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Amazon Comprehend

Amazon Comprehend とは
Amazon Comprehend では、自然言語処理 (NLP) 処理を使用しています。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 を使用すると、ドキュメントの構造を理解したうえで新しい製品を作成できま
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に関す
る言及を検索したり、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。小さなワークロードの場合はリアルタイム分析を実行す
ることも、大規模なドキュメントセットの場合は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、独自のカスタムモデルを分類
やエンティティ認識用にトレーニングすることもできます。

Amazon Comprehend では、トレーニング済み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。詳細については、Amazon Comprehend のよくある質問をご覧ください。

Amazon Comprehend のすべての機能では、UTF-8 テキストドキュメントを入力として受け入れます。さ
らに、カスタム分類と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
イルを入力として受け入れます。

Amazon Comprehend では、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 でサポートされる言語 (p. 38)」を参照してくださ
い。Amazon Comprehend主要な言語 (p. 12) の機能により、文書を調べて、はるかに幅広い言語に対応
する主要言語を決定できます。

トピック
• Amazon Comprehend (p. 1)
• Amazon Comprehend  (p. 2)
• フライホイール (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 (p. 3)
• Amazon Comprehend を初めてお使いになる方向けの情報 (p. 4)

Amazon Comprehend
Amazon Comprehend は、事前トレーニング済みのモデルを使用して 1 つまたは複数のドキュメントを調
べて分析し、そのドキュメント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 では、次の種類のインサイトが分析されます。

• エンティティ — 文書に含まれる人物、場所、アイテム、場所の名前への参照。
• 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、最終スコアが記載されている場合があります。
• 個人を特定できる情報 (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。
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• センチメント — ドキュメントの主要なセンチメント。ポジティブ、中立、ネガティブ、または混合とす
ることができます。

• ターゲットを絞ったセンチメント — ドキュメント内の特定のエンティティに関連するセンチメント。各
エンティティに対するセンチメントは、ポジティブ、ネガティブ、中立、中立、または混合とすること
ができます。

• 構文 — 文書内の各単語の品詞。

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
Amazon Comprehend は、機械学習ベースの NLP ソリューションを構築するのに必要なスキルセットがな
くても、特定の要件に合わせてカスタマイズできます。Amazon Comprehend Custom では、自動機械学
習 (AutoML) を使用して、お客様がすでに持っているデータを使用して、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 (分類器) 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) を作成できます。

詳細については、「Amazon Comprehend (p. 31)」を参照してください。

フライホイール
フライホイールを使用すると、トレーニングやカスタムモデルバージョンの管理を継続的に行うプロセス
を簡略化できます。フライホイールは、モデルの新しいバージョンのトレーニングと評価に関連するタス
クを調整するのに役立ちます。フライホイールは、カスタム分類とカスタムエンティティ認識のためのプ
レーンテキストのカスタムモデルをサポートします。詳細については、「フライホイール (p. 204)」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 を使用して文書のコーパスを調べ、その中の類似キーワードに基づいて文書を整理
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、大量の文書を、単語の出現頻度に基
づいて類似するトピックまたはクラスターに整理するのに便利です。詳細については、「トピックのモデ
リング (p. 32)」を参照してください。

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

Example 1: テーマに関するドキュメントを検索する

Amazon Comprehend トピックモデリングを使用して、特定のテーマに関するドキュメントを検索しま
す。一連の文書をスキャンして、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
を探します。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。
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利点

Example 2: 顧客があなたの製品についてどのように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 に購入者があなたの製品についてどう思う
か教えてもらいましょう。DetectSentimentカスタマーのコメントをオペレーションに送ると、カスタ
マーが製品について肯定的か、否定的か、中立的か、あるいは賛否両論かを判断できます。

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し
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、物を特定しま
す。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

• アプリケーションへの自然言語処理の簡単かつ正確な統合 — Amazon Comprehend では、シンプルな 
API で自然言語処理を実現します。Amazon Comprehend が生み出す洞察を活用するのに、テキスト分
析の専門知識は必要ありません。

• ディープラーニングベースの自然言語処理 — Amazon Comprehend は、深層学習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 では、何百万ものドキュメントを分析して、その
ドキュメントに含まれるインサイトを見つけることができます。

• AWS他のサービスとの統合 — Amazon Comprehend は、Amazon S3 やなどの Amazon Comprehend は
AWS KMS、シームレスに連携するように設計されていますAWS Lambda。AWSAmazon S3 にドキュ
メントを保存するか、Kinesis Data Firehose でリアルタイムデータを分析できます。AWS Identity and 
Access Management(IAM) Support により、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、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できます
が、Amazon Comprehend ではこれをさらに拡張しています。独自の KMS キーを使用することで、
ジョブの出力結果と、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を暗号化できます。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
やトレーニングしたカスタムモデルの料金を支払います。

Amazon Comprehend
Amazon Comprehend では、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、無料で Amazon Comprehend の使用を開始できます。詳細については、「AWS無料利用枠」を参照し
てください。

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。フライホイールのは追加料金なしで使用できます。ただし、フライホイールイテレー
ションを実行すると、新しいモデルバージョンのトレーニングとモデルデータの保存には標準料金が発生
します。

料金やその他の詳細情報については、「Amazon Comprehend 価格設定」を参照してください。
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Amazon Comprehend を初めてお使いになる方向けの情報

Amazon Comprehend を初めてお使いになる方向け
の情報

Amazon Comprehend を初めて使用する方には、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. 40)— このセクションでは、アカウントを作成し、を設定しますAWS CLI。
3. Amazon Amazon Amazon Amazon Amazon Comprehend の開始方法の開始方法の開始方法 (p. 43)— 

このセクションでは、Amazon Comprehend の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インサイトの分析 (p. 293)— 

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行い、結果を視覚化します。
5. Amazon Comprehend API リファレンス — Amazon Comprehend オペレーションのリファレンスド

キュメント

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 ブログには、Amazon Comprehend に関する役立つ記事が掲載されています。
• Amazon Comprehend リソースには、Amazon Comprehend に関する役立つ動画やチュートリアルが掲

載されています。
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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、ドキュメントまたはドキュメント
セットに関するインサイトを収集します。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 を使用して、カスタム分類とカスタムエンティティ認識のための独自のカスタムモ
デルを構築できます。カスタムモデルの管理に役立ちます。フライホイール (p. 204)

Amazon Comprehend では、組み込みモデルを使用してトピックモデリングを行うことができます。ト
ピックモデリングは、文書のコーパスを調べ、その中の類似キーワードに基づいて文書を整理します。

Amazon Comprehend には、同期と非同期のドキュメント処理モードが用意されています。同期モードを
使用して、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) により、データの暗号化を強化でき
ます。詳細については、「Amazon Comprehend Mkey Mkey (AMS AMS Mkey) (p. 238)」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 (p. 31)
• トピックのモデリング (p. 32)
• 文書処理モード (p. 34)

インサイト
Amazon Comprehend では、1 つまたは複数のドキュメントを分析して、そのドキュメントに関するイン
サイトを収集できます。Amazon Comprehend がドキュメントについて開発する洞察には、次のようなも
のがあります。

• [Entities] (エンティティ) (p. 6)— Amazon Comprehend は、ドキュメントで特定された人、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、特定の種類のイベントと関連する詳細情報を検出しま
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
終スコアが記載されている場合があります。

• 個人を特定できる情報 (PII)  (p. 89)— Amazon Comprehend は文書を分析して、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。

• 主要な言語 (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。

• センチメント (p. 17) — Amazon Comprehend はドキュメントの主要なセンチメントを判断します。
センチメントは、ポジティブ、ネガティブ、のいずれであるかを示します。

• ターゲットを絞ったセンチメント (p. 18) — Amazon Comprehend は、文書に記載されている特定の
エンティティのセンチメントを判断します。各メンションのセンチメントは、ポジティブ、または混合
のいずれであるかを示します。

• 構文分析 (p. 29)— 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、「今日はシアトルで雨が降っています」という文では、「それ」は代名詞、
「雨」は動詞、「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)
エンティティとは、人、場所、商品などの現実世界のオブジェクトの固有の名前をテキストで参照した
り、日付や数量などの測定値を正確に参照したりすることです。

たとえば、「ジョンは 2012 年に 1313 モッキンバードレーンに引っ越しました」というテキストでは、
「ジョン」は aPERSON、「1313 モッキンバードレーン」は aLOCATION、「2012」は a と認識される場
合がありますDATE。

各エンティティには、Amazon Comprehend がエンティティタイプを正しく検出したという Amazon 
Comprehend の信頼度を示すスコアが含まれます。スコアの低いエンティティを除外して、誤った検出が
行われるリスクを減らすことができます。

以下の表ではエンティティタイプの一覧を示します。。。。。。。。。。。

型 説明

COMMERCIAL_ITEM ブランド製品

DATE 完全な日付 (2017 年 11 月 25 日など)、日 (火曜日)、月 (5 月)、または時
刻 (午前 8 時 30 分)

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 他のどのエンティティカテゴリにも当てはまらないエンティティ

PERSON 個人、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、あらゆる作品や創作作品に付けられる正式な名前。

エンティティの検出操作は、Amazon Comprehend がサポートす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、事前定義された (非カスタム) エンティティ検出のみが含まれます。すべてのドキュメ
ントは、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
• BatchDetectEntities
• StartEntitiesDetectionJob

オペレーションは、ドキュメント内のエンティティごとに 1 つずつ API Entity オブジェクトのリストを返
します。BatchDetectEntitiesこのオペレーションでは、バッチ内のドキュメントごとに 1Entity つ
のリストを含むオブジェクトのリストが返されます。StartEntitiesDetectionJobこのオペレーショ
ンは、Entityジョブ内の各ドキュメントのオブジェクトのリストを含むファイルを生成する非同期ジョブ
を開始します。

次の例は、DetectEntities操作からの応答です。

{ 
    "Entities": [ 
        { 
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            "Text": "today", 
            "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
イベント検出機能を使用して、特定の種類のイベントや関連するエンティティについてテキスト文書を分
析します。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コレクションに
わたるイベント検出をサポートしています。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、
「Amazon Comprehend Events の開始のお知らせ」を参照してください。

[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。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でもかまいません。エンティ
ティは、測定値、日付、数量などの概念でもかまいません。エンティティが出現するたびに、入力テキス
ト内のそのエンティティへのテキスト参照であるメンションによって識別されます。固有のエンティティ
ごとに、すべてのメンションがリストにまとめられます。このリストには、エンティティが出現する入力
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
プに関連するエンティティのみを検出します。

サポートされているイベントタイプに関連付けられている各エンティティは、次の関連情報とともに返さ
れます。

• メンション:入力テキストに同じエンティティが出現するたびに詳細が表示されます。
• BeginOffset: 言及が始まる場所を示す入力テキスト内の文字オフセット（最初の文字の位置は 0 で

す）。
• 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の精度において持っている信頼度。
• GroupScore: その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。
• タイプ:エンティティのタイプ。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の数 (p. 9)。

イベント
Amazon Comprehend は、入力テキストで検出した (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。各イベントには、次の関連情報が表示されます。

• タイプ:イベントのタイプ。サポートした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。引数は、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。議論の役割は、誰が、どこで、いつ、何をしたかなど、関係性を表します。
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• 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。

• 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記述しま
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。トリガーは、イベントの発生を示す単一の単語また

はフレーズです。
• BeginOffset: トリガーの開始位置を示す入力テキスト内の文字オフセット（最初の文字の位置 0）。
• EndOffset: トリガー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、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: トリガー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という Amazon 

Comprehend の信頼度。
• タイプ:このトリガーが示すイベントのタイプ。

検出イベント結果の形式
Amazon Comprehend は、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。

検出された各イベントについて、出力に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、引数のサポート対象タイプ
エンティティタイプの数

型 説明

DATE 特定の日付か一般的なかを問わず、日付または時
刻への任意の言及。

施設 建物、空港、高速道路、橋、その他の恒久的な人
工構造物や不動産の改良。

LOCATION 道路、都市、州、国、水域、地理座標などの物理
的な場所。

金銭的価値 米国または他の通貨での何かの価値。値は特定の
ものでもおおよそのものでもかまいません。

ORGANIZATION 確立された組織構造によって定義される企業およ
び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。

個人タイトル 個人を説明する任意の役職。通常は職種 (CEO な
ど) または敬語 (氏など) です。

QUANTITY 数値または値および測定単位。

STOCK_CODE AMZN、国際証券識別番号（ISIN）、統一証券識別
手続委員会（CUSIP）、または証券取引所の日次
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企業が関
与する法的手続き。

雇用 従業員が雇用、解雇、退職、またはその他の方法
で雇用状態を変更したときに発生します。

企業買収 企業が他社の株式または物理的資産のほとんどま
たはすべてを所有して、その会社の支配権を獲得
したときに発生します。

投資_一般 個人または企業がfuture 収入または評価を生み出す
見込みのある資産を購入したときに発生します。

企業_合併 2つ以上の企業が合併して新しい法人を設立したと
きに発生します。
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型 説明

IPO 新規株式発行による民間法人の株式の一般への新
規株式公開（IPO）。

RITS_ISSUE 既存の株主に対し、既存の保有株式に比例して新
株予約権と呼ばれる株式を追加購入する権利の集
まりです。

セカンダリー・オファリング 会社の株主による有価証券の提供。

シェルフ・オファリング 証券取引委員会（SEC）の規定により、発行者
は証券を再登録したり、罰金を科したりすること
なく、一定期間にわたって証券の新規発行を登録
し、発行された証券の一部を売却することができ
ます。別名、シェルフ登録です。

テンダー・オファリング 会社の株主株式の一部または全部を購入する申し
出。

株式分割 会社の取締役会が現在の株主により多くの株式を
発行することによって発行済み株式の数を増やす
ときに発生します。このイベントは株式併合にも
適用されます。

引数の型

破産時の引数の種類

引数の型 説明

ファイラー 破産を申請する個人または会社。

DATE 破産の日付または時刻。

場所 破産が行われた場所（またはそれに最も近い）場
所または施設。

雇用に関する引数のタイプ

型 説明

従業員 会社に雇用されている人。

従業員_役職 タスクを受け取ったワーカーの役職。

雇用者 従業員を雇用している個人または会社。

終了日 雇用の開始日または開始時間。

START_DATE 雇用の終了日または終了時刻。

「企業買収」、「投資一般」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。
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型 説明

投資先 投資に関係する個人または会社。

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付または時刻。

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）。

企業合併の引数タイプ

型 説明

DATE 合併の日付または時刻。

新しい会社 合併により生じた新しい法人。

参加者 合併に関与した会社。

IPO、権利発行、二次募集、シェルフオファリング、テンダーオファリングの引数タイプ

型 説明

有効期限 オファリングの有効期限または有効期限。

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。

オファリング_金額 サービスに関連付けられた金銭的価値。

オファリング日付 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。

提供者_合計_価値 オファリングに関連付けられた金額の合計値。

レコード日付 オファリングの基準日または時刻。

販売代理店 商品の販売を促進する個人または会社。

株価 株価に関連付けられた金銭的価値。

数量をシェアする 募集に関連する株式の数。

引受人 募集の引受に携わった会社。

ストックスプリットの引数タイプ

型 説明

会社 株式分割の株式を発行する会社。

DATE 株式分割の日付または時刻。

SPLIT_RATIO 株式分割前の現在の株式数に対する、増加した新
発行済株式数の割合です。
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キーフレーズ
キーフレーズは、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語で
構成されます。たとえば、「日」は名詞、「a beautiful day」は冠詞（「a」）と形容詞（「beautiful」）
を含む名詞句です。各キーフレーズには、文字列が名詞句であるという 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持っている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 がサポートす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に含まれるキーフ
レーズを検出できます。

• DetectKeyPhrases
• BatchDetectKeyPhrases
• StartKeyPhrasesDetectionJob

オペレーションは、ドキュメント内のキーフレーズごとに 1 つずつ、KeyPhraseオブジェクトのリストを
返します。BatchDetectKeyPhrasesこのオペレーションでは、バッチ内のドキュメントごとに 1 つず
つ、KeyPhraseオブジェクトのリストが返されます。StartKeyPhrasesDetectionJobこのオペレー
ションは、KeyPhraseジョブ内の各ドキュメントのオブジェクトのリストを含むファイルを生成する非同
期ジョブを開始します。

次の例は、DetectKeyPhrases操作からの応答です。

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

主要な言語
Amazon Comprehend を使用してテキストを調べ、どの言語が主要言語であるかを判断できま
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
別子がある場合はそれを使用し、必要に応じて地域のサブタグを付けます。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、IETF Tools Web サイトの「言語を識別するためのタグ」を参照してくださ
い。

レスポンスには、Amazon Comprehend がドキュメント内の主要言語に対して持っている信頼レベルを示
すスコアが含まれます。各スコアは他のスコアとは独立しています。スコアは、ある言語が文書の特定の
割合を占めていることを示すものではありません。
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長い文書 (本など) に複数の言語が含まれている場合は、長い文書を小さな断片に分割し
て、DetectDominantLanguage個々の部分に対して操作を実行できます。その後、結果を集計して、長
い文書における各言語の割合を判断できます。

Amazon Comprehend の言語検出には次の制約事項。

• 発音言語の検出はサポートしていません。たとえば、「arigato」が日本語で、「nihao」が中国語だと検
出されません。

• 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、近い言語の組み合わせを区
別するのが難しい場合があります。

• 最良の結果を得るには、20 文字以上の入力テキストを入力してください。

Amazon Comprehend は以下の言語を検出します。

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

as アッサム語

az アゼルバイジャン語

ba バシキール語

be 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
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コード 言語

fi フィンランド語

fr フランス語

gd スコティッシュ・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

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

jv ジャワ語

ja 日本語

kn カンナダ語

ka グルジア語

kk カザフ

km 中部クメール部

ky キルギス

ko 韓国語

ku 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

lb ルクセンブルク語
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コード 言語

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

my ビルマ語

ne ネパール語

new ネワーリ

nl オランダ語

no ノルウェー語

or オリヤ

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 プシュト

qu 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 シンド語

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
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コード 言語

sw スワヒリ語

sv スウェーデン語

ta タミル語

tt タタール語

te テルグ語

tg タジク語

tl タガログ語

th タイ語

tk トルクメンだ

tr トルコ語

ug ウイグル人

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

yi イディッシュ語

yo ヨルバ

zh 簡体字中国語

zh-TW 繁体字中国語

次のオペレーション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
• BatchDetectDominantLanguage
• StartDominantLanguageDetectionJob

DetectDominantLanguageDominantLanguageこのオペレーションはオブジェクトを
返します。BatchDetectDominantLanguageこのオペレーションでは、バッチ内の
ドキュメントごとに 1 つずつ、DominantLanguageオブジェクトのリストが返されま
す。StartDominantLanguageDetectionJobこのオペレーションは、ジョブ内のドキュメントごとに 
1 つずつ、DominantLanguageオブジェク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ま
す。

次の例は、DetectDominantLanguage操作からの応答です。

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

感情
Amazon Comprehend 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内のコンテンツのセ
ンチメントを判断してください。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 がサポートするどの主要言語でも、ドキュメントのセンチメントを判断できます。1 
つのジョブ内の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。

センチメントは次の値を返します。

• ポジティブ — テキストは全体的にポジティブな感情を表現しています。
• ネガティブ — テキストは全体的にネガティブな感情を表現しています。
• [Mixed] (混合): テキストは肯定的な感情と否定的なの両方を表しています。
• [Mixed] (混合): テキストは肯定的な感情ももも否定的などちらかを表していません。

次の API オペレーションのいずれかを使用して、ドキュメントまたはドキュメントセットのセンチメント
を検出できます。

• DetectSentiment
• BatchDetectSentiment
• StartSentimentDetectionJob

操作は次の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、Positiveテキストにセンチメントが含まれている可能性は 95% です。Negativeテキストにセンチ
メントが含まれている可能性は 1% 未満です。SentimentScoreを使用して、検出の精度がアプリケー
ションのニーズを満たしているかどうかを判断できます。

DetectSentimentこのオペレーションは、SentimentScore検出されたセンチメントを含むオブジェ
クトとオブジェクトを返します。BatchDetectSentimentこのオペレーションでは、バッチ内の
ドキュメントごとに 1 つずつ、SentimentScoreセンチメントとオブジェクトのリストが返されま
す。StartSentimentDetectionJobこのオペレーションは、ジョブ内のドキュメントごとに 1 つず
つ、SentimentScoreセンチメントとオブジェク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
始します。

次の例は、DetectSentiment操作からの応答です。

{
"SentimentScore": { 
        "Mixed": 0.030585512690246105, 
        "Positive": 0.94992071056365967, 
        "Neutral": 0.0141543131828308, 
        "Negative": 0.00893945890665054 
    }, 
    "Sentiment": "POSITIVE", 
    "LanguageCode": "en"
}
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ターゲットを絞ったセンチメント
ターゲットを絞った感情は、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
られた感情を詳細に把握できます。

ターゲットとなるセンチメントとセンチメントの違いは (p. 17)、出力データの精度です。センチメント
分析では、各入力ドキュメントの主要なセンチメントが特定されますが、さらに分析するためのデータは
得られません。ターゲットを絞った感情分析は、各入力文書内の特定のエンティティのエンティティレベ
ルの感情を判断します。出力データを分析して、肯定的または否定的なフィードバックを得た特定の製品
やサービスを判断できます。

たとえば、あるレストランのレビューの中で、ある顧客が「タコスは美味しかったし、スタッフはフレン
ドリーでした」というレビューを書いています。このレビューを分析すると、次の結果になります。

• 感情分析は、各レストランのレビューの全体的なセンチメントがポジティブ、ネガティブ、中立、中
立、中立、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。

• ターゲットを絞ったセンチメント分析により、顧客がレビューで言及したレストランのエンティティと
属性に対するセンチメントがわかります。この例では、お客様が「タコス」と「スタッフ」について肯
定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では、分析ジョブごとに次の出力が得られます。

• 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。
• 各エンティティの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 (共同参照グループ)。

コンソールまたは (p. 44) API (p. 78) を使用して、ターゲットを絞ったセンチメント分析を実行でき
ます。コンソールとAPIは、ターゲットを絞ったセンチメントのリアルタイム分析と非同期分析をサポー
トします。

Amazon Comprehend は、英語で書かれたドキュメントの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センチメントの詳細については、AWS機械学習ブログの「Amazon 
Comprehend ターゲットセンチメントを使用してテキストからきめ細かいセンチメントを抽出する」を参
照してください。

トピック
• エンティティタイプの数 (p. 18)
• 共同参照グループ (p. 19)
• 出力ファイルの構成 (p. 20)
• コンソールを使用したリアルタイム分析 (p. 22)
• ターゲットを絞ったセンチメント出力の例 (p. 24)

エンティティタイプの数
ターゲットを絞った感情は、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
ていない場合は、エンティティタイプ OTHER が割り当てられます。出力ファイルに記述されている各エ
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"。
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エンティティタイプ定義

エンティティタイプ 定義

PERSON 例としては、個人、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、その他の恒久的な人工構造物や不動産の改良。

ブランド 特定の商品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、および1つの品目
しか生産されていない大型製品。

映画 映画またはテレビ番組。エンティティは、フルネーム、ニックネーム、または
サブタイトルのいずれでもかまいません。

音楽 曲の全部または一部。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 正式にリリースされたソフトウェア製品です。

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。

個人_タイトル 学長、博士、博士などの正式な肩書きと敬語

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 特定の日付か一般的なかを問わず、絶対的か相対的かを問わず、日付または時
刻へのあらゆる言及。

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」、CPU の「速度」など、エンティティの属
性、特性、または特性。

OTHER 他のカテゴリのいずれにも属さないエンティティ。

共同参照グループ
ターゲットを絞ったセンチメントは、各入力文書内の共参照グループを識別します。共同参照グループと
は、現実世界の 1 つのエンティティに対応する文書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、「spa」FACILITY はエンティティタイプのエンティティです。エン
ティティには、代名詞としてさらに 2 つの言及があります (「it」)。
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出力ファイルの構成
対象の感情分析ジョブは、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、次のフィールドが
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。
• 行 — 入力ファイルが 1 行に 1 つの文書の場合、エンティティにはファイル内の文書の行番号が含まれ

