントの使用 (p. 253)
• 解決策: Amazon Comprehend と OpenSearch (p. 257)

チュートリアル: Amazon Comprehend によるカス
タマーレビューからの洞察の分析
このチュートリアルでは、Amazon Comprehend を使用する方法をAmazon Simple Storage Service,AWS
Glue,Amazon Athena, およびアマゾン QuickSightドキュメントに関する貴重な洞察を得るため
に。Amazon Comprehend は、非構造化テキストから感情 (ドキュメントのムード) とエンティティ (人、
組織、イベント、日付、製品、場所、数量、およびタイトルの名前) を抽出できます。
たとえば、カスタマーレビューからアクションにつながる洞察を得ることができます。このチュートリア
ルでは、小説に関するカスタマーレビューのサンプルデータセットを分析します。Amazon Comprehend
のセンチメント分析を使用して、読者が小説について肯定的か否定的かを判断します。また、Amazon
Comprehend エンティティ分析を使用して、関連する小説や著者などの重要なエンティティのメンション
を発見します。このチュートリアルを実行すると、レビューの 50% 以上が肯定的であることがわかるか
もしれません。また、顧客が著者を比較し、他の古典小説に興味を示していることに気付くかもしれませ
ん。
このチュートリアルでは、以下の作業を行います。
• レビューのサンプルデータセットをAmazon Simple Storage Service(Amazon S3)。Amazon Simple
Storage Service はオブジェクトストレージサービスです。
• を使用するAmazon Comprehendレビュー文書内の感情とエンティティを分析します。
• の使用AWS Glueクローラを使用して、分析の結果をデータベースに保存します。AWS Glueは、分析の
ためにデータをカタログ化してクリーニングできる抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。
• RunAmazon Athenaクエリを実行してデータをクリーンアップします。Amazon Athenaはサーバーレス
の対話型クエリサービスです。
• データを使用してビジュアライゼーションを作成するアマゾン QuickSight。アマゾン QuickSight は、
データからインサイトを抽出するためのサーバーレスビジネスインテリジェンスツールです。
以下の図に、このワークフローを示しています。

229

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
前提条件

このチュートリアルを完了する予定時間: 1 時間
推定コスト: このチュートリアルのアクションには、アカウントで料金が発生します。これらのサービスの
料金については、以下の料金ページを参照してください。
• Amazon S3 の料金
• Amazon Comprehend の料金
• AWS Glue 料金表
• Amazon Athena 料金表
• アマゾン QuickSight価格
トピック
• 前提条件 (p. 230)
• ステップ 1: Amazon S3 にドキュメントを追加する (p. 232)
• ステップ 2: (CLI のみ) Amazon Comprehend 用の IAM ロールの作成 (p. 235)
• ステップ 3: Amazon S3 のドキュメントに対する分析ジョブの実行 (p. 238)
• ステップ 4: Amazon Comprehend の出力をデータ視覚化のために準備する (p. 240)
• ステップ 5: Amazon での Amazon Comprehend の出力を視覚化する QuickSight (p. 248)

前提条件
このチュートリアルを完了するには、以下が必要です。
• AWS アカウント。AWS アカウントをお持ちでない場合は、トピックを参照してくださいステップ
1: AWS アカウントをセットアップして、管理者ユーザーを作成しますのAmazon Comprehend User
Guideをクリックして、新しいアカウントをセットアップします。
• AWS Identity and Access Management (IAM) ユーザー。ルートアカウントを保護するために IAM ユー
ザーを使用することをお勧めします。ルートアカウントは、AWS リソースと請求情報に無制限にアクセ
スできます。アクセス権限が制限された IAM ユーザーを使用すると、アカウント内のアクセス権が制限
されます。アカウントの IAM ユーザーとグループをセットアップする方法については、「」を参照して
ください。開始方法のチュートリアルIAM ユーザーガイド。
• IAM グループまたはユーザーにアタッチされた次のアクセス権限ポリシー。このポリシーは、この
チュートリアルを完了するために必要なアクセス権限の一部を IAM ユーザーに付与します。次の前提条
件は、必要な追加の権限について説明しています。
{
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}

"Version": "2012-10-17",
"Statement":
[
{
"Sid": "VisualEditor0",
"Effect": "Allow",
"Action":
[
"comprehend:*",
"ds:AuthorizeApplication",
"ds:CheckAlias",
"ds:CreateAlias",
"ds:CreateIdentityPoolDirectory",
"ds:DeleteDirectory",
"ds:DescribeDirectories",
"ds:DescribeTrusts",
"ds:UnauthorizeApplication",
"iam:AttachRolePolicy",
"iam:CreatePolicy",
"iam:CreatePolicyVersion",
"iam:CreateRole",
"iam:DeletePolicyVersion",
"iam:DeleteRole",
"iam:DetachRolePolicy",
"iam:GetPolicy",
"iam:GetPolicyVersion",
"iam:GetRole",
"iam:ListAccountAliases",
"iam:ListAttachedRolePolicies",
"iam:ListEntitiesForPolicy",
"iam:ListPolicies",
"iam:ListPolicyVersions",
"iam:ListRoles",
"quicksight:*",
"s3:*",
"tag:GetResources"
],
"Resource": "*"
},
{
"Action":
[
"iam:PassRole"
],
"Effect": "Allow",
"Resource":
[
"arn:aws:iam::*:role/*Comprehend*"
]
}
]

前のポリシーを使用して IAM ポリシーを作成し、それをグループまたはユーザーにアタッチしま
す。IAM ポリシーの作成については、「」を参照してください。IAM ポリシーの作成のIAM ユーザーガ
イド。IAM ポリシーをアタッチする方法については、「」を参照してください。IAM ID のアクセス許可
の追加および削除のIAM ユーザーガイド。
• IAM グループまたはユーザーにアタッチされた管理ポリシー。前のポリシーに加えて、以下の AWS 管
理ポリシーをグループまたはユーザーにアタッチする必要があります。
• AWSGlueConsoleFullAccess
• AWSQuicksightAthenaAccess
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これらの管理ポリシーは、AWS Glue,Amazon Athena、そしてアマゾン QuickSight。IAM ポリシーをア
タッチする方法については、「」を参照してください。IAM ID のアクセス許可の追加および削除のIAM
ユーザーガイド。

ステップ 1: Amazon S3 にドキュメントを追加する
Amazon Comprehend 分析ジョブを開始する前に、カスタマーレビューのサンプルデータセットを
Amazon Comprehend SSimple Storage Service (Amazon S3) する必要があります。Amazon S3 は、バ
ケットと呼ばれるコンテナでデータをホストします。Amazon Comprehend は、バケットに保存されたド
キュメントを分析し、分析結果をバケットに送信します。このステップでは、S3 バケットを作成し、バ
ケットに入出力フォルダーを作成し、サンプルデータセットをバケットにアップロードします。
トピック
• 前提条件 (p. 232)
• サンプルデータをダウンロードする (p. 232)
• Amazon S3 バケットを作成する (p. 232)
• (コンソールのみ) フォルダを作成する (p. 233)
• 入力データをアップロードします (p. 234)

前提条件
開始する前に、次のことを確認します。チュートリアル: Amazon Comprehend によるカスタマーレビュー
からの洞察の分析 (p. 229)[] を選択し、前提条件を完了します。

サンプルデータをダウンロードする
次のサンプルデータセットには、記事「テキスト分類のための文字レベル畳み込みネットワーク」（Xiang
Zhang et al。、2015）とともに公開された、より大きなデータセット「Amazon reviews-Full」から取得し
た Amazon レビューが含まれています。データセットをローカルのコンピュータにダウンロードします。

サンプルデータを取得するには
1.

.zip ファイルをダウンロードします。tutorial-reviews-data.zipをコンピュータにインストールします。

2.

zip ファイルをローカルのコンピュータに展開します。ファイルが 2 つあります。このファイ
ルTHIRD_PARTY_LICENSES.txtXiang Zhangらによって公開されたデータセットのオープンソース
ライセンスです。このファイルamazon-reviews.csvは、チュートリアルで分析するデータセット
です。

Amazon S3 バケットを作成する
サンプルデータセットをダウンロードしたら、Amazon S3 バケットを作成して入出力データを保存しま
す。S3 バケットは、Amazon S3 コンソールまたはAWS Command Line Interface(AWS CLI).

Amazon S3 バケット (コンソール) の作成
Amazon S3 コンソールで、すべての AWS で一意の名前でバケットを作成します。

S3 バケット (コンソール) の作成
1.

AWS Management Console にサインインし、Amazon S3 コンソール (https://
console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
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2.

[Buckets] (バケット) で、[Create bucket] (バケットの作成) を選択します。

3.

を使用する場合バケット名 [] に、バケットの目的を説明する一意の名前を入力します。

4.

を使用する場合リージョン[] を選択し、バケットを作成する AWS リージョンを選択します。選択す
るリージョンは Amazon Comprehend をサポートしている必要があります。レイテンシーを減らすに
は、Amazon Comprehend でサポートされている地理的な場所に最も近い AWS リージョンを選択し
ます。Amazon Comprehend をサポートするリージョンのリストは、リージョン表のグローバルイン
フラストラクチャーガイド。

5.

[] は、デフォルトオブジェクトの所有権,ブロックパブリックアクセスのためのバケット設定,バケット
バージョニング, およびタグ。

6.

[Default encryption] (デフォルトの暗号化) には、[Disable] (無効) を選択します。

Tip
このチュートリアルでは暗号化を使用しませんが、重要なデータを分析するときに暗号化を
使用することをお勧めします。を使用する場合 end-to-end 暗号化を使用すると、バケットに
保存されているデータと、分析ジョブの実行時にデータを暗号化できます。AWS での暗号化
の詳細については、「」を参照してください。とはAWS Key Management Service?のAWS
Key Management Serviceデベロッパーガイド。
7.

バケット設定を確認し、バケットを作成。

Amazon S3 バケット (AWS CLI)
を開けたらAWS CLI、を実行するcreate-bucketコマンドを使用して、入力データと出力データを保存
するバケットを作成します。

Amazon S3 バケット (AWS CLI)
1.

バケットを作成するには、次のコマンドをAWS CLI。置換DOC-EXAMPLE-BUCKETすべての AWS で
一意のバケットの名前を付けます。
aws s3api create-bucket --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET

デフォルトでは、create-bucketコマンドは、us-east-1AWS リージョン. 以外の AWS リージョ
ンにバケットを作成するにはus-east-1[] にLocationConstraintパラメータを使用して、リー
ジョンを指定します。たとえば、次のコマンドは、us-west-2リージョン。
aws s3api create-bucket --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET
--region us-west-2 --create-bucket-configuration LocationConstraint=us-west-2

Amazon Comprehend をサポートしているのは特定のリージョンのみであることに注意してくださ
い。Amazon Comprehend をサポートするリージョンのリストは、リージョン表のグローバルインフ
ラストラクチャーガイド。
2.

バケットが正常に作成されたことを確認するには、以下のコマンドを実行します。コマンドは、アカ
ウントに関連付けられているすべての S3 バケットの一覧を表示します。
aws s3 ls

(コンソールのみ) フォルダを作成する
次に、S3 バケットに 2 つのフォルダーを作成します。最初のフォルダーは、入力データを格納します。2
つ目のフォルダは、Amazon Comprehend が分析結果を送信する場所です。Amazon S3 コンソールを使
用する場合は、フォルダーを手動で作成する必要があります。使用するものAWS CLIでは、サンプルデー
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タセットをアップロードするとき、または分析ジョブを実行するときにフォルダを作成できます。そのた
め、コンソールユーザー専用のフォルダーを作成する手順が用意されています。AWS CLI を使用している
場合は、入力データをアップロードします (p. 234)とでステップ 3: Amazon S3 のドキュメントに対する
分析ジョブの実行 (p. 238)。

S3 バケットにフォルダーを作成するには (コンソール)
1.

Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2.

In (イン)バケット[] は、バケットのリストからバケットを選択します。

3.

左概要[] タブで、[フォルダの作成。

4.

新しいフォルダ名に、input を入力します。

5.

暗号化設定については、なし (バケット設定を使用)。

6.

[Save] (保存) を選択します。

7.

手順 3 ～ 6 を繰り返して、解析ジョブの出力用に別のフォルダを作成します。ただし、手順 4 では、
新しいフォルダ名を入力します。output。

入力データをアップロードします
バケットの作成が完了したので、サンプルデータセットをアップロードします。amazonreviews.csv。S3 バケットには、Amazon S3 コンソールまたはAWS CLI。

サンプルドキュメントをバケットにアップロードする (コンソール)
Amazon S3 コンソールで、サンプルデータセットファイルを入力フォルダーにアップロードします。

サンプルドキュメントをアップロードするには (コンソール)
1.

Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2.

In (イン)バケット[] は、バケットのリストからバケットを選択します。

3.

[inputフォルダを選択し、アップロード。

4.

選択ファイルを追加する[] を選択し、amazon-reviews.csvファイルをコンピュータにインストー
ルします。

5.

[Next] (次へ) を選択します。

6.

[] は、デフォルトユーザーの管理,他の AWS アカウントへのアクセス, およびパブリックアクセス許可
の管理。[Next] (次へ) を選択します。

7.

を使用する場合ストレージクラス、選択Standard。

8.

を使用する場合暗号化、選択なし。

9.

離れるメタデータそしてタグブランク。

10. 選択次[] を選択し、設定を確認してアップロード。

サンプルドキュメントをバケットにアップロードする (AWS CLI)
S3 バケットに入力フォルダを作成し、新しいフォルダにデータセットファイルをアップロードしま
す。cpコマンド。

サンプルドキュメントをアップロードするには (AWS CLI)
1.

をアップロードするにはamazon-reviews.csvファイルをバケットの新しいフォルダに保存するに
は、以下を実行しますAWS CLIコマンド。置換DOC-EXAMPLE-BUCKETをバケットの名前に パスを追
加して/input/最後に、Amazon S3 はという名前の新しいフォルダを自動的に作成しますinputを
バケットに追加し、データセットファイルをそのフォルダにアップロードします。
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aws s3 cp amazon-reviews.csv s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/input/

2.

ファイルが正常にアップロードされたことを確認するには、次のコマンドを実行します。コマンド
は、バケットのコンテンツの一覧を表示します。inputfolder
aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/input/

これで、S3 バケットにamazon-reviews.csvというフォルダにファイルを格納しますinput。コンソー
ルを使用した場合、outputフォルダをバケットに追加します。使用したものAWS CLIでは、Amazon
Comprehend 分析ジョブの実行時に出力フォルダを作成します。

ステップ 2: (CLI のみ) Amazon Comprehend 用の IAM
ロールの作成
この手順は、AWS Command Line Interface(AWS CLI) をクリックしてこのチュートリアルを完了しま
す。Amazon Comprehend コンソールを使用して分析ジョブを実行する場合は、スキップしてステップ 3:
Amazon S3 のドキュメントに対する分析ジョブの実行 (p. 238)。
Amazon Comprehend は、分析ジョブを実行するには、サンプルデータセットが含まれる Amazon S3 バ
ケットへのアクセス許可を付与し、アクセスする必要があります。IAM ロールを使用すると、AWS のサー
ビスまたはユーザーの権限を制御できます。このステップでは、Amazon Comprehend 用の IAM ロールを
作成します。次に、Amazon Comprehend に S3 バケットへのアクセス権を付与するリソースベースのポ
リシーを作成し、このロールにアタッチします。このステップが完了すると、Amazon Comprehend は、
入力データへのアクセス、出力の保存、センチメントおよびエンティティ分析ジョブの実行に必要なアク
セス許可を取得します。
Amazon Comprehend を使用した IAM の詳細については、「」を参照してください。Amazon
Comprehend リソースに対するアクセス許可の管理の概要 (p. 199)そしてAmazon Comprehend でのアイ
デンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 201)のAmazon Comprehend User Guide。
トピック
• 前提条件 (p. 235)
• IAM ロールの作成 (p. 235)
• IAM ポリシーを IAM ロールにアタッチします。 (p. 236)

前提条件
開始する前に、以下を実行します。
• ステップ 1: Amazon S3 にドキュメントを追加する (p. 232) を完了します。
• JSON ポリシーを保存し、Amazon リソースネーム (ARN) を追跡するためのコードエディタまたはテキ
ストエディタを用意します。

IAM ロールの作成
Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) バケットへのアクセスには、Amazon Comprehend は
AWS Identity and Access Management(IAM) ロール。IAM ロールは Amazon Comprehend を信頼され
たエンティティとして宣言します。Amazon Comprehend がロールを引き受け、信頼されたエンティ
ティになったら、Amazon Comprehend にバケットのアクセス許可を付与できます。このステップで
は、Amazon Comprehend を信頼されたエンティティとしてラベル付けするロールを作成します。を使用
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してロールを作成できます。AWS CLIまたは Amazon Comprehend コンソールを使用します。コンソール
を使用するには、に進んでステップ 3: Amazon S3 のドキュメントに対する分析ジョブの実行 (p. 238)。
Amazon Comprehend コンソールでは、ロール名に「Comprehend」が含まれ、信頼ポリシー
にcomprehend.amazonaws.com。コンソールに表示する場合は、これらの基準を満たすように CLI で作成
したロールを設定します。

Amazon Comprehend (AWS CLI) 用の IAM ロールを作成するには (AWS CLI)
1.

次の信頼ポリシーをという名前の JSON ドキュメントとして保存します。comprehend-trustpolicy.jsonコンピュータのコードエディタまたはテキストエディタで。この信頼ポリシー
は、Amazon Comprehend を信頼されたエンティティとして宣言し、IAM ロールを引き受けることを
許可します。
{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "comprehend.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

IAM ロールを作成するには、以下を実行します。AWS CLIコマンド。コマンドは、という IAM ロール
を作成します。AmazonComprehendServiceRole-access-roleそして、ロールに信頼ポリシーを
アタッチします。置換path/ローカルコンピューターの JSON ドキュメントへのパスを使用します。
aws iam create-role --role-name AmazonComprehendServiceRole-access-role
--assume-role-policy-document file://path/comprehend-trust-policy.json

Tip
あなたが得るならパラメータ解析エラーというメッセージが表示された場合、JSON 信頼ポ
リシーファイルへのパスが間違っている可能性があります。ホームディレクトリに基づく
ファイルの相対パスを指定します。
3.

Amazon リソースネーム (ARN) をコピーし、テキストエディタに保存します。ARN は、のような
形式です。arn:aws:iam::123456789012:role/AmazonComprehendServiceRole-accessrole。この ARN は、Amazon Comprehend 分析ジョブを実行するために必要です。

IAM ポリシーを IAM ロールにアタッチします。
Amazon S3 バケットへのアクセス許可を付与するには、Amazon Comprehend にリスト、読み取り、書
き込みのアクセス権限が必要です。Amazon Comprehend に必要なアクセス権限を付与するには、IAM ポ
リシーを IAM ロールにアタッチします。IAM ポリシーにより、Amazon Comprehend はバケットから入
力データを取得し、分析結果をバケットに書き込むことができます。ポリシーを作成したら、それを IAM
ロールにアタッチします。

IAM ポリシーを作成するには (AWS CLI)
1.

次のポリシーをという名前の JSON ドキュメントとしてローカルに保存します。comprehendaccess-policy.json。これにより、Amazon Comprehend に指定された S3 バケットへのアクセス
許可を付与します。
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{

}

2.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:ListBucket"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET"
],
"Effect": "Allow"
},
{
"Action": [
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*"
],
"Effect": "Allow"
}
]

S3 バケットアクセスポリシーを作成するには、以下を実行します。AWS CLIコマンド。置
換path/ローカルコンピューターの JSON ドキュメントへのパスを使用します。
aws iam create-policy --policy-name comprehend-access-policy
--policy-document file://path/comprehend-access-policy.json

3.

アクセスポリシーの ARN をコピーし、テキストエディタに保存します。ARN は、のような形式で
す。arn:aws:iam::123456789012:policy/comprehend-access-policy。この ARN は、ア
クセスポリシーを IAM ロールにアタッチするために必要です。

IAM ポリシーを IAM ロールにアタッチするには (AWS CLI)
•

以下のコマンドを実行します。置換policy-arn前のステップでコピーしたアクセスポリシー ARN
を使用します。
aws iam attach-role-policy --policy-arn policy-arn
--role-name AmazonComprehendServiceRole-access-role

これで、という名前の IAM ロールができましたAmazonComprehendServiceRole-access-roleこれ
には、Amazon Comprehend の信頼ポリシーと、Amazon Comprehend に S3 バケットへのアクセス権を
付与するアクセスポリシーがあります。IAM ロールの ARN もテキストエディタにコピーされています。
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ステップ 3: Amazon S3 のドキュメントに対する分析
ジョブの実行
Amazon S3 にデータを保管した後、Amazon Comprehend 分析ジョブの実行を開始できます。あるセン
チメント分析ジョブは、ドキュメントの全体的な雰囲気（ポジティブ、ネガティブ、ニュートラル、また
はミックス）を決定します。Anエンティティ分析ジョブは、ドキュメントから実世界のオブジェクトの名
前を抽出します。これらのオブジェクトには、人、場所、タイトル、イベント、日付、数量、製品、およ
び組織が含まれます。このステップでは、2 つの Amazon Comprehend 分析ジョブを実行して、サンプル
データセットからセンチメントとエンティティを抽出します。
トピック
• 前提条件 (p. 238)
• センチメントとエンティティを分析する (p. 238)

前提条件
開始する前に、以下を実行します。
• ステップ 1: Amazon S3 にドキュメントを追加する (p. 232) を完了します。
• (省略可能)AWS CLI、を完了しますステップ 2: (CLI のみ) Amazon Comprehend 用の IAM ロールの作
成 (p. 235)IAM ロールの ARN を準備しておきます。

センチメントとエンティティを分析する
最初に実行するジョブは、サンプルデータセット内の各カスタマーレビューのセンチメントを分析しま
す。2 番目のジョブは、各カスタマーレビューのエンティティを抽出します。Amazon Comprehend の分
析ジョブは、Amazon Comprehend コンソールまたはAWS CLI。

Tip
Amazon Comprehend をサポートする AWS リージョンであることを確認します。詳細について
は、「」を参照してください。リージョン表のグローバルインフラストラクチャーガイド。

センチメントとエンティティを分析する (コンソール)
Amazon Comprehend コンソールを使用する場合は、一度に 1 つのジョブを作成します。感情分析ジョブ
とエンティティ分析ジョブの両方を実行するには、次の手順を繰り返す必要があります。最初のジョブで
は IAM ロールを作成しますが、2 番目のジョブでは、最初のジョブの IAM ロールを再利用できます。同じ
S3 バケットとフォルダを使用している限り、IAM ロールを再利用できます。

センチメントとエンティティの分析ジョブを実行するには (コンソール)
1.

Amazon SSimple Storage Service (Amazon S3) バケットを作成したリージョンと同じリージョンであ
ることを確認します。別のリージョンにいる場合は、ナビゲーションバーで、S3 バケットを作成した
AWS リージョンをリージョンの選択。

2.

で Amazon Comprehend コンソールを開きます。https://console.aws.amazon.com/comprehend/

3.

[Launch Amazon Comprehend] (Amazon Comprehend の起動) を選択します。

4.

ナビゲーションペインで分析ジョブ。

5.

[Create job] (ジョブの作成) を選択します。

6.

[Job settings] (ジョブの設定) セクションで、以下の操作を行います。
a.

[Name] (名前)に reviews-sentiment-analysis と入力します。
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7.

8.

9.

b.

を使用する場合分析タイプ、選択感情。

c.

[Language] (言語) で、[English] (英語) を選択します。

d.

のままにするJob 暗号化設定が無効になっています。

[Input data] (入力データ) セクションで、以下の操作を行います。
a.

[Data source] (データソース) で、[My documents] (マイドキュメント) を選択します。

b.

を使用する場合S3 の場所、選択Browse[]、[] (バケット) からバケットを選択します。

c.

S3 バケットでオブジェクト、を選択します。inputfolder

d.

左inputフォルダで、サンプルデータセットを選択します。amazon-reviews.csv[] を選択し
て選択。

e.

を使用する場合入力形式、選択1 行に 1 つのドキュメント。

[Output data] (出力データ) セクションで、以下の操作を行います。
a.

を使用する場合S3 の場所、選択Browse[]、[] (バケット) からバケットを選択します。

b.

S3 バケットでオブジェクトで、outputフォルダを選択し、選択。

c.

LEAV暗号化無効

[Access permissions] (アクセス許可) セクションで、以下の操作を行います。
a.

[IAM role] (IAM ロール) で、[Create an IAM role] (IAM ロールの選択) を選択します。

b.

[Permissions to access] (アクセスの許可) で、[Input and Output S3 buckets] (S3 バケットの入力
と出力) を選択します。

c.

[Name suffix] (サフィックスに名前を付ける) で、comprehend-access-role と入力します。こ
のロールは、Amazon S3 バケットへのアクセスを提供します。

10. [Create job (ジョブの作成)] を選択します。
11. 手順1～10を繰り返して、エンティティ分析ジョブを作成します。以下の変更を加えます。
a.

In (イン)Job 設定、[Name] (名前)「」と入力しますreviews-entities-analysis。

b.

In (イン)Job 設定、分析タイプ、選択エンティティ。

c.

In (イン)アクセス許可、選択既存の IAM ロールを使用する。を使用する場合ロール名、選
択AmazonComprehendServiceRole-comprehend-access-role(これは、センチメントジョ
ブ用に作成したロールと同じです)。

感情と実体を分析する（AWS CLI)
あなたは使うstart-sentiment-detection-jobとstart-entities-detection-jobセンチメント
とエンティティの分析ジョブを実行するコマンド。各コマンドを実行すると、AWS CLIは JSON オブジェ
クトとJobId出力 S3 の場所など、ジョブの詳細にアクセスできるようにする値。

センチメントとエンティティの分析ジョブを実行するには (AWS CLI)
1.

で次のコマンドを実行して、感情分析ジョブを開始します。AWS CLI。置
換arn:aws:iam::123456789012:role/comprehend-access-role以前にテキストエディタに
コピーした IAM ロール ARN を使用します。デフォルトの場合AWS CLIリージョンは Amazon S3 バ
ケットを作成したリージョンとは異なります。--regionパラメータと置換us-east-1バケットが存
在するリージョンと一致します。
aws comprehend start-sentiment-detection-job
--input-data-config S3Uri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/input/
--output-data-config S3Uri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/output/
--data-access-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/comprehend-access-role
--job-name reviews-sentiment-analysis
--language-code en
[--region us-east-1]
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2.

ジョブを送信した後、JobId「」を参照してください。以下の点が必要です。JobIdをクリックし
て、解析ジョブの出力ファイルを検索します。

3.

次のコマンドを実行して、エンティティ分析ジョブを開始します。
aws comprehend start-entities-detection-job
--input-data-config S3Uri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/input/
--output-data-config S3Uri=s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/output/
--data-access-role-arn arn:aws:iam::123456789012:role/comprehend-access-role
--job-name reviews-entities-analysis
--language-code en
[--region us-east-1]

4.

ジョブを送信した後、JobId「」を参照してください。

5.

ジョブのステータスを確認します。ジョブの進行状況は、JobId。
感情分析ジョブの進行状況を追跡するには、次のコマンドを実行します。置換sentiment-jobidでJobId感情分析を実行した後にコピーしたもの。
aws comprehend describe-sentiment-detection-job
--job-id sentiment-job-id

エンティティ分析ジョブを追跡するには、次のコマンドを実行します。置換entities-jobidでJobIdエンティティ分析を実行した後にコピーしたもの。
aws comprehend describe-entities-detection-job
--job-id entities-job-id

それは数分かかりますJobStatusとして表示するCOMPLETED。
センチメントとエンティティの分析ジョブを完了しました。次のステップに進む前に、両方のジョブを完
了する必要があります。ジョブが完了するまで数分かかることがあります。

ステップ 4: Amazon Comprehend の出力をデータ視
覚化のために準備する
データビジュアライゼーションを作成するためのセンチメントおよびエンティティ分析ジョブの結果を準
備するには、AWS GlueそしてAmazon Athena。このステップでは、Amazon Comprehend の結果ファイ
ルを抽出します。次に、AWS Glue 昇降補助具データを探索し、そのデータをAWS Glue Data Catalog。
その後、以下を使用してこれらのテーブルにアクセスし、変換します。Amazon Athena、サーバーレスで
インタラクティブなクエリサービス。このステップを完了すると、Amazon Comprehend の結果がきれい
になり、視覚化の準備が整います。
PII エンティティ検出ジョブの場合、出力ファイルは圧縮されたアーカイブではなくプレーンテキストで
す。出力ファイル名は入力ファイルと同じで、.out末尾に付加されます。出力ファイルを抽出するステッ
プは必要ありません。へ進んでくださいデータをAWS Glue Data Catalog。
トピック
• 前提条件 (p. 241)
• アウトプットをダウンロードする (p. 241)
•
•
•
•

出力ファイルを展開します (p. 242)
抽出したファイルをアップロードする (p. 243)
データをAWS Glue Data Catalog (p. 244)
分析のためにデータを準備する (p. 246)
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前提条件
始める前に、ステップ 3: Amazon S3 のドキュメントに対する分析ジョブの実行 (p. 238) を完了しま
す。

アウトプットをダウンロードする
Amazon Comprehend は Gzip 圧縮を使用して出力ファイルを圧縮し、tar アーカイブとして保存します。
出力ファイルを抽出する最も簡単な方法は、output.tar.gzローカルでアーカイブします。
このステップでは、センチメントとエンティティの出力アーカイブをダウンロードします。

出力ファイルをダウンロードする (コンソール)
各ジョブの出力ファイルを見つけるには、Amazon Comprehend コンソールの分析ジョブに戻ります。分
析ジョブでは、出力用の S3 の場所が提供され、出力ファイルをダウンロードできます。

出力ファイルをダウンロードするには (コンソール)
1.

左Amazon Comprehend コンソール、ナビゲーションペインで、[] に戻ります。分析ジョブ。

2.

感情分析の仕事を選ぶreviews-sentiment-analysis。

3.

[Output] (出力) で、[Output data location] (出力データの場所) の隣に表示されるリンクをクリックしま
す。これにより、S3 バケットの output.tar.gz アーカイブにリダイレクトします。

4.
5.

[Overview] (概要) タブで、[Download] (ダウンロード) を選択します。

6.

手順 1 ～ 4 を繰り返して、からダウンロードします。reviews-entities-analysisジョブ。コン
ピュータで、アーカイブの名前を次のように変更します。entities-output.tar.gz。

コンピュータで、アーカイブの名前を次のように変更します。sentiment-output.tar.gz。出力
ファイルはすべて同じ名前なので、センチメントファイルとエンティティファイルを追跡するのに役
立ちます。

出力ファイルをダウンロードします (AWS CLI)
各ジョブの出力ファイルを検索するには、JobId分析ジョブから、出力の S3 の場所を見つけます。次
に、cpコマンドを使用して、出力ファイルをコンピュータにダウンロードします。

出力ファイルをダウンロードするには (AWS CLI)
1.

感情分析ジョブの詳細を表示するには、以下のコマンドを実行します。置換sentiment-job-id感情
で:JobIdお前が救ったこと。
aws comprehend describe-sentiment-detection-job --job-id sentiment-job-id

あなたが自分のことを見失ったらJobIdでは、次のコマンドを実行して、すべてのセンチメントジョ
ブを一覧表示し、名前でジョブをフィルタリングできます。
aws comprehend list-sentiment-detection-jobs
--filter JobName="reviews-sentiment-analysis"

2.

3.

左OutputDataConfigオブジェクト、見つけてS3Uri値. -S3Urivalue は次の例のようになりま
す。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/.../output/output.tar.gz。 この値をテキストエディタに
コピーします。
センチメント出力アーカイブをローカルディレクトリにダウンロードするには、以下のコマンドを実
行します。S3 バケットパスをS3Uri前のステップでコピーしたものです。置換path/をローカルディ
レクトリへのフォルダパスと合わせます。名前sentiment-output.tar.gzセンチメントファイル
とエンティティファイルを追跡しやすくするために、元のアーカイブ名を置き換えます。
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aws s3 cp s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/.../output/output.tar.gz
path/sentiment-output.tar.gz

4.

エンティティ分析ジョブの詳細を一覧表示するには、以下のコマンドを実行します。
aws comprehend describe-entities-detection-job
--job-id entities-job-id

もしあなたがあなたのことを知らなければJobIdで、以下のコマンドを実行してすべてのエンティ
ティジョブを一覧表示し、ジョブを名前でフィルタリングします。
aws comprehend list-entities-detection-jobs
--filter JobName="reviews-entities-analysis"

5.

からOutputDataConfigエンティティの職務内容のオブジェクトをコピーし、S3Uri値.

6.

エンティティ出力アーカイブをローカルディレクトリにダウンロードするには、以下のコマンドを実
行します。S3 バケットパスをS3Uri前のステップでコピーしたものです。置換path/をローカルディ
レクトリへのフォルダパスと合わせます。名前entities-output.tar.gzは元のアーカイブ名を置
き換えます。
aws s3 cp s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/.../output/output.tar.gz
path/entities-output.tar.gz

出力ファイルを展開します
Amazon Comprehend の結果にアクセスする前に、センチメントとエンティティのアーカイブを解凍しま
す。アーカイブを解凍するには、ローカルファイルシステムまたはターミナルを使用できます。

出力ファイルを抽出する (GUI ファイルシステム)
macOS を使用している場合は、GUI ファイルシステムでアーカイブをダブルクリックして、アーカイブ
から出力ファイルを抽出します。
Windows を使用している場合は、7-Zip などのサードパーティ製のツールを使用して、GUI ファイルシス
テム内の出力ファイルを抽出できます。Windows では、アーカイブ内の出力ファイルにアクセスするに
は、2 つの手順を実行する必要があります。まずアーカイブを解凍し、次にアーカイブを解凍します。
センチメントファイルの名前を次のように変更します。sentiment-outputそして、エンティティファイ
ルは次のようになります。entities-outputを使用して、出力ファイルを区別します。

出力ファイルを抽出する (ターミナル)
Linux または macOS を使用している場合は、標準のターミナルを使用できます。Windows を使用する場
合、tar コマンドを実行するには、Cygwin などの UNIX スタイルの環境にアクセスできる必要がありま
す。
センチメントアーカイブからセンチメント出力ファイルを抽出するには、ローカルターミナルで次のコマ
ンドを実行します。
tar -xvf sentiment-output.tar.gz --transform 's,^,sentiment-,'

次の点に注意してください。--transformプレフィックスが自動的に追加されますsentiment-アーカイ
ブ内の出力ファイルに、ファイルの名前を次のように変更しますsentiment-output。これにより、セン
チメントとエンティティの出力ファイルを区別し、上書きを防ぐことができます。
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エンティティアーカイブからエンティティ出力ファイルを抽出するには、ローカルターミナルで次のコマ
ンドを実行します。
tar -xvf entities-output.tar.gz --transform 's,^,entities-,'

---transformプレフィックスが自動的に追加されますentities-出力ファイル名に。

Tip
Amazon S3 のストレージコストを節約するために、ファイルをアップロードする前に Gzip で
再度圧縮できます。元のアーカイブを解凍して解凍することが重要です。なぜならAWS Gluetar
アーカイブからデータを自動的に読み取ることはできません。ただし、AWS Glueは Gzip 形式の
ファイルから読み取ることができます。

抽出したファイルをアップロードする
ファイルを抽出したら、バケットにアップロードします。次の処理を行うには、センチメントとエンティ
ティの出力ファイルを別々のフォルダに保存する必要があります。AWS Glueデータを正しく読み取りま
す。バケットに、抽出されたセンチメント結果用のフォルダと、抽出されたエンティティの結果用の 2 つ
目のフォルダを作成します。Amazon S3 コンソールまたはAWS CLI。

抽出したファイルを Amazon S3 にアップロードします (コンソール)
S3 バケットで、抽出されたセンチメント結果ファイル用に 1 つのフォルダと、エンティティの結果ファ
イル用に 1 つのフォルダを作成します。次に、抽出した結果ファイルをそれぞれのフォルダにアップロー
ドします。

抽出したファイルを Amazon S3 にアップロードするには (コンソール)
1.

Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。

2.

In (イン)バケット、バケットを選択し、次に、[] を選択します。フォルダの作成。

3.

新しいフォルダ名に、次のように入力します。sentiment-resultsそして選ぶ保存。このフォル
ダーには、抽出されたセンチメント出力ファイルが含まれます。

4.

バケットのの概要タブで、バケットの内容のリストから新しいフォルダを選択しますsentimentresults。[Upload] (アップロード) を選択します。

5.

選択ファイルを追加するで、sentiment-outputファイルをローカルコンピュータから、[]、[] の順
に選択します。次。

6.

オプションはそのままにしておきますユーザーの管理,他の AWS アカウントへのアクセス, およびパ
ブリックアクセス許可の管理がデフォルトです。[Next] (次へ) を選択します。

7.

を使用する場合ストレージクラス、選択Standard。オプションはそのままにしておきます暗号化,メタ
データ, およびタグがデフォルトです。[Next] (次へ) を選択します。

8.

アップロードオプションを確認して、アップロード。

9.

手順 1 ～ 8 を繰り返して、という名前のフォルダを作成します。entities-resultsをクリック
し、entities-outputそれをファイルしてください。

抽出したファイルを Amazon S3 にアップロードします (AWS CLI)
ファイルをアップロードするときに、S3 バケットにフォルダを作成できます。cpコマンド。

抽出したファイルを Amazon S3 にアップロードするには (AWS CLI)
1.

センチメントフォルダーを作成し、以下のコマンドを実行してセンチメントファイルをアップロード
します。置換path/抽出したセンチメント出力ファイルへのローカルパスを使用します。

243

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
ステップ 4: 出力の準備

aws s3 cp path/sentiment-output s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/sentiment-results/

2.

次のコマンドを実行してエンティティ出力フォルダを作成し、エンティティファイルをアップロード
します。置換path/抽出したエンティティ出力ファイルへのローカルパスを使用します。
aws s3 cp path/entities-output s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/entities-results/

データをAWS Glue Data Catalog
結果をデータベースに取り込むには、AWS Glue 昇降補助具。AnAWS Glue 昇降補助具ファイルをス
キャンし、データのスキーマを検出します。次に、データをテーブルに配置します。AWS Glue Data
Catalog(サーバーレスデータベース)。クローラはAWS GlueコンソールまたはAWS CLI。

データをAWS Glue Data Catalog(コンソール)
を作成するAWS Glueあなたをスキャンするクローラsentiment-resultsそしてentitiesresultsフォルダを個別に。の新しい IAM ロールAWS Glueクローラに S3 バケットへのアクセス許可を
付与します。この IAM ロールは、クローラを設定するときに作成します。

データをロードするにはAWS Glue Data Catalog(コンソール)
1.

サポートしている地域にいることを確認するAWS Glue。別のリージョンにいる場合は、ナビゲー
ションバーで、サポートされているリージョンをリージョンの選択。をサポートするリージョンの
リストについてはAWS Glue「」を参照してくださいリージョン表のグローバルインフラストラク
チャーガイド。

2.

https://console.aws.amazon.com/glue/ で AWS Glue コンソール を開きます。

3.

ナビゲーションペインで、[] を選択します。クローラ[] を選択してクローラの追加。

4.

を使用する場合クローラの名前「」と入力しますcomprehend-analysis-crawler[] を選択し
て次。

5.

を使用する場合クローラソースのタイプ、選択データストア[] を選択して次。

6.

を使用する場合データストアの追加] で、次の作業を行います。
a.

[Choose a data store (データストアの選択) ] で [S3] を選択します。

b.

離れるConnection空白の状態。

c.

を使用する場合データをクロール、選択マイアカウントで指定されたパス。

d.

を使用する場合インクルードパスで、センチメント出力フォルダの完全な S3 パスを入力しま
す。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/sentiment-results。

e.

[Next] (次へ) を選択します。

7.

を使用する場合Add (別のデータストアの追加、選択はい[] を選択して次。ステップ 6 を繰り返しま
すが、エンティティ出力フォルダの完全な S3 パスを入力します。s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/
entities-results。

8.

を使用する場合Add (別のデータストアの追加、選択いいえ[] を選択して次。

9.

を使用する場合IAM ロールを選択します。] で、次の作業を行います。
a.

選択IAM ロールの作成。

b.

を使用する場合IAM ロール「」と入力しますglue-access-role[] を選択して次。

10. を使用する場合このクローラのスケジュールを作成します、選択オンデマンドで実行そして選ぶ次。
11. を使用する場合クローラーの出力を構成する] で、次の作業を行います。
a.

を使用する場合[Database] (データベース)、選択データベースを追加する。
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b.

[Database name (データベース名)] に「comprehend-results」と入力します。このデータ
ベースには、Amazon Comprehend の出力テーブルが保存されます。

c. 他のオプションはデフォルト設定のままにして、次。
12. クローラ情報を確認して、完了。
13. Glue コンソールのクローラ、選択comprehend-analysis-crawlerそして選ぶクローラの実行。ク
ローラが完了するまで、数分かかる場合があります。

データをAWS Glue Data Catalog(AWS CLI)
用の IAM ロールを作成するAWS Glueが S3 バケットにアクセスするアクセス許可を付与します。次に、
データベースをAWS Glue Data Catalog。最後に、データベース内のテーブルにデータをロードするク
ローラを作成して実行します。

データをロードするにはAWS Glue Data Catalog(AWS CLI)
1.

用の IAM ロールを作成するにはAWS Glue] で、次の作業を行います。
a.

次の信頼ポリシーをという名前の JSON ドキュメントとして保存します。glue-trustpolicy.jsonコンピュータ上で追加されます。
{

}

b.

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "glue.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

IAM ロールを作成するには、以下のコマンドを実行します。置換path/ローカルコンピューター
の JSON ドキュメントへのパスを使用します。
aws iam create-role --role-name glue-access-role
--assume-role-policy-document file://path/glue-trust-policy.json

c.

時点AWS CLI新しいロールの Amazon リソース番号 (ARN) を一覧表示し、コピーしてテキスト
エディタに保存します。

d.

次の IAM ポリシーを JSON ドキュメントとして保存します。glue-access-policy.jsonコン
ピュータ上で追加されます。政策助成金AWS Glue結果フォルダをクロールする権限。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"s3:GetObject",
"s3:PutObject"
],
"Resource": [
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/sentiment-results*",
"arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/entities-results*"
]
}
]
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e.

IAM ポリシーを作成するには、以下のコマンドを実行します。置換path/ローカルコンピュー
ターの JSON ドキュメントへのパスを使用します。
aws iam create-policy --policy-name glue-access-policy
--policy-document file://path/glue-access-policy.json

f.

時点AWS CLIアクセスポリシーの ARN を一覧表示し、コピーしてテキストエディタに保存しま
す。

g.

次のコマンドを実行して IAM ロールに新しいポリシーをアタッチします。置換policy-arnを、
前のステップでコピーした IAM ポリシー ARN を使用します。
aws iam attach-role-policy --policy-arn policy-arn
--role-name glue-access-role

h.

AWS 管理ポリシーをアタッチするAWSGlueServiceRole次のコマンドを実行して IAM ロール
に追加します。
aws iam attach-role-policy --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceRole
--role-name glue-access-role

2.

を作成するAWS Glue次のコマンドを実行してデータベースを作成します。
aws glue create-database
--database-input Name="comprehend-results"

3.

新しい を作成するAWS Glue次のコマンドを実行して、クローラを実行します。置換glue-iamrole-arnの ARN でAWS GlueIAM ロール。
aws glue create-crawler
--name comprehend-analysis-crawler
--role glue-iam-role-arn
--targets S3Targets=[
{Path="s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/sentiment-results"},
{Path="s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/entities-results"}]
--database-name comprehend-results

4.

次のコマンドを実行してクローラを開始します。
aws glue start-crawler --name comprehend-analysis-crawler

クローラが完了するまで、数分かかる場合があります。

分析のためにデータを準備する
これで、Amazon Comprehend の結果が入力されたデータベースができました。ただし、結果は入れ子に
なっています。ネストを解除するには、でいくつかの SQL 文を実行します。Amazon Athena。Amazon
Athenaはインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータをスタンダード SQL を使用して
簡単に分析します。Athena はサーバーレスであることから管理するインフラストラクチャがなく、 payper-query 料金モデル このステップでは、分析と視覚化に使用できる、クリーンアップされたデータの新
しいテーブルを作成します。Athena コンソールを使用してデータを準備します。

データを準備するには
1.

https://console.aws.amazon.com/athena/ で Athena コンソールを開きます。
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2.

クエリエディタで、[設定] を選択し、[管理] を選択します。

3.

を使用する場合クエリ結果の場所「」と入力しますs3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/queryresults/。これにより、という名前の新規フォルダが作成されます。query-resultsの出力を格納
するバケットにAmazon Athena実行するクエリ。[Save] (保存) を選択します。

4.

クエリエディタで、[] を選択します。[エディタ]。

5.

を使用する場合[Database] (データベース)で、AWS Glueデータベースcomprehend-resultsお前が
作成したもの。

6.

左テーブルセクションには、という名前の2つのテーブルがあることになりま
すsentiment_resultsそしてentities_results。テーブルをプレビューして、クローラがデー
タをロードしたことを確認します。各テーブルのオプション (テーブル名の横にある 3 つのドット)
で、[]、[] の順に選択します。プレビュー表。短いクエリが自動的に実行されます。をチェックしま
す戻り値ペインを使用して、テーブルにデータが含まれていることを確認します。

Tip
テーブルにデータがない場合は、S3 バケットのフォルダを確認してみてください。エンティ
ティの結果に 1 つのフォルダー、センチメント結果に 1 つのフォルダーがあることを確認し
ます。次に、新しいAWS Glueクローラ。
7.

ネストを解除するにはsentiment_resultsテーブルで、次のクエリをクエリエディタそして選
ぶRun。
CREATE TABLE sentiment_results_final AS
SELECT file, line, sentiment,
sentimentscore.mixed AS mixed,
sentimentscore.negative AS negative,
sentimentscore.neutral AS neutral,
sentimentscore.positive AS positive
FROM sentiment_results

8.

エンティティテーブルのネストを解除するには、次のクエリをクエリエディタそして選ぶRun。
CREATE TABLE entities_results_1 AS
SELECT file, line, nested FROM entities_results
CROSS JOIN UNNEST(entities) as t(nested)

9.

エンティティテーブルのネスト解除を完了するには、次のクエリをクエリエディタそして選ぶクエリ
を実行する。
CREATE TABLE entities_results_final AS
SELECT file, line,
nested.beginoffset AS beginoffset,
nested.endoffset AS endoffset,
nested.score AS score,
nested.text AS entity,
nested.type AS category
FROM entities_results_1

あなたのsentiment_results_finalテーブルは次の例のようになります。列名はファイル,ライン,セン
チメント,混合した,負,中性, および肯定的。テーブルには、セルごとに 1 つの値が必要です。-センチメン
ト列は、特定のレビューで最も可能性の高い全体的なセンチメントを示しています。-混合した,負,中性, お
よび肯定的列には、感情の種類ごとのスコアが表示されます。
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あなたのentities_results_finalテーブルは次の例のようになります。列名はファイル,ライ
ン,beginoffset,エンドオフセット,スコア,エンティティ, およびカテゴリー。テーブルには、セルごと
に 1 つの値が必要です。-スコア列は、Amazon Comprehend がエンティティ検出されました。-カテゴ
リーComprehend が検出したエンティティの種類を示します。

Amazon Comprehend の結果がテーブルに読み込まれたので、データから有意義な洞察を視覚化して抽出
できます。

ステップ 5: Amazon での Amazon Comprehend の出
力を視覚化する QuickSight
Amazon Comprehend の結果をテーブルに保存した後、Amazon でデータに接続して視覚化できます
QuickSight。アマゾン QuickSight は、データを視覚化するための AWS マネージドビジネスインテリジェ
ンス (BI) ツールです。アマゾン QuickSightを使用すると、データソースへの接続が簡単になり、強力なビ
ジュアルを作成できます。このステップでは、Amazon を接続します QuickSight データに、データから
洞察を抽出するビジュアライゼーションを作成し、ビジュアライゼーションのダッシュボードを公開しま
す。
トピック
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• 前提条件 (p. 249)
• Amazonをあげて QuickSight アクセス (p. 249)
• データセットのインポート (p. 249)
• センチメント視覚化を作成する (p. 250)
• エンティティ視覚化を作成する (p. 251)
• ダッシュボードの発行 (p. 252)
• クリーンアップ (p. 253)

前提条件
始める前に、ステップ 4: Amazon Comprehend の出力をデータ視覚化のために準備する (p. 240) を完了
します。

Amazonをあげて QuickSight アクセス
データをインポートするには、Amazon QuickSight Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケッ
トへのアクセス権が必要で、Amazon Athenaテーブル。アマゾンに贈るには QuickSight データにアクセス
するには、としてサインインする必要があります QuickSight 管理者であり、リソース権限を編集するアク
セス権があります。以下の手順を完了できない場合は、概要ページから IAM の前提条件を確認してくださ
い。チュートリアル: Amazon Comprehend によるカスタマーレビューからの洞察の分析 (p. 229)。

アマゾンに贈るには QuickSight データへのアクセス
1.

を開くアマゾン QuickSightコンソール。

2.

Amazon を初めて使用する場合 QuickSight[]、コンソールは、電子メールアドレスを入力して新しい管
理者ユーザーを作成することを要求します。を使用する場合Eメールアドレス、お使いの AWS アカウ
ントと同じ E メールアドレスを入力します。[続行] を選択します。

3.

サインイン後、ナビゲーションバーでプロファイル名を選択し、管理 QuickSight。[] を表示するに
は、管理者ユーザーとしてサインインする必要があります管理 QuickSightオプション。

4.

選択セキュリティおよびアクセス許可。

5.

を使用する場合QuickSight AWS のサービスへのアクセス、選択追加または削除。

6.

[Amazon S3] を選択します。

7.

送信元Amazon S3 バケットの選択、両方の 3 バケットを選択します。S3 バケットそしてAthena ワー
クグループの書き込み権限。

8.

[Finish] (終了) を選択します。

9.

[Update] (更新) を選択します。

データセットのインポート
ビジュアライゼーションを作成する前に、センチメントとエンティティのデータセットを Amazon に追加
する必要があります。 QuickSight。これはAmazonで行います QuickSight console. ネストされていないセ
ンチメントテーブルとネストされていないエンティティテーブルをAmazon Athena。

データセットをインポートするには
1.

を開くアマゾン QuickSightコンソール。

2.

ナビゲーションバーのデータセット、選択新しいデータセット。

3.

を使用する場合データセットの作成、選択Athena。
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4.

を使用する場合データソース名、と入力しますreviews-sentiment-analysisそして選ぶデータ
ソースの作成。

5.

[Database] (データベース) で、データベース comprehend-results を選択します。

6.

を使用する場合テーブル、センチメントテーブルを選択しますsentiment_results_final[]、
[]Select。

7.

選択SPICE にインポートして分析を迅速化そして選ぶ視覚化。SPICE は QuickSightのインメモリ計
算エンジンは、ビジュアライゼーションの作成時に直接クエリを実行するよりも高速な分析を提供し
ます。

8.

アマゾンに戻る QuickSight コンソールを選択し、データセット。手順 1 ～ 7 を繰り返してエンティ
ティデータセットを作成します。ただし、次の変更を加えます。
a.

を使用する場合データソース名、と入力しますreviews-entities-analysis。

b.

を使用する場合テーブルで、エンティティテーブルを選択しますentities_results_final。

センチメント視覚化を作成する
これで Amazon のデータにアクセスできるようになりました QuickSight[]、視覚化の作成を開始できま
す。Amazon Comprehend センチメントデータを使用して円グラフを作成します。円グラフは、レビュー
のどの割合がポジティブ、ニュートラル、ミックス、ネガティブかを示します。

センチメントデータを視覚化するには
1.

アマゾンで QuickSight コンソールで、[]分析[]、[]新しい分析。

2.

送信元あなたのデータセットで、センチメントデータセットを選択しま
すsentiment_results_final[]、[]分析を作成する。

3.

ビジュアルエディタのフィールドリスト、選択センチメント。

Note
の値フィールドリストテーブルの作成に使用した列名によって異なりますAmazon
Athena。SQL クエリで指定された列名を変更した場合、フィールドリスト名前は、これらの
ビジュアライゼーションの例で使用されている名前とは異なります。
4.

を使用する場合ビジュアルタイプ、選択円グラフ。

ポジティブ、ニュートラル、ミックス、ネガティブのセクションを含む次のような円グラフが表示されま
す。セクションの数とパーセンテージを表示するには、そのセクションにカーソルを合わせます。
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エンティティ視覚化を作成する
次に、エンティティデータセットを使用して 2 つ目のビジュアライゼーションを作成します。データ内の
個別のエンティティのツリーマップを作成します。ツリーマップ内の各ブロックはエンティティを表し、
ブロックのサイズはエンティティがデータセットに表示される回数と相関します。

エンティティデータを視覚化するには
1.

左視覚化コントロールペイン、横データセットで、データセットの追加、編集、置換、削除アイコン.

2.

[Add data set] (データセットを追加) を選択します。

3.

を使用する場合追加するデータセットを選択、エンティティデータセットを選択してくださ
いentities_results_finalデータセットのリストから、[] を選択し、[] を選択し、Select。

4.

左視覚化コントロールペインで、データセットドロップダウンメニューでエンティティデータセット
を選択しますentities_results_final。

5.

In (イン)フィールドリスト、選択エンティティ。

6.

を使用する場合ビジュアルタイプ、選択ツリーマップ。

以下のようなツリーマップが円グラフの横に表示されます。特定のエンティティの数を確認するには、ブ
ロックにカーソルを合わせます。
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ダッシュボードの発行
ビジュアライゼーションを作成したら、ダッシュボードとして公開できます。ダッシュボードを使用し
て、AWS アカウントのユーザーと共有したり、PDF として保存したり、レポートとして E メールで
送信したりするなど、さまざまなタスクを実行できます (Amazon の Enterprise エディションに限定)。
QuickSight). このステップでは、ビジュアライゼーションをアカウントのダッシュボードとして公開しま
す。

ダッシュボードを公開するには
1.

ナビゲーションバーで、共有。

2.

[Publish dashboard (ダッシュボードの公開)] を選択します。

3.

選択新しいダッシュボードの発行[]、という名前を入力します。comprehend-analysisreviewsダッシュボード用。

4.

[Publish dashboard (ダッシュボードの公開)] を選択します。

5.

[] を閉じますダッシュボードをユーザーと共有する[] ペインで、右上の []、[]、[] の順に選択します。

6.

アマゾンで QuickSight コンソールのナビゲーションペインで、ダッシュボード。新しいダッシュボー
ドのサムネイルcomprehend-analysis-reviews[] の下に表示されますダッシュボード。表示する
ダッシュボードを選択します。

これで、次の例のような、センチメントとエンティティの視覚化を含むダッシュボードが作成されまし
た。
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Tip
ダッシュボードの視覚化を編集する場合は、[] に戻ります。分析[]、更新する視覚化を編集しま
す。次に、新しいダッシュボードとして、または既存のダッシュボードの代わりとして、ダッ
シュボードを再び公開します。

クリーンアップ
このチュートリアルを完了したら、使用しなくなった AWS リソースを削除することをお勧めします。ア
クティブな AWS リソースにより、引き続きアカウントの料金が発生することがあります。
次のアクションは、継続的な請求の発生を防ぐのに役立ちます。
• Amazon のキャンセル QuickSight サブスクリプション。アマゾン QuickSight は月額サブスクリプショ
ンサービスです。サブスクリプションをキャンセルするには、「」を参照してください。サブスクリプ
ションのキャンセルのアマゾン QuickSight ユーザーガイド。
• Amazon S3 バケットを削除する。Amazon S3 はストレージに対して課金します。Amazon S3 リソース
をクリックアップするには、バケットを削除します。バケットを削除する方法の詳細については、「」
を参照してください。S3 バケットを削除する方法のAmazon S3 ユーザーガイド。バケットを削除する
前に、重要なファイルをすべて保存してください。
• のクリアAWS Glue Data Catalog。-AWS Glue Data Catalogストレージの料金は毎月請求されます。
データベースを削除して、継続的な課金が発生しないようにすることができます。の管理の詳細AWS
Glue Data Catalogデータベース、「」を参照してください上のデータベースを操作するAWS Glueコン
ソールのAWS Glueデベロッパーガイド。データベースまたはテーブルを消去する前に、必ずデータを
エクスポートしてください。

個人を特定できる情報 (PII) の Amazon S3 Object
Lambda アクセスポイントの使用
Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントを使用して個人を特定できる情報 (PII) を使用して、Amazon
S3 バケットからドキュメントを取得する方法を設定します。PIIを含む文書へのアクセスを制御し、文書
からPIIを墨消しすることができます。Amazon Comprehend がドキュメント内の PII を検出する方法の詳
細については、「」を参照してください。PII エンティティーの検出 (p. 83)。Amazon S3 Object Lambda
アクセスポイントが使用AWS Lambda関数を使用して、Amazon S3 GET リクエストの出力を自動的に変
換します。詳細については、「」を参照してください。S3 Object Lambda 関数を使用したオブジェクトの
変換のAmazon Simple Storage Service。
PII 用の Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントを作成すると、Amazon Comprehend Lambda 関数
を使用してドキュメントが処理され、PII を含むドキュメントのアクセスを制御し、ドキュメントから PII
を消去します。
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PII 用の Amazon S3 オブジェクト Lambda アクセスポイントを作成すると、ドキュメントは次の Amazon
Comprehend Lambda 関数を使用して処理されます。
• ComprehendPiiAccessControlS3ObjectLambda-S3 バケットに保存された PII ドキュメントへの
アクセスのアクセスのアクセスのアクセスのアクセスのアクセスの制御 この Lambda 関数の詳細につい
ては、AWS Management Consoleを表示するにはComprehendPiiAccessControlS3ObjectLambdaの機能
AWS Serverless Application Repository。
• ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda-Amazon S3 バケットのドキュメントから PII
I I I I I I I I I この Lambda 関数の詳細については、AWS Management Consoleを表示するに
はComprehendPiiRedactionS3ObjectLambdaの機能AWS Serverless Application Repository。
からサーバーレスアプリケーションをデプロイする方法についてはAWS Serverless Application
Repository「」を参照してくださいアプリケーションをデプロイするのAWS Serverless Application
Repository 開発者。
トピック
• 個人を特定できる情報 (PII) を含むドキュメントへのアクセスのアクセスのアクセスのアクセスのアク
セスの制御 (p. 254)
• 個人を特定できる情報 (PII) をドキュメントからマスキングする (p. 255)

個人を特定できる情報 (PII) を含むドキュメントへの
アクセスのアクセスのアクセスのアクセスのアクセス
の制御
Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントを使用して、個人を特定できる情報 (PII) を含むドキュメン
トへのアクセスを制御できます。
許可されたユーザーだけが Amazon S3 バケットに保存されている PII を含むドキュメントにアクセスで
きるようにするには、ComprehendPiiAccessControlS3ObjectLambdafunction. この Lambda 関数
はContainsPiiEntities (p. 279)ドキュメントオブジェクトで標準の Amazon S3 GET リクエストを処理す
るときのオペレーション。
クレジットカード番号や銀行口座情報など、PII I I ドキュメントが S3 バケットにある場合
は、ComprehendPiiAccessControlS3ObjectLambdaこれらのPIIエンティティタイプを検出し、権限
のないユーザーへのアクセスを制限する機能。サポートされているPII II II II II Object TypePII ユニバーサ
ルエンティティタイプ (p. 84)。
この Lambda 関数の詳細については、AWS Management Consoleを表示するに
はComprehendPiiAccessControlS3ObjectLambda関数のAWS Serverless Application Repository。

ドキュメントへのアクセスを制御する Amazon S3 オブジェクト
Lambda アクセスポイントを作成する
次の例では、Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントを作成します。

を使用して Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントの作成AWS Command
Line Interface
Amazon S3 Object Lambda アクセスポイント設定を作成し、その設定をという名前のファイルに保存しま
す。config.json。
{
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}

"SupportingAccessPoint": "s3-default-access-point-name-arn",
"TransformationConfigurations": [
{
"Actions": [
"s3:GetObject"
],
"ContentTransformation": {
"AwsLambda": {
"FunctionArn": "comprehend-pii-access-control-s3-object-lambda-arn",
"FunctionPayload": "{\"pii_entities_types\": \"SSN\"}"
}
}
}
]

次の例では、で定義されている設定に基づいて Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントを作成しま
すconfig.jsonファイルを開きます。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws s3control create-banner-access-point \
--region region \
--account-id account-id \
--name s3-object-lambda-access-point \
--configuration file://config.json

Amazon S3 オブジェクト Lambda アクセスポイントを呼び出し
てドキュメントへのアクセスを制御する
次の例では、Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントを呼び出して、ドキュメントへのアクセスを制
御します。

を使用して Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントの使用AWS Command
Line Interface
次の例では、を使用して Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントを呼び出しますAWS CLI。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws s3api get-object \
--region region \
--bucket s3-object-lambda-access-point-name-arn \
--key object-prefix-key output-file-name

個人を特定できる情報 (PII) をドキュメントからマス
キングする
Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントを使用して、ドキュメントから個人を特定できる情報 (PII)
を編集します。
S3 バケットに保存されているドキュメントから PII I II II Object Live
LocketComprehendPiiRedactionS3ObjectLambdafunction. この Lambda 関数
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はContainsPiiEntities (p. 279)そしてDetectPiiEntities (p. 352)ドキュメントオブジェクトで標準の
Amazon S3 GET リクエストを処理するときのオペレーション。
たとえば、S3 バケットのドキュメントにクレジットカード番号や銀行口座情報などの PII が含まれている
場合は、ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambdaPIIを検出し、PIIエンティティタイプが編集され
たこれらのドキュメントのコピーを返す機能。サポートされているPII II II II II Object TypePII ユニバーサ
ルエンティティタイプ (p. 84)。
この Lambda 関数の詳細については、AWS Management Consoleを表示するに
はComprehendPiiRedactionS3ObjectLambdaの機能AWS Serverless Application Repository。

Amazon S3 オブジェクト Lambda アクセスポイントを作成し
て、ドキュメントから PII を消去する
次の例では、Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントを作成します。

を使用して Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントの作成AWS Command
Line Interface
Amazon S3 Object Lambda アクセスポイント設定を作成し、その設定をという名前のファイルに保存しま
す。config.json。
{

}

"SupportingAccessPoint": "s3-default-access-point-name-arn",
"TransformationConfigurations": [
{
"Actions": [
"s3:GetObject"
],
"ContentTransformation": {
"AwsLambda": {
"FunctionArn": "comprehend-pii-redaction-s3-object-lambda-arn",
"FunctionPayload": "{\"pii_entities_types\": \"CREDIT_DEBIT_NUMBER\"}"
}
}
}
]

以下の例は、で定義されている設定に基づいて Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントを作成する
方法を示しています。config.json
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws s3control create-access-point-for-object-lambda \
--region region \
--account-id account-id \
--name s3-object-lambda-access-point \
--configuration file://config.json

Amazon S3 オブジェクト Lambda アクセスポイントを呼び出し
てドキュメントから PII を消去する
以下の例では、Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントを呼び出して、ドキュメントから PII を編集
します。
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を使用して Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントの使用AWS Command
Line Interface
次の例では、を使用して Amazon S3 Object Lambda アクセスポイントを呼び出しますAWS CLI。
例は、Unix、Linux、および macOS 用にフォーマットされています。Windows の場合は、各行末のバック
スラッシュ (\) Unix 連結文字をキャレット (^) に置き換えてください。
aws s3api get-object \
--region region \
--bucket s3-object-lambda-access-point-name-arn \
--key object-prefix-key output-file-name

解決策: Amazon Comprehend と OpenSearch
AWSは、Amazon Comprehend と OpenSearch サービス。Amazon Comprehend はテキスト分析と
OpenSearch ドキュメントのインデックス作成、検索、および視覚化を提供します。
詳細については、次を参照してください。によるテキストの分析 OpenSearch と Amazon Comprehend。
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API リファレンス
このセクションでは、Amazon Comprehend API アクションとそのパラメータに関する詳細情報を提供し
ます。
この API を使用するために必要な IAM アクセス制御権限については、「」を参照してください。Amazon
Comprehend でのアイデンティティベースのポリシー (IAM ポリシー) の使用 (p. 201)。
次を使用できます。AWSSDKお気に入りのプログラミング言語を使用して Amazon Comprehend API にア
クセスします。SDK は、次のような便利なタスクを自動的に実行します。
• サービスリクエストに暗号署名する
• リクエストを再試行する
• エラーレスポンスの処理をする
次のリソースでは、Amazon Comprehend API に関する追加情報を説明します。
• Amazon Web Services 全般リファレンスする
• 各リージョンの Amazon Comprehend エンドポイント。
• AWS Command Line Interface
• Amazon Comprehend CLI コマンド。
トピック
• アクション (p. 258)
• データ型 (p. 477)
• 共通パラメータ (p. 579)
• 共通エラー (p. 581)

アクション
以下のアクションがサポートされています:
• BatchDetectDominantLanguage (p. 261)
• BatchDetectEntities (p. 264)
• BatchDetectKeyPhrases (p. 267)
• BatchDetectSentiment (p. 270)
• BatchDetectSyntax (p. 273)
• ClassifyDocument (p. 276)
• ContainsPiiEntities (p. 279)
• CreateDocumentClassifier (p. 281)
• CreateEndpoint (p. 287)
• CreateEntityRecognizer (p. 291)
• DeleteDocumentClassifier (p. 297)
• DeleteEndpoint (p. 299)
• DeleteEntityRecognizer (p. 301)
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• DeleteResourcePolicy (p. 303)
• DescribeDocumentClassificationJob (p. 305)
• DescribeDocumentClassifier (p. 308)
• DescribeDominantLanguageDetectionJob (p. 311)
• DescribeEndpoint (p. 314)
• DescribeEntitiesDetectionJob (p. 316)
• DescribeEntityRecognizer (p. 319)
• DescribeEventsDetectionJob (p. 322)
• DescribeKeyPhrasesDetectionJob (p. 324)
• DescribePiiEntitiesDetectionJob (p. 327)
• DescribeResourcePolicy (p. 330)
• DescribeSentimentDetectionJob (p. 333)
• DescribeTargetedSentimentDetectionJob (p. 336)
• DescribeTopicsDetectionJob (p. 339)
• DetectDominantLanguage (p. 342)
• DetectEntities (p. 345)
• DetectKeyPhrases (p. 349)
• DetectPiiEntities (p. 352)
• DetectSentiment (p. 354)
• DetectSyntax (p. 357)
• ImportModel (p. 360)
• ListDocumentClassificationJobs (p. 364)
• ListDocumentClassifiers (p. 367)
• ListDocumentClassifierSummaries (p. 370)
• ListDominantLanguageDetectionJobs (p. 372)
• ListEndpoints (p. 375)
• ListEntitiesDetectionJobs (p. 378)
• ListEntityRecognizers (p. 381)
• ListEntityRecognizerSummaries (p. 385)
• ListEventsDetectionJobs (p. 387)
• ListKeyPhrasesDetectionJobs (p. 390)
• ListPiiEntitiesDetectionJobs (p. 393)
• ListSentimentDetectionJobs (p. 396)
• ListTagsForResource (p. 399)
• ListTargetedSentimentDetectionJobs (p. 401)
• ListTopicsDetectionJobs (p. 404)
• PutResourcePolicy (p. 407)
• StartDocumentClassificationJob (p. 410)
• StartDominantLanguageDetectionJob (p. 415)
• StartEntitiesDetectionJob (p. 420)
• StartEventsDetectionJob (p. 425)
• StartKeyPhrasesDetectionJob (p. 429)
• StartPiiEntitiesDetectionJob (p. 434)
• StartSentimentDetectionJob (p. 438)
• StartTargetedSentimentDetectionJob (p. 443)
• StartTopicsDetectionJob (p. 448)
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• StopDominantLanguageDetectionJob (p. 453)
•
•
•
•
•

StopEntitiesDetectionJob (p. 455)
StopEventsDetectionJob (p. 457)
StopKeyPhrasesDetectionJob (p. 459)
StopPiiEntitiesDetectionJob (p. 461)
StopSentimentDetectionJob (p. 463)

• StopTargetedSentimentDetectionJob (p. 465)
• StopTrainingDocumentClassifier (p. 467)
• StopTrainingEntityRecognizer (p. 469)
• TagResource (p. 471)
• UntagResource (p. 473)
• UpdateEndpoint (p. 475)
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BatchDetectDominantLanguage
文書のバッチの入力テキストの主要言語を決定します。Amazon Comprehend で検出できる言語のリスト
については、「」を参照してください。Amazon Comprehend でサポートされている言語。

リクエストの構文
{
}

"TextList": [ "string" ]

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
TextList (p. 261)
入力ドキュメントの UTF-8 エンコードされたテキストを含むリスト。リストには最大 25 個のドキュ
メントを含めることができます。各ドキュメントには少なくとも 20 文字を含める必要があります。
各ドキュメントの最大サイズは 5 KB です。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"ErrorList": [
{
"ErrorCode": "string",
"ErrorMessage": "string",
"Index": number
}
],
"ResultList": [
{
"Index": number,
"Languages": [
{
"LanguageCode": "string",
"Score": number
}
]
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ErrorList (p. 261)
1 つを含むリストBatchItemError (p. 486)エラーを含む各ドキュメントのオブジェクト。結果は、で
昇順に並べ替えられますIndexフィールドを選択し、入力リスト内のドキュメントの順序と一致させ
ます。バッチにエラーがない場合、ErrorListis empty
Type: 配列BatchItemError (p. 486)オブジェクト
ResultList (p. 261)
のリストBatchDetectDominantLanguageItemResult (p. 481)オペレーションの結果を含むオブジェク
ト。結果は、で昇順に並べ替えられますIndexフィールドを選択し、入力リスト内のドキュメントの
順序と一致させます。すべてのドキュメントにエラーが含まれている場合は、ResultListis empty
Type: 配列BatchDetectDominantLanguageItemResult (p. 481)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
BatchSizeLimitExceededException
要求に含まれる文書の数が制限の25を超えています。ドキュメントを減らして、リクエストを再試行
してください。
HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TextSizeLimitExceededException
入力テキストのサイズが限度を超えています。小さなドキュメントを使用する。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
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• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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BatchDetectEntities
名前付きエンティティの検査を検査し、それらに関する情報を返します。名前付きエンティティの詳細に
ついては、「」を参照してください。エンティティ」(開発者Comprehend) を参照してください。

リクエストの構文
{
}

"LanguageCode": "string",
"TextList": [ "string" ]

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
LanguageCode (p. 264)
入力ドキュメントの言語。Amazon Comprehend でサポートされるいずれかを指定できます。すべて
のドキュメントは、同じ言語である必要があります。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt | ar | hi | ja | ko | zh | zh-TW
必須: はい
TextList (p. 264)
入力ドキュメントの UTF-8 エンコードされたテキストを含むリスト。リストには最大 25 個のドキュ
メントを含めることができます。各ドキュメントの最大サイズは 5 KB です。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: はい

レスポンスの構文
{

"ErrorList": [
{
"ErrorCode": "string",
"ErrorMessage": "string",
"Index": number
}
],
"ResultList": [
{
"Entities": [
{
"BeginOffset": number,
"EndOffset": number,
"Score": number,
"Text": "string",
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}

}

]

}

"Type": "string"

],
"Index": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ErrorList (p. 264)
1つを含むリストBatchItemError (p. 486)エラーを含む各ドキュメントのオブジェクト。結果
は、Indexフィールドを選択し、入力リスト内のドキュメントの順序と一致させます。バッチにエ
ラーがない場合、ErrorListが空白。
Type: 配列BatchItemError (p. 486)オブジェクト
ResultList (p. 264)
のリストBatchDetectEntitiesItemResult (p. 482)操作の結果を含むオブジェクト。結果
は、Indexフィールドを選択し、入力リスト内のドキュメントの順序と一致させます。すべてのド
キュメントにエラーが含まれている場合は、ResultListが空白。
Type: 配列BatchDetectEntitiesItemResult (p. 482)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
BatchSizeLimitExceededException
要求に含まれる文書の数が制限の25を超えています。ドキュメントの数を減らしてリクエストを再試
行してください。
HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TextSizeLimitExceededException
入力タイプのエンティティの制限を超えています。小さなドキュメントを使用する。
HTTP ステータスコード: 400
UnsupportedLanguageException
Amazon Comprehend は、入力テキストの言語を処理できません。カスタムエンティティ認識 API
では、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、またはポルトガル語のみが受け
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入れられます。サポートされている言語のリストについては、サポートされている言語」(開発者
Comprehend) を参照してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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BatchDetectKeyPhrases
文書のバッチで見つかった主要な名詞句を検出します。

リクエストの構文
{
}

"LanguageCode": "string",
"TextList": [ "string" ]

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
LanguageCode (p. 267)
入力ドキュメントの言語。Amazon Comprehend でサポートされる主要言語のいずれかを指定できま
す。すべてのドキュメントは、同じ言語である必要があります。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt | ar | hi | ja | ko | zh | zh-TW
必須: はい
TextList (p. 267)
入力ドキュメントの UTF-8 エンコードされたテキストを含むリスト。リストには最大 25 個のドキュ
メントを含めることができます。各ドキュメントの最大サイズは 5 KB です。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: はい

レスポンスの構文
{

"ErrorList": [
{
"ErrorCode": "string",
"ErrorMessage": "string",
"Index": number
}
],
"ResultList": [
{
"Index": number,
"KeyPhrases": [
{
"BeginOffset": number,
"EndOffset": number,
"Score": number,
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}

]

}

]

}

"Text": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ErrorList (p. 267)
1 つを含むリストBatchItemError (p. 486)エラーを含む各ドキュメントのオブジェクト。結果は、で
昇順に並べ替えられます。Indexフィールドを選択し、入力リスト内のドキュメントの順序と一致さ
せます。バッチにエラーがない場合、ErrorListが空白。
Type: 配列BatchItemError (p. 486)オブジェクト
ResultList (p. 267)
のリストBatchDetectKeyPhrasesItemResult (p. 483)は、操作の結果を含むオブジェクト。結果は、
で昇順に並べ替えられます。Indexフィールドを選択し、入力リスト内のドキュメントの順序と一致
させます。すべてのドキュメントにエラーが含まれている場合は、ResultListが空白。
Type: 配列BatchDetectKeyPhrasesItemResult (p. 483)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
BatchSizeLimitExceededException
要求に含まれる文書の数が制限の25を超えています。ドキュメントを減らしてリクエストを再試行し
てください。
HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TextSizeLimitExceededException
入力テキストのサイズが制限を超えています。小さなドキュメントを使用します。
HTTP ステータスコード: 400
UnsupportedLanguageException
Amazon Comprehend は、入力テキストの言語を処理できません。カスタムエンティティ認識 API で
は、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、またはポルトガル語のみが受け入れら
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れます。サポートされている言語のリストについては、サポートされている言語」(Comprehend 開発
者ガイド) を参照してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

269

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
BatchDetectSentiment

BatchDetectSentiment
文書のバッチを検査し、一般的な感情の推論を返します。POSITIVE,NEUTRAL,MIXED, また
はNEGATIVE、それぞれに。

リクエストの構文
{
}

"LanguageCode": "string",
"TextList": [ "string" ]

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
LanguageCode (p. 270)
入力ドキュメントの言語。Amazon Comprehend でサポートされる主要言語のいずれかを指定できま
す。すべてのドキュメントは、同じ言語である必要があります。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt | ar | hi | ja | ko | zh | zh-TW
必須: はい
TextList (p. 270)
入力ドキュメントの UTF-8 エンコードされたテキストを含むリスト。リストには最大 25 個のドキュ
メントを含めることができます。各ドキュメントの最大サイズは 5 KB です。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: はい

レスポンスの構文
{

"ErrorList": [
{
"ErrorCode": "string",
"ErrorMessage": "string",
"Index": number
}
],
"ResultList": [
{
"Index": number,
"Sentiment": "string",
"SentimentScore": {
"Mixed": number,
"Negative": number,
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}

]

}

}

"Neutral": number,
"Positive": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ErrorList (p. 270)
1つを含むリストBatchItemError (p. 486)エラーを含む各ドキュメントのオブジェクト。結果
は、Indexフィールドを選択し、入力リスト内のドキュメントの順序と一致させます。バッチにエ
ラーがない場合、ErrorListが空白。
Type: 配列BatchItemError (p. 486)オブジェクト
ResultList (p. 270)
のリストBatchDetectSentimentItemResult (p. 484)操作の結果を含むオブジェクト。結果
は、Indexフィールドを選択し、入力リスト内のドキュメントの順序と一致させます。すべてのド
キュメントにエラーが含まれている場合は、ResultListが空白。
Type: 配列BatchDetectSentimentItemResult (p. 484)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
BatchSizeLimitExceededException
要求に含まれる文書の数が制限の25を超えています。ドキュメントを減らして、リクエストを再試行
してください。
HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TextSizeLimitExceededException
入力テキストのサイズが制限を超えています。小さなドキュメントを使用します。
HTTP ステータスコード: 400
UnsupportedLanguageException
Amazon Comprehend は、入力テキストの言語を処理できません。カスタムエンティティ認識 API で
は、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、またはポルトガル語のみが受け入れら
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れます。サポートされている言語のリストについては、サポートされている言語」(Comprehend 開発
者ガイド) を参照してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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BatchDetectSyntax
文書のバッチのテキストで、文書内の単語の構文と品詞を検査し、それらに関する情報を返します。詳細
については、次を参照してください。構文」(開発者Comprehend) を参照してください。

リクエストの構文
{
}

"LanguageCode": "string",
"TextList": [ "string" ]

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
LanguageCode (p. 273)
入力ドキュメントの言語。Amazon Comprehend でサポートされる言語のいずれかを指定できます。
ドイツ語 (「de」)、英語 (「en」)、スペイン語 (「es」)、フランス語 (「fr」)、イタリア語 (「it」)、
またはポルトガル語 (「pt」)。すべてのドキュメントは、同じ言語である必要があります。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt
必須: はい
TextList (p. 273)
入力ドキュメントの UTF-8 エンコードされたテキストを含むリスト。リストには最大 25 個のドキュ
メントを含めることができます。各ドキュメントの最大サイズは 5 KB です。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: はい

レスポンスの構文
{

"ErrorList": [
{
"ErrorCode": "string",
"ErrorMessage": "string",
"Index": number
}
],
"ResultList": [
{
"Index": number,
"SyntaxTokens": [
{
"BeginOffset": number,
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}

]

}

]

}

"EndOffset": number,
"PartOfSpeech": {
"Score": number,
"Tag": "string"
},
"Text": "string",
"TokenId": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ErrorList (p. 273)
1 つを含むリストBatchItemError (p. 486)エラーを含む各ドキュメントのオブジェクト。結果は、で
昇順に並べ替えられます。Indexフィールドを選択し、入力リスト内のドキュメントの順序と一致さ
せます。バッチにエラーがない場合、ErrorList空白。
Type: 配列BatchItemError (p. 486)オブジェクト
ResultList (p. 273)
のリストBatchDetectSyntaxItemResult (p. 485)操作の結果を含むオブジェクト。結果は、で昇順に
並べ替えられます。Indexフィールドを選択し、入力リスト内のドキュメントの順序と一致させま
す。すべてのドキュメントにエラーが含まれている場合は、ResultList空白。
Type: 配列BatchDetectSyntaxItemResult (p. 485)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
BatchSizeLimitExceededException
要求に含まれる文書の数が制限の25を超えています。ドキュメントの数を減らして、リクエストを再
試行してください。
HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TextSizeLimitExceededException
入力テキストのサイズが制限を超えています。小さなドキュメントを使用する。
HTTP ステータスコード: 400
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UnsupportedLanguageException
Amazon Comprehend は、入力テキストの言語を処理できません。カスタムエンティティ認識 API
では、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、またはポルトガル語のみが受け
入れられます。サポートされている言語のリストについては、サポートされている言語」(開発者
Comprehend) を参照してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ClassifyDocument
以前に作成されたトレーニング済みカスタムモデルとエンドポイントを使用して、単一のドキュメントを
リアルタイムで分析するための新しいドキュメントの分類リクエストを作成します。

リクエストの構文
{
}

"EndpointArn": "string",
"Text": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
EndpointArn (p. 276)
エンドポイントの Amazon リソースナンバー (ARN)。エンドポイントの詳細については、「」を参照
してください。エンドポイントの管理。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:documentclassifier-endpoint/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
必須: はい
Text (p. 276)
分析する文書テキスト。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: はい

レスポンスの構文
{

"Classes": [
{
"Name": "string",
"Score": number
}
],
"Labels": [
{
"Name": "string",
"Score": number
}
]
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Classes (p. 276)
分析中のドキュメントによって使用されるクラス。これらは、マルチクラスのトレーニング済みモデ
ルに使用されます。個々のクラスは相互に排他的であり、各ドキュメントには単一のクラスのみが割
り当てられていることが期待されます。たとえば、動物は犬または猫できますが、両方を同時に使用
することはできません。
Type: 配列DocumentClass (p. 490)オブジェクト
Labels (p. 276)
ラベルは分析中の文書を使用していました。これらは、マルチラベルのトレーニング済みモデルに使
用されます。個々のラベルは、何らかの方法で関連し、相互に排他的ではないさまざまなカテゴリを
表します。たとえば、映画は単なるアクション映画でも、アクション映画、SF映画、コメディーでも
すべて同時に使用できます。
Type: 配列DocumentLabel (p. 507)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceUnavailableException
指定されたリソースは利用できません。リソースを確認して、リクエストを再度試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
TextSizeLimitExceededException
入力テキストのサイズが制限を超えています。小さなドキュメントを使用する。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
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• AWS SDK for .NET
•
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ContainsPiiEntities
入力テキストで個人識別情報 (PII) の有無を分析し、名前、住所、銀行口座番号、電話番号など、識別され
た PII エンティティタイプのラベルを返します。

リクエストの構文
{
}

"LanguageCode": "string",
"Text": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
LanguageCode (p. 279)
入力ドキュメントの言語。現在、英語は唯一の有効な言語です。
Type: 文字列
有効な値: en
必須: はい
Text (p. 279)
A UTF-8 テキスト文字列。文字列の最大サイズは 100 KB です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"Labels": [
{
"Name": "string",
"Score": number
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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Labels (p. 279)
分析されるドキュメントで使用されているラベル。個々のラベルは、個人を特定できる情報 (PII) エン
ティティタイプを表します。
Type: 配列EntityLabel (p. 524)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TextSizeLimitExceededException
入力テキストのサイズが制限を超えています。小さなドキュメントを使用する。
HTTP ステータスコード: 400
UnsupportedLanguageException
Amazon Comprehend は、入力テキストの言語を処理できません。カスタムエンティティ認識 API で
は、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、またはポルトガル語のみが受け入れら
れます。サポートされている言語のリストについては、サポートされている言語」(Comprehend) 開
発者ガイドを参照してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateDocumentClassifier
ドキュメントの分類に使用できる新しいドキュメントの分類子を作成します。分類子を作成するには、使
用するカテゴリでラベル付けされた一連のトレーニングドキュメントを提供します。分類子がトレーニン
グされたら、それを使用して一連のラベル付き文書をカテゴリに分類できます。詳細については、次を参
照してください。文書分類Comprehend (

リクエストの構文
{

}

"ClientRequestToken": "string",
"DataAccessRoleArn": "string",
"DocumentClassifierName": "string",
"InputDataConfig": {
"AugmentedManifests": [
{
"AnnotationDataS3Uri": "string",
"AttributeNames": [ "string" ],
"DocumentType": "string",
"S3Uri": "string",
"SourceDocumentsS3Uri": "string",
"Split": "string"
}
],
"DataFormat": "string",
"LabelDelimiter": "string",
"S3Uri": "string",
"TestS3Uri": "string"
},
"LanguageCode": "string",
"Mode": "string",
"ModelKmsKeyId": "string",
"ModelPolicy": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"VersionName": "string",
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
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ClientRequestToken (p. 281)
リクエストの一意の識別子。クライアントリクエストトークンを設定しない場合、Amazon
Comprehend によって生成されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 文字です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
必須 いいえ
DataAccessRoleArn (p. 281)
入力データAWS Identity Amazon リソースネーム (ARN) ロールの Amazon Comprehend ーム
(ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須 はい
DocumentClassifierName (p. 281)
ドキュメント分類子名。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必須 はい
InputDataConfig (p. 281)
ジョブの入力データの形式と場所を指定します。
型: DocumentClassifierInputDataConfig (p. 498) オブジェクト
必須 はい
LanguageCode (p. 281)
入力ドキュメントの言語。Amazon Comprehend でサポートされる言語のいずれかを指定できます。
ドイツ語 (「de」)、英語 (「en」)、スペイン語 (「es」)、フランス語 (「fr」)、イタリア語 (「it」)、
またはポルトガル語 (「pt」)。すべての文書は、同じ言語である必要があります。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt
必須 はい
Mode (p. 281)
分類器がトレーニングされるモードを示します。分類子は、ドキュメントごとに 1 つだけのクラスを
識別するマルチクラスモード、またはドキュメントごとに 1 つ以上のラベルを識別するマルチラベル
モードでトレーニングできます。マルチラベルモードでは、個々のドキュメントの複数のラベルは区
切り文字で区切られます。ラベル間のデフォルトの区切り記号はパイプ (|) です。
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Type: 文字列
有効な値: MULTI_CLASS | MULTI_LABEL
必須 いいえ
ModelKmsKeyId (p. 281)
トレーニングされたカスタムモデルを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する AWS Key
Management Service (KMS) キーの ID。- ModelKmsKeyId 次の形式のいずれかになります。
• KMS キー ID"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須 いいえ
ModelPolicy (p. 281)
カスタムドキュメント分類子モデルにアタッチするリソースベースのポリシー。このポリシーを使用
して、別の AWS アカウントにカスタムモデルのインポートを許可できます。
改行なしで UTF-8 エンコードされた文字列として入力する JSON 本文としてポリシーを指定します。
有効な JSON を提供するには、属性名と値を二重引用符で囲みます。JSON 本文も二重引用符で囲ま
れている場合は、ポリシー内の二重引用符をエスケープする必要があります。
"{\"attribute\": \"value\", \"attribute\": [\"value\"]}"
引用符のエスケープを避けるため、一重引用符を使用してポリシーを囲みます。
'{"attribute": "value", "attribute": ["value"]}'
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 20000 です。
パターン: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]+
必須 いいえ
OutputDataConfig (p. 281)
カスタム分類子ジョブの出力結果構成パラメーターの追加を有効にします。
型: DocumentClassifierOutputDataConfig (p. 500) オブジェクト
必須 いいえ
Tags (p. 281)
作成する文書分類子に関連付けるタグ。タグは Amazon Comprehend で使用されるリソースにメタ
データとして追加されるキーと値のペアです。たとえば、キーとして「Sales」を含むタグをリソース
に追加して、営業部門が使用していることを示すことができます。
Type: Array of Tag (p. 570)オブジェクト
必須 いいえ
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VersionName (p. 281)
新しく作成された分類子に付けられるバージョン名。バージョン名は最大 256 文字です。英数字、ハ
イフン (_) を使用できます。バージョン名は、アカウント/AWS リージョンの同じ分類子名を持つすべ
てのモデル間で一意であることが必要です。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必須 いいえ
VolumeKmsKeyId (p. 281)
分析ジョブを処理AWS Key Management Service (KMS)、ストレージボリュームのデータを暗号化
するために Amazon Comprehend が使用する、ストレージボリュームのデータを暗号化するために
Amazon Comprehend が使用する - VolumeKmsKeyId 次の形式のいずれかになります。
• KMS キー ID"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須 いいえ
VpcConfig (p. 281)
カスタム分類子に使用しているリソースを含む、オプションのプライベートVirtual Private Cloud
(VPC) の設定パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須 いいえ

レスポンスの構文
{
}

"DocumentClassifierArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DocumentClassifierArn (p. 284)
ドキュメント分類子を識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
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長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:documentclassifier/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード 400
KmsKeyValidationException
入力された KMS カスタマー管理キー (CMK) は検証できません。キーを確認して、再入力します。
HTTP ステータスコード 400
ResourceInUseException
指定されたリソース名はすでに使用されています 別の名前を使用してリクエストを再試行してくださ
い。
HTTP ステータスコード 400
ResourceLimitExceededException
アカウントあたりのリソースの最大数を超えました。リソースを確認して、リクエストを再試行して
ください。
HTTP ステータスコード 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP ステータスコード 400
UnsupportedLanguageException
Amazon Comprehend は、入力テキストの言語を処理できません。カスタムエンティティ認識 API で
は、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、またはポルトガル語のみが受け入れら
れます。サポートされている言語のリストについては、サポートされている言語Comprehend (
HTTP ステータスコード 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateEndpoint
以前にトレーニングされたカスタムモデルの同期推論用にモデル固有のエンドポイントを作成します。エ
ンドポイントの管理。

リクエストの構文
{

}

"ClientRequestToken": "string",
"DataAccessRoleArn": "string",
"DesiredInferenceUnits": number,
"EndpointName": "string",
"ModelArn": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ClientRequestToken (p. 287)
顧客によって提供されるべき等トークン。このトークンが以前のエンドポイント作成リクエストと一
致する場合、Amazon Comprehend はResourceInUseException。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 文字です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
必須: いいえ
DataAccessRoleArn (p. 287)
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon Comprehend リソースネーム
(ARN)ModelKmsKeyId).
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: いいえ
DesiredInferenceUnits (p. 287)
このエンドポイントを使用するモデルで使用される推論単位の数。各推論単位は、毎秒 100 文字のス
ループットを表します。
Type: 整数
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有効範囲: 最小値は 1 です。
必須: はい
EndpointName (p. 287)
これは、その一部となる説明的な接尾辞です。EndpointArnこのリソースへの後続のすべてのリクエ
ストに使用されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 40 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必須: はい
ModelArn (p. 287)
エンドポイントのアタッチ先となるモデルの Amazon リソースナンバー (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier|entity-recognizer)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zAZ0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: はい
Tags (p. 287)
作成されるエンドポイントに関連付けられているタグ。タグは、エンドポイントにメタデータを追加
するキーと値のペアで構成されます。例えば、キーが「Sales」であるタグをエンドポイントに追加し
て、営業部門が使用していることを示すことができます。
Type: 配列Tag (p. 570)オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
{
}

"EndpointArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
EndpointArn (p. 288)
作成されるエンドポイントのAmazon リソースナンバー (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
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パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier-endpoint|entity-recognizer-endpoint)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソース名は、既に使われています。別の名前を使用してリクエストを再度試みてくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceLimitExceededException
アカウントあたりのリソースの最大数を超えました。リソースを確認して、リクエストを再度試みて
ください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みてくだ
さい。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceUnavailableException
指定されたリソースは利用できません。リソースを確認して、リクエストを再度試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再実行してください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS向け SDK JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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CreateEntityRecognizer
送信されたファイルを使用してエンティティのレコグナイザーを作成し
ます。必須。CreateEntityRecognizerリクエストが送信された場合
は、DescribeEntityRecognizer (p. 319)API。

リクエストの構文
{

}

"ClientRequestToken": "string",
"DataAccessRoleArn": "string",
"InputDataConfig": {
"Annotations": {
"S3Uri": "string",
"TestS3Uri": "string"
},
"AugmentedManifests": [
{
"AnnotationDataS3Uri": "string",
"AttributeNames": [ "string" ],
"DocumentType": "string",
"S3Uri": "string",
"SourceDocumentsS3Uri": "string",
"Split": "string"
}
],
"DataFormat": "string",
"Documents": {
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string",
"TestS3Uri": "string"
},
"EntityList": {
"S3Uri": "string"
},
"EntityTypes": [
{
"Type": "string"
}
]
},
"LanguageCode": "string",
"ModelKmsKeyId": "string",
"ModelPolicy": "string",
"RecognizerName": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"VersionName": "string",
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

291

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
CreateEntityRecognizer

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ClientRequestToken (p. 291)
リクエストの一意の識別子。クライアントリクエストトークンを設定しない場合、Amazon
Comprehend によって生成されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 文字です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
必: 必: いいえ
DataAccessRoleArn (p. 291)
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する AWS Identity and Management
(IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必: 必: はい
InputDataConfig (p. 291)
入力データの形式と場所を指定します。入力データを含む S3 バケットは、作成されるエンティティ
認識と同じリージョンに配置されている必要があります。
型: EntityRecognizerInputDataConfig (p. 531) オブジェクト
必: 必: はい
LanguageCode (p. 291)
Amazon Comprehend でサポートされる次の言語のいずれかを指定できます。英語（「en」）、スペ
イン語（「es」）、フランス語（「fr」）、イタリア語（「it」）、ドイツ語（「de」）、またはポル
トガル語（「pt」）。すべての文書は、同じ言語である必要があります。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | it | de | pt
必: 必: はい
ModelKmsKeyId (p. 291)
Amazon Comprehend が、トレーニングされたカスタムモデルの暗号化に使用する AWS Key
Management Service (KMS) キーの ID。- ModelKmsKeyId 次の形式のいずれかになります。
• KMS キー ID: 必須:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
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長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必: 必: いいえ
ModelPolicy (p. 291)
カスタムエンティティ認識モデルにアタッチする JSON リソースベースのポリシー。このポリシーを
使用して、別の AWS アカウントにカスタムモデルのインポートを許可できます。
JSON を、改行なしで UTF-8 でエンコードされた文字列として提供します。ポリシーに有効な JSON
を提供するには、属性名と値を二重引用符で囲みます。JSON 本文も二重引用符で囲まれている場合
は、ポリシー内の二重引用符をエスケープする必要があります。
"{\"attribute\": \"value\", \"attribute\": [\"value\"]}"
引用符のエスケープを避けるため、一重引用符を使用してポリシーを囲み、二重引用符を使用して
JSON 名と値を囲みます。
'{"attribute": "value", "attribute": ["value"]}'
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 20000 です。
パターン: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]+
必: 必: いいえ
RecognizerName (p. 291)
新しく作成された認識機能に付けられた名前。レコグナイザー名は最大 256 文字です。英数字、ハ
イフン (-) を含めることができます。この名前はアカウント/リージョン内で一意であることが必要で
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必: 必: はい
Tags (p. 291)
作成するエンティティ認識機能に関連付けられるタグ。タグは、Amazon Comprehend で使用される
リソースにメタデータとして追加されるキーと値のペアです。例えば、キーとして「Sales」を含むタ
グをリソースに追加して、営業部門が使用していることを示すことができます。
Type: 配列:Tag (p. 570)オブジェクト
必: 必: いいえ
VersionName (p. 291)
新しく作成されたレコグナイザーに付けられるバージョン名。バージョン名は最大 256 文字です。英
数字、ハイフン (-) を含めることができます。バージョン名は、アカウント/ AWS リージョンで同じ
認識者名を持つすべてのモデル間で一意であることが必要です。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
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パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必: 必: いいえ
VolumeKmsKeyId (p. 291)
分析ジョブを処理する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリュー
ムのデータを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する AWS Key Management Service
(KMS) キーの ID。- VolumeKmsKeyId 次の形式のいずれかになります。
• KMS キー ID: 必須:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必: 必: いいえ
VpcConfig (p. 291)
カスタムエンティティ認識機能に使用しているリソースを含む、オプションのプライベートVirtual
Private Cloud (VPC) の設定パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必: 必: いいえ

レスポンスの構文
{
}

"EntityRecognizerArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
EntityRecognizerArn (p. 294)
エンティティ認識者を識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:entityrecognizer/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
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InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP コード:必須:: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効。
HTTP コード:必須:: 400
KmsKeyValidationException
入力された KMS カスタマー管理キー (CMK) は検証できません。キーを確認して、再入力します。
HTTP コード:必須:: 400
ResourceInUseException
指定されたリソース名はすでに使用されています 別の名前を使用してリクエストを再実行してくださ
い。
HTTP コード:必須:: 400
ResourceLimitExceededException
アカウントあたりのリソースの最大数を超えました。リソースを確認して、リクエストを再実行して
ください。
HTTP コード:必須:: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP コード:必須:: 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP コード:必須:: 400
UnsupportedLanguageException
Amazon Comprehend は、入力テキストの言語を処理できません。カスタムエンティティ認識 API で
は、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、またはポルトガル語のみが受け入れ
られます。サポートされている言語のリストについては、必須、必須。サポートされている言語」
(Comprehend 開発者ガイド) を参照してください。
HTTP コード:必須:: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
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• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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DeleteDocumentClassifier
以前に作成したドキュメントの分類子を削除します
終了状態 (IN_ERROR、TRAINED) にある分類器のみが削除されます。アクティブな推論ジョブがモデル
を使用している場合、ResourceInUseException返却されます。
これは、分類子を DELETING 状態にし、バックグラウンドジョブによって削除する非同期アクションで
す。削除すると、分類子はアカウントから消え、使用できなくなります。

リクエストの構文
{
}

"DocumentClassifierArn": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DocumentClassifierArn (p. 297)
ドキュメントの分類子を識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:documentclassifier/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
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ResourceInUseException
指定されたリソースの名前はすでに使用されています 別の名前を使用してもう一度試します。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みてくだ
さい。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceUnavailableException
指定されたリソースは利用できません。リソースを確認して、リクエストを再度試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再度試みてください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteEndpoint
以前にトレーニングされたカスタムモデルのモデル固有のエンドポイントを削除します。モデルを削除す
るには、すべてのエンドポイントを削除する必要があります。エンドポイントの詳細については、「」を
参照してください。エンドポイントの管理。

リクエストの構文
{
}

"EndpointArn": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
EndpointArn (p. 299)
削除するエンドポイントの Amazon リソース番号 (&ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier-endpoint|entity-recognizer-endpoint)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソース名はすでに使用されています 別の名前を使用してリクエストを再実行してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException
指定されたリソース。ARN この。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再実行してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteEntityRecognizer
エンティティのレコグナイザーを削除します。
終了状態 (IN_ERROR、TRAINED) にあるレコグナイザのみが削除されます。アクティブな推論ジョブが
モデルを使用している場合、ResourceInUseException返却されます。
これは、レコグナイザを DELETING 状態にする非同期アクションで、バックグラウンドジョブによって削
除されます。削除すると、レコグナイザーはアカウントから消え、使用できなくなります。

リクエストの構文
{
}

"EntityRecognizerArn": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
EntityRecognizerArn (p. 301)
エンティティのレコグナイザーを識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:entityrecognizer/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
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ResourceInUseException
指定されたリソースの名前はすでに使用されています 別の名前を使用してリクエストを再度試みてく
ださい。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みてくだ
さい。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceUnavailableException
指定されたリソースは利用できません。リソースを確認して、リクエストを再度試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DeleteResourcePolicy
カスタムモデルにアタッチされているリソースベースのポリシーを削除します。

リクエストの構文
{
}

"PolicyRevisionId": "string",
"ResourceArn": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
PolicyRevisionId (p. 303)
削除するポリシーのリビジョン ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 64 文字です。
パターン: [0-9A-Fa-f]+
必須: いいえ
ResourceArn (p. 303)
削除するポリシーを持つカスタムモデルバージョンの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier|entity-recognizer)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zAZ0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
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InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みてくだ
さい。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeDocumentClassificationJob
ドキュメントの分類ジョブに関連付けられているプロパティを取得します。このオペレーションを使用し
て、分類ジョブのステータスを取得します。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 305)
Amazon Comprehend によりジョブに対して生成された識別
子。StartDocumentClassificationJob (p. 410) オペレーションではレスポンスでこの識別子が返され
ます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{

"DocumentClassificationJobProperties": {
"DataAccessRoleArn": "string",
"DocumentClassifierArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
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}

}

"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DocumentClassificationJobProperties (p. 305)
ドキュメントの分類ジョブに関連付けられているプロパティを説明するオブジェクト。
型: DocumentClassificationJobProperties (p. 493) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエストの数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeDocumentClassifier
ドキュメントの分類子に関連付けられているプロパティを取得します。

リクエストの構文
{
}

"DocumentClassifierArn": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DocumentClassifierArn (p. 308)
ドキュメントの分類子を識別する Amazon リソースネーム
(ARN)。CreateDocumentClassifier (p. 281) オペレーションではレスポンスでこの識別子が返されま
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:documentclassifier/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須: はい

レスポンスの構文
{

"DocumentClassifierProperties": {
"ClassifierMetadata": {
"EvaluationMetrics": {
"Accuracy": number,
"F1Score": number,
"HammingLoss": number,
"MicroF1Score": number,
"MicroPrecision": number,
"MicroRecall": number,
"Precision": number,
"Recall": number
},
"NumberOfLabels": number,
"NumberOfTestDocuments": number,
"NumberOfTrainedDocuments": number
},
"DataAccessRoleArn": "string",
"DocumentClassifierArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"AugmentedManifests": [
{
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"AnnotationDataS3Uri": "string",
"AttributeNames": [ "string" ],
"DocumentType": "string",
"S3Uri": "string",
"SourceDocumentsS3Uri": "string",
"Split": "string"

}
],
"DataFormat": "string",
"LabelDelimiter": "string",
"S3Uri": "string",
"TestS3Uri": "string"

}

}

},
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"Mode": "string",
"ModelKmsKeyId": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SourceModelArn": "string",
"Status": "string",
"SubmitTime": number,
"TrainingEndTime": number,
"TrainingStartTime": number,
"VersionName": "string",
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DocumentClassifierProperties (p. 308)
ドキュメントの分類子に関連付けられたプロパティを含むオブジェクト。
型: DocumentClassifierProperties (p. 501) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は、見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みてく
ださい。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeDominantLanguageDetectionJob
主要な言語検出ジョブに関連付けられているプロパティを取得します。このオペレーションを使用して、
検出ジョブのステータスを取得します。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 311)
Amazon Comprehend によりジョブに対して生成された識別
子。StartDominantLanguageDetectionJob (p. 415) オペレーションではレスポンスでこの識別子が返
されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{

"DominantLanguageDetectionJobProperties": {
"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
"VolumeKmsKeyId": "string",
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}

}

"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DominantLanguageDetectionJobProperties (p. 311)
主要言語検出ジョブに関連付けられたプロパティを含むオブジェクト。
型: DominantLanguageDetectionJobProperties (p. 511) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエストの数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
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• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeEndpoint
特定のエンドポイントに関連付けられているプロパティを取得します。このオペレーションを使用して、
エンドポイントのステータスを取得します。エンドポイントの詳細については、「」を参照してくださ
い。エンドポイントの管理。

リクエストの構文
{
}

"EndpointArn": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
EndpointArn (p. 314)
記述されているエンドポイントの Amazon リソースナンバー (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier-endpoint|entity-recognizer-endpoint)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"EndpointProperties": {
"CreationTime": number,
"CurrentInferenceUnits": number,
"DataAccessRoleArn": "string",
"DesiredDataAccessRoleArn": "string",
"DesiredInferenceUnits": number,
"DesiredModelArn": "string",
"EndpointArn": "string",
"LastModifiedTime": number,
"Message": "string",
"ModelArn": "string",
"Status": "string"
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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EndpointProperties (p. 314)
特定のエンドポイントに関連する情報を説明します。
型: EndpointProperties (p. 515) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN)。ARN を確認して、リクエストを再度試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeEntitiesDetectionJob
エンティティ検出ジョブに関連付けられているプロパティを取得します。このオペレーションを使用し
て、検出ジョブのステータスを取得します。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 316)
Amazon Comprehend によりジョブに対して生成された識別子。StartEntitiesDetectionJob (p. 420)
オペレーションではレスポンスでこの識別子が返されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{

"EntitiesDetectionJobProperties": {
"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"EntityRecognizerArn": "string",
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
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}

}

"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
EntitiesDetectionJobProperties (p. 316)
エンティティ検出ジョブ翻訳ジョブ翻訳ジョブ翻訳ジョブ翻訳ジョブ翻訳ジョブ翻訳ジョブ翻訳ジョ
ブ翻訳ジョブ
型: EntitiesDetectionJobProperties (p. 519) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
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• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeEntityRecognizer
エンティティに関する詳細 (ステータス、トレーニングデータを含む S3 バケット、レコグナイザーメタ
データ、メトリクスなど) を提供します。

リクエストの構文
{
}

"EntityRecognizerArn": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
EntityRecognizerArn (p. 319)
エンティティレコグナイザーを識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:entityrecognizer/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須: はい

レスポンスの構文
{

"EntityRecognizerProperties": {
"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"EntityRecognizerArn": "string",
"InputDataConfig": {
"Annotations": {
"S3Uri": "string",
"TestS3Uri": "string"
},
"AugmentedManifests": [
{
"AnnotationDataS3Uri": "string",
"AttributeNames": [ "string" ],
"DocumentType": "string",
"S3Uri": "string",
"SourceDocumentsS3Uri": "string",
"Split": "string"
}
],
"DataFormat": "string",
"Documents": {
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string",
"TestS3Uri": "string"
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},
"EntityList": {
"S3Uri": "string"
},
"EntityTypes": [
{
"Type": "string"
}
]