ます。

Note

ターゲットセンチメントが入力テキスト内のエンティティを識別しない場合、エンティティの結
果として空の配列が返されます。

次の例は、3 行の入力を含む入力ファイルのエンティティを示しています。入力フォーマットは
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} 
    ], 
  "File": "TargetSentimentInputDocs.txt", 
  "Line": 0
}
{ "Entities": [ 
    {entityD}, 
    {entityE} 
  ], 
  "File": "TargetSentimentInputDocs.txt", 
  "Line": 1
}
{ "Entities": [ 
    {entityF}, 
    {entityG} 
    ], 
  "File": "TargetSentimentInputDocs.txt", 
  "Line": 2
}
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Entities 配列内のエンティティには、文書内で検出されたエンティティの記述を論理的にグループ化 (共同
参照グループと呼びます) します。各エンティティの全体構造は次のとおりです。

{"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。

• メンション — ドキュメント内のエンティティに関するメンションの配列。配列は共参照グループ
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、ドキュメント内での位置 (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ことの信頼度を示します。

• DescriptiveMentionIndex— エンティティグループの最適な名前を提供する Mentions 配列内の 
1 つ以上のインデックス。たとえば、あるエンティティに「ABC ホテル」、「ABC ホテル」、
「it」というテキスト値を含む 3 つのメンションがあるとします。最適な名前は「ABC ホテル」で、 
DescriptiveMentionIndex 値は [0,1] です。

各メンションには、次のフィールドが含まれます。

• BeginOffset— 言及が始まる文書テキストへのオフセット。
• EndOffset— 言及が終わる文書テキスト内のオフセット。
• GroupScore— グループ内で言及されている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

という自信。
• 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、さまざまなエンティティタイプをサポート

しています (p. 18)。
• スコア — エンティティが関連性があるという信頼性をモデル化します。値の範囲は 0 ～ 1 で、1 が最も

高い信頼度です。
• 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。
• センチメント — メンションされたときの感情。値には、ポジティブ、ニュートラル、ネガティブ、ミッ

クスが含まれます。
• SentimentScore— 考えられる各感情について、モデルの信頼度を高めます。値の範囲は 0 ～ 1 で、1 が

最も高い信頼度です。

センチメント値には次の意味があります。

• ポジティブ — エンティティへの言及はポジティブな感情を表現しています。
• ネガティブ — エンティティのメンションがネガティブな感情を表している。
• [Mixed] (混合) — エンティティへの言及は、ポジティブ、ネガティブ、両方の感情を表しています。
• 中立 — エンティティへの言及は、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、エンティティの入力ドキュメントにはメンションが 1 つしかないため、 
DescriptiveMentionIndexは 0 (メンション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「I」
という名前のPERSONです。 センチメントスコアは中立です。

{"Entities":[ 
  { 
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    "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
}

コンソールを使用したリアルタイム分析
Amazon Comprehendthe section called “ターゲットを絞った別れです” (p. 50) コンソールを使用してリ
アルタイムで実行できます。サンプルテキストを使用するか、独自のテキストを入力テキストボックスに
貼り付けて、[分析] を選択します。

インサイトパネルでは、コンソールにターゲットを絞ったセンチメント分析の 3 つのビューが表示されま
す。

• 分析されたテキスト — 分析されたテキストを表示し、各エンティティに下線を引きます。下線の色は、
分析がエンティティに割り当てた感情的な値 (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)。コンソールは、分析されたテキストボックスの右上隅にカラーマッピングを表示し
ます。エンティティの上にカーソルを置くと、コンソールにはエンティティの分析値 (エンティティタ
イプ、センチメントスコア) を含むポップアップパネルが表示されます。

• 結果 — テキストで特定された各エンティティに関する行を含む表を表示します。各エンティティにつ
いて、表にはエンティティとエンティティのスコアが表示されます (p. 18)。この行には、主なセンチ
メントと各センチメント値のスコアも含まれています。同じエンティティに複数のメンション (a) があ
る場合the section called “共同参照グループ” (p. 19)、テーブルにはそれらのメンションがメインエン
ティティに関連付けられた折りたたみ可能な行のセットとして表示されます。

結果テーブルのエンティティ行にカーソルを合わせると、コンソールは「分析済み」テキストパネルで
言及されているエンティティを強調表示します。

• アプリケーション統合 — API リクエストのパラメータ値と API レスポンスで返される JSON オブジェ
クトの構造を表示します。JSON オブジェクトのフィールドの説明については、を参照してくださいthe 
section called “出力ファイルの構成” (p. 20)。

コンソールのリアルタイム分析例
この例では、次のテキストを入力として使用します。これは、コンソールが提供するデフォルトの入力テ
キストです。

Hello Zhang Wei, I am John. Your AnyCompany Financial Services, LLC credit card account 
 1111-0000-1111-0008 has a minimum payment  
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  of $24.53 that is due by July 31st. Based on your autopay settings, we will withdraw your 
 payment on the due date from your  
  bank account number XXXXXX1111 with the routing number XXXXX0000.  
  Customer feedback for Sunshine Spa, 123 Main St, Anywhere. Send comments to Alice at 
 sunspa@mail.com.  
  I enjoyed visiting the spa. It was very comfortable but it was also very expensive. The 
 amenities were ok but the service made  
  the spa a great experience. 

分析されたテキストパネルには、この例の次の出力が表示されます。テキストの上にマウスを置く
とZhang Wei、このエンティティのポップアップパネルが表示されます。

結果表には、エンティティスコア、プライマリセンチメント、各センチメントのスコアなど、各エンティ
ティに関する追加の詳細が表示されます。

この例では、ターゲットを絞ったセンチメント分析により、入力テキストであなたについて言及するたび
に、Zhang Weiという個人エンティティへの言及であることが認識されます。コンソールには、これらの
メンションがメインエンティティに関連する折りたたみ可能な行のセットとして表示されます。
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アプリケーション統合パネルには、 DetectTargetedSentiment API が生成する JSON オブジェクトが表示
されます。詳しい例については、次のセクションを参照してください。

ターゲットを絞ったセンチメント出力の例
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ています。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対象を絞ったセンチメント分析では、次の出力が生成されます。

  {"Entities":[ 
    { 
      "DescriptiveMentionIndex": [ 
        0 
      ], 
      "Mentions": [ 
        { 
          "BeginOffset": 4, 
          "EndOffset": 10, 
          "Score": 0.999991, 
          "GroupScore": 1, 
          "Text": "burger", 
          "Type": "OTHER", 
          "MentionSentiment": { 
            "Sentiment": "POSITIVE", 
            "SentimentScore": { 
              "Mixed": 0, 
              "Negative": 0, 
              "Neutral": 0, 
              "Positive": 1 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "DescriptiveMentionIndex": [ 
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        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": [ 
        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 
            } 
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          } 
        } 
      ] 
    } 
  ], 
  "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": { 
            "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", 

26



Amazon Comprehend デベロッパーガイド
ターゲットを絞ったセンチメント

            "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 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "DescriptiveMentionIndex": [ 
        0 
      ], 
      "Mentions": [ 
        { 
          "BeginOffset": 62, 
          "EndOffset": 70, 
          "Score": 0.998353, 
          "GroupScore": 1, 
          "Text": "toppings", 
          "Type": "OTHER", 
          "MentionSentiment": { 
            "Sentiment": "NEUTRAL", 
            "SentimentScore": { 
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              "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, 
              "Negative": 0.999996, 
              "Neutral": 0.000004, 
              "Positive": 0 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    }, 
    { 
      "DescriptiveMentionIndex": [ 
        0 
      ], 
      "Mentions": [ 
        { 
          "BeginOffset": 53, 
          "EndOffset": 60, 
          "Score": 1, 
          "GroupScore": 1, 
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          "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てください。

たとえば、文書内の名詞を検索し、その名詞に関連する動詞を検索できます。「祖母がソファを動かし
た」のような文章には、「おばあちゃん」と「ソファ」という名詞、「引っ越した」という動詞がありま
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、各単語には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 は以下の品詞を識別できます。

トークン スピーチの一部

調整します 形容詞

通常、名詞を変更する単語。

ADP 養子縁組

前置詞句または後置詞句の頭
部。

ADV 副詞

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

補助の 補助

動詞句の動詞に付随する機能
語。

CCONJ 調整には、以下の情報が含まれ
ています。
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トークン スピーチの一部
協調接続詞は、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、または句をつなぎます。

デット 決定要因

特定の名詞句を指定する冠詞や
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
イデアを指定する言葉。

数字 数字

数字を表す単語（通常は決定
詞、形容詞、代名詞）。

O その他

音声カテゴリの一部を割り当て
ることができない単語。

PART 粒子

他の単語やフレーズに関連する
機能語を使って意味を伝える。

プロン 代名詞

名詞や名詞句の代わりになる単
語。

プロポン 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。

点 句読点

テキストを区切る非アルファ
ベット文字。
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トークン スピーチの一部

SCONJ 従属接続詞

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

シム 記号

ドル記号 ($) や数学記号などの単
語のようなエンティティ。

動詞 Verb

出来事や行動を知らせる言葉。

品詞の詳細については、ユニバーサルディペンデンシー Web サイトの「ユニバーサル POS タグ」を参照
してください。

オペレーションは、テキスト内でその単語と単語が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。これにより、ソース内の単語の位置、その単語がテキストに含む
品詞、品詞が正しく識別されたという Amazon Comprehend の信頼度、およびソーステキストから解析さ
れた単語がわかります。

シンタックストークンのリストの構造は次のとおりです。文書内の単語ごとに 1 つのシンタックストーク
ンが生成されます。

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

各注釈には、以下の情報を提供します。

• BeginOffsetandEndOffset-入力テキスト内の単語の位置を示します。
• PartOfSpeech—2 つの情報を提供します。1Tag つは品詞を識別するためのもので、もう 1 つは品詞

が正しく識別されたという Amazon Comprehend Syntax の信頼性を表すものです。Score
• 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、トークンのリスト内のトークンの位置です。

Amazon Comprehend
Amazon Comprehend は、機械学習ベースの NLP ソリューションを構築するのに必要なスキルセット
がなくても、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
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（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、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。

入力ドキュメント処理 — Amazon Comprehend は、カスタム分類とカスタムエンティティ認識のための
ワンステップドキュメント処理をサポートしています。たとえば、プレーンテキスト文書と半構造化文書 
(PDF 文書、Microsoft Word 文書、画像など) を組み合わせてカスタム分析ジョブに入力できます。詳細に
ついては、「文書処理 (p. 106)」を参照してください。

カスタム分類 — カスタム分類モデル (分類器) 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用意し、分類担当者にそのラベルを学習
させます。いったんトレーニングすると、分類子はラベルのない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操作することも、最新のAWS SDK をインストールすることもできま
す。詳細については、「カスタム分類 (p. 112)」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) を作成できます。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ドキュメントのセットを指定します。モデルがトレーニング
されたら、そのモデルに対して解析ジョブを送信してカスタムエンティティを抽出できます。詳細につい
ては、「カスタムエンティティ認識 (p. 148)」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て、一般的なテーマを決定で
きます。たとえば、Amazon Comprehend にニュース記事のコレクションを渡すと、スポーツ、政治、エ
ンターテイメントなどのテーマが決まります。ドキュメント内のテキストは、注釈を追加する必要はあり
ません。

Amazon Comprehend では、潜在的ディリクレ割り当てに基づく学習モデルを使用して、一連のドキュメ
ントに含まれるトピックを決定します。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
体で同じ文脈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。

単語がドキュメント内のトピックに関連付けられるのは、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、およびトピックがその単語とどの程度親和性があるかに基づいて決定されます。特定のド
キュメントのトピック分布に基づいて、同じ単語をさまざまなドキュメントのさまざまなトピックに関連
付けることができます。

たとえば、主にスポーツについて取り上げている記事の「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、「医学」に関する記事の同じ単語を「医学」というトピックに割り当
てることができます。

トピックに関連する各単語には、その単語がトピックの定義にどれだけ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、その単語がトピック内の他の単語と比較して何回出現したかを示しま
す。

最も正確な結果を得るには、Amazon Comprehend にできるだけ多く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 件のドキュメントを使用する必要があります。
• 各文書は3文以上でなければなりません。
• 文書が主に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。StartTopicsDetectionJobオペレーションを使用して 
Amazon S3 バケットから Amazon Comprehend にドキュメントのリストを送信します。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。オペレーショ
ンを使用して送信したトピックモデリングジョブのリストを取得し、ListTopicsDetectionJobsオペレー
ションを使用したジョブに関する情報を表示します。DescribeTopicsDetectionJobAmazon S3 バケットに
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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必要があります。書類は2つ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

ファイルあたりドキュメントは 1 つ 各ファイルには 1 つの入力ドキュメントが含まれ
ています。これは大きな文書のコレクションに最
適です。

1 行に 1 つの文書 入力は 1 つのファイルです。ファイル内の各行は
文書とみなされます。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、ラインフィード (LF、\ n)、キャリッジリ
ターン (CR、\ r)、または両方 (CRLF、\ r\ n) で終
わる必要があります。Unicode の行区切り記号 (u
+2028) を行の末尾に使用することはできません。

詳細については、「InputDataConfig」データ型を参照してください。

Amazon Comprehend がドキュメントコレクションを処理すると、と 2doc-topics.csv つのファイルを
含む圧縮アーカイブが返されます。topic-terms.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。

最初の出力ファイルはtopic-terms.csv、コレクション内のトピックのリストです。リストには、各ト
ピックについて、デフォルトで、その重要度に応じてトピックごとの上位の用語が表示されます。たとえ
ば、Amazon Comprehend に新聞記事のコレクションを提供すると、コレクションの最初の 2 つのトピッ
クを説明する次の内容が返されることがあります。

トピック 期間 [Weight] (重量)

000 team 0.18533

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

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
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トピック 期間 [Weight] (重量)

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、特定のトピックに含まれる単語の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、ウェイトの合計は 1.0 にはなりません。まれに 1 つのトピックに含まれる単語
が 10 語未満の場合、ウェイトの合計は 1.0 になります。

単語は、すべてのトピックで出現する単語を見て、その識別力に基づいてソートされます。通常、これは
体重と同じですが、表に「プレイ」や「ヤード」と記載されている場合などは、体重と同じではない順序
になってしまいます。

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目立つ 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
選択してください。正しい数にたどり着くには、ある程度の実験が必要な場合があります。

2 番目のファイルにはdoc-topics.csv、トピックに関連するドキュメントと、そのトピックに関連する
ドキュメントの割合が一覧表示されます。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インデッ
クスが 0 の行番号で識別されます。たとえば、Amazon Comprehend は、1 ファイルに 1 つのドキュメン
トを添付して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 比率

サンプルドキュメント 1 000 0.999330137

サンプルドキュメント 2 000 0.998532187

サンプルドキュメント 3 000 0.998384574

...    

サンプルドキュメント 000 3.57E-04

Amazon Comprehend は MBM によるレマタイゼーションリストデータセットの情報を利用します。この
データセットは、オープンデータベースライセンス (oDBL) v1.0 に基づいてこちらから入手できます。

文書処理モード
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文書の数と、結果をどれだけ早く表示する必要があるかによって異なります。
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• 単一ドキュメント同期 — Amazon Comprehend を 1 つのドキュメントで呼び出すと、同期応答が届
き、すぐにアプリケーション (またはコンソール) 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で Amazon Comprehend API を呼
び出し、同期応答を受け取ります。

• 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 バケットに入れ、(コンソー
ルまたは API オペレーションを使用して) 非同期ジョブ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保存します。

トピック
• 単一文書処理 (p. 35)
• 複数文書の同期処理 (p. 35)
• 非同期バッチ処理 (p. 37)

単一文書処理
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。単一ドキュメントの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 操作の詳細については、組み込みモデルを使用したリアルタイム分析 (p. 44) (コンソール用) 
とを参照してくださいAPI を使用したリアルタイム分析 (p. 55)。

複数文書の同期処理
処理するドキュメントが複数ある場合は、Batch* API オペレーションを使用して一度に複数のドキュ
メントを Amazon Comprehend に送信できます。リクエストで最大 25 件のドキュメントを送信できま
す。Amazon Comprehend は、リクエスト内のドキュメントごとに 1 つずつ、回答のリストを返します。
これらのオペレーションで作成されたリクエストは同期的に行われます。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。

Batch*オペレーションの使用は、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する可能
性があります。

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で
はBatchDetectDominantLanguage、入力言語を設定する必要があります。リクエストごとに入力言語
を 1 つだけ設定できます。たとえば、BatchDetectEntities以下はオペレーションへの入力です。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" 
   ]
}

Batch*操作からの応答には、ResultListとの 2 つのリストが含まれますErrorList。ResultListに
は、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、そのドキュメントに対してドキュメント操作を 1 回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。BatchDetectEntities操作からの応答は次のとおりです。

{ 
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   "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した場合、ErrorListレスポンスにはエラーを含むドキュメントを識別す
るコードが含まれます。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。たとえ
ば、BatchDetectLanguageオペレーションへの次の入力には、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" 
   ]        
}

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

{ 
    "ResultList": [ 
        { 
          "Index": 0, 
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          "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. 70)。

非同期バッチ処理
大量のドキュメントや大量のドキュメントを分析するには、Amazon Comprehend の非同期オペレーショ
ンを使用してください。

ドキュメントのコレクションを分析するには、一般的に、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. 1 つ以上の分析ジョブを開始して文書を分析します。
3. 分析ジョブの進行状況をモニタリングします。
4. ジョブが完了したら、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、コンソールを使用した分析ジョブの実
行 (p. 52) (コンソール) とを参照してくださいAPI を使用した非同期分析ジョブ (p. 74)。
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Amazon Comprehend でサポートさ
れる言語

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. 38)
• Amazon Comprehend Comprehend 機能でサポートされている言語 (p. 39)

サポートされている言語
Amazon Comprehend (主言語検出機能を除く) は、1 つ以上の機能について以下の言語をサポートしてい
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 中国語 (簡体)

zh-TW 中国語 (繁体)

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 
識別子がある場合は、地域のサブタグが付きます。/必要に応じてそれを使用します。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、IETF Tools Web サイトの「言語を識別するためのタグ」を参照し
てください。
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機能でサポートされている言語

Amazon Comprehend Comprehend 機能でサポート
されている言語

機能 サポートされている言語

主要な言語 (p. 12) 主要な言語 (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 エンティティの検出 (p. 89) 英語。

PII エンティティのラベル付け (p. 93) 英語。

感情 (p. 17) サポートされているすべての言語。

ターゲットを絞ったセンチメント (p. 18) 英語。

構文分析 (p. 29) 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. 32) 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. 112) プレーンテキストモデルは、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) をサポートしています。

ネイティブドキュメントモデルは英語ドキュメン
トのみをサポートします (p. 118)。

カスタムエンティティ認識 (p. 148) 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すべて実行してください。

タスクを設定する
• AWS アカウントにサインアップする (p. 40)
• 管理ユーザーを作成する (p. 40)
• AWS Command Line Interface(AWS CLI) をセットアップ (p. 41)
• プログラム的なアクセス権を付与する (p. 41)

AWS アカウントにサインアップする
AWS アカウント がない場合は、以下のステップを実行して作成します。

AWS アカウント にサインアップするには

1. https://portal.aws.amazon.com/billing/signup を開きます。
2. 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。

AWS アカウント にサインアップすると、AWS アカウントのルートユーザー が作成されます。ルー
トユーザーには、アカウントのすべての AWS のサービス とリソースへのアクセス権があります。セ
キュリティのベストプラクティスとして、管理ユーザーに管理アクセスを割り当て、ルートユーザー
のみを使用してルートユーザーアクセスが必要なタスクを実行してください。

AWS のサインアップ処理が完了すると、ユーザーに確認メールが送信されます。https://aws.amazon.com/
の [My Account] (アカウント) をクリックして、いつでもアカウントの現在のアクティビティを表示し、ア
カウントを管理することができます。

管理ユーザーを作成する
AWS アカウント にサインアップした後、日常的なタスクにルートユーザーを使用しないように、管理
ユーザーを作成します。

AWS アカウントのルートユーザー をセキュリティで保護する

1. [ルートユーザー] を選択し、AWS アカウント のメールアドレスを入力して、アカウント所有者とし
て AWS Management Console にサインインします。次のページでパスワードを入力します。

ルートユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザーガイドの
「ルートユーザーとしてサインインする」を参照してください。

2. ルートユーザーの多要素認証 (MFA) を有効にします。

手順については、IAM ユーザーガイドの「AWS アカウント のルートユーザーの仮想 MFA デバイスを
有効にする (コンソール)」を参照してください。
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管理ユーザーを作成する

• 日常的な管理タスクのためには、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) の管理
ユーザーに管理アクセスを割り当てます。

手順については、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイドの「開
始方法」を参照してください。

管理ユーザーとしてサインインする

• IAM Identity Center ユーザーとしてサインインするには、IAM Identity Center ユーザーの作成時に E 
メールアドレスに送信されたサインイン URL を使用します。

IAM Identity Center ユーザーを使用してサインインする方法については、AWS サインイン ユーザー
ガイドの「AWS アクセスポータルにサインインする」を参照してください。

AWS Command Line Interface(AWS CLI) をセット
アップ

「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 Amazon Amazon Amazon 
Amazon Comprehend の開始方法の開始方法の開始方法 (p. 43)に進み、後で AWS CLI をセットアップ
できます。

AWS CLI をインストールして設定するには

1. AWS CLI のインストール。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。

の最新バージョンをインストールまたは更新します。AWS Command Line Interface
2. AWS CLI を設定します。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 の設定

プログラム的なアクセス権を付与する
AWS Management Console の外部で AWS を操作するには、ユーザーはプログラムによるアクセスが必要
です。プログラムによるアクセスを許可する方法は、AWS にアクセスしているユーザーのタイプによって
異なります。

ユーザーにプログラムによるアクセス権を付与するには、以下のいずれかのオプションを選択します。

どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ワークフォース ID

(IAM Identity Center で管理され
ているユーザー)

一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
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どのユーザーがプログラムによ
るアクセスを必要としますか?