}

}

},
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"ModelKmsKeyId": "string",
"RecognizerMetadata": {
"EntityTypes": [
{
"EvaluationMetrics": {
"F1Score": number,
"Precision": number,
"Recall": number
},
"NumberOfTrainMentions": number,
"Type": "string"
}
],
"EvaluationMetrics": {
"F1Score": number,
"Precision": number,
"Recall": number
},
"NumberOfTestDocuments": number,
"NumberOfTrainedDocuments": number
},
"SourceModelArn": "string",
"Status": "string",
"SubmitTime": number,
"TrainingEndTime": number,
"TrainingStartTime": number,
"VersionName": "string",
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
EntityRecognizerProperties (p. 319)
エンティティレコグナイザに関連する情報について説明します。
型: EntityRecognizerProperties (p. 535) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
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InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は、見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みてく
ださい。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeEventsDetectionJob
イベント検出ジョブのステータスと詳細を取得します。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 322)
イベント検出ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"EventsDetectionJobProperties": {
"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
"TargetEventTypes": [ "string" ]
}

322

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
DescribeEventsDetectionJob

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
EventsDetectionJobProperties (p. 322)
イベント検出ジョブに関連付けられたプロパティを含むオブジェクト。
型: EventsDetectionJobProperties (p. 543) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS Command Line Interface
AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go

•
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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DescribeKeyPhrasesDetectionJob
キーフレーズ検出ジョブに関連付けられているプロパティを取得します。このオペレーションを使用し
て、検出ジョブのステータスを取得します。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 324)
Amazon Comprehend によりジョブに対して生成された識別
子。StartKeyPhrasesDetectionJob (p. 429) オペレーションではレスポンスでこの識別子が返されま
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{

"KeyPhrasesDetectionJobProperties": {
"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
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}

}

"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
KeyPhrasesDetectionJobProperties (p. 324)
キーフレーズ検出ジョブに関連付けられたプロパティを含むオブジェクト。
型: KeyPhrasesDetectionJobProperties (p. 550) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribePiiEntitiesDetectionJob
PII エンティティ検出ジョブに関連付けられているプロパティを取得します。たとえば、この操作を使用し
てジョブステータスを取得することができます。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 327)
Amazon Comprehend によりジョブに対して生成された識別
子。StartPiiEntitiesDetectionJob (p. 434) オペレーションではレスポンスでこの識別子が返されま
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{

"PiiEntitiesDetectionJobProperties": {
"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"Mode": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
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}

}

"RedactionConfig": {
"MaskCharacter": "string",
"MaskMode": "string",
"PiiEntityTypes": [ "string" ]
},
"SubmitTime": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
PiiEntitiesDetectionJobProperties (p. 327)
PII エンティティ検出ジョブに関する情報を提供します。
型: PiiEntitiesDetectionJobProperties (p. 557) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブの ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
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• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeResourcePolicy
ポリシーの JSON 本文を含む、カスタムモデルにアタッチされているリソースベースのポリシーの詳細を
取得します。

リクエストの構文
{
}

"ResourceArn": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ResourceArn (p. 330)
記述するポリシーの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier|entity-recognizer)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zAZ0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"CreationTime": number,
"LastModifiedTime": number,
"PolicyRevisionId": "string",
"ResourcePolicy": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
CreationTime (p. 330)
ポリシーの作成時刻。
Type: タイムスタンプ
LastModifiedTime (p. 330)
ポリシーが最後に変更された時刻。
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Type: タイムスタンプ
PolicyRevisionId (p. 330)
ポリシーのリビジョン ID。ポリシーを変更するたびに、Amazon Comprehend は新しいリビジョン ID
を割り当て、ポリシーの以前のバージョンを削除します。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 64 文字です。
パターン: [0-9A-Fa-f]+
ResourcePolicy (p. 330)
リソースベースのポリシーの JSON 本文。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 20000 です。
パターン: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]+

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は、見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再実行してく
ださい。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeSentimentDetectionJob
センチメント検出ジョブに関連付けられているプロパティを取得します。このオペレーションを使用し
て、検出ジョブのステータスを取得します。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 333)
Amazon Comprehend によりジョブに対して生成された識別
子。StartSentimentDetectionJob (p. 438) オペレーションではレスポンスでこの識別子が返されま
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{

"SentimentDetectionJobProperties": {
"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
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}

}

"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
SentimentDetectionJobProperties (p. 333)
センチメント検出ジョブに関連付けられたプロパティを含むオブジェクト。
型: SentimentDetectionJobProperties (p. 565) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeTargetedSentimentDetectionJob
対象の感情検出ジョブに関連付けられたプロパティを取得します。このオペレーションを使用して、ジョ
ブのステータスを取得します。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 336)
Amazon Comprehend によりジョブに対して生成された識別
子。StartTargetedSentimentDetectionJob (p. 443) オペレーションではレスポンスでこの識別子が返
されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{

"TargetedSentimentDetectionJobProperties": {
"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
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}

}

"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
TargetedSentimentDetectionJobProperties (p. 336)
対象の感情検出ジョブに関連付けられたプロパティを含むオブジェクト。
型: TargetedSentimentDetectionJobProperties (p. 572) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信します。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DescribeTopicsDetectionJob
トピック検出ジョブに関連付けられているプロパティを取得します。このオペレーションを使用して、検
出ジョブのステータスを取得します。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 339)
ユーザーが検出ジョブに割り当てた識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{

"TopicsDetectionJobProperties": {
"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"Message": "string",
"NumberOfTopics": number,
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
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}

}

}

"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
TopicsDetectionJobProperties (p. 339)
要求されたジョブのプロパティのリスト。
型: TopicsDetectionJobProperties (p. 576) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
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• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DetectDominantLanguage
入力テキストの主要言語を決定します。Amazon Comprehend で検出できる言語のリストについては、
「」を参照してください。Amazon Comprehend でサポートされている言語。

リクエストの構文
{
}

"Text": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Text (p. 342)
A UTF-8 テキスト文字列。文字列には 20 文字以上にする必要があります。文字列の最大サイズは
100 KB です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"Languages": [
{
"LanguageCode": "string",
"Score": number
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Languages (p. 342)
Amazon Comprehend が、入力テキスト内で検出した言語。各言語について、レスポンスは RFC
5646 言語コードと、Amazon Comprehend が、その推定の精度において持っている信頼度。RFC
5646 の詳細については、「」を参照してください。言語を識別するためのタグでIETF Toolsウェブサ
イトです。
Type: の配列DominantLanguage (p. 509)オブジェクト
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エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TextSizeLimitExceededException
入力テキストのサイズが限度を超えています。小さなドキュメントを使用する。
HTTP ステータスコード: 400

例
主要言語を検出する
入力テキストが「ボブはシアトルに住んでいます。彼はAmazonのソフトウェアエンジニアです。 「の場
合、このオペレーションは以下のを返します。
{

}

"Languages": [
{
"LanguageCode": "en",
"Score": 0.9774383902549744
},
{
"LanguageCode": "de",
"Score": 0.010717987082898617
}
]

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS向け SDK JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DetectEntities
名前付きエンティティのテキストを検査し、それらに関する情報を返します。名前付きエンティティの詳
細については、「」を参照してください。エンティティ「(Comprehend) を参照してください。

リクエストの構文
{

}

"EndpointArn": "string",
"LanguageCode": "string",
"Text": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
EndpointArn (p. 345)
カスタムエンティティ認識モデルに関連付けられるエンドポイントの Amazon リソースネー
ム。Amazon Comprehend が使用するデフォルトモデルではなく、独自のカスタムモデルを使用して
エンティティを検出する場合は、エンドポイントを指定します。
エンドポイントを指定すると、Amazon Comprehend はカスタムモデルの言語を使用し、リクエスト
で指定した言語コードは無視されます。
エンドポイントの詳細については、「」を参照してください。エンドポイントの管理。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:entityrecognizer-endpoint/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
必須: いいえ
LanguageCode (p. 345)
入力ドキュメントの言語。Amazon Comprehend でサポートされる主要な言語のいずれかを指定でき
ます。すべてのドキュメントは、同じ言語である必要があります。
リクエストにカスタムエンティティ認識モデルのエンドポイントが含まれている場合、Amazon
Comprehend はカスタムモデルの言語を使用し、ここで指定した言語コードは無視されます。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt | ar | hi | ja | ko | zh | zh-TW
必須: いいえ
Text (p. 345)
A UTF-8 テキスト文字列。文字列サイズの最大は 100 KB です。
Type: 文字列
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長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"Entities": [
{
"BeginOffset": number,
"EndOffset": number,
"Score": number,
"Text": "string",
"Type": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
Entities (p. 346)
入力テキストで識別されるエンティティのコレクション。エンティティごとに、レスポンスにはエ
ンティティテキスト、エンティティタイプ、エンティティテキストの開始位置と終了位置、および
Amazon Comprehend の検出に対する信頼度が示されます。
リクエストでカスタムエンティティ認識モデルが使用されている場合、Amazon Comprehend はモデ
ルが認識するようにトレーニングされているエンティティを検出します。それ以外の場合は、既定の
エンティティタイプを検出します。デフォルトのエンティティタイプのリストについては、「」を参
照してください。エンティティ「(Comprehend) を参照してください。
Type: 配列Entity (p. 522)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceUnavailableException
指定されたリソースは利用できません。リソースを確認して、リクエストを再度試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
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TextSizeLimitExceededException
入力テキストのサイズが制限を超えています。小さなドキュメントを使用する。
HTTP ステータスコード: 400
UnsupportedLanguageException
Amazon Comprehend は、入力テキストの言語を処理できません。カスタムエンティティ認識 API で
は、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、またはポルトガル語のみが受け入れら
れます。サポートされている言語のリストについては、「」を参照してください。サポートされてい
る言語「(Comprehend) を参照してください。
HTTP ステータスコード: 400

例
エンティティの検出
入力テキストが「ボブは今日、シアトルの店舗にサンドイッチ2個とアイスクリームコーンを3個注文しま
した。 「」を参照してください。このオペレーションは以下のものを返します。

}

{
"Entities": [
{
"Text": "Bob",
"Score": 1.0,
"Type": "PERSON",
"BeginOffset": 0,
"EndOffset": 3
},
{
"Text": "two",
"Score": 1.0,
"Type": "QUANTITY",
"BeginOffset": 12,
"EndOffset": 15
},
{
"Text": "three",
"Score": 1.0,
"Type": "QUANTITY",
"BeginOffset": 32,
"EndOffset": 37
},
{
"Text": "Today",
"Score": 1.0,
"Type": "DATE",
"BeginOffset": 54,
"EndOffset": 59
},
{
"Text": "Seattle",
"Score": 1.0,
"Type": "LOCATION",
"BeginOffset": 76,
"EndOffset": 83
}
],
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DetectKeyPhrases
テキスト内で見つかったキー名詞フレーズを検出します。

リクエストの構文
{
}

"LanguageCode": "string",
"Text": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
LanguageCode (p. 349)
入力ドキュメントの言語。Amazon Comprehend でサポートされる主要言語のいずれかを指定できま
す。すべてのドキュメントは、同じ言語である必要があります。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt | ar | hi | ja | ko | zh | zh-TW
必須: はい
Text (p. 349)
A UTF-8 テキスト文字列。文字列には、UTF-8 エンコード文字で 100 KB 未満である必要がありま
す。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"KeyPhrases": [
{
"BeginOffset": number,
"EndOffset": number,
"Score": number,
"Text": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
KeyPhrases (p. 349)
Amazon Comprehend が入力テキストに対して識別したキーフレーズのコレクション。レスポンスに
は、キーフレーズに対してキーフレーズのテキスト、キーフレーズの開始位置と終了位置、Amazon
Comprehend が検出精度に対して持っている信頼レベルが表示されます。
Type: 配列KeyPhrase (p. 548)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TextSizeLimitExceededException
入力テキストのサイズが制限を超えています。小さなドキュメントを使用する。
HTTP ステータスコード: 400
UnsupportedLanguageException
Amazon Comprehend では、入力テキストの言語を処理できません。カスタムエンティティ認識 API
では、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、またはポルトガル語のみが受け入れ
られます。サポートされている言語のリストについては、サポートされている言語」(Comprehend 開
発者ガイド) を参照してください。
HTTP ステータスコード: 400

例
フレーズを検出する
入力テキストが「ボブはシアトルに住んでいます。彼はAmazonのソフトウェアエンジニアです。 」に対
しては、API は、次の情報を返します。

{
"KeyPhrases": [
{
"Text": "Bob",
"Score": 1.0,
"BeginOffset": 0,
"EndOffset": 3
},
{
"Text": "Seattle",
"Score": 1.0,
"BeginOffset": 13,
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},
{

},
{

}}

]

}

"EndOffset": 20
"Text": "a software engineer",
"Score": 1.0,
"BeginOffset": 28,
"EndOffset": 39
"Text": "Amazon",
"Score": 1.0,
"BeginOffset": 43,
"EndOffset": 49

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DetectPiiEntities
個人識別情報 (PII) を含むエンティティの入力テキストを検査し、それらに関する情報を返します。

リクエストの構文
{
}

"LanguageCode": "string",
"Text": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
LanguageCode (p. 352)
入力ドキュメントの言語。現在、英語は唯一の有効な言語です。
Type: 文字列
有効な値: en
必須: はい
Text (p. 352)
A UTF-8 テキスト文字列。文字列の最大サイズは 100 KB です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"Entities": [
{
"BeginOffset": number,
"EndOffset": number,
"Score": number,
"Type": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
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Entities (p. 352)
入力テキストで識別される PII エンティティのコレクション。各エンティティについて、レスポ
ンスにはエンティティタイプ、エンティティテキストの開始位置と終了位置、および Amazon
Comprehend の検出に対する信頼度が示されます。
Type: 配列PiiEntity (p. 560)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TextSizeLimitExceededException
入力テキストのサイズが制限度を超えています。小さなドキュメントを使用する。
HTTP ステータスコード: 400
UnsupportedLanguageException
Amazon Comprehend は入力テキストの言語を処理できません。カスタムエンティティ認識 API で
は、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、またはポルトガル語のみが受け入れら
れます。サポートされている言語のリストについては、「必須」を参照してください。サポートされ
ている言語」(理解) 開発者ガイドの最初のリリースです。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS向け SDK JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DetectSentiment
テキストを調べて、一般的なセンチメントの推論を返します (POSITIVE,NEUTRAL,MIXED, また
はNEGATIVE).

リクエストの構文
{
}

"LanguageCode": "string",
"Text": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
LanguageCode (p. 354)
入力ドキュメントの言語。Amazon Comprehend でサポートされる主要言語のいずれかを指定できま
す。すべての文書は、同じ言語である必要があります。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt | ar | hi | ja | ko | zh | zh-TW
必須: はい
Text (p. 354)
A UTF-8 テキスト文字列。文字列の最大サイズは 5 KB です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"Sentiment": "string",
"SentimentScore": {
"Mixed": number,
"Negative": number,
"Neutral": number,
"Positive": number
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

354

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
DetectSentiment

Sentiment (p. 354)
Amazon Comprehend が最も信頼度が高いと推測されるセンチメント。
Type: 文字列
有効な値: POSITIVE | NEGATIVE | NEUTRAL | MIXED
SentimentScore (p. 354)
センチメントとそれに対応する信頼レベルをリストするオブジェクト。
型: SentimentScore (p. 568) オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TextSizeLimitExceededException
入力テキストのサイズが制限を超えています。小さなドキュメントを使用する。
HTTP ステータスコード: 400
UnsupportedLanguageException
Amazon Comprehend は、入力テキストの言語を処理できません。カスタムエンティティ認識 API で
は、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、またはポルトガル語のみが受け入れら
れます。サポートされている言語のリストについては、サポートされている言語」(Comprehend) を
参照してください。
HTTP ステータスコード: 400

例
感情を検出する
入力テキストが「今日は私の誕生日です、私はとても幸せです。 」の場合、オペレーションは以下のレス
ポンスを返します。
{

}

"SentimentScore": {
"Mixed": 0.0033542951568961143,
"Positive": 0.9869875907897949,
"Neutral": 0.008563132025301456,
"Negative": 0.0010949420975521207
},
"Sentiment": "POSITIVE",
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}

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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DetectSyntax
テキストの構文と文書内の単語の品詞を検査します。詳細については、次を参照してください。構文」(開
発者Comprehend) を参照してください。

リクエストの構文
{
}

"LanguageCode": "string",
"Text": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
LanguageCode (p. 357)
入力ドキュメントの言語コード。Amazon Comprehend でサポートされる次の言語のいずれかを指定
できます。ドイツ語 (「de」)、英語 (「en」)、スペイン語 (「es」)、フランス語 (「fr」)、イタリア
語 (「it」)、またはポルトガル語 (「pt」)。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt
必須: はい
Text (p. 357)
A UTF-8 文字列。文字列の最大サイズは 5 KB です。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"SyntaxTokens": [
{
"BeginOffset": number,
"EndOffset": number,
"PartOfSpeech": {
"Score": number,
"Tag": "string"
},
"Text": "string",
"TokenId": number
}
]
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レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
SyntaxTokens (p. 357)
テキストを説明する構文トークンのコレクション。各トークンについて、レスポンスには、テキ
スト、トークンの種類、テキストの開始位置と終了位置、およびトークンが正しいとの Amazon
Comprehend の信頼度が表示されます。トークンタイプのリストについては、「」を参照してくださ
い。構文」(開発者Comprehend) を参照してください。
Type: 配列SyntaxToken (p. 569)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TextSizeLimitExceededException
入力テキストのサイズが制限を超えています。小さなドキュメントを使用する。
HTTP ステータスコード: 400
UnsupportedLanguageException
Amazon Comprehend は、入力テキストの言語を処理できません。カスタムエンティティ認識 API
では、英語、スペイン語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、またはポルトガル語のみが受け
入れられます。サポートされている言語のリストについては、サポートされている言語」(開発者
Comprehend) を参照してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS Command Line Interface
AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go

• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
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• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ImportModel
インポートするソースカスタムモデルを複製する新しいカスタムモデルを作成します。ソースモデルは、
お使いの AWS アカウントまたは別のアカウントにあります。
ソースモデルが別の AWS アカウントにある場合は、インポートを許可するリソースベースのポリシーが
必要です。
ソースモデルは、インポート時に使用しているのと同じ AWS リージョン内に存在する必要があります。
別のリージョンのモデルはインポートできません。

リクエストの構文
{

}

"DataAccessRoleArn": "string",
"ModelKmsKeyId": "string",
"ModelName": "string",
"SourceModelArn": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"VersionName": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DataAccessRoleArn (p. 360)
Amazon Comprehend Management Service (KMS) の使用を許可する AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: いいえ
ModelKmsKeyId (p. 360)
Amazon Comprehend AWS Key Management Service (KMS) キーの ID。- ModelKmsKeyId 次のいず
れかの形式になります。
• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
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必須: いいえ
ModelName (p. 360)
このインポートによって Amazon Comprehend で作成されるカスタムモデルに割り当てる名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必須: いいえ
SourceModelArn (p. 360)
インポートするカスタムモデルの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier|entity-recognizer)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zAZ0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: はい
Tags (p. 360)
このインポートによって作成されるカスタムモデルに関連付けるタグ。タグは、Amazon
Comprehend で使用されるリソースにメタデータとして追加されるキーと値のペアです。例えば、
「Sales」をキーとして使用しているタグをリソースに追加して、営業部門が使用していることを示す
ことができます。
Type: 配列Tag (p. 570)オブジェクト
必須: いいえ
VersionName (p. 360)
このインポートによって作成されるカスタムモデルに付けられたバージョン名。バージョン名は最大
256 文字です。英数字、ハイフン (-)、アンダースコア (_) を使用できます。バージョン名は、アカウ
ント/AWS リージョンの同じ分類子名を持つすべてのモデル間で一意であることが必要です。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必須: いいえ

レスポンスの構文
{
}

"ModelArn": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ModelArn (p. 361)
インポート先のカスタムモデルの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier|entity-recognizer)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zAZ0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
KmsKeyValidationException
入力された KMS カスタマー管理キー (CMK) は検証できません。キーを確認して、再入力します。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceInUseException
指定されたリソース名はすでに使用されています 別の名前を使用してリクエストを再実行してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceLimitExceededException
アカウントあたりのリソースの最大数を超えました。リソースを確認して、リクエストを再実行して
ください。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再実行してくだ
さい。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceUnavailableException
指定されたリソースは利用できません。リソースを確認して、リクエストを再実行してください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエストの数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
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HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListDocumentClassificationJobs
ユーザーによって送信されたドキュメントの分類ジョブのリストを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Filter": {
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"SubmitTimeAfter": number,
"SubmitTimeBefore": number
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filter (p. 364)
返されるジョブをフィルタリングします。ジョブを、ジョブを、送信された日時に基づいて古い順に
一覧表示できます。一度に 1 つのフィルターしか設定できません。
型: DocumentClassificationJobFilter (p. 491) オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 364)
各ページで返される結果の最大数。デフォルトは 100 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 364)
次の結果ページを指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

"DocumentClassificationJobPropertiesList": [
{
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"DataAccessRoleArn": "string",
"DocumentClassifierArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

}

}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DocumentClassificationJobPropertiesList (p. 364)
返される各ジョブのプロパティを含むリスト。
Type: 次の配列DocumentClassificationJobProperties (p. 493)オブジェクト
NextToken (p. 364)
次の結果ページを指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
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InvalidFilterException
そのオペレーションに対して指定されたフィルターは無効です。別のフィルターを指定してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエストの数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListDocumentClassifiers
ユーザーによって作成されたドキュメントの分類子のリストを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Filter": {
"DocumentClassifierName": "string",
"Status": "string",
"SubmitTimeAfter": number,
"SubmitTimeBefore": number
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filter (p. 367)
返されるジョブをフィルタリングします。ジョブを、送信された名前、ステータス、または送信され
た日時でジョブできます。一度に 1 つのフィルターしか設定できません。
型: DocumentClassifierFilter (p. 496) オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 367)
各ページで返される結果の最大数。デフォルトは 100 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 367)
次の結果ページを識別します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

"DocumentClassifierPropertiesList": [
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{

}

"ClassifierMetadata": {
"EvaluationMetrics": {
"Accuracy": number,
"F1Score": number,
"HammingLoss": number,
"MicroF1Score": number,
"MicroPrecision": number,
"MicroRecall": number,
"Precision": number,
"Recall": number
},
"NumberOfLabels": number,
"NumberOfTestDocuments": number,
"NumberOfTrainedDocuments": number
},
"DataAccessRoleArn": "string",
"DocumentClassifierArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"AugmentedManifests": [
{
"AnnotationDataS3Uri": "string",
"AttributeNames": [ "string" ],
"DocumentType": "string",
"S3Uri": "string",
"SourceDocumentsS3Uri": "string",
"Split": "string"
}
],
"DataFormat": "string",
"LabelDelimiter": "string",
"S3Uri": "string",
"TestS3Uri": "string"
},
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"Mode": "string",
"ModelKmsKeyId": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SourceModelArn": "string",
"Status": "string",
"SubmitTime": number,
"TrainingEndTime": number,
"TrainingStartTime": number,
"VersionName": "string",
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

368

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
ListDocumentClassifiers

DocumentClassifierPropertiesList (p. 367)
返される各ジョブのプロパティを含むリスト。
Type: 次の配列DocumentClassifierProperties (p. 501)オブジェクト
NextToken (p. 367)
次の結果ページを識別します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidFilterException
そのオペレーションに対して指定されたフィルターは無効です。別のフィルターを指定してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエストの数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
•
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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ListDocumentClassifierSummaries
作成したドキュメント分類子の概要のリストを取得する

リクエストの構文
{
}

"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
MaxResults (p. 370)
各ページで返される結果の最大数。デフォルトは 100 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 370)
次の結果ページを識別する。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"DocumentClassifierSummariesList": [
{
"DocumentClassifierName": "string",
"LatestVersionCreatedAt": number,
"LatestVersionName": "string",
"LatestVersionStatus": "string",
"NumberOfVersions": number
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。

370

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
ListDocumentClassifierSummaries

DocumentClassifierSummariesList (p. 370)
文書分類子の要約のリスト。
Type: 次の配列DocumentClassifierSummary (p. 505)オブジェクト
NextToken (p. 370)
次の結果ページを識別する。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信する。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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ListDominantLanguageDetectionJobs
ユーザーによって送信された主要な言語検出ジョブのリストを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Filter": {
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"SubmitTimeAfter": number,
"SubmitTimeBefore": number
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filter (p. 372)
返されるジョブをフィルタリングします。ジョブを、送信された日時でジョブを、名前、ステータ
ス、または日時でフィルタ処理できます。一度に 1 つのフィルターしか設定できません。
型: DominantLanguageDetectionJobFilter (p. 510) オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 372)
各ページで返される結果の最大数。デフォルトは 100 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 372)
次の結果ページを指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

"DominantLanguageDetectionJobPropertiesList": [
{
"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
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"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

}

}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
DominantLanguageDetectionJobPropertiesList (p. 372)
返される各ジョブのプロパティを含むリスト。
Type: 配列DominantLanguageDetectionJobProperties (p. 511)オブジェクト
NextToken (p. 372)
次の結果ページを指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidFilterException
そのオペレーションに対して指定されたフィルターは無効です。別のフィルターを指定してくださ
い。
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HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListEndpoints
作成したすべての既存のエンドポイントのリストを取得します。エンドポイントの詳細については、「」
を参照してください。エンドポイントの管理。

リクエストの構文
{

}

"Filter": {
"CreationTimeAfter": number,
"CreationTimeBefore": number,
"ModelArn": "string",
"Status": "string"
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filter (p. 375)
返されるエンドポイントをフィルタリングします。名前、モデル、またはまたは作成された日時で結
果をフィルタ処理できます。一度に 1 つのフィルターしか設定できません。
型: EndpointFilter (p. 514) オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 375)
各ページで返される結果の最大数。デフォルトは 100 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 375)
次の結果ページが返される次の結果ページを識別します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

"EndpointPropertiesList": [
{
"CreationTime": number,
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"CurrentInferenceUnits": number,
"DataAccessRoleArn": "string",
"DesiredDataAccessRoleArn": "string",
"DesiredInferenceUnits": number,
"DesiredModelArn": "string",
"EndpointArn": "string",
"LastModifiedTime": number,
"Message": "string",
"ModelArn": "string",
"Status": "string"

}

}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
EndpointPropertiesList (p. 375)
リクエストに応答してサービスによって取得されるエンドポイントプロパティのリストを表示しま
す。
Type: 次の配列EndpointProperties (p. 515)オブジェクト
NextToken (p. 375)
次の結果ページが返される次の結果ページを識別します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS向け SDK JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListEntitiesDetectionJobs
ユーザーによって送信されたエンティティ検出ジョブのリストを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Filter": {
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"SubmitTimeAfter": number,
"SubmitTimeBefore": number
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filter (p. 378)
返されるジョブをフィルタリングします。ジョブは、名前、ステータス、または送信された日時で
ジョブをフィルタ処理できます。一度に 1 つのフィルターしか設定できません。
型: EntitiesDetectionJobFilter (p. 518) オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 378)
各ページで返される結果の最大数。デフォルトは 100 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 378)
次の結果ページを返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

"EntitiesDetectionJobPropertiesList": [
{
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"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"EntityRecognizerArn": "string",
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

}

}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
EntitiesDetectionJobPropertiesList (p. 378)
返される各ジョブのプロパティを含むリスト。
Type: 配列EntitiesDetectionJobProperties (p. 519)オブジェクト
NextToken (p. 378)
次の結果ページを返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
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InvalidFilterException
そのオペレーションに対して指定されたフィルターは無効です。別のフィルターを指定してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

380

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
ListEntityRecognizers

ListEntityRecognizers
現在トレーニング中のレコグナイザーなど、作成したすべてのエンティティレコグナイザーのプロパティ
のリストを取得します。ステータスや送信時間などの基準に基づいて、レコグナイザーのリストをフィル
タリングできます。この呼び出しにより、リストには最大 500 個のエンティティ認識機能が返され、デ
フォルトの数は 100 個です。
このリストの結果は、特定の順序になるように生成されるわけではありません。リストを取得し、必要に
応じてローカルでソートしてください。

リクエストの構文
{

}

"Filter": {
"RecognizerName": "string",
"Status": "string",
"SubmitTimeAfter": number,
"SubmitTimeBefore": number
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filter (p. 381)
返されたエンティティのリストをフィルタリングします。以下でフィルタリングできま
すStatus,SubmitTimeBefore, またはSubmitTimeAfter。一度に 1 つのフィルターしか設定でき
ません。
型: EntityRecognizerFilter (p. 529) オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 381)
各ページで返される結果の最大数。デフォルトは 100 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 381)
次の結果ページを返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

381

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
ListEntityRecognizers

レスポンスの構文
{

"EntityRecognizerPropertiesList": [
{
"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"EntityRecognizerArn": "string",
"InputDataConfig": {
"Annotations": {
"S3Uri": "string",
"TestS3Uri": "string"
},
"AugmentedManifests": [
{
"AnnotationDataS3Uri": "string",
"AttributeNames": [ "string" ],
"DocumentType": "string",
"S3Uri": "string",
"SourceDocumentsS3Uri": "string",
"Split": "string"
}
],
"DataFormat": "string",
"Documents": {
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string",
"TestS3Uri": "string"
},
"EntityList": {
"S3Uri": "string"
},
"EntityTypes": [
{
"Type": "string"
}
]
},
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"ModelKmsKeyId": "string",
"RecognizerMetadata": {
"EntityTypes": [
{
"EvaluationMetrics": {
"F1Score": number,
"Precision": number,
"Recall": number
},
"NumberOfTrainMentions": number,
"Type": "string"
}
],
"EvaluationMetrics": {
"F1Score": number,
"Precision": number,
"Recall": number
},
"NumberOfTestDocuments": number,
"NumberOfTrainedDocuments": number
},
"SourceModelArn": "string",
"Status": "string",
"SubmitTime": number,

382

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
ListEntityRecognizers
"TrainingEndTime": number,
"TrainingStartTime": number,
"VersionName": "string",
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

}

}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
EntityRecognizerPropertiesList (p. 382)
エンティティレコグナイザーのプロパティのリスト。
Type: 配列EntityRecognizerProperties (p. 535)オブジェクト
NextToken (p. 382)
次の結果ページを返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidFilterException
そのオペレーションに対して指定されたフィルターは無効です。別のフィルターを指定してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListEntityRecognizerSummaries
作成したドキュメント認識機能の概要のリストを取得するドキュメント認識機能の概要のリストを取得す
るドキュメント認識機能の概要のリストを取得するドキュメント認識機能の概要

リクエストの構文
{
}

"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
MaxResults (p. 385)
各ページで返される結果の最大数。デフォルトは 100 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 385)
返される結果のページを指定する。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"EntityRecognizerSummariesList": [
{
"LatestVersionCreatedAt": number,
"LatestVersionName": "string",
"LatestVersionStatus": "string",
"NumberOfVersions": number,
"RecognizerName": "string"
}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
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サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
EntityRecognizerSummariesList (p. 385)
リストエンティティレコグナイザーの概要。
Type: 配列EntityRecognizerSummary (p. 538)オブジェクト
NextToken (p. 385)
リストエンティティレコグナイザーの概要。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエストの数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
•
•
•
•

AWS SDK for Java V2
AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python

• AWS SDK for Ruby V3
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ListEventsDetectionJobs
ユーザーによって送信されたイベント検出ジョブのリストを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Filter": {
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"SubmitTimeAfter": number,
"SubmitTimeBefore": number
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filter (p. 387)
返されるジョブをフィルタリングします。ジョブ名、または送信された日時でジョブステータス、ま
たはが送信された日時でジョブステータス、またはが送信された日時で 一度に 1 つのフィルターしか
設定できません。
型: EventsDetectionJobFilter (p. 542) オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 387)
各ページで返される結果の最大数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 387)
次の結果ページを指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

"EventsDetectionJobPropertiesList": [
{
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"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
"TargetEventTypes": [ "string" ]

}

}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
EventsDetectionJobPropertiesList (p. 387)
返される各ジョブのプロパティを含むリスト。
Type: 配列EventsDetectionJobProperties (p. 543)オブジェクト
NextToken (p. 387)
次の結果ページを指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidFilterException
そのオペレーションに対して指定されたフィルターは無効です。別のフィルターを指定してくださ
い。
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HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListKeyPhrasesDetectionJobs
ユーザーによって送信されたキーフレーズ検出ジョブのリストを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Filter": {
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"SubmitTimeAfter": number,
"SubmitTimeBefore": number
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filter (p. 390)
返されるジョブをフィルタリングします。ジョブを、名前、ステータス、または送信された日時で
フィルタ処理できます。一度に 1 つのフィルターしか設定できません。
型: KeyPhrasesDetectionJobFilter (p. 549) オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 390)
各ページで返される結果の最大数。デフォルトは 100 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 390)
次の結果ページを返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

"KeyPhrasesDetectionJobPropertiesList": [
{
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"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

}

}
],
"NextToken": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
KeyPhrasesDetectionJobPropertiesList (p. 390)
返される各ジョブのプロパティを含むリスト。
Type: 次の配列KeyPhrasesDetectionJobProperties (p. 550)オブジェクト
NextToken (p. 390)
次の結果ページを返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
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InvalidFilterException
そのオペレーションに対して指定されたフィルターは無効です。別のフィルターを指定してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListPiiEntitiesDetectionJobs
ユーザーによって送信されたPIIエンティティ検出ジョブのリストを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Filter": {
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"SubmitTimeAfter": number,
"SubmitTimeBefore": number
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filter (p. 393)
返されるジョブをフィルタリングします。ジョブを、名前、ステータス、または送信された日時で
フィルタ処理できます。一度に 1 つのフィルターしか設定できません。
型: PiiEntitiesDetectionJobFilter (p. 556) オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 393)
各ページで返される結果の最大数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 393)
次の結果ページを指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

"NextToken": "string",
"PiiEntitiesDetectionJobPropertiesList": [
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{

}

]

}

"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"Mode": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"RedactionConfig": {
"MaskCharacter": "string",
"MaskMode": "string",
"PiiEntityTypes": [ "string" ]
},
"SubmitTime": number

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 393)
次の結果ページを指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
PiiEntitiesDetectionJobPropertiesList (p. 393)
返される各ジョブのプロパティを含むリスト。
Type: 次の配列PiiEntitiesDetectionJobProperties (p. 557)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
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InvalidFilterException
そのオペレーションに対して指定されたフィルターは無効です。別のフィルターを指定してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListSentimentDetectionJobs
ユーザーによって送信されたセンチメント検出ジョブのリストを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Filter": {
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"SubmitTimeAfter": number,
"SubmitTimeBefore": number
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filter (p. 396)
返されるジョブをフィルタリングします。ジョブを、名前、ステータス、または送信された日時で
ジョブを、名前、ステータス、または送信された日時でジョブを、一度に 1 つのフィルターしか設定
できません。
型: SentimentDetectionJobFilter (p. 564) オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 396)
各ページで返される結果の最大数。デフォルトは 100 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 396)
次の結果ページを指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

"NextToken": "string",
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}

"SentimentDetectionJobPropertiesList": [
{
"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 396)
次の結果ページを指定します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
SentimentDetectionJobPropertiesList (p. 396)
返される各ジョブのプロパティを含むリスト。
Type: 配列SentimentDetectionJobProperties (p. 565)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500

397

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
ListSentimentDetectionJobs

InvalidFilterException
そのオペレーションに対して指定されたフィルターは無効です。別のフィルターを指定してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListTagsForResource
指定された Amazon Comprehend リソースに関連付けられているすべてのタグを一覧表示します。

リクエストの構文
{
}

"ResourceArn": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ResourceArn (p. 399)
クエリしている指定された Amazon Comprerehend リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: はい

レスポンスの構文
{

}

"ResourceArn": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
ResourceArn (p. 399)
クエリしている指定された Amazon Comprerehend リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
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パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
Tags (p. 399)
クエリ対象の Amazon Comprehend リソースに関連付けられたタグ。タグは、Amazon
Comprerehend で使用されるリソースに追加されるリソースにメタデータとして追加されます。例え
ば、「Sales」であるタグをリソースに追加して、営業部門が使用していることを示すことができま
す。
Type: の配列:Tag (p. 570)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソースの ARN は、見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みて
ください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListTargetedSentimentDetectionJobs
ユーザーによって送信された対象の感情検出ジョブのリストを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Filter": {
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"SubmitTimeAfter": number,
"SubmitTimeBefore": number
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filter (p. 401)
返されるジョブをフィルタリングします。ジョブを、名前、ステータス、または送信された日時で
フィルタ処理できます。一度に 1 つのフィルターしか設定できません。
型: TargetedSentimentDetectionJobFilter (p. 571) オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 401)
各ページで返される結果の最大数。デフォルトは 100 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 401)
次の結果ページを返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

"NextToken": "string",
"TargetedSentimentDetectionJobPropertiesList": [
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{

}

]

}

"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"LanguageCode": "string",
"Message": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 401)
次の結果ページを返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
TargetedSentimentDetectionJobPropertiesList (p. 401)
返される各ジョブのプロパティを含むリスト。
Type: 次の配列TargetedSentimentDetectionJobProperties (p. 572)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
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InvalidFilterException
そのオペレーションに対して指定されたフィルターは無効です。別のフィルターを指定してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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ListTopicsDetectionJobs
ユーザーによって送信されたトピック検出ジョブのリストを取得します。

リクエストの構文
{

}

"Filter": {
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"SubmitTimeAfter": number,
"SubmitTimeBefore": number
},
"MaxResults": number,
"NextToken": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
Filter (p. 404)
返されるジョブをフィルタリングします。ジョブを、名前、ステータス、または送信された日時で
フィルタ処理できます。一度に 1 つのフィルターしか設定できません。
型: TopicsDetectionJobFilter (p. 575) オブジェクト
必須: いいえ
MaxResults (p. 404)
各ページで返される結果の最大数。デフォルトは 100 です。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 500。
必須: いいえ
NextToken (p. 404)
次の結果ページを返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

"NextToken": "string",
"TopicsDetectionJobPropertiesList": [
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{

}

]

}

"DataAccessRoleArn": "string",
"EndTime": number,
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobName": "string",
"JobStatus": "string",
"Message": "string",
"NumberOfTopics": number,
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"SubmitTime": number,
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
NextToken (p. 404)
次の結果ページを返します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
TopicsDetectionJobPropertiesList (p. 404)
返される各ジョブのプロパティを含むリスト。
Type: 配列TopicsDetectionJobProperties (p. 576)オブジェクト

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
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InvalidFilterException
そのオペレーションに対して指定されたフィルターは無効です。別のフィルターを指定してくださ
い。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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PutResourcePolicy
リソースベースのポリシーをカスタムモデルにアタッチします。このポリシーを使用して、別の AWS ア
カウントのエンティティにカスタムモデルをインポートすることを許可できます。カスタムモデルは、そ
のアカウントの Amazon Comprehend にレプリケートされます。

リクエストの構文
{

}

"PolicyRevisionId": "string",
"ResourceArn": "string",
"ResourcePolicy": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
PolicyRevisionId (p. 407)
Amazon Comprehend が更新するポリシーに割り当てたリビジョン ID。以前のバージョンがない新し
いポリシーを作成する場合は、このパラメータを使用しないでください。Amazon Comprehend がリ
ビジョン ID を作成します。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 64 文字です。
パターン: [0-9A-Fa-f]+
必須: いいえ
ResourceArn (p. 407)
ポリシーのアタッチ先となるカスタムモデルの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier|entity-recognizer)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zAZ0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: はい
ResourcePolicy (p. 407)
カスタムモデルにアタッチする、JSONリソースベースのポリシー。改行なしでの、UTF-8 でエン
コードされた文字列として提供します。ポリシーに有効な JSON を提供するには、属性名と値を二重
引用符で囲みます。JSON 本文も二重引用符で囲まれている場合は、ポリシー内の二重引用符をエス
ケープする必要があります。
"{\"attribute\": \"value\", \"attribute\": [\"value\"]}"
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引用符のエスケープを避けるため、一重引用符を使用してポリシーを囲み、二重引用符を使用してポ
リシーを囲み、二重引用符を使用してポリシーを囲み、二重引用符を使用してポリシーを囲みます。
'{"attribute": "value", "attribute": ["value"]}'
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 20000 です。
パターン: [\u0009\u000A\u000D\u0020-\u00FF]+
必須: はい

レスポンスの構文
{
}

"PolicyRevisionId": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
PolicyRevisionId (p. 408)
ポリシーのリビジョン ID。ポリシーを変更するたびに、Amazon Comprehend は新しいリビジョン ID
を割り当て、ポリシーの以前のバージョンを削除します。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 64 文字です。
パターン: [0-9A-Fa-f]+

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は、見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みてく
ださい。
HTTP ステータスコード: 400
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例
カスタムモデルのリソースベースのポリシーの例
次の例は、Amazon Comprehend のカスタムモデルのリソースベースのポリシーを示しています。この
ポリシーにより、別の AWS アカウントのエンティティは、ポリシーがアタッチされているモデルをイン
ポートできます。ポリシーは、承認されたエンティティをPrincipal属性であり、モデルバージョンの
ARN をResource属性。
{

}

"Version": "2017-01-01",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "comprehend:ImportModel",
"Resource": [
"arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classifier/foo/version/*"
],
"Principal": {
"AWS": "arn:aws:iam::444455556666:root"
}
}
]

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

409

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
StartDocumentClassificationJob

StartDocumentClassificationJob
非同期のドキュメントの分類ジョブを開始します。を使用す
るDescribeDocumentClassificationJob (p. 305)ジョブの進行状況を追跡するためのオペレーションです。

リクエストの構文
{

}

"ClientRequestToken": "string",
"DataAccessRoleArn": "string",
"DocumentClassifierArn": "string",
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobName": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ClientRequestToken (p. 410)
リクエストの一意の識別子。クライアントリクエストトークンを設定しない場合、Amazon
Comprehend によって生成されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 文字です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
必須 いいえ
DataAccessRoleArn (p. 410)
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須 はい
DocumentClassifierArn (p. 410)
ジョブの処理に使用するドキュメント分類子の Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:documentclassifier/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須 はい
InputDataConfig (p. 410)
ジョブの入力データの形式と場所を指定します。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須 はい
JobName (p. 410)
ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須 いいえ
OutputDataConfig (p. 410)
出力ファイルの送信先を指定します。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須 はい
Tags (p. 410)
ドキュメントの分類ジョブに関連付けられるタグです。タグは Amazon Comprehend で使用されるリ
ソースにメタデータを追加するキーと値のペアです。例えば、キーとして「Sales」をリソースに追加
して、営業部門が使用していることを示すことができます。
Type: 配列必須Tag (p. 570)オブジェクト
必須 いいえ
VolumeKmsKeyId (p. 410)
分析ジョブを処理する AWS Key Management Service (KMS) キーの Amazon Comprehend
Key Management Service (KMS) キーの AWS Key Management Service (KMS) キー ID。VolumeKmsKeyId 次のいずれかの形式になります。
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• KMS キー ID"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須 いいえ
VpcConfig (p. 410)
ドキュメント分類ジョブに使用しているリソースを含む、オプションのプライベートVirtual Private
Cloud (VPC) の設定パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須 いいえ

レスポンスの構文
{

}

"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobArn (p. 412)
ドキュメント分類ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これはジョブの、一意の完全修飾識別子
です。AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次のとおりで
す。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:document-classificationjob/<job-id>
ジョブ ARN の例を以下に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classificationjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
JobId (p. 412)
ジョブに対して生成された識別子。ジョブのステータスを取得するには、この ID を必
須DescribeDocumentClassificationJob (p. 305)オペレーション.
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 412)
ジョブのステータス
• SUBMITTED — ジョブが受信され、処理のためにキューに入れられています。
• IN_PROGRESS — Amazon Comprehend によりジョブが処理されています。
• COMPLETED — ジョブが正常に完了し、出力が使用可能になりました。
• FAILED — ジョブが完了しませんでした。詳細について
は、DescribeDocumentClassificationJob (p. 305)オペレーション.
• STOP_REQUESTED-Amazon Comprehend がジョブの停止リクエストを受信し、リクエストを処
理しています。
• STOPPED-ジョブは完了せずに正常に停止されました。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード 400
KmsKeyValidationException
入力された KMS カスタマー管理キー (CMK) は検証できません。キーを確認して、再入力します。
HTTP ステータスコード 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は、見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みてく
ださい。
HTTP ステータスコード 400
ResourceUnavailableException
指定されたリソースは利用できません。リソースを確認して、リクエストを再度試みてください。
HTTP ステータスコード 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再実行してください。
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HTTP ステータスコード 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP ステータスコード 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartDominantLanguageDetectionJob
ドキュメントのコレクション用に非同期の主要な言語検出ジョブを開始します。を使用す
るDescribeDominantLanguageDetectionJob (p. 311)ジョブのステータスを追跡するための操作。

リクエストの構文
{

}

"ClientRequestToken": "string",
"DataAccessRoleArn": "string",
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobName": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ClientRequestToken (p. 415)
リクエストの一意の識別子。クライアントリクエストトークンを設定しない場合、Amazon
Comprehend によって生成されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 文字です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
必須: いいえ
DataAccessRoleArn (p. 415)
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、「https://
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docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/access-control-managing-permissions.html#auth-rolepermissions」を参照してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: はい
InputDataConfig (p. 415)
ジョブの入力データの形式と場所を指定します。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須: はい
JobName (p. 415)
ジョブ識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
OutputDataConfig (p. 415)
出力ファイルの送信先を指定します。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須: はい
Tags (p. 415)
主要な言語検出ジョブに関連付けられるタグ。タグは Amazon Comprehend で使用されるリソースに
メタデータを追加するキーバリューのペアです。例えば、キーとして「Sales」を持つタグをリソース
に追加して、営業部門が使用していることを示すことができます。
Type: 配列Tag (p. 570)オブジェクト
必須: いいえ
VolumeKmsKeyId (p. 415)
分析ジョブを処理する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリュー
ムのデータを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する AWS Key Management Service
(KMS) キー ID。- VolumeKmsKeyId 次の形式のいずれかになります。
• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須: いいえ
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VpcConfig (p. 415)
主要言語検出ジョブに使用しているリソースを含む、オプションのプライベートVirtual Private Cloud
(VPC) の設定パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobArn (p. 417)
主要な言語検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これはジョブの一意の完全修飾識別子で
す。これには、AWS アカウント、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次のとおりです。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:dominant-languagedetection-job/<job-id>
ジョブ ARN の例を次に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:dominant-language-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
JobId (p. 417)
ジョブに対して生成された識別子。ジョブのステータスを取得するには、この ID
をDescribeDominantLanguageDetectionJob (p. 311)オペレーション.
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 417)
ジョブのステータス。
• SUBMITTED — ジョブが受信され、処理のためにキューに入れられています。
• IN_PROGRESS-Amazon Comprehend によりジョブが処理されています。
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• COMPLETED — ジョブが正常に完了し、出力が使用可能になりました。
• FAILED — ジョブが完了しませんでした。詳細を取得するに
は、DescribeDominantLanguageDetectionJob (p. 311) オペレーションを使用します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
KmsKeyValidationException
入力された KMS カスタマー管理キー (CMK) は検証できません。キーを確認して、再入力します。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
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• AWS SDK for Ruby V3
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StartEntitiesDetectionJob
ドキュメントのコレクション用に非同期のエンティティ検出ジョブを開始します。を使用す
るDescribeEntitiesDetectionJob (p. 316)ジョブのステータスを追跡するための操作。
この API は、標準エンティティ検出またはカスタムエンティティ認識に使用できます。ユーザー定義エン
ティティの認識に使用するには、オプションのEntityRecognizerArnは、ユーザー定義エンティティの
検出に使用される認識機能へのアクセスを提供するために使用する必要があります。

リクエストの構文
{

}

"ClientRequestToken": "string",
"DataAccessRoleArn": "string",
"EntityRecognizerArn": "string",
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobName": "string",
"LanguageCode": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ClientRequestToken (p. 420)
リクエストの一意の識別子。クライアントリクエストトークンを設定しない場合、Amazon
Comprehend によって生成されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 文字です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
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必須: いいえ
DataAccessRoleArn (p. 420)
入力データへの Amazon 読み取りアクセス権を付与する AWS Identity and Access Management
(ARN) ロールの Amazon Comprehend リソースネーム (ARN)。詳細については、「https://
docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/access-control-managing-permissions.html#auth-rolepermissions」を参照してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: はい
EntityRecognizerArn (p. 420)
で使用される特定のエンティティ認識機能を識別する Amazon リソースネーム
(ARN)。StartEntitiesDetectionJob。この ARN はオプションで、カスタムエンティティ認識
ジョブにのみ使用されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:entityrecognizer/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須: いいえ
InputDataConfig (p. 420)
ジョブの入力データの形式と場所を指定します。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須: はい
JobName (p. 420)
ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
LanguageCode (p. 420)
入力ドキュメントの言語。すべてのドキュメントは、同じ言語である必要があります。Amazon
Comprehend でサポートされる言語のいずれかを指定できます。ユーザー定義エンティティ認識が使
用されている場合、このパラメーターは無視され、代わりにモデルのトレーニングに使用された言語
が使用されます。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt | ar | hi | ja | ko | zh | zh-TW
必須: はい
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OutputDataConfig (p. 420)
出力ファイルの送信先を指定します。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須: はい
Tags (p. 420)
エンティティ検出ジョブに関連付けられるタグ。タグは Amazon Comprehend で使用されるリソース
にメタデータを追加するキーと値のペアです。例えば、「Sales」をキーとするタグをリソースに追加
して、営業部門が使用していることを示すことができます。
Type: 配列Tag (p. 570)オブジェクト
必須: いいえ
VolumeKmsKeyId (p. 420)
分析ジョブを処理する AWS Key Service (KMS) キーの ID。- VolumeKmsKeyId は次のいずれかの形式
になります。
• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須: いいえ
VpcConfig (p. 420)
エンティティ検出ジョブに使用しているリソースを含む、オプションのプライベートVirtual Private
Cloud (VPC) の設定パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobArn (p. 422)
エンティティ検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これはジョブの、一意の完全修飾識別子
です。これには、AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次の
とおりです。
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arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:entities-detection-job/
<job-id>
ジョブ ARN の例を以下に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
JobId (p. 422)
ジョブに対して生成された識別子。ジョブのステータスを取得するには、この ID
をDescribeEntitiesDetectionJob (p. 316)オペレーション.
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 422)
ジョブのステータス。
• SUBMITTED-ジョブが受信され、処理のためにキューに入れられています。
• IN_PROGRESS-Amazon Comprehend によりジョブが処理されています。
• COMPLETED — ジョブが正常に完了し、出力が使用可能になりました。
• FAILED — ジョブが完了しませんでした。詳細を取得するに
は、DescribeEntitiesDetectionJob (p. 316) オペレーションを使用します。
• STOP_REQUESTED-Amazon Comprehend がジョブの停止リクエストを受信し、リクエストを処
理しています。
• STOPPED-ジョブは完了せずに正常に停止されました。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
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KmsKeyValidationException
入力された KMS カスタマー管理キー (CMK) は検証できません。キーを確認して、再入力します。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みてくだ
さい。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceUnavailableException
指定されたリソースは利用できません。リソースを確認して、リクエストを再度試みてください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartEventsDetectionJob
ドキュメントのコレクション用に非同期イベント検出ジョブを開始します。

リクエストの構文
{

}

"ClientRequestToken": "string",
"DataAccessRoleArn": "string",
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobName": "string",
"LanguageCode": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"TargetEventTypes": [ "string" ]

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ClientRequestToken (p. 425)
リクエストの一意の識別子。クライアントリクエストトークンを設定しない場合、Amazon
Comprehend によって生成されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 文字です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
必須: いいえ
DataAccessRoleArn (p. 425)
入力データへの Amazon Compartment 読み取りアクセス権を付与する AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
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パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: はい
InputDataConfig (p. 425)
ジョブの入力データの形式と場所を指定します。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須: はい
JobName (p. 425)
イベント検出ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
LanguageCode (p. 425)
入力ドキュメントの言語言語言語コード。
Type: 文字列
有効な値: en
必須: はい
OutputDataConfig (p. 425)
出力ファイルの送信先を指定します。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須: はい
Tags (p. 425)
イベント検出ジョブに関連付けるタグ。タグは、Amazon Comprehend で使用されるリソースにメタ
データを追加するキーと値のペアです。例えば、キーとして「Sales」を持つタグをリソースに追加し
て、営業部門が使用していることを示すことができます。
Type: 配列Tag (p. 570)オブジェクト
必須: いいえ
TargetEventTypes (p. 425)
入力ドキュメントで検出するイベントのタイプ。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 40 です。
パターン: [A-Z_]*
必須: はい
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レスポンスの構文
{

}

"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobArn (p. 427)
イベント検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これは、ジョブの一意の完全修飾識別子で
す。これには、AWS アカウント、リージョン、リージョン、AWS アカウントが含まれます。ARN の
形式は次のとおりです。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:events-detection-job/<jobid>
ジョブ ARN の例を次に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:events-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
JobId (p. 427)
リクエストの一意の識別子。クライアントリクエストトークンを設定しない場合、Amazon
Comprehend によって生成されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 427)
イベント検出ジョブのステータス。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
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InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
KmsKeyValidationException
入力された KMS カスタマー管理キー (CMK) は検証できません。キーを確認して、再入力します。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartKeyPhrasesDetectionJob
ドキュメントのコレクション用に非同期のキーフレーズ検出ジョブを開始します。を使用す
るDescribeKeyPhrasesDetectionJob (p. 324)オペレーションをして、ジョブのステータスを追跡します。

リクエストの構文
{

}

"ClientRequestToken": "string",
"DataAccessRoleArn": "string",
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobName": "string",
"LanguageCode": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ClientRequestToken (p. 429)
リクエストの一意の識別子。クライアントリクエストトークンを設定しない場合、Amazon
Comprehend によって生成されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 文字です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
必須: いいえ
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DataAccessRoleArn (p. 429)
入力データへの Amazon Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon Comprehend
リソースネーム (ARN)。詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/
access-control-managing-permissions.html#auth-role-permissions」を参照してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: はい
InputDataConfig (p. 429)
ジョブの入力データの形式と場所を指定します。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須: はい
JobName (p. 429)
ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
LanguageCode (p. 429)
入力ドキュメントの言語。Amazon Comprehend でサポートされる任意の主要言語を指定できます。
すべての文書は、同じ言語である必要があります。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt | ar | hi | ja | ko | zh | zh-TW
必須: はい
OutputDataConfig (p. 429)
出力ファイルの送信先を指定します。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須: はい
Tags (p. 429)
キーフレーズ検出ジョブに関連付けられているタグ。タグは、Amazon Comprehend で使用されるリ
ソースにメタデータを追加するキーと値のペアです。例えば、キーが「Sales」であるタグをリソース
に追加して、営業部門が使用していることを示すことができます。
Type: 配:Tag (p. 570)オブジェクト
必須: いいえ
VolumeKmsKeyId (p. 429)
分析ジョブを処理する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリュー
ムのデータを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する AWS Key Management Service
(KMS) キーの ID。- VolumeKmsKeyId は次のいずれかになります。
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• KMS キー:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須: いいえ
VpcConfig (p. 429)
キーフレーズ検出ジョブに使用しているリソースを含む、オプションのプライベートVirtual Private
Cloud (VPC) の設定パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobArn (p. 431)
キーフレーズ検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これはジョブの、一意の完全修飾識別子
です。これには AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次の
とおりです。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:key-phrases-detection-job/
<job-id>
ジョブ ARN の例を以下に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
JobId (p. 431)
ジョブに対して生成された識別子。ジョブのステータスを取得するには、この ID
をDescribeKeyPhrasesDetectionJob (p. 324)オペレーション.
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 431)
ジョブのステータス。
• SUBMITTED-ジョブが受信され、処理のためにキューに入れられています。
• IN_PROGRESS-Amazon Comprehend によりジョブが処理されています。
• COMPLETED-ジョブが正常に完了し、出力が使用可能になりました。
• FAILED — ジョブが完了しませんでした。詳細を取得するに
は、DescribeKeyPhrasesDetectionJob (p. 324) オペレーションを使用します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP コード:: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP コード:: 400
KmsKeyValidationException
入力された KMS カスタマー管理キー (CMK) は検証できません。キーを確認して、再入力します。
HTTP コード:: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP コード:: 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP コード:: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS向け SDK JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartPiiEntitiesDetectionJob
ドキュメントのコレクション用に非同期の PII エンティティ検出ジョブを開始します。

リクエストの構文
{

}

"ClientRequestToken": "string",
"DataAccessRoleArn": "string",
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobName": "string",
"LanguageCode": "string",
"Mode": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"RedactionConfig": {
"MaskCharacter": "string",
"MaskMode": "string",
"PiiEntityTypes": [ "string" ]
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ClientRequestToken (p. 434)
リクエストの一意の識別子。クライアントリクエストトークンを設定しない場合、Amazon
Comprehend によって生成されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 文字です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
:::: いいえ
DataAccessRoleArn (p. 434)
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
:::: はい
InputDataConfig (p. 434)
PII エンティティ検出ジョブの入力プロパティ。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
:::: はい
JobName (p. 434)
ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
:::: いいえ
LanguageCode (p. 434)
入力ドキュメントの言語。現在、英語は唯一の有効な言語です。
Type: 文字列
有効な値: en
:::: はい
Mode (p. 434)
出力が PII エンティティの位置 (オフセット) を提供するか、または PII エンティティが墨消しされる
ファイルを提供するかを指定します。
Type: 文字列
有効な値: ONLY_REDACTION | ONLY_OFFSETS
:::: はい
OutputDataConfig (p. 434)
PII エンティティ検出ジョブの出力の構成パラメータを提供します。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
:::: はい
RedactionConfig (p. 434)
PIIエンティティの編集のための構成パラメータを提供します。
このパラメータは、ModeパラメータをにONLY_REDACTION。その場合
は、:::::::::RedactionConfigを含む定義PiiEntityTypesパラメータ。
型: RedactionConfig (p. 563) オブジェクト
:::: いいえ
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Tags (p. 434)
PII エンティティ検出ジョブに関連付けるタグ。タグは、Amazon Comprehend で使用されるリソース
にメタデータを追加するキーと値のペアです。例えば、キーとして「Sales」であるタグをリソースに
追加して、営業部門が使用していることを示すことができます。
Type: 配列::Tag (p. 570)オブジェクト
:::: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobArn (p. 436)
PII エンティティ検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これはジョブの、一意の完全修飾識
別子です。AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次のとおり
です。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:pii-entities-detection-job/
<job-id>
ジョブ ARN の例を以下に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:pii-entities-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
JobId (p. 436)
ジョブに対して生成された識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 436)
ジョブのステータス。
Type: 文字列
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有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード:: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード:: 400
KmsKeyValidationException
入力された KMS カスタマー管理キー (CMK) は検証できません。キーを確認して、再入力します。
HTTP ステータスコード:: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード:: 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP ステータスコード:: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
•
•
•
•

AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3

• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StartSentimentDetectionJob
ドキュメントのコレクション用に非同期のセンチメント検出ジョブを開始します。を使用す
るDescribeSentimentDetectionJob (p. 333)ジョブのステータスを追跡するための操作:ジョブのステータス
を追跡するため。

リクエストの構文
{

}

"ClientRequestToken": "string",
"DataAccessRoleArn": "string",
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobName": "string",
"LanguageCode": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ClientRequestToken (p. 438)
リクエストの一意の識別子。クライアントリクエストトークンを設定しない場合、Amazon
Comprehend によって生成されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 文字です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
要件:必須 いいえ
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DataAccessRoleArn (p. 438)
入力データへの Amazon Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon Comprehend
リソースネーム (ARN)。詳細については、「https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/
access-control-managing-permissions.html#auth-role-permissions」を参照してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
要件:必須 はい
InputDataConfig (p. 438)
ジョブの入力データの形式と場所を指定します。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
要件:必須 はい
JobName (p. 438)
ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
要件:必須 いいえ
LanguageCode (p. 438)
入力ドキュメントの言語。Amazon Comprehend でサポートされるプライマリ言語のいずれかを指定
できます。すべてのドキュメントは、すべて同じ言語である必要があります。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt | ar | hi | ja | ko | zh | zh-TW
要件:必須 はい
OutputDataConfig (p. 438)
出力ファイルの送信先を指定します。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
要件:必須 はい
Tags (p. 438)
センチメント検出ジョブに関連付けるタグ。タグは、Amazon Comprehend で使用されるリソースに
メタデータを追加するキーと値のペアです。例えば、キーが「Sales」であるタグをリソースに追加し
て、営業部門が使用していることを示すことができます。
Type: 配列: 配列:Tag (p. 570)オブジェクト
要件:必須 いいえ
VolumeKmsKeyId (p. 438)
分析ジョブを処理する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリュー
ムのデータを暗号化するために Amazon Comprehend Key Management Service (KMS) キーの AWS
Key Management Service (KMS) キーの ID。- VolumeKmsKeyId は次のいずれかの形式になります。
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• KMS キー ID::::"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
要件:必須 いいえ
VpcConfig (p. 438)
センチメント検出ジョブに使用しているリソースを含む、オプションのプライベートVirtual Private
Cloud (VPC) の設定パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
要件:必須 いいえ

レスポンスの構文
{

}

"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobArn (p. 440)
センチメント検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これは、ジョブの、一意の完全修飾識別
子です。これには、AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次
のとおりです。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:sentiment-detection-job/
<job-id>
ジョブ ARN の例を次に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:sentiment-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
JobId (p. 440)
ジョブに対して生成された識別子。ジョブのステータスを取得するには、この ID
をDescribeSentimentDetectionJob (p. 333)オペレーション.
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 440)
ジョブのステータス。
• SUBMITTED-ジョブが受信され、処理のためにキューに入れられています。
• IN_PROGRESS-Amazon Comprehend によりジョブが処理されています。
• COMPLETED-ジョブが正常に完了し、出力が使用可能になりました。
• FAILED — ジョブが完了しませんでした。詳細を取得するに
は、DescribeSentimentDetectionJob (p. 333) オペレーションを使用します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード:::: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード:::: 400
KmsKeyValidationException
入力された KMS カスタマー管理キー (CMK) は検証できません。キーを確認して、再入力します。
HTTP ステータスコード:::: 400
TooManyRequestsException
リクエストの数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード:::: 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP ステータスコード:::: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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StartTargetedSentimentDetectionJob
ドキュメントのコレクション用に非同期のターゲット感情検出ジョブを開始します。を使用す
るDescribeTargetedSentimentDetectionJob (p. 336)ジョブのステータスを追跡するためのオペレーション
です。

リクエストの構文
{

}

"ClientRequestToken": "string",
"DataAccessRoleArn": "string",
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobName": "string",
"LanguageCode": "string",
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ClientRequestToken (p. 443)
リクエストの一意の識別子。クライアントリクエストトークンを設定しない場合、Amazon
Comprehend によって生成されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 文字です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
必須: いいえ
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DataAccessRoleArn (p. 443)
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、次を参照してくださ
い。ロールベースのアクセス許可。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: はい
InputDataConfig (p. 443)
推論ジョブの入力プロパティ。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須: はい
JobName (p. 443)
ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
LanguageCode (p. 443)
入力ドキュメントの言語。現在、英語のみが有効な言語です。
Type: 文字列
有効な値: en
必須: はい
OutputDataConfig (p. 443)
出力ファイルの送信先を指定します。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須: はい
Tags (p. 443)
ターゲットのセンチメント検出ジョブに関連付けるタグ。タグは、Amazon Comprehend で使用され
るリソースにメタデータを追加するキーと値のペアです。たとえば、「Sales」をキーとするタグをリ
ソースに追加して、営業部門が使用していることを示すことができます。
Type: 配列Tag (p. 570)オブジェクト
必須: いいえ
VolumeKmsKeyId (p. 443)
の IDAWS KMS分析ジョブを処理する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされた
ストレージボリュームのデータを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する Key。VolumeKmsKeyId は次のいずれかの形式になります。
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• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須: いいえ
VpcConfig (p. 443)
ジョブに使用しているリソースを含む、オプションのプライベートVirtual Private Cloud (VPC) の設定
パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobArn (p. 445)
対象のセンチメント検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これはジョブの一意の完全修飾識
別子です。AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次のとおり
です。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:targeted-sentimentdetection-job/<job-id>
ジョブ ARN の例を以下に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:targeted-sentiment-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
JobId (p. 445)
ジョブに対して生成された識別子。ジョブのステータスを取得するには、この ID
をDescribeTargetedSentimentDetectionJob (p. 336)オペレーション.
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 445)
ジョブのステータス。
• SUBMITTED-ジョブが受信され、処理のためにキューに入れられています。
• IN_PROGRESS-Amazon Comprehend によりジョブが処理されています。
• COMPLETED-ジョブが正常に完了し、出力が使用可能になりました。
• FAILED — ジョブが完了しませんでした。詳細を取得するに
は、DescribeTargetedSentimentDetectionJob (p. 336) オペレーションを使用します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
KmsKeyValidationException
入力された KMS カスタマー管理キー (CMK) は検証できません。キーを確認して、再入力します。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエストの数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。

446

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
StartTargetedSentimentDetectionJob

• AWS Command Line Interface
•
•
•
•
•

AWS SDK for .NET
AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS向け SDK JavaScript

• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

447

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
StartTopicsDetectionJob

StartTopicsDetectionJob
非同期トピック検出ジョブを開始します。を使用するDescribeTopicDetectionJobジョブのステータ
スを追跡するための操作。

リクエストの構文
{

}

"ClientRequestToken": "string",
"DataAccessRoleArn": "string",
"InputDataConfig": {
"DocumentReaderConfig": {
"DocumentReadAction": "string",
"DocumentReadMode": "string",
"FeatureTypes": [ "string" ]
},
"InputFormat": "string",
"S3Uri": "string"
},
"JobName": "string",
"NumberOfTopics": number,
"OutputDataConfig": {
"KmsKeyId": "string",
"S3Uri": "string"
},
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
],
"VolumeKmsKeyId": "string",
"VpcConfig": {
"SecurityGroupIds": [ "string" ],
"Subnets": [ "string" ]
}

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ClientRequestToken (p. 448)
リクエストの一意の識別子。クライアントリクエストトークンを設定しない場合、Amazon
Comprehend によって生成されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 64 文字です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9-]+$
必須: いいえ
DataAccessRoleArn (p. 448)
入力データへの Amazon Krehend 読み取りアクセス権を付与する AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。詳細については、「https://

448

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
StartTopicsDetectionJob

docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/access-control-managing-permissions.html#auth-rolepermissions」を参照してください。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: はい
InputDataConfig (p. 448)
ジョブの入力データの形式と場所を指定します。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須: はい
JobName (p. 448)
ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
NumberOfTopics (p. 448)
検出するトピックの数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。最大値は 100 です。
必須: いいえ
OutputDataConfig (p. 448)
出力ファイルの送信先を指定します。出力は、2 つのファイルを含む圧縮アーカイブです。topicterms.csv各トピックに関連する用語がリストされています。doc-topics.csv各トピックに関連
するドキュメントがリストされます
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須: はい
Tags (p. 448)
トピック検出ジョブに関連付けるタグ。タグは Amazon Comprehend で使用されるリソースにメタ
データを追加するキーと値のペアです。例えば、「Sales」をキーとするタグをリソースに追加して、
営業部門が使用していることを示すことができます。
Type: 配列Tag (p. 570)オブジェクト
必須: いいえ
VolumeKmsKeyId (p. 448)
分析ジョブを処理する ML コンピュートインスタンスにアタッチされたストレージボリュームのデー
タを暗号化するために Amazon Comprehend AWS Key Management Service (KMS) S) キーの ID。VolumeKmsKeyId は次のいずれかの形式になります。
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• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須: いいえ
VpcConfig (p. 448)
トピック検出ジョブに使用しているリソースを含む、オプションのプライベートVirtual Private Cloud
(VPC) の設定パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須: いいえ

レスポンスの構文
{

}

"JobArn": "string",
"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobArn (p. 450)
トピック検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これは、ジョブの一意の完全修飾識別子で
す。これには AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次のと
おりです。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:topics-detection-job/<jobid>
ジョブ ARN の例を以下に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classificationjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
JobId (p. 450)
ジョブに対して生成された識別子。ジョブのステータスを取得するには、この ID
をDescribeTopicDetectionJobオペレーション.
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 450)
ジョブのステータス:
• SUBMITTED-ジョブが受信され、処理のためにキューに入れられています。
• IN_PROGRESS-Amazon Comprehend によりジョブが処理されています。
• COMPLETED — ジョブが正常に完了し、出力が使用可能になりました。
• FAILED — ジョブが完了しませんでした。詳細を取得するには、DescribeTopicDetectionJob
オペレーションを使用します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
KmsKeyValidationException
入力された KMS カスタマー管理キー (CMK) は検証できません。キーを確認して、再入力します。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエストの数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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StopDominantLanguageDetectionJob
進行中の主要な言語検出ジョブを停止します。
ジョブの状態がIN_PROGRESSジョブは終了のマークが付けられ、STOP_REQUESTED状態。ジョブを停止
する前にジョブが完了した場合、そのジョブの状態はCOMPLETED状態。そうでない場合、ジョブは停止
し、STOPPED状態。
ジョブがCOMPLETEDまたはFAILEDあなたが電話をかけたときの状
態StopDominantLanguageDetectionJobオペレーションを実行すると、400 内部リクエスト例外が返
されます。
ジョブを停止した場合、すでに処理されているドキュメントは、出力場所に書き込まれます。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 453)
停止する主要な言語検出ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{
}

"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobId (p. 453)
停止する主要な言語検出ジョブの識別子。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 453)
どちらかSTOP_REQUESTEDジョブは現在実行中です、またはSTOPPEDジョブが以前
にStopDominantLanguageDetectionJobオペレーション.
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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StopEntitiesDetectionJob
進行中のエンティティ検出ジョブを停止します。
ジョブの状態がIN_PROGRESSジョブは終了のマークが付けられ、STOP_REQUESTED状態。ジョブを停止
する前にジョブが完了した場合、そのジョブの状態はCOMPLETED状態。そうでない場合、ジョブは停止
し、STOPPED状態。
ジョブがCOMPLETEDまたはFAILEDあなたが電話をかけたときの状
態StopDominantLanguageDetectionJobオペレーションを実行すると、400 内部リクエスト例外が返
されます。
ジョブを停止した場合、すでに処理されたドキュメントは出力場所に書き込まれます。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 455)
停止するエンティティ検出ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{
}