To By

ザーガイド」の「AWS IAM 
Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) を使用す
るための AWS CLI の設定」を
参照してください。

• AWS SDK、ツール、および 
AWS API については、「AWS 
SDK とツールリファレンスガ
イド」の「IAM Identity Center 
認証」を参照してください。

IAM 一時的な認証情報を使用し
て、AWS CLI、AWS SDK、また
は AWS API へのプログラムによ
るリクエストに署名します。

「IAM ユーザーガイド」の
「AWS リソースでの一時的な認
証情報の使用」の指示に従って
ください。

IAM (非推奨)
長期的な認証情報を使用
して、AWS CLI、AWS 
SDK、AWS API へのプログラ
ムによるリクエストに署名しま
す。

使用するインターフェイス用の
手順に従ってください。

• AWS CLI については、「AWS 
Command Line Interface ユー
ザーガイド」の「IAM ユー
ザー認証情報を使用した認
証」を参照してください。

• AWS SDK とツールについて
は、「AWS SDK とツールリ
ファレンスガイド」の「長
期認証情報を使用して認証す
る」を参照してください。

• AWS API については、「IAM 
ユーザーガイド」の「IAM 
ユーザーのアクセスキーの管
理」を参照してください。
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Amazon Amazon Amazon Amazon 
Amazon Comprehend の開始方法の
開始方法の開始方法

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。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に精通していることを前提としています。より
簡単な例については、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. 44)。

エンティティ検出ジョブを作成するには

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

2. 左側のメニューから [分析ジョブ] を選択し、[ジョブの作成] を選択します。
3. [Job 設定] で、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。
4. [分析タイプ] で [エンティティ] を選択します。
5. [言語] で、入力ドキュメントの言語を選択します。
6. [入力データ] の [データソース] で、[サンプルドキュメント] を選択します。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に設定します。
7. [出力データ] の [S3 の場所] に、出力ファイルの URL またはフォルダの場所を Amazon S3 に貼り付

けます。
8. [アクセス権限] セクションで、[IAM ロールを作成する] を選択します。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権限を持つ新しい IAM ロールを作成しま
す。

9. フォームへの入力が完了したら、[Create job] を選択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、ステータスフィールドにはジョブのステータスが表示され
ます。このフィールドには、処理中のジョブ、COMPLETED正常に終了したジョブ、FAILEDエラーの
あるジョブを指定できます。IN_PROGRESS

10. ジョブを選択して [Job 詳細] パネルを開きます。
11. 「出力」の「出力データの場所」で、リンクを選択して Amazon S3 コンソールを開きます。
12. Amazon S3 コンソールで、[ダウンロード]output.tar.gz を選択してファイルを保存します。
13. ファイルを解凍し、Jsonファイルとして保存します。
14. 検出された各エンティティのエンティティタイプとフィールドの説明については、を参照してくださ

いthe section called “[Entities] (エンティティ)” (p. 6)。
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Amazon Comprehend Medprehend 
Medprehend Med

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すると、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、感情の判定、ターゲットとなる感情の分析、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すると、エンティティ、イベント、フレーズ、主要言語、セ
ンチメント、ターゲットとなるセンチメント、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分析と非同期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. 112)」および「カスタムエンティティ認識 (p. 148)」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. 44)
• コンソールを使用した分析ジョブの実行 (p. 52)

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でも、Amazon Comprehend がサポートするその他の言
語でもかまいません。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。

ドキュメントの分析を開始するには、AWS Management Consoleにサインインし、Amazon Comprehend 
コンソールを開きます。

サンプルテキストをテキストに置き換えて、[分析] を選択すると、テキストの分析を取得できます。分析
されているテキストの下にある [結果] (Results) (結果) ウィンドウに、テキストに関する詳細情報が表示さ
れます。

組み込みモデルを使用してリアルタイム分析を実行

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

2. 左のメニューで、[リアルタイム別分析] (リアルタイム別分析) をクリックします。
3. [入力タイプ] で、[分析タイプ] に [ビルトイン] を選択します。
4. 分析するテキストを入力します。
5. [分析] を選択します。コンソールは、インサイトパネルにテキスト分析結果を表示します。インサイ

トパネルには、インサイトタイプごとにタブがあります。次のセクションでは、インサイトタイプ別
で説明します。

トピック
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• [Entities] (エンティティ) (p. 45)
• キーフレーズ (p. 46)
• 言語 (p. 46)
• 個人を特定できる情報 (PII) (p. 47)
• 感情 (p. 49)
• ターゲットを絞った別れです (p. 50)
• 構文 (p. 51)

[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
イプを示すよう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。
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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な名詞フレーズと関連す
る信頼度が表示されます。詳細については、「キーフレーズ (p. 12)」を参照してください。

言語
言語タブには、テキストの主要言語と、主要言語を正しく検出したという Amazon Comprehend の信
頼度が表示されます。Amazon Comprehend は 100 言語を認識できます。詳細については、「主要な言
語 (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 タブによって、入力テキストによって、個人を特定できる情報 (PII) が含まれている可能性がありま
す。PIIエンティティとは、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
データをテキストで参照したものです。詳細については、「PII エンティティの検出 (p. 89)」を参照し
てください。

PII タブには次の 2 つの分析モードがあります。

• オフセット
• Labels

オフセット
オフセット分析モードは、テキスト文書内の PII の場所を識別します。詳細については、「PII エンティ
ティの検索 (p. 89)」を参照してください。
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Labels
ラベル分析モードは、テキストドキュメントに PII が存在するかどうかを確認し、特定された PII エンティ
ティタイプのラベルを返します。詳細については、「PII エンティティのラベル付け (p. 93)」を参照し
てください。
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感情
「センチメント」タブには、テキストの主なセンチメントが表示されます。感情は、中別に、肯定的、否
定的、または混合別です。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ています。詳細については、「感情 (p. 17)」を参照してください。
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ターゲットを絞った別れです
ターゲットを絞った感情分析は、本文中に言及されているエンティティについて表明された感情を特定し
ます。Amazon Comprehend は、エンティティについて言及するたびに、信頼度評価やその他の情報とと
もにセンチメント評価を割り当てます。感情スコアのによって、中別に、肯定別に、否定的に、または混
合別です。

分析されたテキストパネルでは、コンソールは分析された各エンティティに下線を引きます。下線が引か
れたテキストの色は、エンティティの全体的な感情を示しています。エンティティの上にカーソルを置く
と、コンソールのポップアップウィンドウに追加情報が表示されます。

結果テーブルには、各エンティティに関する追加情報が表示されます。共参照グループと呼ばれる同じ
エンティティについて複数のメンションがある場合、テーブルにはそれらのメンションがメインエンティ
ティに関連付けられた折りたたみ可能な行のセットとして表示されます。
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次の例では、エンティティは Zhang Wei という名前の人物です。ターゲットを絞ったセンチメント分析で
は、あなたについて言及するたびに同じ人物への言及であることが認識されます。コンソールには、これ
らのメンションがメインエンティティのサブエントリとして表示されます。

分析しているテキストにターゲットを絞った感情が含まれていない場合エンティティタイプの数 (p. 18)、
ターゲット感情分析では空の結果フィールドが表示されます。

コンソールを使用してターゲットを絞った感情をリアルタイムで分析する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リアルタイム分析 (p. 22)。

構文
「構文」タブには、テキスト内の各要素の内訳と、品詞、関連する信頼度スコアが表示されます。詳細に
ついては、「構文分析 (p. 29)」を参照してください。
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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。ジョブで
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、センチメン
ト、個人を特定できる情報 (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. AWS Management Consoleにサインインして、Amazon Comprehend コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/comprehend/) を開きます。

2. 左側のメニューから [分析ジョブ] を選択し、[ジョブの作成] を選択します。
3. [Job 設定] で、分析ジョブに固有の名前を付けます。
4. [分析タイプ] には、組み込み分析タイプの 1 つを選択します。
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[主要言語]、[個人情報 (PII)]、または [トピックモデリング] を選択した場合は、次の手順をスキップで
きます。

5. 選択した分析タイプに応じて、コンソールには次の追加フィールドが 1 つ以上表示されます。

• 言語は、主要言語とトピックモデリングを除くすべての組み込み分析タイプに必要です。

入力ドキュメントの言語を選択します。
• イベント分析タイプには、ターゲットイベントタイプが必要です。

入力ドキュメントで検出するイベントの種類を選択します。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 分析タイプには PII 検出設定が必要です。

出力モードを選択します。PII 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
ティの検出 (p. 89)。

6. [入力データ] で、入力ドキュメントが Amazon S3 のどこにあるかを指定します。
• 自分のドキュメントを分析するには、[マイドキュメント] を選択し、[Browse S3] を選択して、

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、「サンプルドキュメント」を選

択します。この場合、Amazon Comprehend はによって管理されているバケットを使用しますが
AWS、ユーザーは場所を指定しません。

7. (オプション) [入力形式] には、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 つの文書 — 各ファイルには 1 つの入力文書が含まれます。これは大きな文書の
コレクションに最適です。

• 1 行に 1 つの文書 — 入力は 1 つ以上のファイルです。ファイル内の各行は文書とみなされます。
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、ラインフィー
ド (LF、\ n)、キャリッジリターン (CR、\ r)、または両方 (CRLF、\ r\ n) で終わる必要がありま
す。UTF-8 の行区切り記号 (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] で [S3 を参照] を選択します。分析によって生成された出力データを Amazon 
Comprehend に書き込ませる 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] を選択します。次に、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している場合は、KMS キー ID のキーエイリ

アスまたは 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は、KMS キー ID の下にキーエイリア

スまたは 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、「キー管理サービス 
(KMS)」を参照してください。

10. [アクセス権限] で、以下の IAM ロールを指定します。

• 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。
• サービスプリンシパルがロールを引き受けてアクセス許可を取得すること

を、comprehend.amazonaws.comサービスプリンシパルに許可する信頼ポリシーが含まれていま
す。

これらの権限と適切な信頼ポリシーを持つ IAM ロールがまだない場合は、[Create an IAM role] を選択
して作成してください。
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11. フォームへの入力が完了したら、[Create job] を選択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、ステータスフィールドにはジョブのステータスが表示されま
す。このフィールドには、処理中のジョブ、COMPLETED正常に終了したジョブ、FAILEDエラーのある
ジョブを指定できます。IN_PROGRESSジョブをクリックすると、エラーメッセージなど、そのジョブに関
する詳細情報を表示できます。

ジョブが完了すると、分析結果は、処理用に指定した Amazon S3 の出力場所に保存されます。各インサ
イト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 の使用
Amazon Comprehend API は、リアルタイム (同期) 分析を実行する操作と、非同期分析ジョブを開始およ
び管理する操作をサポートします。

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 を使用しています。

AWS CLIと Python のサンプルを実行するには、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、「AWS Command Line Interface(AWS CLI) をセットアップ (p. 41)」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、「SDK for Java AWS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. 55)
• API を使用した非同期分析ジョブ (p. 74)

API を使用したリアルタイム分析
以下の例では、、Java、および Python で Amazon Comprehend API を使用する方法を示していま
す。AWS CLIこれらの例では、Amazon Comprehend Medlate のオペレーションを使用する方法を示して
います。

トピック
• 主要言語の検出 (p. 55)
• 名前付きエン検出 (p. 57)
• キーフレーズの検出 (p. 60)
• 感情の検出 (p. 62)
• ターゲットを絞ったセンチメントのリアルタイム分析 (p. 65)
• 検出構文 (p. 66)
• リアルタイムバッチ API (p. 70)

主要言語の検出
テキストで使用される主要言語を確認するには、DetectDominantLanguageオペレーションを使用しま
す。最大 25 件の文書から主要言語をバッチで検出するには、BatchDetectDominantLanguageオペレー
ションを使用します。詳細については、「リアルタイムバッチ API (p. 70)」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. 55)
• を使用して主要言語を検出するAWS SDK for Java (p. 56)
• を使用して主要言語を検出するAWS SDK for Python (Boto) (p. 56)
• を使用して主要言語を検出するAWS SDK for .NET (p. 57)

を使用して主要言語を検出するAWS Command Line Interface
次の例は、DetectDominantLanguageでの操作の使い方を示していますAWS CLI。

55

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/v1/developer-guide/setup-install.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DetectDominantLanguage.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_BatchDetectDominantLanguage.html


Amazon Comprehend デベロッパーガイド
主要言語の検出

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 com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectDominantLanguageRequest;
import 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); 
        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)
次の例では、PythonDetectDominantLanguage でオペレーションを使用する方法を示しています。
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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 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 の例では、を使用していますAWS SDK for .NET。を使用して、AWS Toolkit for 
Visual Studio.NETAWS を使用してアプリケーションを開発できます。AWSアプリケーションのデプロイ
やサービスの管理に役立つテンプレートとエクスプローラーが含まれています。の.NET 開発者の視点につ
いてはAWS、.NETAWS 開発者向けガイドを参照してください。

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"); 
        } 
    }
}

名前付きエン検出
ドキュメント内の名前付きエンティティを確認するには、DetectEntitiesオペレーションを使用します。最
大 25 件のドキュメントからエンティティをバッチで検出するには、BatchDetectEntitiesオペレーションを
使用します。詳細については、「リアルタイムバッチ API (p. 70)」を参照してください。

トピック
• を使用した名前付きエン検出AWS Command Line Interface (p. 58)
• を使用した名前付きエン検出AWS SDK for Java (p. 58)
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• を使用した名前付きエン検出AWS SDK for Python (Boto) (p. 59)
• を使用した検出AWS SDK for .NET (p. 59)

を使用した名前付きエン検出AWS Command Line Interface
次の例は、DetectEntitiesを使用した操作の使い方を示しています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"
}

を使用した名前付きエン検出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 com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectEntitiesRequest;
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 
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        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"); 
    }
}

を使用した名前付きエン検出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')

を使用した検出AWS SDK for .NET
このセクションの.NET の例では、を使用していますAWS SDK for .NET。を使用して、AWS Toolkit for 
Visual Studio.NETAWS を使用してアプリケーションを開発できます。AWSアプリケーションのデプロイ
やサービスの管理に役立つテンプレートとエクスプローラーが含まれています。の.NET 開発者の視点につ
いてはAWS、.NETAWS 開発者向けガイドを参照してください。

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 DetectEntities API 
            Console.WriteLine("Calling DetectEntities\n"); 
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            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重要な名詞句を確認するには、DetectKeyPhrasesオペレーションを使用します。最
大 25 件の文書から重要な名詞句を一度に検出するには、BatchDetectKeyPhrasesオペレーションを使用し
ます。詳細については、「リアルタイムバッチ API (p. 70)」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AWS Command Line Interface (p. 60)
• を使用してキーフレーズを検出AWS SDK for Java (p. 61)
• を使用してキーフレーズを検出AWS SDK for Python (Boto) (p. 61)
• を使用してキーフレーズを検出AWS SDK for .NET (p. 62)

を使用してキーフレーズを検出AWS Command Line Interface
次の例は、DetectKeyPhrasesでの操作の使い方を示しています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", 
    "KeyPhrases": [ 
        { 
            "Text": "today", 
            "Score": 0.89, 
            "BeginOffset": 14, 
            "EndOffset": 19 
        }, 
        { 
            "Text": "Seattle", 
            "Score": 0.91, 
            "BeginOffset": 23, 
            "EndOffset": 30 
        } 
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    ]
}

を使用してキーフレーズを検出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 com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectKeyPhrasesRequest;
import 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。

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')
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を使用してキーフレーズを検出AWS SDK for .NET
このセクションの.NET の例では、を使用していますAWS SDK for .NET。を使用して、AWS Toolkit for 
Visual Studio.NETAWS を使用してアプリケーションを開発できます。AWSアプリケーションのデプロイ
やサービスの管理に役立つテンプレートとエクスプローラーが含まれています。の.NET 開発者の視点につ
いてはAWS、.NETAWS 開発者向けガイドを参照してください。

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"); 
        } 
    }
}

感情の検出
Amazon Comprehend には、センチメントを分析するための次の API オペレーションが用意されていま
す。

• DetectSentiment— 文書の全体的な感情を決定します。
• BatchDetectSentiment— 最大 25 件の文書をまとめて全体的な感情を把握できます。詳細については、

「リアルタイムバッチ API (p. 70)」を参照してください。
• StartSentimentDetectionJob— ドキュメントのコレクションに対する非同期感情検出ジョブを開始す

る。
• ListSentimentDetectionJobs— 送信した感情検出ジョブのリストを返します。
• DescribeSentimentDetectionJob— 指定されたセンチメント検出ジョブに関連するプロパティ (ステータ

スを含む) を取得します。
• StopSentimentDetectionJob— 指定され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. 63)
• を使用してセンチメントを判断するAWS SDK for Java (p. 63)

62

https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-net/latest/developer-guide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSToolkitVS/latest/UserGuide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/AWSToolkitVS/latest/UserGuide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-net/latest/developer-guide/welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DetectSentiment.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_BatchDetectSentiment.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_StartSentimentDetectionJob.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_ListSentimentDetectionJobs.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DescribeSentimentDetectionJob.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_StopSentimentDetectionJob.html


Amazon Comprehend デベロッパーガイド
感情の検出

• を使用してセンチメントを判断するAWS SDK for Python (Boto) (p. 64)
• を使用してセンチメントを判断するAWS SDK for .NET (p. 64)

を使用してセンチメントを判断するAWS Command Line 
Interface
次の例は、DetectSentimentでの操作の使い方を示しています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 com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectSentimentRequest;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectSentimentResult;

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(); 
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        // 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 の例では、を使用していますAWS SDK for .NET。を使用して、AWS Toolkit for 
Visual Studio.NETAWS を使用してアプリケーションを開発できます。AWSアプリケーションのデプロイ
やサービスの管理に役立つテンプレートとエクスプローラーが含まれています。の.NET 開発者の視点につ
いてはAWS、.NETAWS 開発者向けガイドを参照してください。

このセクションの.NET の例では、を使用していますAWS SDK for .NET。

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 DetectSentiment"); 
            DetectSentimentRequest detectSentimentRequest = new DetectSentimentRequest() 
            { 
                Text = text, 
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                LanguageCode = "en" 
            }; 
            DetectSentimentResponse detectSentimentResponse = 
 comprehendClient.DetectSentiment(detectSentimentRequest); 
            Console.WriteLine(detectSentimentResponse.Sentiment); 
            Console.WriteLine("Done"); 
        } 
    }
}

ターゲットを絞ったセンチメントのリアルタイム分析
Amazon Comprehend には、ターゲットを絞ったセンチメントをリアルタイムで分析するための次の API 
オペレーションが用意されています。

• DetectTargetedSentiment— 文書に記載されているエンティティの感情を分析します。
• BatchDetectTargetedSentiment— 最大25件の文書のターゲットセンチメントを一括して分析します。詳

細については、「リアルタイムバッチ API (p. 70)」を参照してください。

分析しているテキストにターゲットを絞ったセンチメントが含まれていない場合エンティティタイプの
数 (p. 18)、API は空の Entities 配列を返します。

を使用してターゲットを絞ったセンチメントを分析AWS 
Command Line Interface
次の例は、DetectTargetedSentimentでの操作の使い方を示しています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-targeted-sentiment \ 
    --region region \ 
    --language-code "en" \ 
    --text "The burger was cooked perfectly but it was cold. The service was OK."

Amazon Comprehend は次のように応答します。

{
"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, 
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              "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, 
              "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 
            } 
          } 
        } 
      ] 
    } 
  ]
}

検出構文
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オペレーションを
使用します。最大 25 個のドキュメントの構文をバッチで解析するには、BatchDetectSyntaxオペレーショ
ンを使用します。詳細については、「リアルタイムバッチ API (p. 70)」を参照してください。

トピック
• を使用して構文を検出しますAWS Command Line Interface。 (p. 67)
• を使用して構文を検出するAWS SDK for Java (p. 68)
• による品詞の検出AWS SDK for Python (Boto) (p. 69)
• を使用して構文を検出するAWS SDK for .NET (p. 69)
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を使用して構文を検出しますAWS Command Line Interface。
次の例は、DetectSyntaxでの操作の使い方を示しています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, 
            "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", 
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                "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 
        } 
    ]
}

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 com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DetectSyntaxRequest;
import 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); 
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  detectSyntaxResult.getSyntaxTokens().forEach(System.out::println); 
  System.out.println("End of DetectSyntax\n"); 
  System.out.println( "Done" ); 
 }
}

による品詞の検出AWS SDK for Python (Boto)
次の Python プログラムは、入力テキスト内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')

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 の例では、を使用していますAWS SDK for .NET。を使用して、AWS Toolkit for 
Visual Studio.NETAWS を使用してアプリケーションを開発できます。AWSアプリケーションのデプロイ
やサービスの管理に役立つテンプレートとエクスプローラーが含まれています。の.NET 開発者の視点につ
いてはAWS、.NETAWS 開発者向けガイドを参照してください。

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"); 
  } 
 }
}
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リアルタイムバッチ API
最大 25 件のドキュメントをバッチ送信するには、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を呼び出すことは、リクエスト内の各ドキュメントに対し
て単一ドキュメント 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する可能性があります。詳細については、「複数文書の同期処理 (p. 35)」を参照して
ください。

トピック
• SDK for Java を使用する方法を示しています (p. 70)
• によるBatch 処理AWS SDK for .NET (p. 71)
• によるBatch 処理AWS CLI (p. 72)

SDK for Java を使用する方法を示しています
次のサンプルプログラムは、SDK for Java BatchDetectEntitiesでオペレーションを使用する方法を示して
います。サーバーからの応答には、BatchDetectEntitiesItemResult正常に処理された各ドキュメントのオブ
ジェクトが含まれています。ドキュメントの処理中にエラーが発生した場合は、レスポンス内のエラーリ
ストに記録があります。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 com.amazonaws.auth.AWSStaticCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.BatchDetectEntitiesItemResult;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.BatchDetectEntitiesRequest;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.BatchDetectEntitiesResult;
import 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); 
        } 
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        // 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); 
            } 

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

によるBatch 処理AWS SDK for .NET
次のサンプルプログラムは、BatchDetectEntitiesでの操作の使用方法を示していますAWS SDK for .NET。
サーバーからの応答には、BatchDetectEntitiesItemResult正常に処理された各ドキュメントのオブジェクト
が含まれています。ドキュメントの処理中にエラーが発生した場合は、レスポンス内のエラーリストに記
録があります。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 の例では、を使用していますAWS SDK for .NET。を使用して、AWS Toolkit for 
Visual Studio.NETAWS を使用してアプリケーションを開発できます。AWSアプリケーションのデプロイ
やサービスの管理に役立つテンプレートとエクスプローラーが含まれています。の.NET 開発者の視点につ
いてはAWS、.NETAWS 開発者向けガイドを参照してください。

using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.Comprehend;
using 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>() 
            { 
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                { "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) 
            { 
                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"); 
        } 
    }
}

によるBatch 処理AWS CLI
以下の例では、を使用したバッチ API オペレーションを使用する方法を示していますAWS 
Command Line Interface。を除くすべての操作は、process.json入力として呼び出される次の 
JSONBatchDetectDominantLanguage ファイルを使用します。LanguageCodeその操作にはエンティ
ティは含まれません。

JSON ファイル ("$$$$$$$$") の 3 番目のドキュメントでは、バッチ処理中にエラーが発生しま
す。BatchItemErrorオペレーションのレスポンスにが含まれるようにするために含まれています。
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{ 
   "LanguageCode": "en", 
   "TextList": [ 
      "I have been living in Seattle for almost 4 years", 
      "It is raining today in Seattle", 
      "$$$$$$$$" 
   ]
}

サンプルは 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
• batch (AWS CLI) を使用して主要言語を検出 (p. 73)
• batch (AWS CLI) を使用してエンティティを検出 (p. 74)
• BATCH (AWS CLI) を使用してキーフレーズを検出 (p. 74)
• batch (AWS CLI) を使用してセンチメントを検出 (p. 74)

batch (AWS CLI) を使用して主要言語を検出
BatchDetectDominantLanguageこの操作により、バッチ内の各ドキュメントの主要言語が決定され
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言
語 (p. 12)。AWS CLIBatchDetectDominantLanguage次のコマンドは操作を呼び出します。

aws comprehend batch-detect-dominant-language \ 
    --endpoint endpoint \ 
    --region region \ 
    --cli-input-json file://path to input file/process.json

BatchDetectDominantLanguage操作からの応答は次のとおりです。

{ 
    "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." 
      } 
    ]
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}

batch (AWS CLI) を使用してエンティティを検出
BatchDetectEntitiesオペレーションを使用して、ドキュメントのバッチに含まれ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。AWS 
CLIBatchDetectEntities次のコマンドは操作を呼び出します。

aws comprehend batch-detect-entities \ 
    --endpoint endpoint \ 
    --region region \ 
    --cli-input-json file://path to input file/process.json

BATCH (AWS CLI) を使用してキーフレーズを検出
BatchDetectKeyPhrasesこのオペレーションは、文書のバッチに含まれる重要な名詞句を返します。AWS 
CLIBatchDetectKeyNounPhrases次のコマンドは操作を呼び出します。

aws comprehend batch-detect-key-phrases 
    --endpoint endpoint
    --region region
    --cli-input-json file://path to input file/process.json

batch (AWS CLI) を使用してセンチメントを検出
BatchDetectSentimentオペレーションを使用して、ドキュメントのバッチの全体的なセンチメントを検出
します。AWS CLIBatchDetectSentiment次のコマンドは操作を呼び出します。

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
以下の例では、Amazon Comprehend の非同期 API を使用して、AWS CLIを使用して分析ジョブを作成お
よび管理しています。

トピック
• Amazon のインサイトを理解するための非同期分析 (p. 74)
• 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. 78)
• イベント検出のための非同期分析 (p. 80)
• トピックモデリングのための非同期分析 (p. 83)

Amazon のインサイトを理解するための非同期分析
以下のセクションでは、Amazon Comprehend API を使用して非同期オペレーションを実行し、Amazon 
Comprehend のインサイトを分析します。

トピック
• 前提条件 (p. 75)
• 分析ジョブ開始 (p. 75)

74

https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_BatchDetectEntities.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_BatchDetectKeyPhrases.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_BatchDetectSentiment.html


Amazon Comprehend デベロッパーガイド
Amazon Comprehend Medine

• モニタリング分析のジョブ (p. 75)
• 分析結果の取得 (p. 76)

前提条件
ドキュメントは UTF-8 形式のテキストファイルである必要があります。書類は2つの形式で提出できま
す。以下の表に示しているように、使用する形式は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
ています。これは大きな文書のコレクションに最
適です。

ファイルあたりドキュメント1つ

入力は 1 つ以上のファイルです。ファイル内の各
行は文書とみなされます。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、ラインフィード (LF、\ n)、キャリッジリ
ターン (CR、\ r)、または両方 (CRLF、\ r\ n) で終
わる必要があります。UTF-8 の行区切り記号 (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 つの文書

分析ジョブを開始するときは、入力データの S3 ロケーションを指定します。URI は、呼び出している 
APIAWS 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 つのファイルを指すこ
とも、データファイルのコレクションのプレフィックスを指定することもできます。詳細については、
「InputDataConfig」データ型を参照してください。

Amazon Comprehend Medcuend 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. 262)」を参照してください。

分析ジョブ開始
分析ジョブを送信するには、Amazon ComprehendStart* コンソールまたは適切なオペレーションのいず
れかを使用してください。

• StartDominantLanguageDetectionJob— コレクション内の各文書の主要言語を検出する作業を開始しま
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言語 (p. 12)。

• StartEntitiesDetectionJob— 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— コレクション内の各ドキュメント内のキーフレーズを検出するジョブを
開始します。有効な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— コレクション内の各文書から個人を特定できる情報（PII）を検出する作
業を開始します。PII の詳細については、「」を参照してくださいPII エンティティの検出 (p. 12)。

• StartSentimentDetectionJob— 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. 17)。

モニタリング分析のジョブ
Start*オペレーションは、ジョブの進行状況を監視する際に使用できるIDを返します。
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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か、複数のジョブの進行状
況を監視するかに応じて、2 つの操作のいずれかを使用します。

個々の分析ジョブの進行状況を監視するには、Describe*オペレーションを使用してくださ
い。Start*操作によって返されたジョブ ID を指定します。Describe*オペレーションからの応答に
は、JobStatusジョブのステータスのフィールドが含まれます。

複数の分析ジョブの進行状況を監視するには、List*オペレーションを使用します。 List*オペレー
ションを実行すると、Amazon Comprehend に送信したジョブのリストが返されます。レスポンスに
は、JobStatusジョブのステータスを示す各ジョブのフィールドが含まれます。

COMPLETEDステータスフィールドがまたはに設定されている場合FAILED、ジョブの処理は完了していま
す。

個々のジョブのステータスを取得するには、Describe*実行中の分析のオペレーションを使用してくださ
い。

• DescribeDominantLanguageDetectionJob
• DescribeEntitiesDetectionJob
• DescribeKeyPhrasesDetectionJob
• DescribePiiEntitiesDetectionJob
• DescribeSentimentDetectionJob

複数のジョブのステータスを取得するには、List*実行中の分析のオペレーションを使用してください。

• ListDominantLanguageDetectionJobs
• ListEntitiesDetectionJobs
• ListKeyPhrasesDetectionJobs
• ListPiiEntitiesDetectionJobs
• ListSentimentDetectionJobs

結果を特定の条件に一致するジョブに制限するには、List*Filterオペレーションパラメータを使用しま
す。ジョブ名、ジョブのステータス、およびジョブが送信された日付と時刻でフィルタリングできます。
詳細については、Amazon Comprehend API リファレンスの「FilterList*各オペレーションに関するパ
ラメータ」を参照してください。

分析結果の取得
分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。ジョブステー
タスがの場合COMPLETED、レスポンスには出力ファイルの Amazon S3 ロケーションを含むフィールドが
含まれます。OutputDataConfigファイルはoutput.tar.gz、分析結果を含む圧縮アーカイブです。

ジョブのステータスがの場合FAILED、Message応答には分析ジョブが正常に完了しなかった理由を説明
するフィールドが含まれます。

個々のジョブのステータスを取得するには、Describe*適切な操作を使用してください。

• DescribeDominantLanguageDetectionJob
• DescribeEntitiesDetectionJob
• DescribeKeyPhrasesDetectionJob
• DescribeSentimentDetectionJob

結果は、ドキュメントごとに 1 つの JSON 構造を含む 1 つのファイルで返されます。各応答ファイルに
は、ステータスフィールドがに設定されているジョブのエラーメッセージも含まれていますFAILED。
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以下の各セクションでは、2 つの入力フォーマットの出力例を示しています。

主要言語検出結果の取得

次に、主要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。入力の形式 1 行あたりのドキュメン
トの形式。詳細については、DetectDominantLanguage オペレーションを参照してください。

{"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分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

次に、ドキュメント内のエンティティを検出した分析からの出力ファイルの例を示します。入力の形式 1 
行あたりのドキュメントの形式。詳細については、DetectEntities 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分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

次に、ドキュメント内のキーフレーズを検出した分析からの出力ファイルの例を示します。入力の形式 1 
行あたりのドキュメントの形式。詳細については、DetectKeyPhrases オペレーションを参照してくださ
い。
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{"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}             

次に、入力形式を指定するファイルあたりドキュメントを付与する分析からの出力例を示します。

{"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、文書内の 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。入力の形式 1 行あた
りのドキュメントの形式。

{"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","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分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

次に、ドキュメント内で表現される感情を検出した分析からの出力ファイルの例を示します。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。入力の形式 1 行あたりのドキュメントの
形式。詳細については、DetectSentiment 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}}

次に、入力形式を指定するファイルあたりドキュメントを付与する分析からの出力例を示します。

{"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
ターゲットセンチメントのリアルタイム分析については、を参照してくださいthe section called “ターゲッ
トを絞ったセンチメントのリアルタイム分析” (p. 65)。
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Amazon Comprehend には、ターゲットを絞った感情分析を非同期で開始および管理するための次の API 
オペレーションが用意されています。

• StartTargetedSentimentDetectionJob— ドキュメントのコレクションに対する対象の非同期感情検出
ジョブを開始します。

• ListTargetedSentimentDetectionJobs— 送信した対象の感情検出ジョブのリストを返します。
• DescribeTargetedSentimentDetectionJob— 指定されたターゲットセンチメント検出ジョブに関連するプ

ロパティ (ステータスを含む) を取得します。
• StopTargetedSentimentDetectionJob— 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. 79)
• を使用してターゲットを絞ったセンチメントを分析AWS CLI (p. 79)

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。

• 入出力バケット — 入出力に使用するAmazon S3 を指定します。バケットは、呼び出す APIと同じリー
ジョン内になければなりません。

• 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. 262)」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AWS CLI
次の例は、StartTargetedSentimentDetectionJobでの操作の使い方を示しています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

cli-input-jsonパラメータには、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、次の応答が表示されます。

{ 
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    "JobStatus": "SUBMITTED", 
    "JobArn": "job ARN" 
    "JobId": "job ID"
}

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. 80)
• を使用してイベントを検出するAWS CLI (p. 80)
• を使用してイベントを一覧表示するAWS CLI (p. 81)
• を使用してイベントを説明してくださいAWS CLI (p. 82)
• イベント検出結果を取得する (p. 82)

文書セット内のイベントを検出するには、を使用して非同期ジョブを開始しま
す。StartEventsDetectionJob

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。

• 入出力バケット — 入出力に使用するAmazon S3 を指定します。バケットは、呼び出す APIと同じリー
ジョン内になければなりません。

• 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. 262)」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このオペレーションを以下のように使用する方法を示していま
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 comprehend start-events-detection-job \ 
  --region region \ 
  --job-name job name \ 
  --cli-input-json file://path to JSON input file

cli-input-jsonパラメータには、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", 
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      "EMPLOYMENT", 
      "CORPORATE_ACQUISITION", 
      "INVESTMENT_GENERAL", 
      "CORPORATE_MERGER", 
      "IPO", 
      "RIGHTS_ISSUE", 
      "SECONDARY_OFFERING", 
      "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、次の応答が表示されます。

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

を使用してイベントを一覧表示するAWS CLI
ListEventsDetectionJobsオペレーションを使用すると、送信したイベント検出ジョブのリストが表示され
ます。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
れています。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 

次のような JSON が返されます。

{ 
 "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" 
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  ] 
    } 
 ], 
 "NextToken": "next token"
}          

を使用してイベントを説明してくださいAWS CLI
DescribeEventsDetectionJob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できます。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 comprehend describe-events-detection-job \ 
  --region region \ 
  --job-id job ID
        

次のレスポンスが返されます。

{ 
 "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" 
  ] 
 }
}        

イベント検出結果を取得する
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。入力形式は、1 行に 
1 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, 
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 "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": 
 [{"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 (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確認するには、を使用して非同期ジョブを開始しま
す。StartTopicsDetectionJob英語またはスペイン語で書かれたドキュメント内のトピックを監視できま
す。

トピック
• 開始する前に (p. 83)
• を使用したトピックモデリングAWS Command Line Interface (p. 83)
• を使用したトピックモデリングAWS SDK for Java (p. 85)
• を使用したトピックモデリングAWS SDK for Python (Boto) (p. 86)
• を使用したトピックモデリングAWS SDK for .NET (p. 87)

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。

• 入出力バケット — 入出力に使用するAmazon S3 を指定します。バケットは、呼び出す APIと同じリー
ジョン内になければなりません。

• 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. 262)」を参照してください。

を使用したトピックモデリングAWS Command Line Interface
次の例は、StartTopicsDetectionJobこのオペレーションを以下のように使用する方法を示していま
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 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

cli-input-jsonパラメータには、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。
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{ 
    "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"
}

トピック検出ジョブの開始リクエストが成功すると、次の応答が表示されます。

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

ListTopicsDetectionJobsオペレーションを使用すると、送信したトピック検出ジョブのリストが表示され
ます。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
れています。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

次のような JSON が返されます。

{ 
    "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" 
            } 
        } 
    ]
}
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DescribeTopicsDetectionJob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できます。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 comprehend describe-topics-detection-job --job-id job ID 

次のレスポンスが返されます。

{ 
    "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。StartTopicsDetectionJobオペレーションを使用してトピックの検出を開始します。次
に、DescribeTopicsDetectionJobオペレーションを使用してトピック検出のステータスを確認します。最
後に、ListTopicsDetectionJobsそのアカウントに送信されたすべてのジョブのリストを表示するように呼
び出します。

import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeTopicsDetectionJobRequest;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeTopicsDetectionJobResult;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.InputDataConfig;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.InputFormat;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.ListTopicsDetectionJobsRequest;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.ListTopicsDetectionJobsResult;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.StartTopicsDetectionJobRequest;
import 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") 
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                                         .build(); 

        final String inputS3Uri = "s3://input bucket/input path"; 
        final InputFormat inputDocFormat = InputFormat.ONE_DOC_PER_FILE; 
        final String outputS3Uri = "s3://output bucket/output path"; 
        final String dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::account ID:role/data access role"; 
        final int numberOfTopics = 10; 

        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。StartTopicsDetectionJobオペレーションを使用してトピックの検出を開始します。次
に、DescribeTopicsDetectionJobオペレーションを使用してトピック検出のステータスを確認します。最
後に、ListTopicsDetectionJobsそのアカウントに送信されたすべてのジョブのリストを表示するように呼
び出します。

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}
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start_topics_detection_job_result = 
 comprehend.start_topics_detection_job(NumberOfTopics=number_of_topics, 
                                                                              
 InputDataConfig=input_data_config, 
                                                                              
 OutputDataConfig=output_data_config, 
                                                                              
 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。StartTopicsDetectionJobオペレーションを使用してトピックの検出を開始します。次
に、DescribeTopicsDetectionJobオペレーションを使用してトピック検出のステータスを確認します。最
後に、ListTopicsDetectionJobsそのアカウントに送信されたすべてのジョブのリストを表示するように呼
び出します。

このセクションの.NET の例では、を使用していますAWS SDK for .NET。を使用して、AWS Toolkit for 
Visual Studio.NETAWS を使用してアプリケーションを開発できます。AWSアプリケーションのデプロイ
やサービスの管理に役立つテンプレートとエクスプローラーが含まれています。の.NET 開発者の視点につ
いてはAWS、.NETAWS 開発者向けガイドを参照してください。

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"; 
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            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"; 
            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、英語のテキストドキュメントに含まれる個人を
特定できる情報 (PII) を検出できます。PIIは、個人を特定するために使用できる個人データをテキストで
参照するものです。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エンティティを見つけるか、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。

Amazon S3 オブジェクト Lambda アクセスポイントを個人識別情報 (PII) として使用して、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。個人情報を含む文書へのアクセスを制御し、文書から
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 オ
ブジェクトの Lambda アクセスポイントを使用する (p. 317)」を参照してください。

トピック
• PII エンティティの検出 (p. 89)
• PII エンティティのラベル付け (p. 93)
• PII リアルタイム分析 (コンソール) (p. 94)
• PII 非同期分析ジョブ (コンソール) (p. 96)
• 個人情報リアルタイム分析 (API) (p. 97)
• PII 非同期分析ジョブ (API) (p. 99)

PII エンティティの検出
Amazon Comprehend を使用すると、英語のテキストドキュメントに含まれる PII エンティティを検出で
きます。PIIエンティティは、特定の種類の個人を特定できる情報 (PII) です。PII 検出機能を使用して 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します。

トピック
• PII エンティティの検索 (p. 89)
• PII エンティティの編集 (p. 90)
• PII ユニバーサルエンティティタイプ (p. 90)
• 国固有の PII エンティティタイプ (p. 92)

PII エンティティの検索
テキスト内の PII エンティティを見つけるには、リアルタイム分析を使用して 1 つの文書をすばやく分析
できます。また、複数の文書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で分析できます。入力テキストに
は、UTF-8 エンコード文字で 100 KB まで含めます。

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。

こんにちは、パウロサントス。お客様の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エニーストリート123番地98109に郵送されました。

出力には、「Paul Santos」がタイプNAME、「1111-0000-1111-0000」がタイ
プCREDIT_DEBIT_NUMBER、「ワシントン州シアトルの123 Any Street 98109」という情報が含まれま
すADDRESS。
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Amazon Comprehend は、検出された PII エンティティのリストと、各 PII エンティティについて次の情報
を返します。

• 検出されたテキストが検出されたエンティティタイプと一致す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。エンティティの先頭と末尾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 エンティティの編集
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、以下の入力テキストを送信して PII エンティティを編集できます。

こんにちは、パウロサントス。お客様の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エニーストリート123番地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アカウント*******************の最新の明細
が、*****************************に郵送されました。

PII ユニバーサルエンティティタイプ
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普遍的（個々の国に固有で
はない）です。Amazon Comprehend は、次の種類のユニバーサル個人情報エンティティを検出します。

ADDRESS

「米国エニータウンのメインストリート 100 番地」や「スイート #12、ビルディング 123」などの実
際の住所。住所には、通り、建物、場所、市、州、国、郡、郵便番号、市区町村、市区町村などの情
報を含めることができます。
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AGE

個人の年齢 (数量や時間の単位を含む)。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
セスキーの両方が、プログラム的なAWSリクエストを暗号化して署名するために使用されます。

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、AWSプログラムリクエストに暗号化署名します。

CREDIT_DEBIT_CVV

VISA、Discoverのクレジットカードおよびデビットカードに記載されている3桁のカード認証コー
ド（CVV）。 MasterCardアメリカン・エキスプレス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。

クレジット_デビット_有効期限

クレジットカードまたはデビットカードの有効期限。この数値は通常 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、有効期限を 1 月 21 日、2021 年 
1 月 1 日、2021 年 1 月などと認識しています。

クレジット_デビット_番号

クレジットカードまたはデビットカードの番号。これらの数字の長さは 13 桁から 16 桁までさまざま
です。ただし、Amazon Comprehend では、最後の 4 桁しか入力されていないクレジットカード番号
やデビットカード番号も認識します。

日付_時間

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。

ドライバー ID

運転免許証に割り当てられる番号。運転免許証は、個人が公道で1台以上の自動車を運転することを許
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

メールアドレス (marymajor@email.com など)。
国際銀行口座番号

国際銀行口座番号には、国ごとに固有の形式があります。www.iban.com/structure を参照してくださ
い。

IP_ADDRESS

198.51.100.0 などの IPv4 アドレス。
ライセンスプレート

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
フォーマットは通常、大文字と数字で構成される 5 ～ 8 桁です。形式は、発行する州または国の場所
によって異なります。

MAC_ADDRESS

メディアアクセス制御 (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。

91

https://www.iban.com/structure


Amazon Comprehend デベロッパーガイド
国固有の PII エンティティタイプ

NAME

個人の名前。このエンティティタイプには、Dr.、Mr.、Mrs.、Ms. などの役職は含まれませ
ん。Amazon Comprehend は、組織や住所の一部である名前にはこのエンティティタイプを適用しま
せん。たとえば、Amazon Comprehend は「ジョン・ドゥ・オーガニゼーション」を組織として認識
し、「ジェーンドゥ・ストリート」を住所として認識します。

PASSWORD

パスワードとして使用される英数字の文字列 (「*very20special #pass *」など)。
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_CODE

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、国際電信送金などの送金にこれらのコードを使用します。

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）は本社または本社を指します。

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。
車両_識別_番号

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。VINには各国固有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、国によって異なりま
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。

CA_HEALTH_NUMBER

カナダHealth サービス番号は、個人が医療給付を受けるために必要な10桁の固有の識別子です。
CA_社会_保険_番号

カナダ社会保険番号（SIN）は、個人が政府のプログラムや特典を利用するために必要な、9桁の固有
の識別子です。

SIN は、123-456-789 のように、3 桁から成る 3 つのグループとしてフォーマットされます。SIN 
は、Luhn アルゴリズムと呼ばれる簡単なチェックディジット処理によって検証できます。

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桁の固有の識別番号です。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。

IN_NEGA

インドの全国農村雇用保証法（NREGA）の番号は、2文字とそれに続く14桁の数字で構成されていま
す。
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永久口座番号

インドの永久口座番号は、所得税局が発行する10桁の固有の英数字です。
投票者数

インドの有権者IDは、3文字とそれに続く7つの数字で構成されています。
UK_NATIONAL_HEALTH_SERVICE_NUMBER

英国の国民Health サービス番号は、485 777 3456のように、10～17桁の数字です。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入れ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入ります。
UK_NATIONAL_INSURANCE_NUMBER

英国の国民保険番号（NINO）により、個人は国民保険（社会保障）給付を受けることができます。ま
た、英国の税制では一部の目的に使用されます。

数字は9桁で、2文字で始まり、その後に6つの数字と1つの文字が続きます。NINO は、2 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を付けてフォーマットできます。

UK_UNIQUE_TAXPAYER_REFERENCE_NUMBER

英国固有納税者番号（UTR）は、納税者または事業者を識別する10桁の番号です。
銀行口座番号

米国の銀行口座番号。通常は 10 ～ 12 桁です。Amazon Comprehend は、最後の 4 桁しか入力されて
いない銀行口座番号も認識します。

バンク・ルーティング

米国の銀行口座ルーティング番号。これらは通常 9 桁の長さですが、Amazon Comprehend は最後の 
4 桁しか存在しないルーティング番号も認識します。

パスポート番号

米国のパスポート番号。パスポート番号は、6 ～ 9 文字の英数字です。
米国_個人_納税_識別_番号

米国の個人納税者識別番号（ITIN）は、「9」で始まり、4桁目に「7」または「8」を含む9桁の番号
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で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、および一時就労者に発行される9桁の番号で
す。Amazon Comprehend は、社会保障番号が最後の 4 桁しかない場合にも認識します。

PII エンティティのラベル付け
PII 検出を実行すると、Amazon Comprehend は特定された PII エンティティタイプのラベルを返します。
たとえば、次の入力テキストを Amazon Comprehend に送信するとします。

こんにちは、パウロサントス。お客様の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エニーストリート123番地98109に郵送されました。

出力には、PIIエンティティタイプを表すラベルと精度の信頼スコアが含まれます。この場合、文書テキス
ト「Paul Santos」、「1111-0000-1111-0000」、「123 Any Street、ワシントン州シアトル 98109」NAME
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がラベルを生成しCREDIT_DEBIT_NUMBER、ADDRESSそれぞれPIIエンティティタイプとして生成されま
す。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. 90)。

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。UTF-8 エンコー
ド文字で 100 KB 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. にサインインして Amazon Comprehend コンソールを開きます。AWS Management Console https://
console.aws.amazon.com/comprehend/

2. 左側のメニューから、[リアルタイム分析] を選択します。
3. [入力タイプ] で、[分析タイプ] に [ビルトイン] を選択します。
4. 分析するテキストを入力します。
5. [分析] を選択します。コンソールは、インサイトパネルにテキスト分析結果を表示します。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。

インサイトパネルの PII タブには、次の 2 つの分析モードの結果が表示されます。

• オフセット — 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 — 特定された PII エンティティタイプのラベルを識別します。

オフセット
オフセット分析モードは、テキスト文書内の PII の場所を識別します。詳細については、「PII エンティ
ティの検索 (p. 89)」を参照してください。
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Labels
ラベル分析モードは、特定された PII エンティティタイプのラベルを返します。詳細については、「PII エ
ンティティのラベル付け (p. 93)」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非同期分析ジョブを作成し、PII エンティティを検出できます。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 エンティティの検出 (p. 89)。

分析ジョブを作成するには

1. にサインインして Amazon Comprehend コンソールを開きます。AWS Management Console https://
console.aws.amazon.com/comprehend/

2. 左側のメニューから [分析ジョブ] を選択し、[ジョブの作成] を選択します。
3. [Job 設定] で、分析ジョブに固有の名前を付けます。
4. [分析タイプ] で、[個人情報 (PII)] を選択します。
5. 出力モードから、次の選択肢のいずれかを選択します。

• オフセット — ジョブの出力は、各 PII エンティティの場所を返します。
• 編集 — ジョブ出力では、各 PII エントリが編集された入力テキストのコピーが返されます。

6. (オプション) 出力モードとして編集を選択した場合、編集する 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 のどこにあるかを指定します。
• 自分のドキュメントを分析するには、[マイドキュメント] を選択し、[Browse S3] を選択して、

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、「サンプルドキュメント」を選

択します。この場合、Amazon Comprehend はによって管理されているバケットを使用しますが
AWS、ユーザーは場所を指定しません。
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8. (オプション) [入力形式] には、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 つの文書 — 各ファイルには 1 つの入力文書が含まれます。これは大きな文書の
コレクションに最適です。

• 1 行に 1 つの文書 — 入力は 1 つ以上のファイルです。ファイル内の各行は文書とみなされます。
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、ラインフィー
ド (LF、\ n)、キャリッジリターン (CR、\ r)、または両方 (CRLF、\ r\ n) で終わる必要がありま
す。UTF-8 の行区切り記号 (u+2028) を使用して行を終了することはできません。

9. [出力データ] で [S3 を参照] を選択します。分析によって生成された出力データを Amazon 
Comprehend に書き込ませる 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] を選択します。次に、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している場合は、KMS キー ID のキーエイリ

アスまたは 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は、KMS キー ID の下にキーエイリア

スまたは 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、「キー管理サービス 
(KMS)」を参照してください。

11. [アクセス権限] で、以下の IAM ロールを指定します。

• 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。
• comprehend.amazonaws.comサービスプリンシパルがロールを引き受け、アクセス許可を取得す

ることを許可する信頼ポリシーが含まれています。

これらの権限と適切な信頼ポリシーを持つ IAM ロールがまだない場合は、[Create an IAM role] を選択
して作成してください。

12. フォームへの入力が完了したら、[Create job] を選択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、ステータスフィールドにはジョブのステータスが表示されま
す。このフィールドには、処理中のジョブ、COMPLETED正常に終了したジョブ、FAILEDエラーのある
ジョブを指定できます。IN_PROGRESSジョブをクリックすると、エラーメッセージなど、そのジョブに関
する詳細情報を表示できます。

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 ロケーションに
保存します。分析結果の説明については、を参照してくださいPII エンティティの検出 (p. 89)。

個人情報リアルタイム分析 (API)
Amazon Comprehend は、ドキュメント内の個人を特定できる情報 (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. 98)
• PII リアルタイムエンティティ (API) のラベル付け (p. 98)
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PII リアルタイムエンティティ (API) の検索
1 つのドキュメントから PII を検索するには、Amazon Comprehend DetectPiiEntitiesオペレーションを使
用できます。入力テキストには、UTF-8 エンコード文字で 100 KB まで含めます。

(CLI) による個人情報の検索
次の例では、DetectPiiEntitiesでの操作を使用しています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 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
リアルタイムの同期 API オペレーションを使用して、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、「PII エンティティのラベル付け (p. 93)」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、ContainsPiiEntitiesでの操作を使用しています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 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." \
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--language-code en

Amazon Comprehend は次のように応答します。

{ 
    "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)
個人情報非同期分析 (API)

非同期 API オペレーションを使用して分析ジョブを作成し、PII エンティティを検索または編集で
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 エンティティの検
出 (p. 89)。