"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobId (p. 455)
停止するエンティティ検出ジョブの識別子。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 455)
いずれかを実行しますSTOP_REQUESTEDジョブは現在実行中です、またはSTOPPEDそのジョブが以前
にStopEntitiesDetectionJobオペレーション.
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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StopEventsDetectionJob
進行中のイベント検出ジョブを停止します。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 457)
停止するイベント検出ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{
}

"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobId (p. 457)
停止するイベント検出ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 457)
イベント検出ジョブのステータス。
Type: 文字列
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有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StopKeyPhrasesDetectionJob
進行中のキーフレーズ検出ジョブを停止します。
ジョブの状態がIN_PROGRESSジョブは終了のマークが付けられ、STOP_REQUESTEDステータス。ジョブ
を停止する前にジョブが完了した場合、そのジョブの状態はCOMPLETED状態。そうでない場合、ジョブは
停止し、STOPPEDステータス。
ジョブがCOMPLETEDまたはFAILEDあなたが電話をかけたときの状
態StopDominantLanguageDetectionJobオペレーションを実行すると、400 内部リクエスト例外が返
されます。
ジョブを停止した場合、すでに処理されているドキュメントは、出力場所に書き込まれます。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 459)
停止するキーフレーズ検出ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{
}

"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobId (p. 459)
停止するキーフレーズ検出ジョブの識別子。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 459)
どちらかSTOP_REQUESTEDジョブは現在実行中です、またはSTOPPEDジョブが以前
にStopKeyPhrasesDetectionJobオペレーション.
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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StopPiiEntitiesDetectionJob
進行中の PII エンティティ検出ジョブを停止します。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 461)
停止する PII エンティティ検出ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{
}

"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobId (p. 461)
停止する PII エンティティ検出ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 461)
PII エンティティ検出ジョブのステータス
Type: 文字列
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有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StopSentimentDetectionJob
進行中の感情検出ジョブを停止します。
ジョブの状態がIN_PROGRESSを選択すると、ジョブは終了のマークが付けられ、STOP_REQUESTED状
態。ジョブを停止する前にジョブが完了した場合、そのジョブの状態はCOMPLETED状態。そうでない場
合、ジョブは停止され、STOPPED状態。
ジョブがCOMPLETEDまたはFAILEDあなたが電話をかけたときの状
態StopDominantLanguageDetectionJobオペレーションを実行すると、400 内部リクエスト例外が返
されます。
ジョブを停止した場合、すでに処理されたドキュメントは、出力場所に書き込まれます。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 463)
停止する感情検出ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{
}

"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobId (p. 463)
停止する感情検出ジョブの識別子。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 463)
どちらかSTOP_REQUESTEDジョブは現在実行中です、またはSTOPPEDジョブが以前
にStopSentimentDetectionJobオペレーション.
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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StopTargetedSentimentDetectionJob
進行中の対象の感情検出ジョブを停止します。
ジョブの状態がIN_PROGRESSを選択すると、ジョブは終了のマークが付けられ、STOP_REQUESTED状
態。ジョブを停止する前にジョブが完了した場合、そのジョブの状態はCOMPLETED状態。そうでない場
合、ジョブは停止され、STOPPED状態。
ジョブがCOMPLETEDまたはFAILEDあなたが電話をかけたときの状
態StopDominantLanguageDetectionJobオペレーションを実行すると、400 内部リクエスト例外が返
されます。
ジョブを停止した場合、処理済みのドキュメントは、出力場所に書き込まれます。

リクエストの構文
{
}

"JobId": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
JobId (p. 465)
停止する対象の感情検出ジョブの識別子。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: はい

レスポンスの構文
{
}

"JobId": "string",
"JobStatus": "string"

レスポンス要素
アクションが成功すると、サービスは HTTP 200 レスポンスを返します。
サービスから以下のデータが JSON 形式で返されます。
JobId (p. 465)
停止する対象の感情検出ジョブの識別子。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
JobStatus (p. 465)
どちらかSTOP_REQUESTEDジョブは現在実行中です、またはSTOPPEDジョブが以前
にStopSentimentDetectionJobオペレーション.
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
JobNotFoundException
指定されたジョブは、見つかりませんでした。ジョブ ID を確認して、もう一度お試しください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
•
•
•
•

AWS向け SDK JavaScript
AWS SDK for PHP V3
AWS SDK for Python
AWS SDK for Ruby V3
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StopTrainingDocumentClassifier
進行中の文書分類子トレーニングジョブを停止します。
トレーニングジョブの状態がTRAININGを選択すると、ジョブは終了のマークが付けら
れ、STOP_REQUESTED状態。トレーニングジョブを停止する前にトレーニングジョブが完了した場合、そ
のジョブの状態はTRAINED; そうでない場合、トレーニングジョブは停止し、STOPPED状態、サービスが
空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を送信します。

リクエストの構文
{
}

"DocumentClassifierArn": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DocumentClassifierArn (p. 467)
現在トレーニング中のドキュメント分類子を識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:documentclassifier/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みてくだ
さい。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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StopTrainingEntityRecognizer
進行中にエンティティ認識機能のトレーニングジョブを停止します。
トレーニングジョブの状態がTRAININGを選択すると、ジョブは終了のマークが付けら
れ、STOP_REQUESTED状態。トレーニングジョブを停止する前にトレーニングジョブが完了した場合、
そのジョブの状態はTRAINED; そうでない場合、トレーニングジョブは停止され、STOPPED状態、および
サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を送信します。

リクエストの構文
{
}

"EntityRecognizerArn": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
EntityRecognizerArn (p. 469)
現在トレーニング中のエンティティ認識機能を識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:entityrecognizer/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
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ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みてくだ
さい。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再実行してください。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

470

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
TagResource

TagResource
特定のタグを Amazon Comprehend リソースに関連付けます。タグは、Amazon Comprehend で使用され
るリソースにメタデータとして追加するキーと値のペアです。例えば、「セールス」をリソースに追加し
て、営業部門が使用していることを示すことができます。

リクエストの構文
{

}

"ResourceArn": "string",
"Tags": [
{
"Key": "string",
"Value": "string"
}
]

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ResourceArn (p. 471)
タグを関連付ける特定の Amazon Comprehend リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: はい
Tags (p. 471)
特定の Amazon Comprehend リソースに関連付けられているタグ。特定のリソースには、最大 50 個
のタグ (既存および保留中) を関連付けることができます。
Type: 配列Tag (p. 570)オブジェクト
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
ConcurrentModificationException
Amazon Comprehend リソースに関連付けられたタグを同時変更することはサポートされていませ
ん。
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HTTP ステータスコード: 400
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みてくだ
さい。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagsException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグが含まれています (リソースご
とに 50 個のタグ)。タグの最大数には、既存のタグと現在のリクエストに含まれるタグの両方が含ま
れます。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UntagResource
Amazon Comprehend リソースに関連付けられた特定のタグを削除します。

リクエストの構文
{
}

"ResourceArn": "string",
"TagKeys": [ "string" ]

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
ResourceArn (p. 473)
タグを削除する、指定された Amazon Comprehend リソースの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: はい
TagKeys (p. 473)
リソースから削除されるタグを形成するキーバリューペアの最初の部分。例えば、キーが「Sales」を
リソースに追加して、その使用していることを示すことができます。キーは一意である必要があり、
特定のリソースに対して複製することはできません。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
ConcurrentModificationException
Amazon Comprehend リソースに関連付けられたタグの同時変更は、サポートされていません。
HTTP ステータスコード: 400
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InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスコード: 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスコード: 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソース ARN は見つかりませんでした。ARN を確認して、リクエストを再度試みてくだ
さい。
HTTP ステータスコード: 400
TooManyTagKeysException
リクエストには、リソースに関連付けることができるよりも多くのタグキーが含まれています (リソー
スごとに 50 個のタグキー)。
HTTP ステータスコード: 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3
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UpdateEndpoint
指定したエンドポイントに関する情報を更新します。エンドポイントの詳細については、「」を参照して
ください。エンドポイントの管理。

リクエストの構文
{

}

"DesiredDataAccessRoleArn": "string",
"DesiredInferenceUnits": number,
"DesiredModelArn": "string",
"EndpointArn": "string"

リクエストパラメータ
すべてのアクションに共通のパラメータの詳細については、「共通パラメータ (p. 579)」を参照してくだ
さい。
リクエストは以下の JSON 形式のデータを受け入れます。
DesiredDataAccessRoleArn (p. 475)
新しいモデルが顧客 CMK で暗号化される場合に使用するデータアクセスロール ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: いいえ
DesiredInferenceUnits (p. 475)
このエンドポイントを使用するモデルで使用される推論単位の数。各推論単位は、毎秒 100 文字のス
ループットを表します。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。
必須: いいえ
DesiredModelArn (p. 475)
既存のエンドポイントを更新するときに使用する新しいモデルの ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier|entity-recognizer)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zAZ0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: いいえ
EndpointArn (p. 475)
更新されるエンドポイントのAmazon リソース番号 (ARN: Amazon リソース番号 (例:Amazon リソー
ス番号 (例
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Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier-endpoint|entity-recognizer-endpoint)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
必須: はい

レスポンス要素
アクションが成功した場合、サービスは空の HTTP 本文を持つ HTTP 200 応答を返します。

エラー
すべてのアクションに共通のエラーについては、「共通エラー (p. 581)」を参照してください。
InternalServerException
内部サーバーエラーが発生しました。リクエストを再実行します。
HTTP ステータスステータスステータスステータスステータスコード 500
InvalidRequestException
リクエストは無効です。
HTTP ステータスステータスステータスステータスステータスコード 400
ResourceInUseException
指定されたリソースの名前はすでに使用されています 別の名前を使用してリクエストを再度試みてく
ださい。
HTTP ステータスステータスステータスステータスステータスコード 400
ResourceLimitExceededException
アカウントあたりのリソースの最大数を超えました。リソースを確認して、リクエストを再度試みて
ください。
HTTP ステータスステータスステータスステータスステータスコード 400
ResourceNotFoundException
指定されたリソースリソースは見つかARN ませんでした。例:リクエストを再度試みてください。
HTTP ステータスステータスステータスステータスステータスコード 400
ResourceUnavailableException
指定されたリソースは利用できません。リソースを確認して、リクエストを再度試みてください。
HTTP ステータスステータスステータスステータスステータスコード 400
TooManyRequestsException
リクエスト数が制限を超えています。後でリクエストを再送信してください。
HTTP ステータスステータスステータスステータスステータスコード 400

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS Command Line Interface
• AWS SDK for .NET
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS向け SDK JavaScript
• AWS SDK for PHP V3
• AWS SDK for Python
• AWS SDK for Ruby V3

データ型
以下のデータ型 (タイプ) がサポートされています。
• AugmentedManifestsListItem (p. 479)
• BatchDetectDominantLanguageItemResult (p. 481)
• BatchDetectEntitiesItemResult (p. 482)
• BatchDetectKeyPhrasesItemResult (p. 483)
• BatchDetectSentimentItemResult (p. 484)
• BatchDetectSyntaxItemResult (p. 485)
• BatchItemError (p. 486)
• ClassifierEvaluationMetrics (p. 487)
• ClassifierMetadata (p. 489)
• DocumentClass (p. 490)
• DocumentClassificationJobFilter (p. 491)
• DocumentClassificationJobProperties (p. 493)
• DocumentClassifierFilter (p. 496)
• DocumentClassifierInputDataConfig (p. 498)
• DocumentClassifierOutputDataConfig (p. 500)
• DocumentClassifierProperties (p. 501)
• DocumentClassifierSummary (p. 505)
• DocumentLabel (p. 507)
• DocumentReaderConfig (p. 508)
• DominantLanguage (p. 509)
• DominantLanguageDetectionJobFilter (p. 510)
• DominantLanguageDetectionJobProperties (p. 511)
• EndpointFilter (p. 514)
• EndpointProperties (p. 515)
• EntitiesDetectionJobFilter (p. 518)
• EntitiesDetectionJobProperties (p. 519)
• Entity (p. 522)
• EntityLabel (p. 524)
• EntityRecognizerAnnotations (p. 525)
• EntityRecognizerDocuments (p. 526)
• EntityRecognizerEntityList (p. 527)
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• EntityRecognizerEvaluationMetrics (p. 528)
•
•
•
•
•

EntityRecognizerFilter (p. 529)
EntityRecognizerInputDataConfig (p. 531)
EntityRecognizerMetadata (p. 533)
EntityRecognizerMetadataEntityTypesListItem (p. 534)
EntityRecognizerProperties (p. 535)

• EntityRecognizerSummary (p. 538)
• EntityTypesEvaluationMetrics (p. 540)
• EntityTypesListItem (p. 541)
• EventsDetectionJobFilter (p. 542)
• EventsDetectionJobProperties (p. 543)
• InputDataConfig (p. 546)
• KeyPhrase (p. 548)
• KeyPhrasesDetectionJobFilter (p. 549)
• KeyPhrasesDetectionJobProperties (p. 550)
• OutputDataConfig (p. 553)
• PartOfSpeechTag (p. 555)
• PiiEntitiesDetectionJobFilter (p. 556)
• PiiEntitiesDetectionJobProperties (p. 557)
• PiiEntity (p. 560)
• PiiOutputDataConfig (p. 562)
• RedactionConfig (p. 563)
• SentimentDetectionJobFilter (p. 564)
• SentimentDetectionJobProperties (p. 565)
• SentimentScore (p. 568)
• SyntaxToken (p. 569)
• Tag (p. 570)
• TargetedSentimentDetectionJobFilter (p. 571)
• TargetedSentimentDetectionJobProperties (p. 572)
• TopicsDetectionJobFilter (p. 575)
• TopicsDetectionJobProperties (p. 576)
• VpcConfig (p. 579)
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AugmentedManifestsListItem
カスタムモデルのトレーニングデータを提供する拡張マニフェストファイル。拡張マニフェストファイル
は、Amazon が作成したラベル付きデータセットです。 SageMaker Ground Truth

目次
AnnotationDataS3Uri
拡張マニフェストファイルで参照される注釈ファイルの S3 プレフィックス。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
必須: いいえ
AttributeNames
トレーニングドキュメントの注釈を含む JSON 属性。指定する属性名の数は、拡張マニフェストファ
イルが単一のラベル付けジョブの出力であるか、チェーンラベル付けジョブの出力であるかによって
異なります。
ファイルが 1 つのラベル付けジョブの出力である場合は、 LabelAttributeName GGround Truth でジョ
ブが作成されたときに使用されたキー。
ファイルが連鎖ラベル付けジョブの出力である場合は、 LabelAttributeName チェーン内の1つ以上の
ジョブのキー。each LabelAttributeName キーは、個々のジョブからの注釈を提供します。
Type: 文字列の配列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
必須: はい
DocumentType
拡張マニフェストのタイプ。 PlainTextDocument または SemiStructuredDocument。を指定しなかっ
た場合、デフォルトは PlainTextDocument。
• PLAIN_TEXT_DOCUMENTUTF-8 でエンコードされた Unicode テキストを表す文書型。
• SEMI_STRUCTURED_DOCUMENTPDF のように、位置と構造のコンテキストを持つ文書型。Amazon
Comprehend でのトレーニングでは、PDF のみがサポートされています。推論のために、Amazon
Comprehend は PDF、DOCX、および TXT をサポートしています。
Type: 文字列
有効な値: PLAIN_TEXT_DOCUMENT | SEMI_STRUCTURED_DOCUMENT
必須: いいえ
S3Uri
拡張マニフェストファイル用の Amazon S3 の場所。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
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パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
必須: はい
SourceDocumentsS3Uri
拡張マニフェストファイルで参照されるソースファイル (PDF) の S3 プレフィックス。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
必須: いいえ
Split
拡張マニフェストで提供したデータの目的。このデータはトレーニングまたはテストできます。を指
定しなかった場合、デフォルトは [Tiny] です。
TRAIN-マニフェスト内のすべての文書がトレーニングに使用されます。テストドキュメントが提供さ
れない場合、Amazon Comprehend はトレーニングドキュメントの一部をテスト用に自動的に予約し
ます。
TEST-マニフェスト内のすべての文書がテストに使用されます。
Type: 文字列
有効な値: TRAIN | TEST
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BatchDetectDominantLanguageItemResult
を呼び出した結果BatchDetectDominantLanguage (p. 261)オペレーション. オペレーションは、オペレー
ションによって正常に処理されたドキュメントごとに 1 つのオブジェクトを返します。

目次
Index
入力リスト内のドキュメントのインデックス (0 から始まる)。
Type: 整数
必須: いいえ
Languages
1 つ以上のDominantLanguage (p. 509)文書内の主要言語を説明するオブジェクト。
Type: 配列DominantLanguage (p. 509)オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BatchDetectEntitiesItemResult
を呼び出した結果BatchDetectEntities (p. 264)オペレーション. オペレーションは、オペレーションによっ
て正常に処理されたドキュメントごとに 1 つのオブジェクトを返します。

目次
Entities
1 つ以上の DominantLanguageオブジェクト。ドキュメントで検出されたエンティティごとに 1 つず
つ。
Type: 配列Entity (p. 522)オブジェクト
必須: いいえ
Index
入力リスト内のドキュメントのゼロベースのインデックス。
Type: 整数
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BatchDetectKeyPhrasesItemResult
を呼び出した結果BatchDetectKeyPhrases (p. 267)オペレーション. オペレーションは、オペレーションに
よって正常に処理されたドキュメントごとに 1 つのオブジェクトを返します。

目次
Index
入力リスト内のドキュメントのゼロベースのインデックス。
Type: 整数
必須: いいえ
KeyPhrases
1 つ以上のKeyPhrase (p. 548)オブジェクト。ドキュメント内で検出されたキーフレーズごとに 1 つ
ずつ。
Type: 配列KeyPhrase (p. 548)オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BatchDetectSentimentItemResult
を呼び出した結果BatchDetectSentiment (p. 270)オペレーション. オペレーションは、オペレーションに
よって正常に処理されたドキュメントごとに 1 つのオブジェクトを返します。

目次
Index
入力リスト内のドキュメントのゼロベースのインデックス (0 から始まる)。
Type: 整数
必須: いいえ
Sentiment
ドキュメントで検出されたセンチメント。
Type: 文字列
有効な値: POSITIVE | NEGATIVE | NEUTRAL | MIXED
必須: いいえ
SentimentScore
Amazon Comprehend が、センチメントの検出の精度において持っている信頼度。
型: SentimentScore (p. 568) オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BatchDetectSyntaxItemResult
を呼び出した結果BatchDetectSyntax (p. 273)オペレーション. オペレーションは、オペレーションによっ
て正常に処理されたオブジェクトを 1 つ返します。

目次
Index
入力リスト内のドキュメントのゼロベースのインデックス。
Type: 整数
必須: いいえ
SyntaxTokens
文書内の単語の構文トークン、各単語に1つのトークン。
Type: 配列SyntaxToken (p. 569)オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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BatchItemError
バッチでドキュメントを処理中に発生したエラーについて説明します。のオペレーションは、に戻りま
すBatchItemErrorエラーを含む各ドキュメントのオブジェクト。

目次
ErrorCode
エラーの数値エラーコード。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ
ErrorMessage
エラーのテキスト説明。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ
Index
入力リスト内のドキュメントのインデックス (0 から始まる)。
Type: 整数
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ClassifierEvaluationMetrics
ドキュメンテーション分類子に関連付けられたテストデータの結果メトリクスを説明します。

目次
Accuracy
正しく認識されたラベルの割合。これは、正しく認識されたテストドキュメント内のラベルの数を、
テストドキュメント内のラベルの総数で割ることによって計算されます。
Type: ダブル
必須: いいえ
F1Score
分類器の結果がテストデータに対してどの程度正確であるかを示す尺度。このコンポーネントはから
派生されますPrecisionそしてRecall重要な値。-F1Scoreは 2 つのスコアの調和平均です。最高得
点は1で、最低点は0です。
Type: ダブル
必須: いいえ
HammingLoss
誤って予測されたラベルの割合を示します。また、ラベルの総数に対する間違ったラベルの割合とし
ても表示されます。スコアがゼロに近いほど良いです。
Type: ダブル
必須: いいえ
MicroF1Score
分類器の結果がテストデータに対してどの程度正確であるかを示す尺度。このコンポーネントは組み
合わせですMicro PrecisionそしてMicro Recall重要な値。-Micro F1Scoreは 2 つのスコアの
調和平均です。最高得点は1で、最低点は0です。
Type: ダブル
必須: いいえ
MicroPrecision
レコグナイザーの有用性の尺度は、テストデータになります。高精度とは、レコグナイザが無関係な
結果よりもかなり関連性の高い結果を返したことを意味します。使用可能なすべてのラベルの精度を
平均化することから得られる精度指標とは異なり、これはすべての精度スコアの合計スコアに基づい
ています。
Type: ダブル
必須: いいえ
MicroRecall
分類器の結果がテストデータに対してどの程度完全であるかを示す尺度。再現率が高いということ
は、分類器が関連する結果のほとんどを返したことを意味します。具体的には、モデルが予測できる
テキスト内の正しいカテゴリの数を示します。これは、見つかったテキスト内の正しいカテゴリの割
合です。マイクロリコールは、すべてのレーベルのリコールスコアを平均化する代わりに、すべての
リコールスコアの合計スコアに基づいています。
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Type: ダブル
必須: いいえ
Precision
テストデータにおける分類器の結果の有用性の尺度。高精度とは、分類器が無関係な結果よりも実質
的に関連性の高い結果を返したことを意味します。
Type: ダブル
必須: いいえ
Recall
分類器の結果がテストデータに対してどの程度完全であるかを示す尺度。再現率が高いということ
は、分類器が関連する結果のほとんどを返したことを意味します。
Type: ダブル
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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ClassifierMetadata
ドキュメント分類子に関する情報を提供します。

目次
EvaluationMetrics
ドキュメンテーション分類子に関連付けられたテストデータの結果メトリクスを説明します。
型: ClassifierEvaluationMetrics (p. 487) オブジェクト
必須: いいえ
NumberOfLabels
入力データ内のラベルの数。
Type: 整数
必須: いいえ
NumberOfTestDocuments
分類器のテストに使用された入力データ内のドキュメントの数。通常、これは入力ドキュメントの 10
～ 20% で、最大 10,000 ドキュメントです。
Type: 整数
必須: いいえ
NumberOfTrainedDocuments
分類器の学習に使用された入力データ内のドキュメントの数。通常、これは入力ドキュメントの 80
～ 90% です。
Type: 整数
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DocumentClass
分析中の文書を分類するクラスを指定します

目次
Name
クラスの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ
Score
Amazon Comprehend がこのクラスに正しく帰属する信頼スコア。
Type: 浮動小数点
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DocumentClassificationJobFilter
ドキュメント分類ジョブのリストをフィルタリングするための情報を提供します。詳細について
は、ListDocumentClassificationJobs (p. 364) オペレーションを参照してください。1 つのリクエストには
1 つのみのフィルタパラメータを指定できます。

目次
JobName
ジョブの名前をフィルタリングします。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
ジョブのステータスに基づいてリストをフィルタリングします。指定したステータスのジョブのみを
返します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
SubmitTimeAfter
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間後に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、降順 (最新から最古へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
SubmitTimeBefore
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間より前に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、昇順 (最古から最新へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DocumentClassificationJobProperties
ドキュメント分類ジョブに関する情報を提供します。

目次
DataAccessRoleArn
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する AWS Identity and Access
Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: いいえ
DocumentClassifierArn
ドキュメント分類子を識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:documentclassifier/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須: いいえ
EndTime
文書分類ジョブが完了した時刻。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
InputDataConfig
文書分類ジョブの作成時に指定した入力データ構成。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須: いいえ
JobArn
ドキュメント分類ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これはジョブの、一意の完全修飾識別子
です。これには、AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次の
とおりです。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:document-classificationjob/<job-id>
ジョブ ARN の例を以下に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-classificationjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
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Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: いいえ
JobId
ドキュメント分類ジョブに割り当てられた ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobName
ドキュメント分類ジョブに割り当てた名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
ドキュメント分類ジョブの現在のステータス ステータスがである場合FAILED、Messageフィールド
に、失敗の理由が表示されます。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
Message
ジョブのステータスの説明。
Type: 文字列
必須: いいえ
OutputDataConfig
文書分類ジョブの作成時に指定した出力データ構成。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須: いいえ
SubmitTime
ドキュメント分類ジョブが処理のために送信された時刻。
Type: タイムスタンプ
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必須: いいえ
VolumeKmsKeyId
分析ジョブを処理する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリュー
ムのデータを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する AWS Key Management Service
(KMS) キーの ID。- VolumeKmsKeyId は次のいずれかの形式になります。
• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須: いいえ
VpcConfig
ドキュメント分類ジョブに使用しているリソースを含むプライベートVirtual Private Cloud (VPC) の設
定パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DocumentClassifierFilter
ドキュメント分類子のリストをフィルタリングするための情報を提供します。リクエストで指定できる
フィルタリングパラメータは 1 つのみ指定できます。詳細については、ListDocumentClassifiers (p. 367)
オペレーションを参照してください。

目次
DocumentClassifierName
ドキュメント分類子に割り当てた名前
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必須: いいえ
Status
ステータスに基づいて分類子のリストをフィルタリングします。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | TRAINING | DELETING | STOP_REQUESTED | STOPPED |
IN_ERROR | TRAINED
必須: いいえ
SubmitTimeAfter
処理のために分類子のリストをフィルタリングし、処理のために分類子のリストをフィルタリングし
ます。指定した時間後に送信された分類子のみを返します。分類子は、降順 (最新から最古へ) で返さ
れます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
SubmitTimeBefore
処理のために分類子のリストをフィルタリングし、処理のために分類子のリストをフィルタリングし
ます。指定した時刻よりも前に送信された時刻よりも前に送信された時刻のみを返します。分類子
は、昇順 (最古から最新へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWS SDK for Ruby V3
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DocumentClassifierInputDataConfig
ドキュメントの分類子をトレーニングするための入力プロパティ。
入力ファイルのフォーマット方法の詳細については、「」を参照してください。トレーニングデータの準
備」(Comprehend) を参照してください。

目次
AugmentedManifests
カスタムモデルのトレーニングデータを提供する拡張マニフェストファイルのリスト。拡張マニフェ
ストファイルは、Amazon が作成したラベル付きデータセットです。 SageMaker Ground Truth
を設定する場合、このパラメータは必須ですDataFormatにAUGMENTED_MANIFEST。
Type: の配列AugmentedManifestsListItem (p. 479)オブジェクト
必須: いいえ
DataFormat
トレーニングデータの形式:
• COMPREHEND_CSV: 2 列の CSV ファイル。ラベルは最初の列に、ドキュメントは 2 列目に提供され
ます。この値を使用する場合は、S3Uriパラメータをリクエストに追加します。
• AUGMENTED_MANIFEST: Amazon が作成したラベル付きデータセット SageMaker Ground Truth こ
のファイルは JSON 行形式です。各行はトレーニングドキュメントとそれに関連するラベルを含む
完全な JSON オブジェクトです。
この値を使用する場合は、AugmentedManifestsパラメータをリクエストに追加します。
値を指定しない場合、Amazon Comprehend はCOMPREHEND_CSVがデフォルト値です。
Type: 文字列
有効な値: COMPREHEND_CSV | AUGMENTED_MANIFEST
必須: いいえ
LabelDelimiter
マルチラベル分類器を学習させるために各ラベルを区切るために使用される区切り文字を示します。
ラベル間のデフォルトの区切り記号はパイプ (|) です。[ラベルの区切り文字] で指定すると、別の文
字を区切り文字として使用できます (使用できる文字の場合)。トレーニングドキュメントでデフォル
ト以外の区切り文字または指定した区切り文字が使用されている場合、その行のラベルが結合され
て、LABELLABELLABELなどの単一の一意のラベルが作成されます。
Type: 文字列
長さの制約: 1 の固定長。
パターン: ^[ ~!@#$%^*\-_+=|\\:;\t>?/]$
必須: いいえ
S3Uri
入力データの Amazon S3 URI。S3 バケットは、呼び出す API エンドポイントと同じリージョン内に
なければなりません。URI は 1 つの入力ファイルを指すことも、入力ファイルの集合の接頭辞を提供
することもできます。
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たとえば、URI を使用する場合S3://bucketName/prefix、プレフィックスが 1 つのファイルの場
合、Amazon Comprehend はそのファイルを入力として使用します。複数のファイルがプレフィック
スで始まる場合、Amazon Comprehend はそれらすべてを入力として使用します。
を設定する場合、このパラメータは必須ですDataFormatにCOMPREHEND_CSV。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
必須: いいえ
TestS3Uri
これにより、エンティティ認識機能のテストアノテーションが置かれている Amazon S3 の場所が指
定されます。URI は、呼び出す API エンドポイントと同じ AWS リージョン内になければなりませ
ん。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DocumentClassifierOutputDataConfig
カスタム分類子ジョブの出力結果構成パラメーターを提供します。

目次
KmsKeyId
Amazon Compehend が、分析ジョブからの出力結果を暗号化するために使用する AWS Key
Management Service (KMS) キーの ID。- KmsKeyId の値は次の形式のいずれかになります。
• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーエイリアス:"alias/ExampleAlias"
• KMS キーエイリアスの ARN:"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/
ExampleAlias"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須: いいえ
S3Uri
使用するバージョンOutputDataConfigオブジェクトは、カスタム分類子の作成中に、混同マトリッ
クスを記述する Amazon S3 の場所を指定します。URI は、呼び出している API エンドポイントと同
じリージョン内になければなりません。場所は、この出力ファイルの実際の場所の接頭辞として使用
されます。
カスタム分類子ジョブが完了すると、サービスはジョブに固有のディレクトリに出力ファイルを作成
します。-S3Uriフィールドには、出力ファイルの場所が格納されます。output.tar.gz。これは、
混同マトリックスを含む圧縮アーカイブです。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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DocumentClassifierProperties
ドキュメント分類子に関する情報を提供します。

目次
ClassifierMetadata
分類子のトレーニングに使用された文書の数、分類器のテストに使用された文書の数、精度評価な
ど、文書分類子に関する情報。
型: ClassifierMetadata (p. 489) オブジェクト
必須: いいえ
DataAccessRoleArn
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する AWS Identity および管理 (IAM)
ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: いいえ
DocumentClassifierArn
ドキュメント分類子を識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:documentclassifier/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須: いいえ
EndTime
文書分類子のトレーニングが完了した時間。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
InputDataConfig
トレーニング用の文書分類子を作成したときに指定した入力データ構成。
型: DocumentClassifierInputDataConfig (p. 498) オブジェクト
必須: いいえ
LanguageCode
分類子がトレーニングされたドキュメントの言語の言語コード。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt
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必須: いいえ
Message
分類子のステータスに関する追加情報。
Type: 文字列
必須: いいえ
Mode
特定の分類器がトレーニングされたモードを示します。これは、入力文書の形式と混同マトリックス
の形式も示します。各分類器は 1 つのモードでのみ学習させることができ、分類器が学習されるとこ
れを変更することはできません。
Type: 文字列
有効な値: MULTI_CLASS | MULTI_LABEL
必須: いいえ
ModelKmsKeyId
トレーニングされたカスタムモデルを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する AWS Key
Service (KMS) キーの ID。- ModelKmsKeyId 次の形式のいずれかになります。
• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須: いいえ
OutputDataConfig
カスタム分類子ジョブの出力結果構成パラメーターを提供します。
型: DocumentClassifierOutputDataConfig (p. 500) オブジェクト
必須: いいえ
SourceModelArn
ソースモデルの Amazon リソースネーム (ARN)。このモデルは、AWS アカウントにドキュメント分
類子モデルを作成するために、別の AWS アカウントからインポートされました。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:documentclassifier/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須: いいえ
Status
文書分類子のステータス。ステータスがであるTRAINED分類子の使用準備が完了しています｡ ステー
タスがであるFAILED分類子がトレーニングされなかった理由に関する追加情報をMessageフィール
ド。
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Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | TRAINING | DELETING | STOP_REQUESTED | STOPPED |
IN_ERROR | TRAINED
必須: いいえ
SubmitTime
文書分類子がトレーニングのために提出された時刻。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
TrainingEndTime
文書分類子のトレーニングが完了した時刻。ドキュメンテーション分類子でトレーニングが完了する
時間を示します。この時間から次の値までの時間間隔に対して請求されます。 TrainingStartTime。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
TrainingStartTime
ドキュメンテーション分類子でトレーニングが開始される時間を示します。この時間から次の値まで
の時間間隔に対して請求されます。 TrainingEndTime。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
VersionName
ドキュメント分類子に割り当てたバージョン名。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必須: いいえ
VolumeKmsKeyId
分析ジョブを処理する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリューム
のデータを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する AWS Key Service (KMS) キーの ID。VolumeKmsKeyId 次の形式のいずれかになります。
• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須: いいえ
VpcConfig
カスタム分類子に使用しているリソースを含むプライベートVirtual Private Cloud (VPC) の設定パラ
メータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
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型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DocumentClassifierSummary
文書分類子とそのバージョンに関する情報について説明します。

目次
DocumentClassifierName
ドキュメント分類子に割り当てる名前です。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必須: いいえ
LatestVersionCreatedAt
最新のドキュメント分類子バージョンが処理のために送信された時刻。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
LatestVersionName
最新の文書分類子バージョンに割り当てたバージョン名。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必須: いいえ
LatestVersionStatus
最新のドキュメント分類子バージョンのステータスが表示されます。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | TRAINING | DELETING | STOP_REQUESTED | STOPPED |
IN_ERROR | TRAINED
必須: いいえ
NumberOfVersions
作成したバージョンの数。
Type: 整数
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DocumentLabel
分析するドキュメントを分類する 1 つまたは複数のラベルを指定します。

目次
Name
ラベルの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ
Score
Amazon Comprehend がこのラベルに正しく関連付けられている信頼スコア。
Type: 浮動小数点
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DocumentReaderConfig
トピック検出ジョブの入力プロパティ。

目次
DocumentReadAction
この列挙型フィールドは、PDF に適用される 2 つの値で始まります。
• TEXTRACT_DETECT_DOCUMENT_TEXT-サービスが呼び出す DetectDocumentText1 ページあたり
PDF ドキュメントです。
• TEXTRACT_ANALYZE_DOCUMENT-サービスが呼び出す AnalyzeDocument 1 ページあたり PDF ド
キュメントです。
Type: 文字列
有効な値: TEXTRACT_DETECT_DOCUMENT_TEXT | TEXTRACT_ANALYZE_DOCUMENT
必須: はい
DocumentReadMode
この enum フィールドには 2 つの値があります。
• SERVICE_DEFAULT-ドキュメント読み取りにはサービスデフォルトを使用します。デジタルPDFの
場合、Textract APIの代わりに内部パーサーを使用することを意味します
• FORCE_DOCUMENT_READ_ACTION-常に指定したアクションを使用する DocumentReadAction、デ
ジタル PDF を含む。
Type: 文字列
有効な値: SERVICE_DEFAULT | FORCE_DOCUMENT_READ_ACTION
必須: いいえ
FeatureTypes
入力ファイル内のテキストの処理方法を指定します。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 2 項目です。
有効な値: TABLES | FORMS
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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DominantLanguage
入力テキストの主要言語のコードと、Amazon Comprehend が検出精度に対して持っている信頼レベルを
返します。