トピック
• 非同期ジョブ (API) による PII エンティティの検索 (p. 99)
• 非同期ジョブ (API) による PII エンティティの編集 (p. 103)

非同期ジョブ (API) による PII エンティティの検索
非同期バッチジョブを実行して、文書のコレクション内の PII を特定します。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リクエストを送信します。

トピック
• 開始する前に (p. 99)
• 入力パラメータ (p. 100)
• 非同期Job メソッド (p. 100)
• 出力ファイル形式 (p. 100)
• を使用した非同期分析AWS Command Line Interface (p. 102)

開始する前に
始める前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。

• 入力および出力バケット — 入力ファイル用および出力ファイル用に使用する Amazon S3 バケットを指
定します。バケットは、呼び出す API と同じリージョン内になければなりません。

• 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. 262)」を参照してください。
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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— InputDataConfigジョブの入力プロパティを含むリクエストの定義を指定しま
す。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— OutputDataConfigジョブの出力プロパティを含むリクエストの定義を指定しま
す。S3Uriパラメータには、Amazon Comprehend が分析結果を書き込む Amazon S3 の場所を指定し
ます。

• DataAccessRoleArn—AWS Identity and Access Management ロールの Amazon リソースネーム 
(ARN) を指定します。このロールは、入力データへの読み取りアクセスと Amazon S3 の出力場所への
書き込みアクセスを Amazon Comprehend に許可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. 262)」を参照してください。

• Mode— このパラメータをに設定しますONLY_OFFSETS。この設定では、入力テキスト内の各 PII エン
ティティの位置を示す文字オフセットが出力されます。出力には、信頼度スコアと PII エンティティタ
イプも含まれます。

• LanguageCode— このパラメータをに設定しますen。Amazon Comprehend は PII 検出を英語テキスト
でのみサポートしています。

非同期Job メソッド
はジョブ IDStartPiiEntitiesDetectionJob を返すので、ジョブの進行状況を監視したり、ジョブの
完了時にジョブのステータスを取得したりできます。

分析ジョブの進行状況を監視するには、DescribePiiEntitiesDetectionJobオペレーションにジョブ ID を指
定します。からの応答には、DescribePiiEntitiesDetectionJobJobStatusジョブの現在のステー
タスを示すフィールドが含まれています。ジョブが正常に終了すると、次の状態に移行します。

送信済み-> 進行中-> 完了しました。

分析ジョブが終了したら (JobStatus完了、失敗、または停
止)、DescribePiiEntitiesDetectionJobを使用して結果の場所を取得します。ジョブステータスが
の場合COMPLETED、レスポンスには出力ファイルの Amazon S3 ロケーションを含むフィールドが含まれ
ます。OutputDataConfig

Amazon Comprehend 非同期分析で実行する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. 37)。

出力ファイル形式
出力ファイルはoutput.tar.gz、分析結果を含む圧縮アーカイブです。

以下は、文書内の 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。入力の出力形式は、1 
行に 1 ドキュメントです。

{ 
  "Entities": [ 
    { 
      "Type": "NAME", 
      "BeginOffset": 40, 
      "EndOffset": 69, 
      "Score": 0.999995 
    }, 
    { 
      "Type": "ADDRESS", 
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      "BeginOffset": 247, 
      "EndOffset": 253, 
      "Score": 0.998828 
    }, 
    { 
      "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分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"
}    
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を使用した非同期分析AWS Command Line Interface
次の例では、StartPiiEntitiesDetectionJobでの操作を使用しています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 comprehend start-pii-entities-detection-job \ 
    --region region \ 
    --job-name job name \ 
    --cli-input-json file://path to JSON input file

cli-input-jsonパラメータには、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開始リクエストが正常に終了すると、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-detection-
job/5d2fbe6e...e2c"  
  "JobStatus": "SUBMITTED",    
}    

DescribeEventsDetectionJob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できます。イ
ベント検出ジョブの開始リクエストが正常に終了すると、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、次のような応答が表示されます。

{ 
    "PiiEntitiesDetectionJobProperties": { 
  "JobId": "5d2fbe6e...e2c" 
  "JobArn":  "arn:aws:comprehend:us-west-2:123456789012:pii-entities-detection-
job/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リクエストを送信しま
す。

トピック
• 開始する前に (p. 103)
• 入力パラメータ (p. 103)
• 出力ファイル形式 (p. 104)
• を使用した PII リダクションAWS Command Line Interface (p. 104)

開始する前に
始める前に、以下の要件を満たしていることを確認してください。

• 入力および出力バケット — 入力ファイル用および出力ファイル用に使用する Amazon S3 バケットを指
定します。バケットは、呼び出す API と同じリージョン内になければなりません。

• 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. 262)」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— InputDataConfigジョブの入力プロパティを含むリクエストの定義を指定しま
す。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— OutputDataConfigジョブの出力プロパティを含むリクエストの定義を指定しま
す。S3Uriパラメータには、Amazon Comprehend が分析結果を書き込む Amazon S3 の場所を指定し
ます。

• DataAccessRoleArn—AWS Identity and Access Management ロールの Amazon リソースネーム 
(ARN) を指定します。このロールは、入力データへの読み取りアクセスと Amazon S3 の出力場所への
書き込みアクセスを Amazon Comprehend に許可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. 262)」を参照してください。

• Mode— このパラメータをに設定します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— 編集用の設定パラメータを含む、RedactionConfigリクエストの定義を指定しま
す。編集するPIIの種類を指定し、各PIIエンティティをその種類の名前または任意の文字に置き換えるか
どうかを指定します。
• PiiEntityTypes配列内で編集する PII エンティティタイプを指定します。すべてのエンティティタ

イプを編集するには、配列の値をに設定します["ALL"]。
• 各 PII エンティティをそのタイプに置き換えるには、MaskModeパラメータをに設定しま

すREPLACE_WITH_PII_ENTITY_TYPE。たとえば、この設定では、個人情報エンティティ「Jane 
Doe」は「[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パラメータをに設定
しMASK、MaskCharacterパラメータを置換文字に設定します。1 文字のみ入力してください。有効
な文字は! 、#、$、%、&、*、@ たとえば、この設定では、個人情報エンティティ「Jane Doe」を
「**** ***」に置き換えることができます

• LanguageCode— このパラメータをに設定しますen。Amazon Comprehend は PII 検出を英語テキスト
でのみサポートしています。
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出力ファイル形式
次の例は、PII を編集する分析ジョブの入出力ファイルを示しています。入力の出力形式は、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分析ジョブでは、次の出力ファイルが生成されます。

{
Managing Your Accounts Primary Branch ****** ******** Phone Number ************ 
 **********************************
Online Banking **************  Telephone ************** Bank 
 ***************************************      
 }    

を使用した PII リダクションAWS Command Line Interface
次の例では、StartPiiEntitiesDetectionJobでの操作を使用しています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 comprehend start-pii-entities-detection-job \ 
    --region region \ 
    --job-name job name \ 
    --cli-input-json file://path to JSON input file
    

cli-input-jsonパラメータには、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開始リクエストが成功すると、以下のような応答が表示されます。

{ 
  "JobId": "7c4fbe6e...e5b" 
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  "JobArn":  "arn:aws:comprehend:us-west-2:123456789012:pii-entities-detection-
job/7c4fbe6e...e5b"  
  "JobStatus": "SUBMITTED",    
}    

DescribeEventsDetectionJob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できます。

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、次のような応答が表示されます。

{ 
  "PiiEntitiesDetectionJobProperties": { 
     "JobId": "7c4fbe6e...e5b" 
     "JobArn":  "arn:aws:comprehend:us-west-2:123456789012:pii-entities-detection-
job/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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文書処理
Amazon Comprehend は、カスタム分類とカスタムエンティティ認識のためのワンステップドキュメント
処理をサポートしています。たとえば、プレーンテキスト文書と半構造化文書 (PDF 文書、Microsoft Word 
文書、画像など) を組み合わせてカスタム分析ジョブに入力できます。

テキスト抽出が必要な入力ファイルの場合、Amazon Comprehend は分析を実行する前に自動的にテキス
ト抽出を実行します。テキストコンテンツを抽出するために、Amazon Comprehend はネイティブの半構
造化ドキュメントには内部パーサーを使用し、画像やスキャンされたドキュメントには Amazon Textract 
API を使用します。

Amazon Comprehend の文書処理は、アジアパシフィック (東京) とAWS GovCloud (米国西部) がカスタム
分類のプレーンテキストモデルのみをサポートしていることを除き、各 Amazonサポートされるリージョ
ン (p. 280) Comprehend で使用できます。

以下のトピックでは、Amazon Comprehend がカスタム分析用にサポートする入力ドキュメントタイプに
ついて詳しく説明します。

トピック
• リアルタイム分析分析の入力分析分析の (p. 106)
• 非同期カスタム分析の入力 (p. 108)
• テキスト抽出オプションの設定 (p. 110)
• 画像のベストプラクティス (p. 111)

リアルタイム分析分析の入力分析分析の
カスタムモデルを使用したリアルタイム分析では、1 つのドキュメントを入力として使用します。次のト
ピックでは、使用可能な入力ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントドキュメ
ントドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントドキュ
メントドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント

トピック
• プレーンテキストドキュメント (p. 106)
• 半構造化文書 (p. 106)
• 画像ファイルとスキャンした PDF ファイル (p. 107)
• Amazon Textract 出力 (p. 107)
• リアルタイム分析のドキュメントサイズ (p. 107)
• 半構造化文書のエラー (p. 107)

プレーンテキストドキュメント
入力ドキュメントを UTF-8 形式のテキストとして指定します。

半構造化文書
半構造化文書には、ネイティブ PDF 文書と Word 文書が含まれます。
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デフォルトでは、リアルタイムカスタム分析は Amazon Comprehend パーサーを使用して Word ファイ
ルとデジタル PDF ファイルからテキストを抽出します。PDF ファイルの場合、このデフォルトをオー
バーライドして Amazon Textract を使用してテキストを抽出できます。テキスト抽出オプションの設
定 (p. 110) を参照してください。

画像ファイルとスキャンした PDF ファイル
サポートされている画像タイプには、JPEG、PNG、TIFF などがあります。

デフォルトでは、カスタムエンティティ認識は Amazon TextractDetectDocumentText API オペレー
ションを使用して、画像ファイルやスキャンした PDF ファイルからテキストを抽出します。このデフォル
トをオーバーライドして、代わりにAnalyzeDocument API オペレーションを使用できます。テキスト抽
出オプションの設定 (p. 110) を参照してください。

Amazon Textract 出力
Amazon TextractDetectDocumentText API またはAnalyzeDocument API からの JSON 出力を、カス
タム分類やカスタムエンティティ認識のためのリアルタイム API オペレーションへの入力として提供でき
ます。Amazon Comprehend は、リアルタイム API オペレーションではこの入力タイプをサポートしてい
ますが、コンソールではサポートしていません。

リアルタイム分析のドキュメントサイズ
すべての入力ドキュメントタイプで、入力ファイルの最大数は 1 ページで、10,000 文字以下です。

次の表に、次の表に、入力ドキュメントの結果セットの

ファイルタイプ 最大サイズ (API) 最大サイズ (コンソール)

UTF-8 テキストドキュメント 10 KB 10 KB

CSV ドキュメント 10 MB 5 MB

Word ドキュメント 10 MB 5 MB

[Image files] (イメージファイル) 10 MB 5 MB

出力ファイルをTextract 1 MB 該当なし

半構造化文書のエラー
ClassifyDocumentまたは DetectEntitiesAPI 操作では、半構造化文書または画像ファイルからテキストを抽
出する際に、文書レベルまたはページレベルのエラーが発生する可能性があります。

ページレベルのエラー
ClassifyDocument入力ドキュメント内のページの処理中にまたは DetectEntitiesAPI オペレーションでエ
ラーが発生した場合、API レスポンスにはエラーごとにエラーリスト内のエントリが含まれます。

エラーリストのエントリには、次のいずれかの値が含まれます。ErrorCode

• TEXTRACT_BAD_PAGE — Amazon Textract はページを読み取ることができません。Amazon Textract 
のページ制限の詳細については、「Amazon Textract のページクォータ」を参照してください。
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• TEXTRACT_PROVISIENED_THROUPUT_EXCEEDED — リクエストの数がスループット制限を超えま
した。Amazon Textract のスループットクォータの詳細については、「Amazon Textract のデフォルト
クォータ」を参照してください。

• PAGE_CHARACTERS_EXCEEDED — ページ上のテキスト文字が多すぎます (最大10,000文字)。
• ページサイズ超過 — 最大ページサイズは 10 MB です。
• INTERNAL_SERVER_ERROR — リクエストでサービスの問題が発生しました。API リクエストを再試

行。

ドキュメントレベルのエラー
ClassifyDocumentまたは DetectEntitiesAPI オペレーションが入力ドキュメントでドキュメントレベルのエ
ラーを検出すると、APIInvalidRequestException はエラーレスポンスを返します。

エラーレスポンスでは、Reasonフィールドに値が含まれますINVALID_DOCUMENT。

Detail フィールドは、次のいずれかの値を含みます。

• ドキュメントサイズ超過 — ドキュメントサイズが大きすぎます。ファイルのサイズを確認して、リクエ
ストを再送信します。

• サポートされていない_DOC_TYPE — ドキュメントタイプはサポートされていません。ファイルタイプ
を確認して、リクエストを再送信してください。

• ページ制限超過 — ドキュメント内のページ数が多すぎます。ファイル内のページ数を確認して、リクエ
ストを再送信してください。

• TEXTRACT_ACCESS_DENIED_EXCEPTION — Amazon Extractへのアクセスが拒否されました。アカ
ウントに Amazon Textract DetectDocumentTextと AnalyzeDocumentAPI オペレーションを使用する権
限があることを確認し、リクエストを再送信してください。

非同期カスタム分析の入力
カスタムの非同期分析ジョブには複数のドキュメントを入力できます。次のトピックでは、使用可能な入
力ドキュメントの種類について説明します。最大ファイルサイズは、入力の種類によって異なります。

トピック
• プレーンテキストドキュメント (p. 108)
• 半構造化文書 (p. 109)
• 画像ファイルとスキャンした PDF ファイル (p. 109)
• Amazon 出力の JSON ファイルを抽出 (p. 110)

プレーンテキストドキュメント
すべてのプレーンテキストの入力ドキュメントを UTF-8 形式のテキストとして提供します。次の表は、最
大ファイルサイズとその他のガイドラインを示しています。

Note

これらの制限は、すべての入力ファイルがプレーンテキストの場合に適用されます。

説明 クォータ/ガイドライン

ファイルフォーマットあたり 1 つのドキュメントの最大ファイルサ
イズ (カスタム分類)

1 バイト-10 メガバイト
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説明 クォータ/ガイドライン

ドキュメントサイズ (カスタムエンティティ認識) 1 バイト-1 メガバイト

最大ファイル数、1 ファイルにつき 1 文書 1,000,000

最大行数、1 行に 1 つの文書 (要求中のすべてのファイル用) 1,000,000

ドキュメントコーパスサイズ (プレーンテキストのすべてのドキュメ
ントを合わせたもの)

1 バイト：5 ギガバイト

半構造化文書
半構造化文書には、ネイティブ PDF 文書と Word 文書が含まれます。

次の表は、最大ファイルサイズとその他のガイドラインを示しています。

説明 クォータ/ガイドライン

ドキュメントサイズ (PDF) 1 バイト-50 メガバイト

ドキュメントサイズ (Docx) 1 バイト-5 メガバイト

ファイルの最大数 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
ファイルを結合)

1 バイト：5 ギガバイト

デフォルトでは、カスタム分析は Amazon Comprehend パーサーを使用して Word ファイルとデジタル 
PDF ファイルからテキストを抽出します。PDF ファイルの場合、このデフォルトをオーバーライドして 
Amazon Textract を使用してテキストを抽出できます。テキスト抽出オプションの設定 (p. 110) を参照
してください。

画像ファイルとスキャンした PDF ファイル
カスタム分析は、JPEG、PNG、および TIFF 画像をサポートしています。

次の表に、画像の最大ファイルサイズを示します。スキャンされた PDF ファイルには、ネイティブ PDF 
ファイルと同じ最大サイズが適用されます。

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 メガバイト

イメージサイズ (TIFF) 1 バイト-10 メガバイト。最大1
ページ。

画像の詳細については、「」を参照してください画像のベストプラクティス (p. 111)。

デフォルトでは、Amazon Comprehend は Amazon TextractDetectDocumentText API オペレーション
を使用して、画像ファイルやスキャンした PDF ファイルからテキストを抽出します。このデフォルトを上
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書きして、代わりにAnalyzeDocument API オペレーションを使用できます。テキスト抽出オプションの
設定 (p. 110) を参照してください。

Amazon 出力の JSON ファイルを抽出
カスタムエンティティ認識の場合は、Amazon TextractAnalyzeDocument API オペレーションからの出
力ファイルを分析ジョブの入力として提供できますが、カスタム分類はできません。

テキスト抽出オプションの設定
デフォルトでは、Amazon Comprehend は、入力ファイルタイプに基づいて次のアクションを実行して
ファイルからテキストを抽出します。

• ワードファイル — Amazon Comprehend パーサーがテキストを抽出します。
• デジタル PDF ファイル — Amazon Comprehend パーサーがテキストを抽出します。
• 画像ファイルとスキャンされた PDF ファイル — Amazon Comprehend は Amazon 

TextractDetectDocumentText API を使用してテキストを抽出します。

画像ファイルと PDF ファイルの場合、DocumentReaderConfigパラメーターを使用してこれらのデフォ
ルトの抽出アクションをオーバーライドできます。このパラメータは、Amazon Comprehend コンソール
または API を使用してリアルタイムまたは非同期のカスタム分析を行う場合に使用できます。

DocumentReaderConfigパラメータには次の 3 つのフィールドが含まれます。

• DocumentReadMode— Amazon Comprehend がデフォルトのアクションを実行するには、に設定しま
す。SERVICE_DEFAULT

Amazon Textract を使用してデジタル PDF ファイルを解析するには、に設定しま
す。FORCE_DOCUMENT_READ_ACTION

• DocumentReadAction— Amazon Comprehend がテキスト抽出に Amazon Extract を使用する場合に使用
する Amazon Textract API (DetectDocumentText または AnalyzeDocument) を設定します。

• FeatureTypes— AnalyzeDocument API DocumentReadActionオペレーションを使用するように設定した
場合、FeatureTypes (TABLES、FORMS) の一方または両方を追加できます。これらの機能により、
ドキュメント内のテーブルとフォームに関する追加情報が提供されます。これらの機能の詳細について
は Amazon Textract」を参照してください。

以下の例は、DocumentReaderConfig特定のユースケース用に構成する方法を示しています。

1. すべての PDF ファイルには Amazon Textract を使用してください。
a. DocumentReadMode – FORCE_DOCUMENT_READ_ACTION に設定します。
b. DocumentReadAction – TEXTRACT_DETECT_DOCUMENT_TEXT に設定します。
c. FeatureTypes— 必須ではありません。

2. すべての PDF および画像ファイルには Amazon TextractAnalyzeDocument API を使用してくださ
い。
a. DocumentReadMode – FORCE_DOCUMENT_READ_ACTION に設定します。
b. DocumentReadAction – TEXTRACT_ANALYZE_DOCUMENT に設定します。
c. FeatureTypes—FORMS をに設定するかTABLES、両方の機能に設定します。

3. スキャンした PDF ファイルおよびすべての画像ファイルには Amazon TextractAnalyzeDocument API 
を使用してください。
a. DocumentReadMode – SERVICE_DEFAULT に設定します。
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b. DocumentReadAction – TEXTRACT_ANALYZE_DOCUMENT に設定します。
c. FeatureTypes—FORMS をに設定するかTABLES、両方の機能に設定します。

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。

画像のベストプラクティス
画像ファイルをカスタム分類またはカスタムエンティティ認識に使用する場合は、次のガイドラインに
従って最適な結果を得てください。

• 150 DPI 以上の高画質の画像を提供してください。
• 画像ファイルがサポートされている形式 (TIFF、JPEG、PNG) のいずれかを使用している場合

は、Amazon S3 にアップロードする前にファイルを変換またはダウンサンプリングしないでください。

文書内の表からテキストを抽出するときに最良の結果を得るには、次の方法に従ってください。

• 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
ターンに重ねられません。

• 表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、次のような場合に一貫性のない結果が表示されることがありま
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。
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カスタム分類
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 ス
テッププロセスです。まず、関心のあるクラスを認識するようにカスタム分類モデル (分類器とも呼ばれ
ます) 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ドキュメント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ルーティングで
きます。また、顧客から受信したメールを分類して、顧客のリクエストの種類に基づいてガイダンスを提
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。

1 つのドキュメントに対してカスタム分類を同期 (リアルタイム) に実行することも、非同期ジョブ
を開始してドキュメントセットを分類することもできます。アカウントには複数のカスタム分類器が
あり、それぞれが異なるデータを使用してトレーニングされます。カスタム分類は、プレーンテキス
ト、PDF、Word、画像など、さまざまな入力ドキュメントタイプをサポートします。

分類ジョブを送信する際には、分析する必要のある文書の種類に基づいて、使用する分類モデルを選択し
ます。たとえば、プレーンテキスト文書を分析するには、プレーンテキスト文書でトレーニングしたモ
デルを使用すると最も正確な結果が得られます。半構造化文書 (PDF、Word、画像、Amazon Textract 出
力、スキャンしたファイルなど) を分析するには、ネイティブ文書でトレーニングしたモデルを使用する
と最も正確な結果が得られます。

トピック
• 分類器トレーニングデータの準備 (p. 112)
• トレーニングモデル (p. 118)
• リアルタイム分析の実行 (p. 132)
• 非同期ジョブの実行 (p. 139)

分類器トレーニングデータの準備
カスタム分類では、マルチクラスモードまたはマルチラベルモードでモデルをトレーニングします。マル
チクラスモードでは、各ドキュメントに 1 つのクラスが関連付けられます。マルチラベルモードは、各ド
キュメントに 1 つ以上のクラスを関連付けます。入力ファイルの形式はモードごとに異なるため、トレー
ニングデータを作成する前に使用するモードを選択してください。

カスタム分類は、プレーンテキストドキュメントでトレーニングするモデルと、ネイティブドキュメント 
(PDF、Word、画像など) でトレーニングするモデルをサポートします。分類モデルとそれらがサポートす
るドキュメントタイプの詳細については、を参照してくださいトレーニングモデル (p. 118)。

カスタム分類器モデルをトレーニングするためのデータを準備するには:

1. この分類器に分析させたいクラスを特定します。使用するモード (マルチクラスまたはマルチラベル) を
決定します。

2. モデルがプレーンテキスト文書の分析用か半構造化文書の分析用かに基づいて、分類モデルのタイプを
決定します。

3. 各クラスのドキュメントの例を収集します。最低限のトレーニング要件については、を参照してくださ
い文書分類の一般的なクォータ (p. 285)。
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4. プレーンテキストモデルの場合は、使用するトレーニングファイル形式 (CSV ファイルまたは拡張マニ
フェストファイル) を選択します。ネイティブドキュメントモデルをトレーニングするには、常に CSV 
ファイルを使用します。

トピック
• 分類器トレーニングファイル形式 (p. 113)
• 複数クラスのモード (p. 114)
• マルチラベルモード (p. 116)

分類器トレーニングファイル形式
プレーンテキストモデルの場合、分類器のトレーニングデータを CSV ファイルとして、または 
SageMaker Ground Truth を使用して作成した拡張マニフェストファイルとして提供できます。CSV ファ
イルまたは拡張マニフェストファイルには、各トレーニングドキュメントのテキストとそれに関連するラ
ベルが含まれています。

ネイティブドキュメントモデルの場合、Classifier トレーニングデータを CSV ファイルとして提供しま
す。CSV ファイルには、各トレーニングドキュメントのファイル名と関連するラベルが含まれています。
トレーニングドキュメントは、トレーニングジョブの Amazon S3 入力フォルダに含めます。

CSV ファイル
ラベル付きのトレーニングデータを UTF-8 でエンコードされたテキストとして CSV ファイルで提供しま
す。ヘッダー行は含めないでください。ファイルにヘッダー行を追加すると、実行時エラーが発生する可
能性があります。

CSV ファイルの各行について、最初の列には 1 つ以上のクラスラベルが含まれます。クラスラベルには、
任意の有効な UTF-8 文字列を使用できます。意味が重複しないわかりやすいクラス名を使用することをお
勧めします。名前には空白を含めることができ、複数の単語をアンダースコアまたはハイフンで結んだも
のでもかまいません。

行の値を区切るカンマの前後にスペース文字を入れないでください。

CSV ファイルの正確な内容は、分類モードとトレーニングデータのタイプによって異なります。詳細
については、複数クラスのモード (p. 114)およびのセクションを参照してくださいマルチラベルモー
ド (p. 116)。

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、 SageMaker Ground Truth を使用して作成するラベル付きデータセットで
す。Ground Truth は、あなた自身、またはあなたが雇用している従業員が、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のに役立つデータラベリングサービスです。

Ground Truth とそれによって生成される出力の詳細については、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「
SageMaker Ground Truth を使用してデータにラベルを付ける」を参照してください。

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。各行の正確な内容は、分類モードによっ
て異なります。詳細については、複数クラスのモード (p. 114)およびのセクションを参照してくださいマ
ルチラベルモード (p. 116)。

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します。
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リングジョブの出力であるか、チェーン
されたラベリングジョブの出力であるかによって異なります。
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ファイルが 1 つのラベリングジョブの出力である場合は、Ground Truth ジョブの単一ラベル属性名を指定
します。

ファイルが連鎖ラベリング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。各ラベル属性名には、個々のジョブの注釈が付けられます。連鎖ラベリングジョブの拡張マ
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。

連鎖ラベリングジョブの詳細と生成される出力の例については、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「連
鎖ラベリングジョブ」を参照してください。

複数クラスのモード
マルチクラスモードでは、分類によってドキュメントごとに 1 つのクラスが割り当てられます。個々のク
ラスは相互に排他的です。たとえば、映画をコメディーとサイエンスフィクションに分類できますが、両
方には分類できません。

トピック
• プレーンテキストモデル (p. 114)
• ネイティブドキュメントモデル (p. 115)

プレーンテキストモデル
プレーンテキストモデルをトレーニングするには、ラベル付きのトレーニングデータを CSV ファイルまた
は SageMaker Ground Truth の拡張マニフェストファイルとして提供できます。

CSV ファイル

分類器のトレーニングでの CSV の使用に関する一般的な情報については、「」を参照してくださいCSV 
ファイル (p. 113)。

トレーニングデータを 2 列の CSV ファイルとして提供します。各行の最初の列にはクラスラベルの値が
含まれます。2 列目には、そのクラスのサンプルテキストドキュメントが含まれています。各行は\ n また
は\ r\ n 文字で終わる必要があります。

3 つのドキュメントを含む CSV ファイルの例を以下に示します。

CLASS,Text of document 1
CLASS,Text of document 2
CLASS,Text of document 3

次の例は、電子メールメッセージがスパムかどうかを検出するようにカスタム分類子をトレーニングする 
CSV ファイルの 1 行を示しています。

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

分類器のトレーニングに拡張マニフェストファイルを使用する方法に関する一般的な情報については、を
参照してください拡張マニフェストファイル (p. 113)。

プレーンテキストドキュメントの場合、拡張マニフェストファイルの各行は、トレーニングドキュメン
ト、単一のクラス名、Ground Truth からのその他のメタデータを含む完全な JSON オブジェクトです。次
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の例は、迷惑メールメッセージを認識するように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
ストファイルです。

{"source":"Document 1 text", "MultiClassJob":0, "MultiClassJob-metadata":
{"confidence":0.62, "job-name":"labeling-job/multiclassjob", "class-name":"not_spam", 
 "human-annotated":"yes", "creation-date":"2020-05-21T17:36:45.814354", 
 "type":"groundtruth/text-classification"}}
{"source":"Document 2 text", "MultiClassJob":1, "MultiClassJob-metadata":
{"confidence":0.81, "job-name":"labeling-job/multiclassjob", "class-name":"spam", "human-
annotated":"yes", "creation-date":"2020-05-21T17:37:51.970530", "type":"groundtruth/text-
classification"}}
{"source":"Document 3 text", "MultiClassJob":1, "MultiClassJob-metadata":
{"confidence":0.81, "job-name":"labeling-job/multiclassjob", "class-name":"spam", "human-
annotated":"yes", "creation-date":"2020-05-21T17:37:51.970566", "type":"groundtruth/text-
classification"}}

次の例は、拡張マニフェストファイルの 1 つの JSON オブジェクトを、読みやすいようにフォーマットし
たものです。

{ 
   "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ドキュメント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。job-nameこの属性は、Ground Truth のラベリング
ジョブ用に定義した名前です。

Amazon Comprehend で分類トレーニングジョブを開始するときは、同じラベリングジョブ名を指定しま
す。

ネイティブドキュメントモデル
ネイティブドキュメントモデルとは、ネイティブドキュメント (PDF、DOCX、画像など) を使用してト
レーニングするモデルです。トレーニングデータを CSV ファイルとして提供します。

CSV ファイル
分類器のトレーニングでの CSV の使用に関する一般的な情報については、「」を参照してくださいCSV 
ファイル (p. 113)。

トレーニングデータを 3 列の CSV ファイルとして提供します。各行の最初の列にはクラスラベルの値が
含まれます。2 番目の列には、このクラスのサンプルドキュメントのファイル名が含まれています。3 番
目の列にはページ番号が含まれます。サンプルドキュメントが画像の場合、ページ番号はオプションで
す。

3 つの入力ドキュメントを参照する CSV ファイルの例を以下に示します。

CLASS,input-doc-1.pdf,3
CLASS,input-doc-3.png,  
CLASS,input-doc-2.docx,1
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次の例は、電子メールメッセージがスパムかどうかを検出するようにカスタム分類子をトレーニングする 
CSV ファイルの 1 行を示しています。PDF ファイルの 2 ページ目には、スパムの例が含まれています。

SPAM,email-content-3.pdf,2

マルチラベルモード
マルチラベルモードでは、個々のクラスは互いに排他的ではないさまざまなカテゴリを表します。マルチ
ラベル分類では、各ドキュメントに 1 つ以上のクラスを割り当てます。たとえば、ある映画をドキュメン
タリーとして分類し、別の映画をサイエンスフィクション、アクション、コメディに分類できます。

トレーニングの場合、マルチラベルモードは、最大100のユニークなクラスを含む最大100万件のサンプル
をサポートします。

トピック
• プレーンテキストモデル (p. 116)
• ネイティブドキュメントモデル (p. 117)

プレーンテキストモデル
プレーンテキストモデルをトレーニングするには、ラベル付きのトレーニングデータを CSV ファイルまた
は SageMaker Ground Truth の拡張マニフェストファイルとして提供できます。

CSV ファイル
分類記号のトレーニングでの CSV ファイルの使用に関する一般的な情報については、
「」」」」」」」」」」」」CSV ファイル (p. 113)」

トレーニングデータを 2 列の CSV ファイルとして提供します。各行について、最初の列にはクラスラベ
ルの値が含まれ、2 番目の列にはこれらのクラスのサンプルテキストドキュメントが含まれています。最
初の列に複数のクラスを入力するには、各クラスの間に区切り文字 (| など) を使用します。

CLASS,Text of document 1
CLASS,Text of document 2
CLASS|CLASS|CLASS,Text of document 3

次の例は、映画アブストラクト内のジャンルを検出するようにカスタム分類器をトレーニングする CSV 
ファイルの 1 行を示しています。

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?"

クラス名間のデフォルトの区切り記号はパイプ (|) 文字です。ただし、別の文字は区切り記号として使
用できます。区切り文字は、クラス名のすべての文字と区別する必要があります。たとえば、クラスが 
CLASS_1、CLASS_2、CLASS_3 の場合、アンダースコア (_) はクラス名の一部です。そのため、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しないでください。

拡張マニフェストファイル
分類器のトレーニングに拡張マニフェストファイルを使用する方法に関する一般的な情報については、を
参照してください拡張マニフェストファイル (p. 113)。

プレーンテキスト文書の場合、拡張マニフェストファイルの各行は完全な JSON オブジェクトです。ト
レーニングドキュメント、クラス名、Ground Truth からのその他のメタデータが含まれています。次の例
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は、映画アブストラクト内のジャンルを検出するように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です。

{"source":"Document 1 text", "MultiLabelJob":[0,4], "MultiLabelJob-metadata":{"job-
name":"labeling-job/multilabeljob", "class-map":{"0":"action", "4":"drama"}, "human-
annotated":"yes", "creation-date":"2020-05-21T19:02:21.521882", "confidence-map":
{"0":0.66}, "type":"groundtruth/text-classification-multilabel"}}
{"source":"Document 2 text", "MultiLabelJob":[3,6], "MultiLabelJob-metadata":{"job-
name":"labeling-job/multilabeljob", "class-map":{"3":"comedy", "6":"horror"}, "human-
annotated":"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"}, "human-annotated":"yes", 
 "creation-date":"2020-05-21T18:58:51.662050", "confidence-map":{"1":0.68}, 
 "type":"groundtruth/text-classification-multilabel"}}

次の例は、拡張マニフェストファイルの 1 つの JSON オブジェクトを、読みやすいようにフォーマットし
たものです。

{ 
      "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ドキュメントのテキストを提供し、MultiLabelJob属性は分
類リストから複数のクラスのインデックスを割り当てます。MultiLabelJobメタデータ内のジョブ名
は、Ground Truth のラベリングジョブ用に定義した名前です。

ネイティブドキュメントモデル
ネイティブドキュメントモデルとは、ネイティブドキュメント (PDF、DOCX、画像ファイルなど) を使用
してトレーニングするモデルです。ラベル付きのトレーニングデータを CSV ファイルとして提供します。

CSV ファイル
分類記号のトレーニングでの CSV ファイルの使用に関する一般的な情報については、
「」」」」」」」」」」」」CSV ファイル (p. 113)」

117



Amazon Comprehend デベロッパーガイド
トレーニングモデル

トレーニングデータを 3 列の CSV ファイルとして提供します。各行の最初の列にはクラスラベルの値が
含まれます。2 番目の列には、これらのクラスのサンプルドキュメントのファイル名が含まれています。3 
番目の列にはページ番号が含まれます。サンプルドキュメントが画像の場合、ページ番号はオプションで
す。

最初の列に複数のクラスを入力するには、各クラスの間に区切り文字 (| など) を使用します。

CLASS,input-doc-1.pdf,3
CLASS,input-doc-2.docx,1
CLASS|CLASS|CLASS,input-doc-3.png,2

次の例は、映画アブストラクト内のジャンルを検出するようにカスタム分類器をトレーニングする CSV 
ファイルの 1 行を示しています。PDFファイルの2ページ目には、コメディー/ティーン向け映画の例が含
まれています。

COMEDY|TEEN,movie-summary-1.pdf,2

クラス名間のデフォルトの区切り記号はパイプ (|) 文字です。ただし、別の文字は区切り記号として使
用できます。区切り文字は、クラス名のすべての文字と区別する必要があります。たとえば、クラスが 
CLASS_1、CLASS_2、CLASS_3 の場合、アンダースコア (_) はクラス名の一部です。そのため、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しないでください。

トレーニングモデル
カスタム分類用にモデルをトレーニングするには、カテゴリを定義し、カスタムモデルをトレーニングす
るためのサンプルドキュメントを提供します。モデルは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。マルチクラスモードでは、各ドキュメントに 1 つのクラスが関連付けられます。マ
ルチラベルモードは、各ドキュメントに 1 つ以上のクラスを関連付けます。

カスタム分類は、プレーンテキストモデルとネイティブドキュメントモデルの 2 種類の分類モデルをサ
ポートします。プレーンテキストモデルは、テキストコンテンツに基づいてドキュメントを分類します。
ネイティブドキュメントモデルでは、テキストコンテンツに基づいてドキュメントを分類することもでき
ます。ネイティブドキュメントモデルでは、ドキュメントのレイアウトなどから得られる追加のシグナル
を使用することもできます。ネイティブドキュメントモデルにネイティブドキュメントをトレーニングし
て、モデルにレイアウト情報を学習させます。

プレーンテキストモデルには、次の特徴があります。

• UTF-8 でエンコードされたテキストドキュメントを使用してモデルをトレーニングします。
• 英語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、フランス語、ポルトガル語のいずれかの言語のドキュメン

トを使用してモデルをトレーニングできます。
• 特定の分類器のトレーニングドキュメントはすべて同じ言語を使用する必要があります。
• トレーニングドキュメントはプレーンテキストなので、テキスト抽出に追加料金はかかりません。

ネイティブドキュメントモデルには、次の特徴があります。

• モデルのトレーニングには、以下のドキュメントタイプを含む半構造化ドキュメントを使用します。
• デジタルおよびスキャンされた PDF 文書。
• ワードドキュメント (DOCX)。
• 画像:JPG ファイル、PNG ファイル、単一ページの TIFF ファイル。
• API 出力 JSON ファイルをTextract します。
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• 英語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。
• トレーニングドキュメントにスキャンされたドキュメントファイルが含まれている場合、テキスト抽出

に追加料金が発生します。詳細については、Amazon の料金表の概要ページをご覧ください。

いずれかのタイプのモデルを使用して、サポートされている任意のドキュメントタイプを分類できます。
ただし、最も正確な結果を得るには、プレーンテキスト文書を分類するにはプレーンテキストモデルを使
用し、半構造化文書を分類するにはネイティブ文書モデルを使用することをお勧めします。

トピック
• カスタム分類器のトレーニング (コンソール) (p. 119)
• カスタム分類器 (API) のトレーニング (p. 122)
• トレーニングデータのテスト (p. 125)
• 分類子のトレーニング出力 (p. 125)
• カスタム分類子のメトリクス (p. 129)

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してトレーニングし、カスタム分類器を使用して文書を分析
できます。

カスタム分類器をトレーニングするには、トレーニングドキュメント一式が必要です。これらの文書に
は、文書分類器に認識させたいカテゴリのラベルを付けます。トレーニングドキュメントの準備について
は、を参照してください分類器トレーニングデータの準備 (p. 112)。

文書分類モデルを作成してトレーニングするには

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

2. 左側のメニューから [カスタマイズ] を選択し、[カスタム分類] を選択します。
3. [新しいモデルを作成] を選択します。
4. [モデル設定] に、分類器のモデル名を入力します。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。

(オプション) バージョン名を入力します。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。分類子がサポートする言語については、を参照して
くださいトレーニングモデル (p. 118)。

6. (オプション) Amazon Comprehend がトレーニングジョブを処理している間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、分類子暗号化を選択します。次に、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している場合は、KMS キー ID のキー ID を選択
してください。

• 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、KMS キー ARN の下にキー 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、AWS Key Management 
Service(AWS KMS) を参照してください。
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7. [データ仕様] で、使用するトレーニングモデルタイプを選択します。

• プレーンテキスト文書:このオプションを選択すると、プレーンテキストモデルが作成されます。プ
レーンテキストドキュメントを使用してモデルをトレーニングします。

• ネイティブ文書:このオプションを選択すると、ネイティブ文書モデルが作成されます。ネイティブ
ドキュメント (PDF、Word、画像) を使用してモデルをトレーニングします。

8. トレーニングデータのデータ形式を選択します。データ形式の詳細については、「」を参照してくだ
さい分類器トレーニングファイル形式 (p. 113)。

• CSV ファイル:トレーニングデータが CSV ファイル形式を使用している場合は、このオプションを
選択します。

• 拡張マニフェスト:Ground Truth を使用してトレーニングデータ用の拡張マニフェストファイルを作
成した場合は、このオプションを選択してください。この形式は、トレーニングモデルタイプとし
てプレーンテキストドキュメントを選択した場合に使用できます。

9. 使用する分類モードを選択します。

• 単一ラベルモード: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
ラベルを割り当てるように分類機能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 つのドキュメントに同時に適用でき、各ドキュメントに 1 
つ以上のラベルを割り当てるように分類機能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。

10. マルチラベルモードを選択すると、ラベルの区切り文字を選択できます。トレーニングドキュメント
に複数のクラスがある場合は、この区切り文字を使用してラベルを区切ります。デフォルトの区切り
文字はパイプ文字です。

11. (オプション) データ形式として拡張マニフェストを選択した場合、最大 5 つの拡張マニフェストファ
イルを入力できます。各拡張マニフェストファイルには、トレーニングデータセットまたはテスト
データセットが含まれます。少なくとも 1 つのトレーニングデータセットを指定する必要がありま
す。テストデータセットはオプションです。次の手順を使用して、拡張マニフェストファイルを使用
します。

a. [トレーニングとテストデータセット] で、[入力場所] パネルを展開します。
b. [データセットの種類] で、[トレーニングデータ] または [テストデータ] を選択します。
c. [SageMaker Ground Truth] 拡張マニフェストファイルの S3 の場所に、マニフェストファイル

が含まれている Amazon S3 バケットの場所を入力するか、[Browse S3] (S3 を参照) を選択して
マニフェストファイルが含まれている Amazon S3 バケットの場所を入力します。トレーニング
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許可が必
要です。

d. 属性名には、注釈を含む属性の名前を入力します。ファイルに複数の連鎖ラベリングジョブの注
釈が含まれている場合は、ジョブごとに属性を追加します。

e. 別の入力場所を追加するには、[入力場所を追加] を選択し、次の場所を設定します。
12. (オプション) データ形式として CSV ファイルを選択した場合は、次の手順を使用してトレーニング

データセットとオプションのテストデータセットを設定します。

a. [トレーニングデータセット] で、トレーニングデータの CSV ファイルを含む Amazon S3 バケッ
トの場所を入力するか、[Browse S3] を選択してそのバケットに移動します。トレーニングジョ
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許可が必要で
す。

(オプション) トレーニングモデルタイプとしてネイティブドキュメントを選択した場合は、ト
レーニングサンプルファイルを含む Amazon S3 フォルダの URL も指定します。

b. [テストデータセット] で、トレーニング済みモデルをテストするために Amazon Comprehend に
追加データを提供するかどうかを選択します。

• オートスプリット:オートスプリットは、トレーニングデータの 10% を自動的に選択してテス
トデータとして使用します。
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• (オプション) お客様提供:Amazon S3 のテストデータ CSV ファイルの URL を入力しま
す。Amazon S3 内のその場所に移動して [フォルダを選択] を選択することもできます。

(オプション) トレーニングモデルタイプとしてネイティブドキュメントを選択した場合は、テ
ストファイルを含む Amazon S3 フォルダの URL も指定します。

13. （オプション）ドキュメント読み取りモードでは、デフォルトのテキスト抽出アクションをオーバー
ライドできます。このオプションは、スキャンした文書のテキスト抽出に適用されるため、プレーン
テキストモデルには必要ありません。詳細については、「テキスト抽出オプションの設定 (p. 110)」
を参照してください。

14. (プレーンテキストモデルの場合はオプション) [出力データ] に、混同行列などのトレーニング
出力データを保存する 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. 126)」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場合は、「暗号化」を選択します。次
に、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している場合は、KMS キー ID のキーエイリア
スを選択します。

• 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は、KMS キー ID の下にキーエイリアス
または ID の ARN を入力します。

15. IAM ロールには、[既存の IAM ロールを選択] 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ロールが
有効になるには、で始まる信頼ポリシーが必要です。

これらの権限を持つ IAM ロールをまだ持っていない場合は、[Create an IAM role] を選択して作成しま
す。このロールを付与するアクセス権限を選択し、アカウント内の IAM ロールと区別できるように名
前のサフィックスを選択します。

Note

暗号化された入力ドキュメントの場合、使用する IAMkms:Decrypt ロールにも権限が必要
です。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. 261)」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、VPC の下に VPC ID を入
力するか、ドロップダウンリストから ID を選択します。

1. [サブネット (s)] でサブネットを選択します。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を指定した場合は、「セキュリティグループ」で、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、DataAccessRole作成操作と開始操作に使用される操
作には、入力ドキュメントと出力バケットにアクセスする VPC に対する権限が必要です。

17. (オプション) カスタム分類器にタグを追加するには、[Tags] (タグ) の下にキーと値のペアを入力しま
す。[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、[タグを削
除] を選択します。詳細については、「 リソースのタグ付け (p. 234)」を参照してください。

18. [Create] (作成) を選択します。

コンソールに「分類子」ページが表示されます。新しい分類子がテーブルに表示され、Submittedス
テータスとして表示されます。分類器がトレーニング文書の処理を開始すると、ステータスはに変わりま
すTraining。分類器が使用可能になると、Trainedステータスはまたはに変わりますTrained with 
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warnings。ステータスが [] の場合はTRAINED_WITH_WARNINGS、の [スキップしたファイル] フォルダ
を確認してください分類子のトレーニング出力 (p. 125)。

Amazon Comprehend の作成中またはトレーニング中にエラーが発生した場合、ステータスはに変わりま
すIn error。テーブル内の分類ジョブを選択すると、エラーメッセージを含む分類器に関する詳細情報
を取得できます。

カスタム分類器 (API) のトレーニング
カスタム分類器を作成して学習させるには、CreateDocumentClassifierオペレーションを使用します。

DescribeDocumentClassifier演算を使用して、リクエストの進行状況をモニタリングすることができま
す。Statusフィールドがに遷移したらTRAINED、分類子を使用してドキュメントを分類できます。ス
テータスがの場合TRAINED_WITH_WARNINGS、CreateDocumentClassifier操作のスキップされた
ファイルフォルダを確認してください。分類子のトレーニング出力 (p. 125)

トピック
• を使用したトレーニングカスタム分類AWS Command Line Interface (p. 122)
• を使用したカスタム分類器のトレーニングAWS SDK for Java (p. 123)
• を使用したカスタム分類器のトレーニングAWS SDK for Python (Boto) (p. 124)

を使用したトレーニングカスタム分類AWS Command Line 
Interface
次の例は、CreateDocumentClassifier操作、DescribeDocumentClassificationJob操作、およ
びその他のカスタム分類器 API をで使用する方法を示していますAWS CLI。

サンプルは 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。

create-document-classifierオペレーションを使用してプレーンテキストのカスタム分類子を作成し
ます。

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/testFlywheelDataAccess
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ネイティブカスタム分類子を作成するには、create-document-classifierリクエストに次の追加パラ
メーターを指定します。

1. DocumentType: 値を SEMI_STRUCTURED_DOCUMENT に設定します。
2. 文書:トレーニング文書 (およびオプションでテスト文書) を保管する S3 の場所。
3. OutputDataConfig: 出力ドキュメントの S3 の場所 (およびオプションの KMS キー) を指定します。
4. DocumentReaderConfig: テキスト抽出設定のオプションフィールド。

aws comprehend create-document-classifier \ 
     --region region \ 
     --document-classifier-name testDelete \ 
     --language-code en \ 
     --input-data-config  
          S3Uri=s3://S3Bucket/docclass/file name \ 
           DocumentType \ 
             Documents  \ 
     --output-data-config S3Uri=s3://S3Bucket/docclass/file name \ 
     --data-access-role-arn arn:aws:iam::account number:role/testFlywheelDataAccess

DescribeDocumentClassifierオペレーションを使用して、ドキュメント分類子 ARN でカスタム分類
器に関する情報を取得します。

aws comprehend describe-document-classifier \ 
     --region region \ 
     --document-classifier-arn arn:aws:comprehend:region:account number:document-
classifier/file name  

DeleteDocumentClassifierオペレーションを使用してカスタム分類器を削除します。

aws comprehend delete-document-classifier \ 
     --region region \ 
     --document-classifier-arn arn:aws:comprehend:region:account number:document-
classifier/testDelete 

ListDocumentClassifiersオペレーションを使用して、アカウント内のすべてのカスタム分類子を一
覧表示します。

aws comprehend list-document-classifiers 
     --region region 

を使用したカスタム分類器のトレーニングAWS SDK for Java
この例では、カスタム分類器を作成し、Java を使用してトレーニングします。

import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;

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

を使用したカスタム分類器のトレーニングAWS SDK for Python 
(Boto)
この例では、カスタム分類器を作成し、Python を使用してトレーニングします。

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'
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)
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)

トレーニングデータのテスト
モデルのトレーニング後、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
セットを提供しない場合、Amazon Comprehend はトレーニングデータの 90% でモデルをトレーニングし
ます。トレーニングデータの 10% をテスト用に確保しています。テストデータセットを提供する場合、テ
ストデータには、トレーニングデータセットの固有のラベルごとに少なくとも 1 つの例が含まれている必
要があります。