目次
LanguageCode
主要言語の RFC 5646 言語コード。RFC 5646 の詳細については、「」を参照してください。言語を
識別するためのタグでIETF Toolsウェブサイト。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ
Score
Amazon Comprehend が検出精度に対して持っている信頼度。
Type: 浮動小数点
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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DominantLanguageDetectionJobFilter
主要言語検出ジョブのリストをフィルタリングするための情報を提供します。詳細について
は、ListDominantLanguageDetectionJobs (p. 372) オペレーションを参照してください。

目次
JobName
ジョブの名前をフィルタリングします。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
ジョブステータスに基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定したステータスのジョブ
のみを返します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
SubmitTimeAfter
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間後に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、降順 (最新から最古へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
SubmitTimeBefore
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間より前に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、昇順 (最古から最新へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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DominantLanguageDetectionJobProperties
主要な言語検出ジョブに関する情報を提供します。

目次
DataAccessRoleArn
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する Amazon リソースネーム
(ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須。いいえ
EndTime
主要言語検出ジョブが完了した時間。
Type: タイムスタンプ
必須。いいえ
InputDataConfig
主要言語検出ジョブを作成したときに指定した入力データ構成。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須。いいえ
JobArn
主要な言語検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これは、ジョブの一意の完全修飾識別子で
す。これには、AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次のと
おりです。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:dominant-languagedetection-job/<job-id>
ジョブ ARN の例を以下に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:dominant-language-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須。いいえ
JobId
主要な言語検出ジョブに割り当てられた ID。
Type: 文字列

511

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
DominantLanguageDetectionJobProperties

長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須。いいえ
JobName
主要な言語検出ジョブに割り当てる名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須。いいえ
JobStatus
主要な言語検出ジョブの現在のステータス ステータスが必須FAILED、Message必須。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須。いいえ
Message
ジョブのステータスの説明。
Type: 文字列
必須。いいえ
OutputDataConfig
主要言語検出ジョブの作成時に指定した出力データ構成。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須。いいえ
SubmitTime
主要言語検出ジョブが処理のために送信された時刻。
Type: タイムスタンプ
必須。いいえ
VolumeKmsKeyId
分析ジョブを処理する ML コンピュートインスタンスにアタッチされたストレージボリュームのデー
タを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する AWS Key Management (KMS) キーの ID。VolumeKmsKeyId は次のいずれかになります。
• KMS キー:必須"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
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パターン: ^\p{ASCII}+$
必須。いいえ
VpcConfig
主要言語検出ジョブに使用しているリソースを含むプライベートVirtual Private Cloud (VPC) の設定パ
ラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須。いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EndpointFilter
返されるエンドポイントを決定するために使用されるフィルタ。ジョブは、名前、モデル、ステータス、
または作成された日時でフィルタ処理できます。一度に 1 つのフィルターしか設定できません。

目次
CreationTimeAfter
返された 1 つまたは複数のエンドポイントが作成された日付を指定します。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
CreationTimeBefore
返された 1 つまたは複数のエンドポイントが作成された日付を指定します。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
ModelArn
エンドポイントがアタッチされているモデルの Amazon リソースナンバー (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier|entity-recognizer)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zAZ0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: いいえ
Status
返されるエンドポイントのステータスを指定します。想定される値は次のとおりです。作成、準備完
了、更新、削除、失敗。
Type: 文字列
有効な値: CREATING | DELETING | FAILED | IN_SERVICE | UPDATING
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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EndpointProperties
指定したエンドポイントに関する情報を指定します。エンドポイントの情報については、「エンドポイン
トの管理。

目次
CreationTime
エンドポイントの作成日時。
Type: タイムスタンプ
必須 いいえ
CurrentInferenceUnits
このエンドポイントを使用するモデルで現在使用されている推論単位数。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。
必須 いいえ
DataAccessRoleArn
AWS Identity and Access Management (IAM) ロールの Amazon Comprehend リソースネーム (ARN)
ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。ModelKmsKeyId).
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須 いいえ
DesiredDataAccessRoleArn
新しいモデルがカスタマー KMS キーで暗号化される場合に使用するデータアクセスロール ARN。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須 いいえ
DesiredInferenceUnits
この端点を使用するモデルで使用される推論単位の希望する推論単位数。各推論単位は、毎秒 100 文
字のスループットを表します。
Type: 整数
有効範囲: 最小値は 1 です。
必須 いいえ
DesiredModelArn
既存のエンドポイントの更新に使用する新しいモデルの ARN。更新が進行中の場合、この ARN はモ
デル ARN とは異なります
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Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier|entity-recognizer)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zAZ0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須 いいえ
EndpointArn
エンドポイントのAmazonリソースナンバー (ARN) ナンバー (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier-endpoint|entity-recognizer-endpoint)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*
必須 いいえ
LastModifiedTime
エンドポイントの最終変更日時。
Type: タイムスタンプ
必須 いいえ
Message
次の場合に失敗する理由を指定しますFailedStatus。
Type: 文字列
必須 いいえ
ModelArn
エンドポイントがアタッチされているモデルの Amazon リソースナンバー (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:(documentclassifier|entity-recognizer)/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zAZ0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須 いいえ
Status
エンドポイントのステータスを指定します。エンドポイントの更新と作成は非同期であるため、エン
ドポイントの更新と作成は非同期であるため、エンドポイントの更新と作成が非同期になるのを待つ
必要がありますReady推論要求を行う前のステータス。
Type: 文字列
有効な値: CREATING | DELETING | FAILED | IN_SERVICE | UPDATING
必須 いいえ
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以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EntitiesDetectionJobFilter
主要言語検出ジョブのリストをフィルタリングするための情報を提供します。詳細について
は、ListEntitiesDetectionJobs (p. 378) オペレーションを参照してください。

目次
JobName
ジョブの名前をフィルタリングします。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
ジョブステータスに基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定したステータスのジョブ
のみを返します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
SubmitTimeAfter
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間後に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、降順 (最新から最古へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
SubmitTimeBefore
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間より前に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、昇順 (最古から最新へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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EntitiesDetectionJobProperties
エンティティ検出ジョブに関する情報を提供します。

目次
DataAccessRoleArn
入力データへの Amazon Comprehend リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: いいえ
EndTime
エンティティ検出ジョブが完了した時間
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
EntityRecognizerArn
エンティティ認識機能を識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:entityrecognizer/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須: いいえ
InputDataConfig
エンティティ検出ジョブの作成時に指定した入力データ構成。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須: いいえ
JobArn
エンティティ検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これは、ジョブの一意の完全修飾識別子
です。これには AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次の
とおりです。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:entities-detection-job/
<job-id>
以下はジョブ ARN の例です。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:entities-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
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長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: いいえ
JobId
エンティティ検出ジョブに割り当てられた ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobName
エンティティ検出ジョブに割り当てた名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
エンティティ検出ジョブの現在のステータス ステータスがであるFAILED、Messageフィールドに、
失敗の理由が表示されます。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
LanguageCode
入力ドキュメントの言語コード。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt | ar | hi | ja | ko | zh | zh-TW
必須: いいえ
Message
ジョブのステータスの説明。
Type: 文字列
必須: いいえ
OutputDataConfig
エンティティ検出ジョブの作成時に指定した出力データ構成。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
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必須: いいえ
SubmitTime
エンティティ検出ジョブが処理のために送信された時間。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
VolumeKmsKeyId
分析ジョブを処理する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリュー
ムのデータを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する AWS Key Management Service
(KMS) キー。- VolumeKmsKeyId は次のいずれかの形式になります。
• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須: いいえ
VpcConfig
エンティティ検出ジョブに使用しているリソースを含むプライベートVirtual Private Cloud (VPC) の設
定パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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Entity
エンティティに関する情報を提供します。

目次
BeginOffset
エンティティの開始位置を示す入力テキストの文字オフセット (最初の文字は位置 0)。オフセット
は、文字列内の各 UTF-8 コードポイントの位置を返します。あるコードポイント特定のグラフィカル
表現の抽象的文字です。たとえば、マルチバイトの UTF-8 文字は 1 つのコードポイントにマップされ
ます。
Type: 整数
必須: いいえ
EndOffset
エンティティの終了位置を示す、入力テキストの文字オフセット。オフセットは、文字列内の各
UTF-8 コードポイントの位置を返します。あるコードポイント特定のグラフィカル表現の抽象的文字
です。たとえば、マルチバイトの UTF-8 文字は 1 つのコードポイントにマップされます。
Type: 整数
必須: いいえ
Score
Amazon Comprehend が、検出の精度において持っている信頼度。
Type: 浮動小数点
必須: いいえ
Text
エンティティのテキスト。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ
Type
エンティティのタイプです。
Type: 文字列
有効な値: PERSON | LOCATION | ORGANIZATION | COMMERCIAL_ITEM | EVENT | DATE |
QUANTITY | TITLE | OTHER
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

523

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
EntityLabel

EntityLabel
分析される個人識別情報 (PII) エンティティを分類する 1 つまたは複数のラベルを指定します。

目次
Name
ラベルの名前。
Type: 文字列
有効な値: BANK_ACCOUNT_NUMBER | BANK_ROUTING | CREDIT_DEBIT_NUMBER |
CREDIT_DEBIT_CVV | CREDIT_DEBIT_EXPIRY | PIN | EMAIL | ADDRESS | NAME |
PHONE | SSN | DATE_TIME | PASSPORT_NUMBER | DRIVER_ID | URL | AGE | USERNAME
| PASSWORD | AWS_ACCESS_KEY | AWS_SECRET_KEY | IP_ADDRESS | MAC_ADDRESS
必須: はい
Score
Amazon Comprehend が、検出の精度において持っている信頼度。
Type: 浮動小数点
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

524

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
EntityRecognizerAnnotations

EntityRecognizerAnnotations
エンティティレコグナイザに関連付けられた注釈について説明します。

目次
S3Uri
エンティティ認識機能の注釈が置かれている Amazon S3 の場所を指定します。URI は、呼び出して
いる API エンドポイントと同じリージョン内になければなりません。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
必須: はい
TestS3Uri
エンティティ認識機能のテスト注釈が置かれている Amazon S3 の場所を指定します。URI は、呼び
出している API エンドポイントと同じリージョン内になければなりません。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EntityRecognizerDocuments
エンティティレコグナイザーとともに提出されたトレーニング文書について説明します。

目次
InputFormat
入力ファイル内のテキストの処理方法を指定します。これはオプションであり、デフォルト値
は ONE_DOC_PER_LINE です。ONE_DOC_PER_FILE-各ファイルは個別のドキュメントと見な
されます。このオプションは、新聞記事や科学論文などの大きな文書を処理する場合に使用しま
す。ONE_DOC_PER_LINE-ファイル内の各行は個別のドキュメントと見なされます。このオプション
は、テキストメッセージなど、短い文書を多数処理する場合に使用します。
Type: 文字列
有効な値: ONE_DOC_PER_FILE | ONE_DOC_PER_LINE
必須: いいえ
S3Uri
エンティティ認識機能のトレーニングドキュメントが置かれている Amazon S3 の場所を示しま
す。URI は、呼び出している API エンドポイントと同じリージョン内になければなりません。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
必須: はい
TestS3Uri
エンティティ認識機能のテストドキュメントが置かれている Amazon S3 の場所を示します。URI
は、呼び出している API エンドポイントと同じ AWS リージョン内になければなりません。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EntityRecognizerEntityList
エンティティ認識機能を使用して送信されたエンティティ認識機能について説明します。

目次
S3Uri
エンティティリストが置かれている Amazon S3 の場所を指定します。URI は、呼び出している API
エンドポイントと同じリージョン内になければなりません。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EntityRecognizerEvaluationMetrics
エンティティ認識機能の精度に関する詳細情報。

目次
F1Score
レコグナイザーの結果がテストデータに対してどの程度正確であるかを示す尺度。このコンポーネン
トはに派生されますPrecisionそしてRecall重要な値。-F1Scoreは 2 つのスコアの調和平均です。
プレーンテキストエンティティレコグナイザーモデルの場合、範囲は0から100で、100が最高スコア
です。PDF/Word エンティティ認識機能モデルの場合、範囲は 0 ～ 1 で、1 が最高スコアです。
Type: ダブル
必須: いいえ
Precision
レコグナイザーの有用性の尺度は、テストデータになります。高精度とは、レコグナイザが無関係な
結果よりもかなり関連性の高い結果を返したことを意味します。
Type: ダブル
必須: いいえ
Recall
テストデータに対するレコグナイザーの結果がどの程度完全であるかを示す尺度。高い再現率は、レ
コグナイザーが関連する結果のほとんどを返したことを意味します。
Type: ダブル
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EntityRecognizerFilter
エンティティ認識機能のリストをフィルタリングするための情報を提供します。リクエストで指
定できるフィルタリングパラメーターは 1 つだけです。詳細については、「」を参照してくださ
い。ListEntityRecognizers (p. 381)オペレーション. />

目次
RecognizerName
エンティティ認識機能に割り当てた名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必須: いいえ
Status
エンティティ認識機能のステータス。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | TRAINING | DELETING | STOP_REQUESTED | STOPPED |
IN_ERROR | TRAINED
必須: いいえ
SubmitTimeAfter
処理のためにリストが送信された時刻に基づいてエンティティのリストをフィルタリングします。指
定した時間後に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、昇順 (最古から最新へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
SubmitTimeBefore
処理のためにリストが送信された時刻に基づいてエンティティのリストをフィルタリングします。指
定した時間より前に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、降順 (最新から最古へ) で返されま
す。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EntityRecognizerInputDataConfig
入力データの形式と場所を指定します。

目次
Annotations
トレーニングドキュメントに注釈を付ける CSV ファイルの S3 の場所。
型: EntityRecognizerAnnotations (p. 525) オブジェクト
必須: いいえ
AugmentedManifests
カスタムモデルのトレーニングデータを提供する拡張マニフェストファイルのリスト。拡張マニフェ
ストファイルは、Amazon が作成したラベル付きデータセットです。 SageMaker Ground Truth
を設定する場合、このパラメータは必須です。DataFormatにAUGMENTED_MANIFEST。
Type: 配列AugmentedManifestsListItem (p. 479)オブジェクト
必須: いいえ
DataFormat
トレーニングデータの形式:
• COMPREHEND_CSV: トレーニングドキュメントを補足する CSV ファイル。CSV ファイルには、ト
レーニング済みのモデルが検出するユーザー定義エンティティに関する情報が含まれています。
ファイルの必要な形式は、注釈とエンティティリストのどちらを提供するかによって異なります。
この値を使用する場合は、次のいずれかを使用して CSV ファイルを指定する必要がありま
す。AnnotationsまたはEntityListパラメータ。トレーニング文書は、Documentsパラメー
タ。
• AUGMENTED_MANIFEST: Amazon が作成したラベル付きデータセット SageMaker Ground Truth
このファイルは JSON 行形式です。各行はトレーニングドキュメントとそのラベルを含む完全な
JSON オブジェクトです。各ラベルには、トレーニングドキュメント内の名前付きエンティティに
注釈が付けられます。
この値を使用する場合は、AugmentedManifestsパラメータをリクエストに追加します。
値を指定しない場合、Amazon Comprehend はCOMPREHEND_CSVはデフォルトです。
Type: 文字列
有効な値: COMPREHEND_CSV | AUGMENTED_MANIFEST
必須: いいえ
Documents
カスタムエンティティ認識機能のトレーニングドキュメントを含むフォルダの S3 の場所。
を設定する場合、このパラメータは必須です。DataFormatにCOMPREHEND_CSV。
型: EntityRecognizerDocuments (p. 526) オブジェクト
必須: いいえ
EntityList
カスタムエンティティ認識機能のエンティティリストを含む CSV ファイルの S3 の場所。
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型: EntityRecognizerEntityList (p. 527) オブジェクト
必須: いいえ
EntityTypes
Amazon Comprehend がカスタムエンティティ認識機能のトレーニングに使用する、ラベル付けされ
たトレーニングデータ内のエンティティタイプ。指定しないエンティティタイプは無視されます。
エンティティレコグナイザをトレーニングするために、一度に最大25のエンティティタイプを使用
できます。エンティティタイプには、\ n（改行）、\\ n（エスケープされた改行）、\ r（キャリッジ
リターン）、\\ r（エスケープされたキャリッジリターン）、\ t（タブ）、\\ t（エスケープされたタ
ブ）、スペース、および（カンマ）の無効な文字を含めることはできません。
Type: 配列EntityTypesListItem (p. 541)オブジェクト
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EntityRecognizerMetadata
エンティティレコグナイザに関する詳細情報。

目次
EntityTypes
エンティティ認識機能のメタデータからのエンティティタイプ。
Type: 配列EntityRecognizerMetadataEntityTypesListItem (p. 534)オブジェクト
必須: いいえ
EvaluationMetrics
エンティティ認識機能の精度に関する詳細情報。
型: EntityRecognizerEvaluationMetrics (p. 528) オブジェクト
必須: いいえ
NumberOfTestDocuments
エンティティ認識機能のテストに使用された入力データ内のドキュメントの数。通常、これは入力ド
キュメントの 10 ～ 20% です。
Type: 整数
必須: いいえ
NumberOfTrainedDocuments
エンティティレコグナイザーのトレーニングに使用された入力データ内のドキュメントの数。通常、
これは入力ドキュメントの 80 ～ 90% です。
Type: 整数
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EntityRecognizerMetadataEntityTypesListItem
エンティティレコグナイザーのメタデータ内のエンティティタイプのリストからの個々のアイテム。

目次
EvaluationMetrics
エンティティタイプのリストにある特定の項目に対するエンティティ認識機能の精度に関する詳細情
報。
型: EntityTypesEvaluationMetrics (p. 540) オブジェクト
必須: いいえ
NumberOfTrainMentions
トレーニングデータの特定のエンティティタイプが確認された回数を示します。
Type: 整数
必須: いいえ
Type
エンティティレコグナイザのメタデータ内のエンティティタイプのリストからのエンティティのタイ
プ。
Type: 文字列
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

534

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
EntityRecognizerProperties

EntityRecognizerProperties
エンティティ認識機能に関する情報について説明します。

目次
DataAccessRoleArn
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する AWS Identity Management
(IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須:必 いいえ
EndTime
レコグナイザーの作成が完了した時刻。
Type: タイムスタンプ
必須:必 いいえ
EntityRecognizerArn
エンティティ認識機能を識別する Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:entityrecognizer/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須:必 いいえ
InputDataConfig
エンティティ認識機能の入力データプロパティ。
型: EntityRecognizerInputDataConfig (p. 531) オブジェクト
必須:必 いいえ
LanguageCode
入力ドキュメントの言語。すべてのドキュメントは、同じ言語である必要があります。現在、英語
(「en」) のみがサポートされています。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | it | de | pt
必須:必 いいえ
Message
認識機能のステータスに関する説明。
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Type: 文字列
必須:必 いいえ
ModelKmsKeyId
Amazon Comprehend が、トレーニングされたカスタムモデルの暗号化に使用する AWS Key
Management Service (KMS) キーの ID。- ModelKmsKeyId は次のいずれかになります。
• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須:必 いいえ
RecognizerMetadata
エンティティ認識機能に関する情報を提供します。
型: EntityRecognizerMetadata (p. 533) オブジェクト
必須:必 いいえ
SourceModelArn
ソースモデルの Amazon リソースネーム (ARN)。このモデルは、AWS アカウントにエンティティ認
識モデルを作成するために、別の AWS アカウントからインポートされました。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:entityrecognizer/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zAZ0-9])*)?
必須:必 いいえ
Status
エンティティ認識機能のステータスを入力します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | TRAINING | DELETING | STOP_REQUESTED | STOPPED |
IN_ERROR | TRAINED
必須:必 いいえ
SubmitTime
レコグナイザーが送信された時刻。
Type: タイムスタンプ
必須:必 いいえ
TrainingEndTime
エンティティレコグナイザーのトレーニングが完了した時刻。
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Type: タイムスタンプ
必須:必 いいえ
TrainingStartTime
エンティティレコグナイザーのトレーニングが開始された時間。
Type: タイムスタンプ
必須:必 いいえ
VersionName
エンティティ認識機能に割り当てたバージョン名。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必須:必 いいえ
VolumeKmsKeyId
分析ジョブを処理する ML コンピュートインスタンスにアタッチされたストレージボリュームのデー
タを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する AWS Key Management Service (KMS) キー
ID。- VolumeKmsKeyId は次のいずれかになります。
• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須:必 いいえ
VpcConfig
カスタムエンティティ認識機能に使用しているリソースを含むプライベートVirtual Private Cloud
(VPC) の設定パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須:必 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EntityRecognizerSummary
エンティティ認識機能とそのバージョンに関する情報について説明します。

目次
LatestVersionCreatedAt
最新のエンティティ認識機能が処理のために送信された時刻。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
LatestVersionName
最新のエンティティ認識機能バージョンに割り当てたバージョン名。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必須: いいえ
LatestVersionStatus
最新のエンティティ認識機能のバージョンのステータスを提供します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | TRAINING | DELETING | STOP_REQUESTED | STOPPED |
IN_ERROR | TRAINED
必須: いいえ
NumberOfVersions
作成したバージョンの数。
Type: 整数
必須: いいえ
RecognizerName
エンティティ認識機能に割り当てた名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 63 です。
パターン: ^[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*$
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
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• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EntityTypesEvaluationMetrics
特定のエンティティタイプに対するエンティティ認識機能の精度に関する詳細情報。

目次
F1Score
テストデータ内の特定のエンティティタイプに対するレコグナイザーの結果の正確さの尺度。このコ
ンポーネントはに派生されますPrecisionそしてRecall重要な値。-F1Scoreは 2 つのスコアの調和
平均です。最高得点は1で、最低点は0です。
Type: ダブル
必須: いいえ
Precision
テストデータ内の特定のエンティティタイプに対するレコグナイザー結果の有用性の尺度。高精度と
は、レコグナイザが無関係な結果よりもかなり関連性の高い結果を返したことを意味します。
Type: ダブル
必須: いいえ
Recall
テストデータ内の特定のエンティティタイプに対するレコグナイザーの結果がどの程度完全であるか
を示す尺度。高い再現率は、レコグナイザーが関連する結果のほとんどを返したことを意味します。
Type: ダブル
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EntityTypesListItem
Amazon Comprehend がカスタムエンティティ認識機能のトレーニングに使用する、ラベル付きトレーニ
ングデータセット内のエンティティタイプ。

目次
Type
Amazon Comprehend がカスタムエンティティ認識機能のトレーニングに使用する、ラベル付きト
レーニングデータセット内のエンティティタイプ。
エンティティタイプには、\ n（改行）、\\ n（エスケープされた改行、\ r（キャリッジリターン）、\\
r（エスケープされたキャリッジリターン）、\ t（タブ）、\\ t（エスケープされたタブ）、スペース、
および（カンマ）の無効な文字を含めることはできません。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 64 文字です。
パターン: ^(?![^\n\r\t,]*\\n|\\r|\\t)[^\n\r\t,]+$
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EventsDetectionJobFilter
イベント検出ジョブのリストをフィルタリングするための情報を提供します。

目次
JobName
イベント検出ジョブの名前でフィルタリングします。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
ジョブステータスに基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定したステータスのジョブ
のみを返します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
SubmitTimeAfter
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間後に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、降順 (最新から最古へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
SubmitTimeBefore
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間より前に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、昇順 (最古から最新へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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EventsDetectionJobProperties
イベント検出ジョブに関する情報を提供します。

目次
DataAccessRoleArn
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する AWS Access Management
(IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須必須 いいえ
EndTime
イベント検出ジョブが完了した時間。
Type: タイムスタンプ
必須必須 いいえ
InputDataConfig
イベント検出ジョブの作成時に指定した入力データ構成。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須必須 いいえ
JobArn
イベント検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これはジョブの一意の完全修飾識別子です。
これには AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次のとおり
です。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:events-detection-job/<jobid>
ジョブ ARN の例を以下に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:events-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須必須 いいえ
JobId
イベント検出ジョブに割り当てられた ID。
Type: 文字列
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長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須必須 いいえ
JobName
イベント検出ジョブに割り当てた名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須必須 いいえ
JobStatus
イベント検出ジョブの現在のステータス。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須必須 いいえ
LanguageCode
入力ドキュメントの言語コード。
Type: 文字列
有効な値: en
必須必須 いいえ
Message
イベント検出ジョブのステータスの説明。
Type: 文字列
必須必須 いいえ
OutputDataConfig
イベント検出ジョブの作成時に指定した出力データ構成。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須必須 いいえ
SubmitTime
イベント検出ジョブが処理のために送信された時間。
Type: タイムスタンプ
必須必須 いいえ
TargetEventTypes
ジョブによって検出されたイベントのタイプ。
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Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 40 です。
パターン: [A-Z_]*
必須必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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InputDataConfig
推論ジョブの入力プロパティ。

目次
DocumentReaderConfig
ドキュメントリーダー設定フィールドは、 InputDataConfig の StartEntitiesDetectionJob。
を使用する DocumentReaderConfig 推論文書をどのように読んでほしいかについての仕様を提供しま
す。現在、次のPDFドキュメントに適用されます。 StartEntitiesDetectionJob カスタム推論。
型: DocumentReaderConfig (p. 508) オブジェクト
必須必須 いいえ
InputFormat
入力ファイル内のテキストの処理方法を指定します。
• ONE_DOC_PER_FILE-各ファイルは、個別のドキュメントと見なされます。このオプションは、新
聞記事や科学論文などの大きな文書を処理する場合に使用します。
• ONE_DOC_PER_LINE-ファイル内の各行は、個別の文書と見なされます。このオプションは、テキ
ストメッセージなど、短い文書を多数処理する場合に使用します。
Type: 文字列
有効な値: ONE_DOC_PER_FILE | ONE_DOC_PER_LINE
必須必須 いいえ
S3Uri
入力データの Amazon S3 URI。URI は、呼び出す API エンドポイントと同じリージョン内になければ
なりません。URI は 1 つの入力ファイルを指すことも、データファイルの集合の接頭辞を提供するこ
ともできます。
たとえば、URI を使用する場合S3://bucketName/prefix、プレフィックスが 1 つのファイルの場
合、Amazon Comprehend はそのファイルを入力として使用します。複数のファイルがプレフィック
スで始まる場合、Amazon Comprehend はそれらすべてを入力として使用します。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
必須必須 はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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KeyPhrase
キー名詞句を記述します。

目次
BeginOffset
キーフレーズの開始位置を示す入力テキスト内の文字オフセット (最初の文字は位置 0)。オフセット
は、文字列内の各 UTF-8 コードポイントの位置を返します。あるコードポイント特定のグラフィカル
表現の抽象的文字です。たとえば、マルチバイトの UTF-8 文字は 1 つのコードポイントにマップされ
ます。
Type: 整数
必須: いいえ
EndOffset
キーフレーズが終了する入力テキスト内の文字オフセット。オフセットは、文字列内の各 UTF-8 コー
ドポイントの位置を返します。あるcode point特定のグラフィカル表現の抽象的文字です。たとえ
ば、マルチバイトの UTF-8 文字は 1 つのコードポイントにマップされます。
Type: 整数
必須: いいえ
Score
Amazon Comprehend が、検出の精度において持っている信頼度。
Type: 浮動小数点
必須: いいえ
Text
キー名詞句のテキスト。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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KeyPhrasesDetectionJobFilter
主要言語検出ジョブのリストをフィルタリングするための情報を提供します。詳細について
は、ListKeyPhrasesDetectionJobs (p. 390) オペレーションを参照してください。

目次
JobName
ジョブの名前をフィルタリングします。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
ジョブステータスに基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定したステータスのジョブ
のみを返します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
SubmitTimeAfter
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間後に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、降順 (最新から最古へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
SubmitTimeBefore
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間より前に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、昇順 (最古から最新へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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KeyPhrasesDetectionJobProperties
キーフレーズ検出ジョブに関する情報を提供します。

目次
DataAccessRoleArn
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する Amazon リソースネーム
(ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須 いいえ
EndTime
キーフレーズ検出ジョブが完了した時間。
Type: タイムスタンプ
必須 いいえ
InputDataConfig
キーフレーズ検出ジョブの作成時に指定した入力データ構成。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須 いいえ
JobArn
キーフレーズ検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これはジョブの、一意の完全修飾識別子
です。これには、AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次の
とおりです。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:key-phrases-detection-job/
<job-id>
以下はジョブ ARN の例です。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:key-phrases-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須 いいえ
JobId
キーフレーズ検出ジョブに割り当てられた ID。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須 いいえ
JobName
キーフレーズ検出ジョブに割り当てた名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須 いいえ
JobStatus
キーフレーズ検出ジョブの現在のステータス ステータスがであるFAILED、Messageフィールドに、
失敗の理由が表示されます。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須 いいえ
LanguageCode
入力ドキュメントの言語コード。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt | ar | hi | ja | ko | zh | zh-TW
必須 いいえ
Message
ジョブのステータスの説明。
Type: 文字列
必須 いいえ
OutputDataConfig
キーフレーズ検出ジョブの作成時に指定した出力データ構成。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須 いいえ
SubmitTime
キーフレーズ検出ジョブが処理のために送信された時刻。
Type: タイムスタンプ
必須 いいえ
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VolumeKmsKeyId
分析ジョブを処理する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリューム
のデータを暗号化するために Amazon Comprehend Service (KMS) キー。- VolumeKmsKeyId 次の形
式のいずれかになります。
• KMS キー ID"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須 いいえ
VpcConfig
キーフレーズ検出ジョブに使用しているリソースを含むプライベートVirtual Private Cloud (VPC) の設
定パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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OutputDataConfig
推論ジョブの出力用の構成パラメーターを提供します。

目次
KmsKeyId
Amazon Comprehend が、分析ジョブからの出力結果を暗号化するために使用する AWS Key
Management Service (KMS) キーの ID。- KmsKeyId の値は次の形式のいずれかになります。
• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)。"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーエイリアス:"alias/ExampleAlias"
• KMS キーエイリアスの ARN)"arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:alias/
ExampleAlias"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須: いいえ
S3Uri
使用するバージョンOutputDataConfigオブジェクトを非同期オペレーションで使用する場合は、出
力データを書き込む Amazon S3 の場所を指定します。URI は、呼び出している API エンドポイント
と同じリージョン内になければなりません。この場所は、出力ファイルの実際の場所の接頭辞として
使用されます。
トピック検出ジョブが完了すると、サービスはジョブに固有のディレクトリに出力ファイルを作成し
ます。-S3Uriフィールドには、出力ファイルの場所が格納されます。output.tar.gz。これは、操
作の出力を含む圧縮アーカイブです。
PII エンティティ検出ジョブの場合、出力ファイルは圧縮されたアーカイブではなくプレーンテキスト
です。出力ファイル名は入力ファイルと同じで、.out最後に追加されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
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• AWS SDK for Ruby V3
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PartOfSpeechTag
トークンによって表される品詞を識別し、品詞が正しく識別されたことを Amazon Comprehend が持って
いるという確信を与えます。Amazon Comprehend が識別できる品詞の詳細については、「」を参照して
ください。構文」(Comprehend)」(開発者ガイド) を参照してください。

目次
Score
品詞が正しく識別されたというAmazon Comprehendの信頼。
Type: 浮動小数点
必須: いいえ
Tag
トークンが表す品詞を識別します。
Type: 文字列
有効な値: ADJ | ADP | ADV | AUX | CONJ | CCONJ | DET | INTJ | NOUN | NUM | O
| PART | PRON | PROPN | PUNCT | SCONJ | SYM | VERB
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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PiiEntitiesDetectionJobFilter
PII エンティティ検出ジョブのリストをフィルタリングするための情報を提供します。

目次
JobName
ジョブの名前をフィルタリングします。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
ジョブステータスに基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定したステータスのジョブ
のみを返します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
SubmitTimeAfter
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間後に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、降順 (最新から最古へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
SubmitTimeBefore
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間より前に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、昇順 (最古から最新へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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PiiEntitiesDetectionJobProperties
PII エンティティ検出ジョブに関する情報を提供します。

目次
DataAccessRoleArn
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する Amazon リソースネーム
(ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: いいえ
EndTime
PII エンティティ検出ジョブが完了した時間。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
InputDataConfig
PII エンティティ検出ジョブの入力プロパティ。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須: いいえ
JobArn
PII エンティティ検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。ジョブの、一意の完全修飾識別子で
す。これには、AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次のと
おりです。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:pii-entities-detection-job/
<job-id>
ジョブ ARN の例を次に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:pii-entities-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: いいえ
JobId
PII エンティティ検出ジョブに割り当てられた識別子。
Type: 文字列
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長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobName
PII エンティティ検出ジョブに指定する名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
PII エンティティ検出ジョブの現在のステータス ステータスがである場合FAILED、Messageフィール
ドに、失敗の理由が表示されます。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
LanguageCode
入力ドキュメントの言語コード
Type: 文字列
有効な値: en
必須: いいえ
Message
ジョブのステータスの説明。
Type: 文字列
必須: いいえ
Mode
出力が PII エンティティの位置 (オフセット) を提供するか、PII エンティティが墨消しされるファイル
を提供するかを指定します。
Type: 文字列
有効な値: ONLY_REDACTION | ONLY_OFFSETS
必須: いいえ
OutputDataConfig
PII エンティティ検出ジョブの作成時に指定した出力データ構成。
型: PiiOutputDataConfig (p. 562) オブジェクト
必須: いいえ
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RedactionConfig
PIIエンティティの編集のための構成パラメータを提供します。
このパラメータは、ModeパラメータをにONLY_REDACTION。その場合、必須RedactionConfigを
含む定義PiiEntityTypesパラメータ。
型: RedactionConfig (p. 563) オブジェクト
必須: いいえ
SubmitTime
PII エンティティ検出ジョブが処理のために送信された時間。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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PiiEntity
PII エンティティに関する情報を提供します。

目次
BeginOffset
PII エンティティの開始位置を示す入力テキストの文字オフセット (最初の文字は位置 0)。オフセット
は、文字列内の各 UTF-8 コードポイントの位置を返します。あるコードポイント特定のグラフィカル
表現の抽象的文字です。たとえば、マルチバイトの UTF-8 文字は 1 つのコードポイントにマップされ
ます。
Type: 整数
必須: いいえ
EndOffset
PII エンティティの終了位置を示す、入力テキストの文字オフセット。オフセットは、文字列内の各
UTF-8 コードポイントの位置を返します。あるコードポイント特定のグラフィカル表現の抽象的文字
です。たとえば、マルチバイトの UTF-8 文字は 1 つのコードポイントにマップされます。
Type: 整数
必須: いいえ
Score
Amazon Comprehend が、検出の精度において持っている信頼度。
Type: 浮動小数点
必須: いいえ
Type
エンティティのタイプです。
Type: 文字列
有効な値: BANK_ACCOUNT_NUMBER | BANK_ROUTING | CREDIT_DEBIT_NUMBER |
CREDIT_DEBIT_CVV | CREDIT_DEBIT_EXPIRY | PIN | EMAIL | ADDRESS | NAME |
PHONE | SSN | DATE_TIME | PASSPORT_NUMBER | DRIVER_ID | URL | AGE | USERNAME
| PASSWORD | AWS_ACCESS_KEY | AWS_SECRET_KEY | IP_ADDRESS | MAC_ADDRESS |
LICENSE_PLATE | VEHICLE_IDENTIFICATION_NUMBER | UK_NATIONAL_INSURANCE_NUMBER
| CA_SOCIAL_INSURANCE_NUMBER | US_INDIVIDUAL_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER
| UK_UNIQUE_TAXPAYER_REFERENCE_NUMBER | IN_PERMANENT_ACCOUNT_NUMBER
| IN_NREGA | INTERNATIONAL_BANK_ACCOUNT_NUMBER | SWIFT_CODE |
UK_NATIONAL_HEALTH_SERVICE_NUMBER | CA_HEALTH_NUMBER | IN_AADHAAR |
IN_VOTER_NUMBER | ALL
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
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• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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PiiOutputDataConfig
PII エンティティ検出ジョブの出力用の構成パラメータを提供します。