モデルをテストすると、モデルの精度を推定するために使用できる指標が得られます。コンソールに
は、コンソールの分類器詳細ページの「分類器のパフォーマンス」セクションに指標が表示されます。ま
た、MetricsDescribeDocumentClassifier操作によって返されるフィールドにも返されます。

次のトレーニングデータ例では、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ーの5つのラベルがあります。ドキュメンタリー、サイエンス
フィクション、ロマンティックコメディーの3つのユニークなクラスがあります。

コラム 1 コラム 2

ドキュメンタリー ドキュメントテキスト 1

ドキュメンタリー ドキュメントテキスト 2

サイエンスフィクション 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

ロマンティック・コメディ ドキュメントテキスト 5

auto 分割 (Amazon Comprehend がトレーニングデータの 10% をテスト用に確保している) では、トレー
ニングデータに含まれる特定のラベルの例が限られている場合、テストデータセットにはそのラベルの例
がまったく含まれていない可能性があります。たとえば、トレーニングデータセットに DOCUMENTARY 
クラスの 1000 インスタンス、SCIENCE_FICTION のインスタンス 900、および ROMANTIC_COMEDY 
クラスのインスタンスが 1 つ含まれている場合、テストデータセットには 100 のドキュメンタリーイン
スタンスと 90 の SCIENCE_FICTION インスタンスが含まれていても、使用できる例が 1 つしかないた
め、ROMANTIC_COMEDY インスタンスは含まれていない可能性があります。

モデルのトレーニングが完了すると、トレーニングメトリクスから得られる情報を使用して、モデルが
ニーズに対して十分に正確かどうかを判断できます。

分類子のトレーニング出力
Amazon Comprehend がカスタム分類器モデルのトレーニングを完了する
と、CreateDocumentClassifierAPI リクエストまたは同等のコンソールリクエストで指定した Amazon S3 
出力場所に出力ファイルが作成されます。

125

https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DescribeDocumentClassifier.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_CreateDocumentClassifier.html


Amazon Comprehend デベロッパーガイド
分類子のトレーニング出力

Amazon Comprehend は、プレーンテキストモデルまたはネイティブドキュメントモデルをトレーニング
すると、混乱マトリックスを作成します。ネイティブドキュメントモデルをトレーニングするときに、追
加の出力ファイルを作成できます。

トピック
• 混同行列 (p. 126)
• ネイティブドキュメントモデルの追加出力 (p. 128)

混同行列
カスタム分類器モデルをトレーニングすると、Amazon Comprehend はモデルがトレーニングでどの程
度うまく機能したかを示す混同行列を作成します。このマトリックスは、モデルが予測したラベルのマト
リックスを実際のドキュメントラベルと比較して示しています。Amazon Comprehend は、トレーニング
データの一部を使用して混同マトリックスを作成します。

混同行列は、どのクラスがより多くのデータを使用してモデルのパフォーマンスを向上させることができ
るかを示します。正しい予測の割合が高いクラスは、マトリックスの対角線上の結果数が最も多くなりま
す。対角線上の数値が小さい場合、クラスの予測の正解率は低くなります。このクラスのトレーニング例
をさらに追加して、モデルを再トレーニングできます。たとえば、ラベルAのサンプルの 40% がラベルD
に分類される場合、ラベルAとラベルD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。

Amazon Comprehend が分類モデルを作成すると、混同行列が S3confusion_matrix.json 出力場所の
ファイルで利用できるようになります。

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に学習させたか
によって異なります。

トピック
• マルチクラスモードの混同行列 (p. 126)
• マルチラベルモードの混同行列 (p. 127)

マルチクラスモードの混同行列

マルチクラスモードでは、個々のクラスは相互に排他的であるため、分類によって各ドキュメントに 1 つ
のラベルが割り当てられます。たとえば、動物は犬または猫ですが、両方を同時に使用することはできま
せん。

多クラスの学習済み分類子の混同行列の例は、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

  A B X Y <-(predicted label)
A 1 2 0 4
B 0 3 0 1
X 0 0 1 0
Y 1 1 1 1
^
|
(actual label)   

この場合、モデルは次のことを予測しました。

• 1つの「A」ラベルが正確に予測され、2つの「A」ラベルが「B」ラベルとして誤って予測され、4つの
「A」ラベルが「Y」ラベルとして誤って予測されました。

• 3つの「B」ラベルが正確に予測され、1つの「B」ラベルが「Y」ラベルとして誤って予測されました。
• 1つの「X」が正確に予測されました。
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• 1つの「Y」ラベルは正確に予測され、もう1つは「A」ラベルとして誤って予測され、もう1つは「B」
ラベルとして誤って予測され、もう1つは「X」ラベルとして誤って予測されました。

マトリックス内の対角線 (A: A、B: B、X: X、Y: Y) は正確な予測を示しています。予測誤差は、対角線の
外側にある値です。この場合、マトリックスには次の予測誤差率が表示されます。

• Aラベル:14%
• B ラベル:25%
• X ラベル:0%
• Y ラベル:25%

分類子は、JSON 形式のファイルとして混同行列を返します。次の JSON ファイルは、前の例のマトリッ
クスを表しています。

{ 
 "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

マルチラベルモードでは、分類によってドキュメントに 1 つ以上のクラスを割り当てることができます。
多クラスの学習済み分類子の混同行列の例を以下に示します。

この例では、、、の 3 つのラベルを使用できますComedyDrama。Actionマルチラベル混同行列は、ラベ
ルごとに 1 つの 2x2 行列を作成します。

Comedy                   Action                   Drama  
     No Yes                   No Yes                   No Yes   <-(predicted label)         
                               
 No  2   1                No  1   1                No  3   0                                
                           
Yes  0   2               Yes  2   1               Yes  1   1    
 ^                        ^                        ^ 
 |                        |                        | 
 |-----------(was this label actually used)--------| 
     

この場合、Comedyモデルはラベルに対して以下を返しました。

• Comedyラベルの存在が正確に予測された 2 つの例。トゥルーポジティブ (TP)。
• Comedyラベルがないことが正確に予測された 2 つのケース。トゥルーネガティブ (TN)。
• Comedyラベルの存在が誤って予測されたケースはゼロです。偽陽性 (FP)。
• Comedyラベルがないと誤って予測された例があります。偽陰性 (FN)。

マルチクラス混同行列と同様に、各行列の対角線は正確な予測を示しています。

この場合、モデルは 80%Comedy の確率でラベルを正確に予測し (TP と TN)、20% の確率でラベルを誤っ
て予測していました (FP と FN)。
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分類子は、JSON 形式のファイルとして混同行列を返します。次の JSON ファイルは、前の例のマトリッ
クスを表しています。

{
"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"]
}    

ネイティブドキュメントモデルの追加出力
Amazon Comprehend では、ネイティブドキュメントモデルをトレーニングするときに、追加の出力ファ
イルを作成できます。

Amazon Textract 出力

Amazon Comprehend が Amazon Textract API を呼び出してトレーニングドキュメントのいずれかのテキ
ストを抽出すると、Amazon Textract の出力ファイルが S3 の出力場所に保存されます。以下のディレクト
リ構造が使用されています。

• トレーニング文書:

amazon-textract-output/train/<file_name>/<page_num>/textract_output.json
• テスト文書:

amazon-textract-output/test/<file_name>/<page_num>/textract_output.json

API リクエストでテストドキュメントを提供した場合、Amazon Comprehend がテストフォルダにデータ
を入力します。

文書への注釈の失敗

アノテーションが失敗すると、Amazon Comprehend は Amazon S3 の出力場所 (skipped_documents/
フォルダー) に次のファイルを作成します。

• failed_annotations_train.jsonl

トレーニングデータで注釈が失敗した場合はファイルが存在します。
• 注釈_test.jsonl

リクエストにテストデータが含まれていて、テストデータに注釈が失敗した場合はファイルが存在しま
す。

失敗した注釈ファイルは次の形式の JSONL ファイルです。

{ 
     "File": "String", "Page": Number, "ErrorCode": "...", "ErrorMessage": "..."} 
    {"File": "String", "Page": Number, "ErrorCode": "...", "ErrorMessage": "..." 
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  }    

カスタム分類子のメトリクス
Amazon Comprehend には、カスタム分類器のパフォーマンスを推定するのに役立つメトリックスが用意
されています。Amazon Comprehend は、分類器トレーニングジョブのテストデータを使用してメトリッ
クスを計算します。メトリックはトレーニング中のモデルのパフォーマンスを正確に表すため、類似デー
タを分類する場合のモデルのパフォーマンスと近似します。

DescribeDocumentClassifierカスタム分類器のメトリックを取得するなどの API オペレーションを使用し
てください。

Note

基礎となる精度、再現率、およびF1スコアメトリックの詳細については、「指標:精度、再現
率、およびFScore」を参照してください。これらのメトリックはクラスレベルで定義されま
す。Amazon Comprehend では、以下で説明するように、マクロ平均化を使用してこれらのメト
リックスをテストセット P、R、F1 にまとめます。

トピック
• メトリクス (p. 129)
• カスタム分類器のパフォーマンスの向上 (p. 132)

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. 130)
• 精度 (マクロ精度) (p. 130)
• リコール (マクロリコール) (p. 130)
• F1 スコア (マクロ F1 スコア) (p. 131)
• ハミングロス (p. 131)
• マイクロプレシジョン (p. 131)
• マイクロリコール (p. 132)
• マイクロ F1 スコア (p. 132)

分類器のメトリックを表示するには、コンソールの「分類子の詳細」ページを開きます。
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Accuracy
精度は、モデルが正確に予測したテストデータからのラベルの割合を示します。精度を計算するには、テ
ストドキュメント内の正確に予測されたラベルの数を、テストドキュメント内のラベルの総数で割りま
す。

例

実際のラベル 予測ラベル 正しい/正しくない

1 1 正確

0 1 不正確

2 3 不正確

3 3 正確

2 2 正確

1 1 正確

3 3 正確

精度は、正確な予測数をテストサンプル全体の数 = 5/7 = 0.714、つまり 71.4% で割った値になります。

精度 (マクロ精度)
精度は、テストデータにおける分類結果の有用性の尺度です。これは、正確に分類された文書の数を、そ
のクラスの分類の総数で割ったものとして定義されます。精度が高いということは、分類器が無関係な結
果よりも有意に関連性の高い結果を返したということです。

Precisionこの指標はマクロ精度とも呼ばれます。

次の例は、テストセットの精度結果を示しています。

ラベル サンプルサイズ ラベル精度

ラベル_1 400 0.75

ラベル_2 300 0.80

ラベル_3 30000 0.90

ラベル_4 20 0.50

ラベル_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、入手可能なす
べてのラベルのリコールスコアを平均して得られます。再現率は、テストデータの分類結果がいかに完全
であるかを示す尺度です。
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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ということです。

Recallこの指標はマクロリコールとも呼ばれます。

次の例は、テストセットのリコール結果を示しています。

ラベル サンプルサイズ ラベルリコール

ラベル_1 400 0.70

ラベル_2 300 0.70

ラベル_3 30000 0.98

ラベル_4 20 0.80

ラベル_5 10 0.10

したがって、モデルのリコール (マクロリコール) 指標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 スコアは、PrecisionRecallとの値から導き出されます。分類子全体の正確さを測定します。最高ス
コアは 1 で、最低スコアは 0 です。

Amazon Comprehend はマクロ F1 スコアを計算します。これはラベルのF1スコアの加重平均です。例と
して次のテストセットを使用します。

ラベル サンプルサイズ ラベル F1 スコア

ラベル_1 400 0.724

ラベル_2 300 0.824

ラベル_3 30000 0.94

ラベル_4 20 0.62

ラベル_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誤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くなります。

マイクロプレシジョン

オリジナル:
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精度メトリックと似ていますが、マイクロプレシジョンはすべての精度スコアの合計スコアに基づいてい
る点が異なります。

マイクロリコール

リコール指標と似ていますが、マイクロリコールはすべてのリコールスコアの合計スコアに基づいている
点が異なります。

マイクロ F1 スコア

マイクロF1スコアは、マイクロプレシジョンとマイクロリコールの指標を組み合わせたものです。

カスタム分類器のパフォーマンスの向上
メトリクスは、カスタム分類器が分類作業中にどのように機能するかを知るための手がかりとなります。
指標が低い場合は、分類モデルが実際のユースケースに適していない可能性があります。これには複数の
方法があります。

1. トレーニングデータには、カテゴリを明確に分離する具体的な例を挙げてください。たとえば、カテゴ
リを表すために一意の単語や文章が使われているドキュメントを提供してください。

2. トレーニングデータに、あまり知られていないラベルのデータをさらに追加してください。
3. カテゴリの偏りを減らすようにしてください。データ内の最大のラベルが最小ラベルのドキュメントの 

10 倍を超える場合は、最小のラベルのドキュメント数を増やしてみてください。代表度の高いクラスと
最も表現の少ないクラスの間のスキュー比を最大で 10:1 に減らしてください。また、よく使われるク
ラスから入力ドキュメントを削除してみることもできます。

リアルタイム分析の実行
カスタム分類器をトレーニングすると、リアルタイム分析を使用して文書を分類できます。リアルタイム
分析では、1 つのドキュメントを入力として受け取り、結果を同期して返します。カスタム分類では、さ
まざまなドキュメントタイプをリアルタイム分析の入力として受け入れます。詳細については、「リアル
タイム分析分析の入力分析分析の (p. 106)」を参照してください。

画像ファイルまたはスキャンした PDF ドキュメントを分析する場合、IAM ポリシーで 2 つの Amazon 
Textract API メソッド (DetectDocumentText と AnalyzeDocument) を使用するアクセス権限を付与する必
要があります。Amazon Comprehend は、テキスト抽出中にこれらのメソッドを呼び出します。ポリシー
の例については、「 ドキュメント分析アクションを実行するために必要なアクセス許可 (p. 260)」を参
照してください。

カスタム分類モデルを使用してリアルタイム分析を実行するには、エンドポイントを作成する必要があり
ます。

トピック
• カスタム分類のリアルタイム分析 (コンソール) (p. 132)
• カスタム分類 (API) のリアルタイム分析 (p. 134)
• リアルタイム分析の出力 (p. 138)

カスタム分類のリアルタイム分析 (コンソール)
Amazon Comprehend コンソールを使用して、カスタム分類モデルを使用してリアルタイム分析を実行で
きます。
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リアルタイム分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、カスタムモデルをリア
ルタイム推論に利用できるようにする管理リソースが含まれています。

エンドポイントスループットのプロビジョニングと関連コストについては、を参照してくださいAmazon 
Comprehend エンドポイントの使用 (p. 221)。

トピック
• カスタム分類用のエンドポイントの作成 (p. 133)
• リアルタイムカスタム分類の実行 (p. 133)

カスタム分類用のエンドポイントの作成
エンドポイントを作成するには (コンソール)

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

2. 左側のメニューから [エンドポイント] を選択し、[エンドポイントの作成] ボタンを選択します。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、現在の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。

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

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、「」を参照してくださいトレーニングモデル (p. 118)。

5. (オプション) エンドポイントにタグを追加するには、[タグ] にキーと値のペアを入力し、[タグを追
加] を選択します。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、[タグを削除] を選択しま
す。

6. エンドポイントに割り当てる推論ユニット (IU) の数を入力します。各ユニットは、1 秒間に最大 2 つ
のドキュメントに対して 100 文字/秒のスループットに相当します。エンドポイントのスループットに
ついては、「」を参照してくださいAmazon Comprehend エンドポイントの使用 (p. 221)。

7. (オプション) 新しいエンドポイントを作成する場合、IU Estimator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、必要な推論ユニットの数を判断するのが難
しい場合があります。このオプションの手順は、リクエストするIUの数を決定するのに役立ちます。

8. 購入概要から、時間単位、日単位、月単位のエンドポイントの推定コストを確認します。
9. アカウントが起動してから削除するまでの間、エンドポイントに対して料金が発生することがわかっ

ている場合は、このチェックボックスを選択してください。
10. [エンドポイントの作成] を選択します。

リアルタイムカスタム分類の実行
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、次の 2 つの方法があります。以下に示すように、テキストを入力
するか、ファイルをアップロードできます。

カスタムモデル (コンソール) を使用してリアルタイム分析を実行するには

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

2. 左側のメニューで、[リアルタイム分析] を選択します。
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3. [入力タイプ] で、[分析タイプ] に [カスタム] を選択します。
4. [カスタムモデルタイプ] で、[カスタム分類] を選択します。
5. [エンドポイント] 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

モデルにリンクします。
6. 分析する入力データを指定するには、テキストを入力するか、ファイルをアップロードします。

• テキストを入力するには:

a. [テキストを入力] を選択します。
b. 分析するテキストを入力します。

• ファイルをアップロードするには

a. [ファイルをアップロード] を選択し、アップロードするファイル名を入力します。
b. (オプション)「詳細読み取りアクション」では、テキスト抽出のデフォルトアクションを

オーバーライドできます。詳細については、「テキスト抽出オプションの設定 (p. 110)」を
参照してください。

最良の結果を得るには、入力のタイプを分類器のモデルタイプと一致させてください。ネイティブ
ドキュメントをプレーンテキストモデルに送信するか、プレーンテキストをネイティブドキュメン
トモデルに送信すると、コンソールに警告が表示されます。詳細については、「トレーニングモデ
ル (p. 118)」を参照してください。

7. [分析] を選択します。Amazon Comprehend は、カスタムモデルを使用して入力データを分析しま
す。Amazon Comprehend は、検出されたクラスと、各クラスの信頼度評価を表示します。

カスタム分類 (API) のリアルタイム分析
Amazon Comprehend API を使用して、カスタムモデルでリアルタイムの分類を実行できます。まず、リ
アルタイム分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したら、リアルタイムレ
コメンテーションを実行します。

このセクションの例では、Unix、Linux、macOS用のコマンドフォーマットを使用しています。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。

エンドポイントスループットのプロビジョニングと関連コストについては、を参照してくださいAmazon 
Comprehend エンドポイントの使用 (p. 221)。

トピック
• カスタム分類用のエンドポイントの作成 (p. 134)
• リアルタイムレコメンテーションの実行 (p. 135)

カスタム分類用のエンドポイントの作成
次の例は、を使用した CreateEndpointAPI 操作を示していますAWS CLI。

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

Amazon Comprehend 応答します。

{ 
   "EndpointArn": "Arn"
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}

リアルタイムレコメンテーションの実行
カスタム分類モデルのエンドポイントを作成したら、そのエンドポイントを使用して
ClassifyDocumentAPI 操作を実行します。textorbytes パラメータを使用してテキスト入力を指定できま
す。bytesパラメータを使用して他の入力タイプを入力します。

画像ファイルと PDF ファイルの場合、DocumentReaderConfigパラメーターを使用してデフォルトの
テキスト抽出アクションをオーバーライドできます。詳細については、「テキスト抽出オプションの設
定 (p. 110)」を参照してください。

最良の結果を得るには、入力のタイプを分類器のモデルタイプと一致させてください。ネイティブド
キュメントをプレーンテキストモデルに送信したり、プレーンテキストファイルをネイティブドキュメ
ントモデルに送信したりすると、API 応答に警告が含まれます。詳細については、「トレーニングモデ
ル (p. 118)」を参照してください。

トピック
• を使用したリアルタイムのカスタム分類の実行AWS Command Line Interface (p. 135)
• を使用してカスタム分類分析を実行するAWS SDK for Java (p. 136)
• を使用してカスタム分類分析を実行するAWS SDK for Python (Boto) (p. 137)

を使用したリアルタイムのカスタム分類の実行AWS Command Line Interface

以下の例は、create-----------------createを使用する方法を示しています。

を使用して半構造化文書内のエンティティを検出AWS CLI

Example CLIを使用して入力テキストを使用してリアルタイム分析を実行する

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.'
 

Amazon Comprehend 応答します。

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

CLIを使用して半構造化文書のリアルタイム分類を実行

PDF、Word、または画像ファイルのカスタム分類を分析するには、classify-documentbytesパラメー
ターに入力ファイルを指定してコマンドを実行します。
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Example CLI を使用してイメージファイルを分類する

この例は、画像バイトを base-64fileb でエンコードするオプションを使用して画像ファイルを渡す方法
を示しています。詳細については、AWS Command Line Interfaceユーザーガイドの「バイナリラージオブ
ジェクト」を参照してください。

この例では、config.jsonテキスト抽出オプションを設定するための名前の JSON ファイルも渡されま
す。

$ aws comprehend classify-document \
> --endpoint-arn arn \
> --language-code en \
> --bytes fileb://image1.jpg    \
> --document-reader-config file://config.json   
        

config.json ファイルには次のコンテンツが含まれます。

 { 
    "DocumentReadMode": "FORCE_DOCUMENT_READ_ACTION", 
    "DocumentReadAction": "TEXTRACT_DETECT_DOCUMENT_TEXT"     
 }           
         

Amazon Comprehend 応答します。

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

詳細については、Amazon Comprehend API ClassifyDocumentリファレンスのを参照してください。

を使用してカスタム分類分析を実行するAWS SDK for Java
この例では、カスタム分類器を作成し、Java を使用してトレーニングします。

import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend; 
  
   
 import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder; 
 import com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeDocumentClassificationJobRequest; 
 import com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeDocumentClassificationJobResult; 
 import com.amazonaws.services.comprehend.model.InputDataConfig; 
 import com.amazonaws.services.comprehend.model.InputFormat; 
 import com.amazonaws.services.comprehend.model.ListDocumentClassificationJobsRequest; 
 import com.amazonaws.services.comprehend.model.ListDocumentClassificationJobsResult; 
 import com.amazonaws.services.comprehend.model.OutputDataConfig; 
 import com.amazonaws.services.comprehend.model.StartDocumentClassificationJobRequest; 
 import com.amazonaws.services.comprehend.model.StartDocumentClassificationJobResult; 
  
 public class DocumentClassificationDemo { 
  
     public static void main(String[] args) { 
  
         final AmazonComprehend comprehendClient = 
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             AmazonComprehendClientBuilder.standard() 
                                          .withRegion("region") 
                                          .build(); 
  
         final String dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::account number:role/resource name"; 
  
         final StartDocumentClassificationJobRequest startDocumentClassificationJobRequest 
 = new StartDocumentClassificationJobRequest() 
             .withDocumentClassifierArn("arn:aws:comprehend:region:account number:document-
classifier/SampleCodeClassifier1") 
             .withDataAccessRoleArn(dataAccessRoleArn) 
             .withInputDataConfig(new InputDataConfig() 
                 .withS3Uri("s3://srikad-us-west-2-input/docclass/
smalltrain").withInputFormat(InputFormat.ONE_DOC_PER_LINE)) 
             .withOutputDataConfig(new OutputDataConfig().withS3Uri("s3://resource name/
output")); 
  
         final StartDocumentClassificationJobResult startDocumentClassificationJobResult = 
             
 comprehendClient.startDocumentClassificationJob(startDocumentClassificationJobRequest); 
         final String jobId = startDocumentClassificationJobResult.getJobId(); 
  
         System.out.println("Document classification jobId: " + jobId); 
  
         final DescribeDocumentClassificationJobRequest 
 describeDocumentClassificationJobRequest = 
             new DescribeDocumentClassificationJobRequest().withJobId(jobId); 
         final DescribeDocumentClassificationJobResult 
 describeDocumentClassificationJobResult = 
             
 comprehendClient.describeDocumentClassificationJob(describeDocumentClassificationJobRequest); 
         System.out.println("DescribeDocumentClassificationJobResult: " + 
 describeDocumentClassificationJobResult); 
  
         final ListDocumentClassificationJobsRequest listDocumentClassificationJobsRequest 
 = 
             new ListDocumentClassificationJobsRequest(); 
  
         final ListDocumentClassificationJobsResult listDocumentClassificationJobsResult = 
 comprehendClient 
             .listDocumentClassificationJobs(listDocumentClassificationJobsRequest); 
         System.out.println("ListDocumentClassificationJobsResult: " + 
 listDocumentClassificationJobsResult); 
     } 
  
 }

を使用してカスタム分類分析を実行するAWS SDK for Python (Boto)

この例では、Python を使用してカスタム分類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={ 
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         '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)

リアルタイム分析の出力
テキスト入力の出力
テキスト入力の場合、出力には分類器分析によって識別されたクラスまたはラベルのリストが含まれま
す。次の例は、2 つのクラスがあるリストの出力を示しています。