目次
KmsKeyId
Amazon Comprehend が、分析ジョブからの出力結果を暗号化するために使用する AWS Key
Management Service (KMS) キーの ID。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
: いいえ
S3Uri
使用するバージョンPiiOutputDataConfigオブジェクトを、非同期オペレーションで使用する場合
は、出力データを書き込む Amazon S3 の場所を指定します。
PII エンティティ検出ジョブの場合、出力ファイルは圧縮されたアーカイブではなくプレーンテキスト
です。出力ファイル名は入力ファイルと同じで、.out最後に追加されます。
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 1,024 です。
パターン: s3://[a-z0-9][\.\-a-z0-9]{1,61}[a-z0-9](/.*)?
: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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RedactionConfig
PIIエンティティの編集のための構成パラメータを提供します。

目次
MaskCharacter
編集された PII エンティティの各文字を置き換える文字。
Type: 文字列
長さの制約: 1 の固定長。
パターン: [!@#$%&*]
必須: いいえ
MaskMode
PII エンティティをマスク文字で墨消しするか、エンティティタイプで墨消しするかを指定します。
Type: 文字列
有効な値: MASK | REPLACE_WITH_PII_ENTITY_TYPE
必須: いいえ
PiiEntityTypes
Amazon Comprehend がリクエストの入力テキストで検出する PII エンティティのタイプの配列。
Type: 文字列の配列
有効な値: BANK_ACCOUNT_NUMBER | BANK_ROUTING | CREDIT_DEBIT_NUMBER |
CREDIT_DEBIT_CVV | CREDIT_DEBIT_EXPIRY | PIN | EMAIL | ADDRESS | NAME |
PHONE | SSN | DATE_TIME | PASSPORT_NUMBER | DRIVER_ID | URL | AGE | USERNAME
| PASSWORD | AWS_ACCESS_KEY | AWS_SECRET_KEY | IP_ADDRESS | MAC_ADDRESS |
LICENSE_PLATE | VEHICLE_IDENTIFICATION_NUMBER | UK_NATIONAL_INSURANCE_NUMBER
| CA_SOCIAL_INSURANCE_NUMBER | US_INDIVIDUAL_TAX_IDENTIFICATION_NUMBER
| UK_UNIQUE_TAXPAYER_REFERENCE_NUMBER | IN_PERMANENT_ACCOUNT_NUMBER
| IN_NREGA | INTERNATIONAL_BANK_ACCOUNT_NUMBER | SWIFT_CODE |
UK_NATIONAL_HEALTH_SERVICE_NUMBER | CA_HEALTH_NUMBER | IN_AADHAAR |
IN_VOTER_NUMBER | ALL
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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SentimentDetectionJobFilter
主要言語検出ジョブのリストをフィルタリングするための情報を提供します。詳細について
は、ListSentimentDetectionJobs (p. 396) オペレーションを参照してください。

目次
JobName
ジョブの名前をフィルタリングします。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
ジョブステータスに基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定したステータスのジョブ
のみを返します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
SubmitTimeAfter
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間後に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、降順 (最新から最古へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
SubmitTimeBefore
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間より前に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、昇順 (最古から最新へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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SentimentDetectionJobProperties
センチメント検出ジョブに関する情報を提供します。

目次
DataAccessRoleArn
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する Amazon リソースネーム
(ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: いいえ
EndTime
センチメント検出ジョブが終了した時刻。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
InputDataConfig
センチメント検出ジョブの作成時に指定した入力データ構成。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須: いいえ
JobArn
センチメント検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これは、ジョブの一意の完全修飾識別子
です。これには、AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次の
とおりです。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:sentiment-detection-job/
<job-id>
ジョン ARN の例を以下に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:sentiment-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: いいえ
JobId
センチメント検出ジョブに割り当てられた識別子。
Type: 文字列
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長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobName
センチメント検出ジョブに割り当てた名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
センチメント検出ジョブの現在のステータス。ステータスがである。FAILED、Messages: 必須。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
LanguageCode
入力ドキュメントの言語コード。
Type: 文字列
有効な値: en | es | fr | de | it | pt | ar | hi | ja | ko | zh | zh-TW
必須: いいえ
Message
ジョブのステータスの説明。
Type: 文字列
必須: いいえ
OutputDataConfig
センチメント検出ジョブの作成時に指定した出力データ構成。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須: いいえ
SubmitTime
感情検出ジョブが処理のために送信された時間。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
VolumeKmsKeyId
分析ジョブを処理する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされたストレージボリュー
ムのデータを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する Key Service (KMS) キー。VolumeKmsKeyId 次のいずれかの形式になります。
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• KMS 要件:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN) 必須:"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須: いいえ
VpcConfig
センチメント検出ジョブに使用しているリソースを含むプライベートVirtual Private Cloud (VPC) の設
定パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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SentimentScore
Amazon Comprehend が、のセンチメントの検出の精度において持っている信頼度。

目次
Mixed
Amazon Comprehend が、MIXED のセンチメントの検出の精度において持っている信頼度。
Type: 浮動小数点
必須: いいえ
Negative
Amazon Comprehend が、NEGATIVE のセンチメントの検出の精度において持っている信頼度。
Type: 浮動小数点
必須: いいえ
Neutral
Amazon Comprehend が、NEUTRAL のセンチメントの検出の精度において持っている信頼度。
Type: 浮動小数点
必須: いいえ
Positive
Amazon Comprehend が、POSITIVE のセンチメントの検出の精度において持っている信頼度。
Type: 浮動小数点
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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SyntaxToken
認識され、品詞が割り当てられた入力テキスト内の作品を表します。ソーステキストの単語ごとに 1 つの
構文トークンレコードがあります。

目次
BeginOffset
ソーステキストの先頭から単語の最初の文字までのゼロベースのオフセット。
Type: 整数
必須: いいえ
EndOffset
ソーステキストの先頭から単語の最後の文字までのゼロベースのオフセット。
Type: 整数
必須: いいえ
PartOfSpeech
品詞ラベルと、品詞が正しく識別されたという Amazon Comprehend の信頼レベルを提供します。詳
細については、次を参照してください。構文」(開発者Comprehend) を参照してください。
型: PartOfSpeechTag (p. 555) オブジェクト
必須: いいえ
Text
原文で認識された単語。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡
必須: いいえ
TokenId
トークンの一意の識別子。
Type: 整数
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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Tag
Amazon Comprehend で使用されるリソースにメタデータとして追加されるキーバリューのペア。例え
ば、キーバリューのペアが「Department」:「Sales」であるタグをリソースに追加して、リソースに追加
できます。

目次
Key
リソースに関連付けられたタグを形成するキーバリューペアの最初の部分。たとえば、どの部門が
どのリソースを使用しているかを表示する場合、「部門」をペアの重要な部分として使用し、「売
上」、「法務」、「管理」などの複数の値を使用できます。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 128 です。
必須: はい
Value
リソースに関連付けられたタグを形成するキーバリューペアの 2 番目の部分。たとえば、どの部門が
どのリソースを使用しているかを表示する場合、ペアの初期（キー）部分として「部門」を使用し、
「販売」の値は営業部門を示します。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 0。最大長は 256 です。
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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TargetedSentimentDetectionJobFilter
主要言語検出ジョブのリストをフィルタリングするための情報を提供します。詳細について
は、ListTargetedSentimentDetectionJobs (p. 401) オペレーションを参照してください。

目次
JobName
ジョブの名前をフィルタリングします。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
ジョブステータスに基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定したステータスのジョブ
のみを返します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
SubmitTimeAfter
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間後に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、降順 (最新から最古へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
SubmitTimeBefore
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間より前に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、昇順 (最古から最新へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
•
•
•
•

AWS SDK for C++
AWS SDK for Go
AWS SDK for Java V2
AWS SDK for Ruby V3
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TargetedSentimentDetectionJobProperties
対象の感情検出ジョブに関する情報を提供します。

目次
DataAccessRoleArn
入力データへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する Amazon リソースネーム
(ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須必須 いいえ
EndTime
ターゲットのセンチメント検出ジョブが終了した時刻。
Type: タイムスタンプ
必須必須 いいえ
InputDataConfig
推論ジョブの入力プロパティ。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須必須 いいえ
JobArn
対象の感情検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN) これは、ジョブの、一意の完全修飾識別子で
す。これには、AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次のと
おりです。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:targeted-sentimentdetection-job/<job-id>
ジョブ ARN の例を次に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:targeted-sentiment-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須必須 いいえ
JobId
対象の感情検出ジョブに割り当てられた ID。
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Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須必須 いいえ
JobName
対象の感情検出ジョブに割り当てた名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須必須 いいえ
JobStatus
対象の感情検出ジョブの現在のステータス ステータスがである場合FAILED、Messagesフィールド
に、失敗の理由が表示されます。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須必須 いいえ
LanguageCode
入力ドキュメントの言語コード。
Type: 文字列
有効な値: en
必須必須 いいえ
Message
ジョブのステータスの説明
Type: 文字列
必須必須 いいえ
OutputDataConfig
推論ジョブの出力用の構成パラメーターを提供します。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須必須 いいえ
SubmitTime
ターゲットのセンチメント検出ジョブが処理のために送信された時間。
Type: タイムスタンプ
必須必須 いいえ
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VolumeKmsKeyId
対象の感情検出ジョブを処理する ML コンピューティングインスタンスにアタッチされたストレー
ジボリュームのデータを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する AWS Key Management
Service (KMS) キーの ID。- VolumeKmsKeyId は次のいずれかの形式になります。
• KMS キー ID"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN)"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須必須 いいえ
VpcConfig
ジョブに使用しているリソースを含む、オプションのプライベートVirtual Private Cloud (VPC) の設定
パラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須必須 いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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TopicsDetectionJobFilter
トピック検出ジョブをフィルタリングするための情報を提供します。詳細については、
「ListTopicsDetectionJobs (p. 404)」を参照してください。

目次
JobName
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
ジョブステータスに基づいてトピック検出ジョブのリストをフィルタリングします。指定したステー
タスのジョブのみを返します。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
SubmitTimeAfter
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間以降に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、昇順 (最古から最新へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
SubmitTimeBefore
処理のためにジョブが送信された時刻に基づいてジョブのリストをフィルタリングします。指定した
時間より前に送信されたジョブのみを返します。ジョブは、降順 (最新から最古へ) で返されます。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

575

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
TopicsDetectionJobProperties

TopicsDetectionJobProperties
トピック検出ジョブに関する情報を提供します。

目次
DataAccessRoleArn
ジョブデータへの Amazon Comprehend 読み取りアクセス権を付与する AWS Identity and
Management (IAM) ロールの Amazon リソースネーム (ARN)。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 20 です｡ 最大長は 2,048 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:iam::[0-9]{12}:role/.+
必須: いいえ
EndTime
トピック検出ジョブが完了した時刻。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
InputDataConfig
トピック検出ジョブの作成時に提供された入力データ構成。
型: InputDataConfig (p. 546) オブジェクト
必須: いいえ
JobArn
トピック検出ジョブの Amazon リソースネーム (ARN)。これは、ジョブの、一意の完全修飾識別子で
す。これには、AWS アカウント、リージョン、およびジョブ ID が含まれます。ARN の形式は次のと
おりです。
arn:<partition>:comprehend:<region>:<account-id>:topics-detection-job/<jobid>
ジョブ ARN の例を以下に示します。
arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:topics-detectionjob/1234abcd12ab34cd56ef1234567890ab
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 256 です。
パターン: arn:aws(-[^:]+)?:comprehend:[a-zA-Z0-9-]*:[0-9]{12}:[a-zA-Z0-9-]
{1,64}/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*(/version/[a-zA-Z0-9](-*[a-zA-Z0-9])*)?
必須: いいえ
JobId
トピック検出ジョブに割り当てられた ID。
Type: 文字列
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長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobName
トピック検出ジョブの名前。
Type: 文字列
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 256 です。
パターン: ^([\p{L}\p{Z}\p{N}_.:/=+\-%@]*)$
必須: いいえ
JobStatus
トピック検出ジョブの現在のステータス。ステータスがである場合Failedの場合、失敗の理由
はMessageフィールド。
Type: 文字列
有効な値: SUBMITTED | IN_PROGRESS | COMPLETED | FAILED | STOP_REQUESTED |
STOPPED
必須: いいえ
Message
ジョブのステータスの説明。
Type: 文字列
必須: いいえ
NumberOfTopics
トピック検出ジョブの作成時に提供された検出するトピックの数。デフォルトは 10 です。
Type: 整数
必須: いいえ
OutputDataConfig
トピック検出ジョブの作成時に提供された出力データ構成。
型: OutputDataConfig (p. 553) オブジェクト
必須: いいえ
SubmitTime
トピック検出ジョブが処理のために送信された時刻。
Type: タイムスタンプ
必須: いいえ
VolumeKmsKeyId
分析ジョブを処理する ML コンピュートインスタンスにアタッチされたストレージボリュームのデー
タを暗号化するために Amazon Comprehend が使用する AWS Key Management Service (KMS) キー
の ID。- VolumeKmsKeyId は次のいずれかの形式になります。
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• KMS キー ID:"1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
• KMS キーの Amazon リソースネーム (ARN):"arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
Type: 文字列
長さの制約: 最大長は 2,048 です。
パターン: ^\p{ASCII}+$
必須: いいえ
VpcConfig
トピック検出ジョブに使用しているリソースを含むプライベートVirtual Private Cloud (VPC) の設定パ
ラメータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。
型: VpcConfig (p. 579) オブジェクト
必須: いいえ

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3
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VpcConfig
ジョブに使用しているリソースを含む、オプションのプライベートVirtual Private Cloud (VPC) の設定パラ
メータ。詳細については、「Amazon VPC 」を参照してください。

目次
SecurityGroupIds
プライベート VPC のインスタンス上のセキュリティグループの ID 番号。VPC 関数のセキュリティグ
ループは、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックを制御する仮想ファイアウォー
ルとして機能し、VPC でアクセスするリソースにセキュリティを提供します。この ID 番号の前には
「sg-」が付いています。たとえば、「sg-03b388029b0a285ea」のように付けられます。詳細につい
ては、次を参照してください。VPC のセキュリティグループ。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 5 項目です。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: [-0-9a-zA-Z]+
必須: はい
Subnets
プライベート VPC で使用されている各サブネットの ID。このサブネットは、VPC が使用する IPv4
アドレスの範囲のサブセットであり、VPC のリージョンの特定のアベイラビリティーゾーンに固有で
す。この ID 番号の前には「subnet-」が付いています。たとえば、「subnet-04ccf456919e69055」な
どです。詳細については、「VPC とサブネット」を参照してください。
Type: 文字列の配列
配列メンバー: 最小数は 1 項目です。最大数は 16 項目です。
長さの制約: 最小長は 1 です｡ 最大長は 32 です。
パターン: [-0-9a-zA-Z]+
必須: はい

以下の資料も参照してください。
言語固有の AWS SDK のいずれかでこの API を使用する方法の詳細については、以下を参照してくださ
い。
• AWS SDK for C++
• AWS SDK for Go
• AWS SDK for Java V2
• AWS SDK for Ruby V3

共通パラメータ
次のリストには、すべてのアクションが署名バージョン 4 リクエストにクエリ文字列で署名するために
使用するパラメータを示します。アクション固有のパラメータは、アクションのトピックに示されていま

579

Amazon Comprehend デベロッパーガイド
共通パラメータ

す。署名バージョン 4 の詳細については、Amazon Web Services 全般リファレンスの「署名バージョン 4
の署名プロセス」を参照してください。
Action
実行するアクション。
タイプ: 文字列
必須: はい
Version
リクエストが想定している API バージョンである、YYYY-MM-DD 形式で表示されます。
タイプ: 文字列
必須: はい
X-Amz-Algorithm
リクエストの署名を作成するのに使用したハッシュアルゴリズム。
条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。
タイプ: 文字列
有効な値: AWS4-HMAC-SHA256
必須: 条件付き
X-Amz-Credential
認証情報スコープの値で、アクセスキー、日付、対象とするリージョン、リクエストしているサー
ビス、および終了文字列 ("aws4_request") を含む文字列です。値は次の形式で表現されます。
[access_key/YYYYYYYYMMDD/リージョン/サービス/aws4_request]
詳細については、次を参照してください。タスク 2: 署名バージョン 4 の署名文字列を作成す
るのAmazon Web Services 全般リファレンス。
条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。
タイプ: 文字列
必須: 条件付き
X-Amz-Date
署名を作成するときに使用する日付です。形式は ISO 8601 基本形式の YYYYMMDD'T'HHMMSS'Z' で
なければなりません。例えば、日付 20120325T120000Z は、有効な X-Amz-Date の値です。
条件: X-Acz-Date はすべてのリクエストに対してオプションです。署名リクエストで使用する日付よ
りも優先される日付として使用できます。ISO 8601 ベーシック形式で日付ヘッダーが指定されてい
る場合、X-Amz-Date は必要ありません。X-Amz-Date を使用すると、常に Date ヘッダーの値よりも
優先されます。詳細については、「署名バージョン 4 の日付の処理」(Amazon Web Services 全般リ
ファレンス) を参照してください。
タイプ: 文字列
必須: 条件付き
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X-Amz-Security-Token
AWS セキュリティトークンサービス (AWS STS) を呼び出して取得された一時的セキュリティトー
クン。AWS Security Token Service からの一時的なセキュリティ認証情報をサポートするサービスの
リストについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM と連携するAWS サービス」を参照してくださ
い。
条件: から一時的なセキュリティ認証情報を使用する場合AWSセキュリティトークンサービスを使用
するには、セキュリティトークンを含める必要があります。
タイプ: 文字列
必須: 条件付き
X-Amz-Signature
署名する文字列と派生署名キーから計算された 16 進符号化署名を指定します。
条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。
タイプ: 文字列
必須: 条件付き
X-Amz-SignedHeaders
正規リクエストの一部として含まれていたすべての HTTP ヘッダーを指定します。署名ヘッダーを指
定する方法については、「」を参照してください。タスク 1: 署名バージョン 4 の正規リクエストを作
成するのAmazon Web Services 全般リファレンス。
条件: HTTP 認証ヘッダーではなくクエリ文字列に認証情報を含める場合は、このパラメータを指定し
ます。
タイプ: 文字列
必須: 条件付き

共通エラー
このセクションでは、AWS のすべてのサービスの API アクションに共通のエラーを一覧表示していま
す。このサービスの API アクションに固有のエラーについては、その API アクションのトピックを参照し
てください。
AccessDeniedException
このアクションを実行する十分なアクセス権限がありません。
HTTP ステータスコード: 400
IncompleteSignature
リクエストの署名が AWS 基準に適合しません。
HTTP ステータスコード: 400
InternalFailure
リクエストの処理が、不明なエラー、例外、または障害により実行できませんでした。
HTTP ステータスコード: 500
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InvalidAction
リクエストされたアクション、またはオペレーションは無効です。アクションが正しく入力されてい
ることを確認します。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidClientTokenId
指定された x.509 証明書、または AWS アクセスキー ID が見つかりません。
HTTP ステータスコード: 403
InvalidParameterCombination
同時に使用できないパラメータが、同時使用されています。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidParameterValue
無効な値またはです out-of-range 値が入力パラメータとして指定されました。
HTTP ステータスコード: 400
InvalidQueryParameter
AWS クエリ文字列が正しい形式でないため、AWS 基準に順守していません。
HTTP ステータスコード: 400
MalformedQueryString
クエリ文字列に構文エラーがあります。
HTTP ステータスコード: 404
MissingAction
リクエストに、アクションまたは必須パラメータが含まれていません。
HTTP ステータスコード: 400
MissingAuthenticationToken
リクエストには、有効な (登録された) AWS アクセスキー ID、または X.509 証明書のどちらか一方が
含まれている必要があります。
HTTP ステータスコード: 403
MissingParameter
指定したアクションの必須パラメータが指定されていません。
HTTP ステータスコード: 400
NotAuthorized
このアクションを実行するにはアクセス許可が必要です。
HTTP ステータスコード: 400
OptInRequired
サービスを利用するためには、AWS アクセスキー ID を取得する必要があります。
HTTP ステータスコード: 403
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RequestExpired
リクエストの日付スタンプの 15 分以上後またはリクエストの有効期限 (署名付き URL の場合など) の
15 分以上後に、リクエストが到着しました。または、リクエストの日付スタンプが現在より 15 分以
上先です。
HTTP ステータスコード: 400
ServiceUnavailable
リクエストは、サーバーの一時的障害のために実行に失敗しました。
HTTP ステータスコード: 503
ThrottlingException
リクエストは、制限が必要なために実行が拒否されました。
HTTP ステータスコード: 400
ValidationError
入力が、AWS サービスで指定された制約を満たしていません。
HTTP ステータスコード: 400
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Amazon Comprehend のドキュメン
ト履歴
以下の表は、Amazon Comprehend の今回のリリースのドキュメント内容をまとめたものです。
update-history-change

update-history-description

レコグナイザーの最低限の注釈
を下げる

Amazon Comprehend は、プ
2022 年 8 月 3 日
レーンテキストの CSV 注釈ファ
イルを使用してレコグナイザーを
トレーニングするための最小要件
を削減しました。これで、最大 3
つの注釈付きドキュメントと、1
つのエンティティタイプにつき
25 個以上の注釈を使用して、カ
スタムエンティティ認識モデルを
構築できます。詳細については、
次を参照してください。トレーニ
ングデータを準備する。

リアルタイムAPI を使用する

Amazon Comprehend は、ほと
2022 年 7 月 18 日
んどのリアルタイム API で最大
100 KB の入力ドキュメントをサ
ポートするようになりました。詳
細については、次を参照してくだ
さい。ガイドラインとクォータ。

追加の PII エンティティタイプ

Amazon Comprehend によって
2022 年 5 月 20 日
追加の PII エンティティタイプが
検出されるようになりました。詳
細については、次を参照してくだ
さい。Amazon Comprehend で
PII エンティティを検出する。

目次 (再構築)

ナビゲーションを容易にするた
め、Amazon Comprehend 開
発者ガイドの目次を再構成し
ました。詳細については、次
を参照してください。Amazon
Comprehend とは。

ターゲットを絞ったセンチメン
ト

Amazon Comprehend は、ド
2022 年 3 月 9 日
キュメント内の特定のエンティ
ティに関連付けられたセンチメ
ントを決定する、ターゲットを
絞ったセンチメント分析をサポー
トするようになりました。詳細
については、次を参照してくだ
さい。Amazon Comprehend の
ターゲットセンチメント。

新機能

Amazon Comprehend では、
カスタムエンティティ認識のた
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めに画像を分析できるようにな
りました。詳細については、次
を参照してください。Amazon
Comprehend でのカスタムエン
ティティの検出。
新機能

トレーニング済みのカスタムモ
2022 年 2 月 2 日
デルを次の間でコピーできるよ
うになりましたAWS口座。詳細
については、次を参照してくださ
い。Amazon Comprehend のア
カウント間でカスタムモデルをコ
ピーする。

新機能

これで、AWS Trusted Advisor
2021 年 9 月 29 日
をクリックして、Amazon
Comprehend エンドポイントの
コストとセキュリティを最適化す
るのに役立つ推奨事項を表示しま
す。詳細については、次を参照し
てください。を使用するTrusted
AdvisorAmazon Comprehend。

新機能

Amazon Comprehend は
2021 年 9 月 21 日
Comprehend Custom の一連の機
能をリリースしました。これに
より、新しいモデルバージョンの
作成、特定のテストセットでの継
続的なテスト、新しいモデルエン
ドポイントへのライブマイグレー
ションの実行が可能になり、継
続的なモデル改善が可能になりま
す。

新機能

Amazon Comprehend では、カ
2021 年 9 月 14 日
スタムエンティティ認識のため
に PDF および Word ドキュメ
ントを分析できるようになりま
した。PDF および Word 形式で
は、ヘッダー、リスト、および表
を含むドキュメントから情報を抽
出できます。

新機能

Amazon Comprehend は、エン
2021 年 8 月 24 日
ドポイントのグローバルビューを
提供する新しいエンドポイント概
要機能をリリースしました。エン
ドポイントの概要ページでは、す
べてのエンドポイントを 1 か所
に表示して、エンドポイントの使
用状況と実際のリソース使用量を
把握できます。
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新機能

Amazon Comprehend Medical
で、インターフェイス VPC エ
ンドポイントを作成すること
により、Virtual Private Cloud
(VPC) とのプライベート接続を
確立できるようになりました。
詳細については、次を参照して
ください。VPC エンドポイント
(PrivateLink)。

2021 年 6 月 13 日

言語拡張

Amazon Comprehend は、主要
言語機能として 4 つの言語を追
加しました。ハウサ語 (ha)、ラ
オス (lo)、マルタ語 (mt)、オロ
モ (om)。詳細については、次
を参照してください。Amazon
Comprehend でサポートされて
いる言語。

2021 年 5 月 10 日

新機能

Amazon Comprehend では、カ
スタマー管理キー (CMK) を使
用してカスタムモデルを暗号化
できるようになりました。詳細
については、次を参照してくだ
さい。Amazon Comprehend の
KMS 暗号化。

2021 年 3 月 31 日

新機能

Amazon S3 Object Lambda アク 2021 年 3 月 18 日
セスポイントを使用して、個人
を特定できる情報 (PII) を含むド
キュメントを Amazon S3 バケッ
トから取得する方法を設定できる
ようになりました。PIIを含む文
書のアクセスを制御し、文書か
らPIIを墨消しすることができま
す。詳細については、次を参照し
てください。個人を特定できる情
報 (PII) の Lambda アクセスポイ
ントを使用する。

新機能

個人を特定できる情報 (PII) で
ラベルができるようになりまし
た。Amazon Comprehend は PII
の存在についてドキュメントを
分析し、名前、住所、銀行口座
番号、電話番号など、特定され
た PII エンティティタイプのラベ
ルを返すことができます。詳細
については、次を参照してくだ
さい。PII で文書にラベルを付け
る。
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新機能

Amazon Comprehend を使用す
2020 年 11 月 24 日
ると、一連のドキュメント内の
イベントを検出できるようにな
りました。非同期イベント検出
ジョブを作成すると、Amazon
Comprehend はサポートされて
いるタイプの財務イベントを検出
できます。詳細については、次を
参照してください。イベントを検
出する。

新機能

Amazon Comprehend では、カ
2020 年 9 月 28 日
スタムエンティティ認識機能の
エンドポイントに auto to Scaling
を使用できるようになりまし
た。auto Scaling を使用すると、
キャパシティのニーズに合わせて
エンドポイントのプロビジョニン
グを自動的に設定できます。詳細
については、次を参照してくださ
い。エンドポイント。

新機能

カスタム分類子またはエンティ
2020 年 9 月 22 日
ティ認識機能をトレーニングする
ために、Amazonが作成したラベ
ル付きデータセットである拡張マ
ニフェストファイルを提供できる
ようになりました。 SageMaker
Ground Truth これらのファイル
の詳細と例については、「多クラ
スモード,マルチラベルモード, お
よび注釈。

チュートリアルの新規追加

Amazon Comprehend には、カ
2020 年 9 月 17 日
スタマーレビューを分析し、分析
結果を視覚化するマルチサービス
ワークフローを順を追って説明す
るチュートリアルが追加されまし
た。詳細については、次を参照し
てください。チュートリアル: レ
ビューからの洞察を分析する。

新機能

Amazon Comprehend を使用す
2020 年 9 月 17 日
ると、住所、銀行口座番号、電
話番号などの個人を特定できる情
報 (PII) を含むテキスト内のエン
ティティを検出できるようにな
りました。Amazon Comprehend
は、テキスト内の各 PII エン
ティティの場所を提供すること
も、PII が編集されたテキストの
コピーを提供することもできま
す。詳細については、次を参照し
てください。個人を特定できる情
報 (PII) を検出。
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新機能

以前は、1 つのモデルをトレー
2020 年 8 月 12 日
ニングできるのは最大 12 のユー
ザー定義エンティティのみでし
た。Amazon Comprehend で
は、一度に最大 25 のカスタムエ
ンティティでモデルをトレーニン
グできるようになりました。詳細
については、次を参照してくださ
い。カスタム表現認識。

言語拡張

Amazon Comprehend は、カス
2020 年 8 月 12 日
タムエンティティ認識機能に 5
つの言語を追加しました。ドイツ
語 (de)、スペイン語 (es)、フラ
ンス語 (fr)、イタリア語 (it)、ポル
トガル語 (pt)。詳細については、
次を参照してください。Amazon
Comprehend でサポートされて
いる言語。

新機能

Amazon Comprehend で、イン
2020 年 8 月 11 日
ターフェイス VPC エンドポイン
トを作成することにより、Virtual
Private Cloud (VPC) とのプライ
ベート接続を確立できるようにな
りました。詳細については、次を
参照してください。VPC エンド
ポイント (AWS) PrivateLink)。

新機能

Amazon Comprehend を使用す
ると、リアルタイム分析を実行
して、個々のテキストドキュメ
ント内のカスタムエンティティ
をすばやく検出できるようにな
りました。詳細については、次
を参照してください。amazon
comprehend でカスタムエンティ
ティをリアルタイムに検出。

新機能の追加

Amazon Comprehend は、ド
2019 年 12 月 19 日
キュメントにカスタムクラスを
適用する際の柔軟性を高める、ド
キュメントの非同期カスタム分類
の 2 番目のモードをサポートす
るようになりました。マルチクラ
スモードでは各ドキュメントに 1
つのクラスのみが関連付けられま
すが、新しいマルチラベルモード
では複数のクラスを関連付けるこ
とができます。たとえば、映画は
SFとアクションの両方に同時に
分類できます。詳細については、
次を参照してください。カスタム
分類におけるマルチクラスモード
とマルチラベルモード。
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新機能の追加

Amazon Comprehend は、非構
2019 年 11 月 25 日
造化テキストを含むドキュメント
に対してリアルタイムのカスタム
分類をサポートするようになりま
した。顧客はリアルタイムのカス
タム分類を使用して、独自のビジ
ネスルールに基づいて情報を同期
的に理解、ラベル付け、ルーティ
ングできます。詳細については、
次を参照してください。リアルタ
イム分析 API を使用する。

新しい言語が追加されました

Amazon Comprehend は、その
2019 年 11 月 6 日
機能のいくつかに 6 つの言語を
追加しました。アラビア語 (ar)、
ヒンディー語 (hi)、日本語 (ja)、
韓国語 (ko)、簡体字中国語 (zh)、
および繁体字中国語 (zh-TW)。こ
れらの新しい言語は、センチメン
トの判別、キーフレーズの検出、
およびカスタムではないエンティ
ティの検出操作でのみサポートさ
れています。さらなる詳細につい
ては、Supported languages を参
照してください。

新機能

以前は、1 つのユーザー定義エン 2019 年 7 月 9 日
ティティでしかモデルをトレー
ニングできませんでした。その結
果、エンティティ認識操作でその
1 つのエンティティのみを検索で
きました。Amazon Comprehend
はこれを変更し、一度に最大 12
のカスタムエンティティでモデル
をトレーニングできるようになり
ました。詳細については、次を参
照してください。カスタム表現認
識

新機能

Amazon Comprehend は、カス
2019 年 4 月 5 日
タム分類子をトレーニングする
ときにメトリクスを分析する機
能を追加するために、マルチク
ラス混同マトリックスを提供す
るようになりました。これは現
在、API のみを使用してサポート
されています。詳細については、
次を参照してください。Amazon
Comprehend のリソースへのタ
グ付け
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新機能

Amazon Comprehend には、カ
2019 年 4 月 3 日
スタム分類子とカスタムエンティ
ティ認識機能用のタグが用意さ
れています。これらのタグをメタ
データとして使用すると、リソー
スへのアクセスをこれまで以上に
細かく制御して整理、フィルタリ
ング、および制御できます。詳細
については、次を参照してくださ
い。Amazon Comprehend のリ
ソースへのタグ付け

新機能

Amazon S3 では、入力ドキュ
2019 年 3 月 28 日
メントを暗号化することがで
き、Amazon Comprehend は、
これをさらに拡張します。独自
の KMS キーを使用することで、
ジョブの出力結果だけでなく、分
析ジョブを処理するコンピュー
トインスタンスにアタッチさ
れたストレージボリューム上の
データも暗号化できます。結果
end-to-endセキュリティ。詳細
については、次を参照してくだ
さい。Amazon Comprehend の
KMS 暗号化

新機能

カスタムエンティティ認識は、
2018 年 11 月 16 日
事前設定された汎用エンティティ
タイプの 1 つとしてサポートさ
れていない新しいエンティティタ
イプを識別できるようにすること
で、Amazon Comprehend の機
能を拡張します。つまり、ドキュ
メントを分析し、特定のニーズ
に合った製品コードやビジネス固
有のエンティティなどのエンティ
ティを抽出できます。詳細につい
ては、次を参照してください。カ
スタム表現認識

新機能

Amazon Comprehend を使用し
2018 年 11 月 15 日
て、カスタム分類用の独自のモデ
ルを構築し、ドキュメントをクラ
スまたはカテゴリに割り当てるこ
とができます。詳細については、
次を参照してください。ドキュメ
ント分類。

リージョンの拡張

Amazon Comprehend が欧州 (フ 2018 年 10 月 10 日
ランクフルト) (eu-central-1) で利
用可能になりました。
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言語拡張

英語とスペイン語に加え
2018 年 10 月 10 日
て、Amazon Comprehend が、
フランス語、ドイツ語、イタリア
語、ポルトガル語でドキュメント
を検査できるようになりました。
詳細については、次を参照して
ください。Amazon Comprehend
でサポートされている言語。

リージョンの拡張

Amazon Comprehend が、アジ
アパシフィック (シドニー) (apsoutheast-2) で利用可能になりま
した。

新機能

Amazon Comprehend は、ド
2018 年 7 月 17 日
キュメントを解析して、ドキュ
メントの構文と各単語の品詞を
検出するようになりました。詳細
については、次を参照してくださ
い。構文。

新機能

Amazon Comprehend は、言
2018 年 6 月 27 日
語、キーフレーズ、エンティ
ティ、およびセンチメント検出の
非同期バッチ処理をサポートする
ようになりました。詳細について
は、次を参照してください。非同
期バッチ処理。

新しいガイド (p. 584)

これはAmazon Comprehend 開
発者ガイド。
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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