"Classes": [ 
  { 
     "Name": "abc", 
     "Score": 0.2757999897003174, 
     "Page": 1 
  }, 
  { 
    "Name": "xyz", 
    "Score": 0.2721000015735626, 
    "Page": 1 
  }
] 
     

半構造化入力の出力
半構造化された入力文書またはテキストファイルの場合、出力には次の追加フィールドを含めることがで
きます。

• DocumentMetadata — ドキュメントに関する情報の抽出。メタデータには、ドキュメント内のページの
リストと、各ページから抽出された文字数が含まれます。Byteリクエストにパラメータが含まれている
場合、このフィールドはレスポンスに表示されます。

• DocumentType — 入力ドキュメントの各ページのドキュメントタイプ。Byteリクエストにパラメータ
が含まれている場合、このフィールドはレスポンスに表示されます。

• エラー — 入力文書の処理中にシステムが検出したページレベルのエラー。システムでエラーが発生しな
かった場合、このフィールドは空になります。

• 警告 — 入力文書の処理中に警告が検出されました。入力ドキュメントタイプと指定したエンドポイン
トに関連するモデルタイプが一致しない場合、応答には警告が含まれます。システムが警告を生成しな
かった場合、このフィールドは空です。

これらの出力フィールドの詳細については、Amazon Comprehend API ClassifyDocumentリファレンスの
を参照してください。
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次の例は、1 ページのネイティブ PDF コマンドの出力を示しています。

{ 
  "Classes": [ 
      { 
          "Name": "123", 
          "Score": 0.39570000767707825, 
          "Page": 1 
      }, 
      { 
          "Name": "abc", 
          "Score": 0.2757999897003174, 
          "Page": 1 
      }, 
      { 
          "Name": "xyz", 
          "Score": 0.2721000015735626, 
          "Page": 1 
      } 
  ], 
  "DocumentMetadata": { 
      "Pages": 1, 
      "ExtractedCharacters": [ 
          { 
              "Page": 1, 
              "Count": 2013 
          } 
      ] 
  }, 
  "DocumentType": [ 
      { 
          "Page": 1, 
          "Type": "NATIVE_PDF" 
      } 
  ]
}

非同期ジョブの実行
カスタム分類器をトレーニングしたら、非同期ジョブを使用して、サイズの大きい文書や複数の文書を 1 
つのバッチで分析できます。

カスタム分類は、さまざまな入力ドキュメントタイプを受け入れます。詳細については、「非同期カスタ
ム分析の入力 (p. 108)」を参照してください。

画像ファイルまたはスキャンした PDF ドキュメントを分析する場合、IAM ポリシーで 2 つの Amazon 
Textract API メソッド (DetectDocumentText と AnalyzeDocument) を使用するアクセス権限を付与する必
要があります。Amazon Comprehend は、テキスト抽出中にこれらのメソッドを呼び出します。ポリシー
の例については、 ドキュメント分析アクションを実行するために必要なアクセス許可 (p. 260)を参照し
てください。

プレーンテキストモデルを使用して半構造化文書 (画像、PDF、または Docx ファイ
ル) を分類する場合は、one document per file入力形式を使用してください。ま
た、DocumentReaderConfigStartDocumentClassificationJobリクエストにはパラメータを含めてくださ
い。

トピック
• 非同期分析のファイル形式 (p. 140)
• カスタム分類用の分析ジョブ (コンソール) (p. 141)
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• カスタム分類 (API) の分析ジョブ (p. 142)
• 非同期分析ジョブの出力 (p. 145)

非同期分析のファイル形式
モデルで非同期解析を実行する場合、入力ドキュメントの形式として、One document per lineまた
はを選択できますone document per file。以下の表に示しているように、使用する形式は分析するド
キュメントのタイプによって異なります。

説明 [Format] (形式)

入力には複数のファイルが含まれています。各
ファイルには 1 つの入力ドキュメントが含まれて
います。この形式は、新聞記事や科学論文などの
大きな文書のコレクションに最適です。

また、ネイティブの文書分類機能を使用する半構
造化文書 (画像、PDF、または Docx ファイル) に
もこの形式を使用してください。

ファイルあたりドキュメントを 1 つずつ含む

入力は 1 つ以上のファイルです。ファイル内の各
行は個別の入力ドキュメントです。この形式は、
テキストメッセージやソーシャルメディアの投稿
などの短いドキュメントに最適です。

1 行に 1 つの文書

1 ファイルにつき 1 つの文書

one document per fileフォーマットでは、各ファイルが 1 つの入力ドキュメントを表します。

1 行に 1 つの文書

One document per lineこの形式では、各文書は別々の行に配置され、ヘッダーは使用されません。ラ
ベルは各行には含まれていません (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
文書の最後) 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。行末に UTF-8 の行区切り文字 (u+2028) を使用しないでください。

以下の例は、入力ファイルの形式を示しています。

Text of document 1 \n
Text of document 2 \n
Text of document 3 \n
Text of document 4 \n

どちらの形式でも、テキストファイルには UTF-8 エンコーディングを使用します。ファイルを準備した
ら、入力データに使用している S3 バケットに置きます。

分類ジョブを開始するときは、この Amazon S3 の場所を入力データとして指定します。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。URI は、(「1 行に 1 つの文書」
を使用する場合など) 1 つのファイルを指すことも、データファイルのコレクションのプレフィックスを指
定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。プレフィックスで始まるファイルが
複数ある場合、Amazon Comprehend はそれらすべてを入力として使用します。
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Amazon Comprehend に従って、Amazon にドキュメントコレクションと出力ファイルを含む 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. 262)」を参照してください。

カスタム分類用の分析ジョブ (コンソール)
カスタム文書分類器を作成してトレーニングしたら、コンソールを使用してモデルでカスタム分類ジョブ
を実行できます。

カスタム分類ジョブの作成 (コンソール)

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

2. 左側のメニューから [分析ジョブ] を選択し、[ジョブの作成] を選択します。
3. 分類ジョブの名前を付けます。この名前は、アカウントと現在のリージョンの一意である必要があり

ます。
4. [分析タイプ] で、[カスタム分類] を選択します。
5. 「分類子の選択」 から、使用するカスタム分類器を選択します。
6. (オプション) Amazon Comprehend がジョブの処理中に使用するデータを暗号化する場合は、[Job 暗

号化] を選択します。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、KMS キー ID のキー ID を選択
してください。

• 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、KMS キー ARN の下にキー 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、「キー管理サービス 
(KMS)」を参照してください。

7. [入力データ] に、入力ドキュメントを含む Amazon S3 バケットの場所を入力するか、[Browse S3] を
選択してバケットに移動します。このバケットは、呼び出す 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が必要です。S3 バケットに対する読み取り許可が必要です。

モデルのトレーニングで最高レベルの精度を実現するには、入力のタイプを分類器のモデルタイプと
一致させます。ネイティブドキュメントをプレーンテキストモデルに、またはプレーンテキストド
キュメントをネイティブドキュメントモデルに送信すると、分類ジョブは警告を返します。詳細につ
いては、「トレーニングモデル (p. 118)」を参照してください。

8. (オプション)「入力形式」では、入力文書の形式を選択できます。形式は、ファイルごとに 1 つのド
キュメントでも、1 つのファイルの 1 行に 1 つのドキュメントでもかまいません。1 行に 1 つの文書
が適用されるのは、テキスト文書だけです。

9. （オプション）ドキュメント読み取りモードでは、デフォルトのテキスト抽出アクションをオーバー
ライドできます。詳細については、「テキスト抽出オプションの設定 (p. 110)」を参照してくださ
い。

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、[Browse S3] を選択してそのバケットに移動します。このバケットは、呼び出す 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が必要です。S3 バケットに対
する書き込み許可が必要です。

11. (オプション) ジョブの出力結果を暗号化する場合は、[暗号化] を選択します。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。
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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、KMS キー ID のキーエイリア
スまたは 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は、KMS キー ID の下にキーエイリアス
または ID の ARN を入力します。

12. (オプション) VPC から Amazon Comprehend にリソースを起動するには、VPC の下に VPC ID を入
力するか、ドロップダウンリストから ID を選択します。

1. [サブネット (s)] でサブネットを選択します。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を指定した場合は、「セキュリティグループ」で、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、DataAccessRole作成および開始オペレーションに使
用される VPC には、出力バケットにアクセスする権限を付与する必要があります。

13. 「ジョブの作成」を選択して、文書分類ジョブを作成します。

カスタム分類 (API) の分析ジョブ
カスタム文書分類器を作成してトレーニングしたら (p. 122)、その分類器を使用して分析ジョブを実行で
きます。

StartDocumentClassificationJobオペレーションを使用して、ラベルのない文書の分類を開始します。入力
ファイルが含まれる S3 バケット、出力ドキュメントが含まれる S3 バケット、使用するモデル (モデル) 
を指定します。

モデルのトレーニングで最高レベルの精度を実現するには、入力のタイプを分類器のモデルタイプと一致
させます。ネイティブドキュメントをプレーンテキストモデルに、またはプレーンテキストドキュメン
トをネイティブドキュメントモデルに送信すると、分類ジョブは警告を返します。詳細については、「ト
レーニングモデル (p. 118)」を参照してください。

StartDocumentClassificationJob非同期です。ジョブを開始したら、DescribeDocumentClassificationJobオ
ペレーションを使用してその進行状況を監視します。Status応答のフィールドが表示される
とCOMPLETED、指定した場所の出力にアクセスできます。

トピック
• を使用して分類ジョブを実行するAWS Command Line Interface (p. 122)
• を使用して分類ジョブを実行するAWS SDK for Java (p. 123)
• を使用して分類ジョブを実行するAWS SDK for Python (Boto) (p. 124)

を使用して分類ジョブを実行するAWS Command Line Interface
次の例は、StartDocumentClassificationJob操作と、を使用したその他のカスタム分類器 API です
AWS CLI。

以下の例では、UNIX、Linux、および macOS 用のコマンドフォーマットを使用しています。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。

StartDocumentClassificationJobオペレーションを使用してカスタム分類ジョブを実行します。
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aws comprehend start-document-classification-job \ 
     --region region \ 
     --document-classifier-arn arn:aws:comprehend:region:account number:document-
classifier/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

DescribeDocumentClassificationJobオペレーションを使用して、ジョブ ID を含むカスタム分類器
の情報を取得します。

aws comprehend describe-document-classification-job \ 
     --region region \ 
     --job-id job id

ListDocumentClassificationJobsオペレーションを使用して、アカウント内のすべてのカスタム分
類ジョブを一覧表示します。

aws comprehend list-document-classification-jobs 
     --region region      

を使用して分類ジョブを実行するAWS SDK for Java
この例では、Java を使用してカスタム分類ジョブを実行します。

import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeDocumentClassificationJobRequest;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeDocumentClassificationJobResult;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.InputDataConfig;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.InputFormat;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.ListDocumentClassificationJobsRequest;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.ListDocumentClassificationJobsResult;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.OutputDataConfig;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.StartDocumentClassificationJobRequest;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.StartDocumentClassificationJobResult;

public class DocumentClassificationDemo { 

    public static void main(String[] args) { 

        final AmazonComprehend comprehendClient = 
            AmazonComprehendClientBuilder.standard() 
                                         .withRegion("region") 
                                         .build(); 

        final String dataAccessRoleArn = "arn:aws:iam::account number:role/resource name"; 

        final StartDocumentClassificationJobRequest startDocumentClassificationJobRequest = 
 new StartDocumentClassificationJobRequest() 
            .withDocumentClassifierArn("arn:aws:comprehend:region:account number:document-
classifier/SampleCodeClassifier1") 
            .withDataAccessRoleArn(dataAccessRoleArn) 
            .withInputDataConfig(new InputDataConfig() 
                .withS3Uri("s3://srikad-us-west-2-input/docclass/
smalltrain").withInputFormat(InputFormat.ONE_DOC_PER_LINE)) 
            .withOutputDataConfig(new OutputDataConfig().withS3Uri("s3://resource name/
output")); 
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        final StartDocumentClassificationJobResult startDocumentClassificationJobResult = 
            
 comprehendClient.startDocumentClassificationJob(startDocumentClassificationJobRequest); 
        final String jobId = startDocumentClassificationJobResult.getJobId(); 

        System.out.println("Document classification jobId: " + jobId); 

        final DescribeDocumentClassificationJobRequest 
 describeDocumentClassificationJobRequest = 
            new DescribeDocumentClassificationJobRequest().withJobId(jobId); 
        final DescribeDocumentClassificationJobResult 
 describeDocumentClassificationJobResult = 
            
 comprehendClient.describeDocumentClassificationJob(describeDocumentClassificationJobRequest); 
        System.out.println("DescribeDocumentClassificationJobResult: " + 
 describeDocumentClassificationJobResult); 

        final ListDocumentClassificationJobsRequest listDocumentClassificationJobsRequest = 
            new ListDocumentClassificationJobsRequest(); 

        final ListDocumentClassificationJobsResult listDocumentClassificationJobsResult = 
 comprehendClient 
            .listDocumentClassificationJobs(listDocumentClassificationJobsRequest); 
        System.out.println("ListDocumentClassificationJobsResult: " + 
 listDocumentClassificationJobsResult); 
    }

}

を使用して分類ジョブを実行するAWS SDK for Python (Boto)

この例では、Python を使用してカスタム分類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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非同期分析ジョブの出力
分析ジョブが完了すると、リクエストで指定した S3 バケットに結果を保存します。

テキスト入力のアウトプット
テキスト入力ドキュメントのいずれのフォーマット (マルチクラスまたはマルチラベル) でも、ジョブ出力
は名前付きの 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。

マルチクラス出力

マルチクラスモードで学習させた分類器を使用すると、結果が表示されますclasses。classesこれらは
それぞれ、分類器をトレーニングする際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。

これらの出力フィールドの詳細については、Amazon Comprehend API ClassifyDocumentリファレンスの
を参照してください。

以下の例では、以下の相互に排他的なクラスを使用しています。

DOCUMENTARY
SCIENCE_FICTION
ROMANTIC_COMEDY
SERIOUS_DRAMA
OTHER

入力データ形式が 1 行に 1 ドキュメントの場合、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、入力行のゼロから始まる行番号、および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。最後に、個々のインスタンスが正しく分類されたという Amazon Comprehend の確
信が持てるようになります。

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}]}

入力データ形式が 1 ファイルにつき 1 ドキュメントの場合、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記載さ
れています。最後に、Amazon Comprehend が個々のインスタンスを正確に分類したという確信が持てま
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}]}
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マルチラベル出力

マルチラベルモードでトレーニングされた分類器を使用すると、結果が表示されますlabels。labelsこ
れらはそれぞれ、分類器をトレーニングする際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。

以下の例では、これらのユニークなラベルを使用しています。

SCIENCE_FICTION
ACTION
DRAMA
COMEDY
ROMANCE

入力データ形式が 1 行に 1 ドキュメントの場合、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、入力行のゼロから始まる行番号、および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。最後に、個々のインスタンスが正しく分類されたという Amazon Comprehend の確
信が持てるようになります。

例:

{"File": "file1.txt", "Line": "0", "Labels": [{"Name": "Action", "Score": 0.8642}, {"Name": 
 "Drama", "Score": 0.650}, {"Name": "Science Fiction", "Score": 0.0372}]}
{"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}]}

入力データ形式が 1 ファイルにつき 1 ドキュメントの場合、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記載さ
れています。最後に、Amazon Comprehend が個々のインスタンスを正確に分類したという確信が持てま
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}]}

半構造化された入力文書の出力
半構造化された入力文書の場合、出力には次の追加フィールドを含めることができます。

• DocumentMetadata — ドキュメントに関する情報の抽出。メタデータには、ドキュメント内のページの
リストと、各ページから抽出された文字数が含まれます。Byteリクエストにパラメータが含まれている
場合、このフィールドはレスポンスに表示されます。

• DocumentType — 入力ドキュメントの各ページのドキュメントタイプ。Byteリクエストにパラメータ
が含まれている場合、このフィールドはレスポンスに表示されます。

• エラー — 入力文書の処理中にシステムが検出したページレベルのエラー。システムでエラーが発生しな
かった場合、このフィールドは空になります。

146



Amazon Comprehend デベロッパーガイド
分析ジョブの出力

これらの出力フィールドの詳細については、Amazon Comprehend API ClassifyDocumentリファレンスの
を参照してください。

次の例は、2 ページのスキャンされた PDF ファイルの出力を示しています。

[{ #First page output 
    "Classes": [ 
        { 
            "Name": "__label__2 ", 
            "Score": 0.9993996620178223 
        }, 
        { 
            "Name": "__label__3 ", 
            "Score": 0.0004330444789957255 
        } 
    ], 
    "DocumentMetadata": { 
        "PageNumber": 1, 
        "Pages": 2 
    }, 
    "DocumentType": "ScannedPDF", 
    "File": "file.pdf", 
    "Version": "VERSION_NUMBER"
},
#Second page output
{ 
    "Classes": [ 
        { 
            "Name": "__label__2 ", 
            "Score": 0.9993996620178223 
        }, 
        { 
            "Name": "__label__3 ", 
            "Score": 0.0004330444789957255 
        } 
    ], 
    "DocumentMetadata": { 
        "PageNumber": 2, 
        "Pages": 2 
    }, 
    "DocumentType": "ScannedPDF", 
    "File": "file.pdf", 
    "Version": "VERSION_NUMBER"  
}]   
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トレーニングデータの準備

カスタムエンティティ認識
カスタムエンティティ認識は、あらかじめ設定された汎用エンティティタイプには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。つまり、ド
キュメントを分析して、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認識機能を独自に構築するのは複雑なプロセスであり、手動で注釈を付けた
大量のトレーニングドキュメントを準備し、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、自動注釈とモデル開発を提供してカスタムエンティ
ティ認識モデルを作成することで、複雑さを軽減します。

カスタムエンティティ認識モデルを作成する方が、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方法です。たとえば、ドキュメント内のエンジニア名を抽出
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、コンテキストがないと、エンジ
ニア名とアナリスト名を区別するのが難しくなります。カスタムエンティティ認識モデルでは、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、文字列マッチングでは、入力ミス
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、カスタムモデルを使用すると検出でき
ます。

カスタムモデルを作成するオプションは 2 つあります。

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 (な

どPRODUCT_CODES)、モデルトレーニング用のエンティティを含む注釈なしのドキュメント一式を提供
します。

注釈付き PDF ファイ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と、その認識機能をさまざま
な入力ファイル形式 (プレーンテキスト、画像ファイル (JPG、PNG、TIFF)、PDF ファイル、Word 文書
で使用できます。前処理やドキュメントのフラット化は不要です。Amazon Comprehend は、画像ファイ
ルや Word ドキュメントのアノテーション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では、英語文書のみがサポート
されます。

一度に最大 25 個のカスタムエンティティでモデルをトレーニングできます。詳細については、ガイドラ
インとクォータのページをご覧ください。

モデルのトレーニングが完了すると、そのモデルをリアルタイムのエンティティ検出やエンティティ検出
ジョブに使用できます。

トピック
• エンティティ認識トレーニングデータの準備 (p. 148)
• カスタムエンティティ認識モデルのトレーニング (p. 162)
• リアルタイムのカスタム認識機能分析の実行 (p. 171)
• カスタムエンティティ認識のための分析ジョブの実行 (p. 179)

エンティティ認識トレーニングデータの準備
カスタムエンティティ認識モデルのトレーニングを成功させるには、モデルトレーナーに質の高いデータ
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
次の 2 つの方法のいずれかを選択できます。

• エンティティリスト — Amazon Comprehend がカスタムエンティティを識別できるようにトレーニング
できるように、特定のエンティティを一覧表示します。注: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。

• 注釈 — 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さまざまなドキュメントで提供します。画像ファイル、PDF、または 
Word 文書を分析するためのモデルを作成するには、PDF 注釈を使用して認識機能をトレーニングする
必要があります。

いずれの場合も、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を
学習し、ドキュメントを分析するときに一般化して新しいエンティティを検出できる認識機能を構築しま
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
ルのテスト用に確保します。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。

アノテーショントレーニングセットにテストデータセットを提供する場合、テストデータには、作成リク
エストで指定されたエンティティタイプごとに少なくとも 1 つのアノテーションが含まれている必要があ
ります。

トピック
• アノテーションとエンティティリストのどちらを使うべきか (p. 149)
• エンティティリスト (プレーンテキストのみ) (p. 150)
• 注釈 (p. 151)

アノテーションとエンティティリストのどちらを使う
べきか
注釈の作成はエンティティリストを作成するよりも手間がかかりますが、生成されるモデルの精度は大
幅に向上します。エンティティリストを使用する方が速く、作業負荷も少なくなりますが、結果の精度
を低下させ、精度も低下します。これは、アノテーションによって Amazon Comprehend がモデルのト
レーニングに使用できるコンテキストが増えるためです。このようなコンテキストがないと、Amazon 
Comprehend がエンティティを識別しようとしたときに誤検出が多くなります。

注釈を使用することによる高額な費用と作業負荷を避ける方がビジネス上理にかなっているシナリオもあ
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、それが正確な個人かどうかは関
係ありません。また、エンティティリストを使用する際の指標は、必要なレコグナイザー結果を得るのに
十分です。このような場合は、代わりにエンティティリストを使用する方が効果的です。

注釈モードは、以下の場合に使用します。

• 画像ファイル、PDF、または Word 文書の推論を実行する予定がある場合。このシナリオでは、注釈の
付いた 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、「Amazon」という
用語は、ブラジルの川を指す場合もあれば、オンライン小売業者の Amazon.com を指す場合もありま
す。Amazon などの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作成する場合
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。これは、この方法の方がコンテキ
ストを使用してエンティティを検索しやすいためです。

• アノテーション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です。

149



Amazon Comprehend デベロッパーガイド
エンティティリスト

次のような場合に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、少なくともトレーニング用
に提供するドキュメントに含まれる可能性のある有効なエンティティの大部分を網羅している必要があ
ります。

• 初めて使用するユーザーには、一般的にエンティティリストを使用することをお勧めします。これは、
アノテーションを作成するよりも手間がかからないためです。ただし、トレーニングされたモデルは、
注釈を使用した場合ほど正確ではない場合があることに注意してください。

エンティティリスト (プレーンテキストのみ)
エンティティリストを使用してモデルをトレーニングするには、2 つの情報を指定します。1 つはエン
ティティ名とそれに対応するカスタムエンティティタイプのリスト、もう 1 つはエンティティが表示され
ると予想される注釈なしのドキュメントのコレクションです。

エンティティリストを提供すると、Amazon Comprehend はインテリジェントなアルゴリズムを使用して
ドキュメント内のエンティティの出現を検出し、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
となります。

エンティティリストの場合、エンティティリスト内のエンティティごとに少なくとも 200 件のエンティ
ティマッチを指定します。

カスタムエンティティ認識用のエンティティリストには、次の列を含むように、カンマ区切り値 (CSV) 
ファイルが必要です。

• テキスト — 添付のドキュメントコーパスとまったく同じエントリ例のテキスト。
• 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 

のように大文字で下線で区切られた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。

このファイルには次の 4documents.txt 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、Emilio Johnson のエントリは表示されません。これは、ENGINEER エ
ンティティも MANAGER エンティティも含まれていないためです。

モデルをカスタムエンティティ認識用にトレーニングするには、エンティティリスト内のエンティティご
とに最低 200 のエンティティマッチが必要です。

データファイルの作成
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エンティティリストファイルで問題が発生する可能性を最小限に抑えるため、エンティティリストは適切
に設定された CSV ファイルに含まれていることが重要です。CSV ファイルを手動で設定するには、以下
がががががが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。

• Type列名にはとを含める必要がありますText。

潜在的な問題を避けるため、CSV 入力ファイルは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、次のようなことを考慮する必要がありま
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。
• 注釈のない文書コーパスで言及されているポジティブなエンティティの例の 80% ～ 100% を網羅する

エンティティリスト項目を使用してください。
• よく使われる単語やフレーズを削除して、文書コーパス内の非エンティティと一致する実体の例は避け

てください。一握りの不正確な一致でも、結果のモデルの精度に大きな影響を与える可能性がありま
す。たとえば、エンティティリストにあるような単語は、検索しているエンティティではない可能性が
高く、一致数が多くなるため、精度に大きな影響を与えます。

• 入力データには重複があってはなりません。重複したサンプルがあると、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してください。おもちゃのデータや合成デー
タをプロダクション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適切に一般化できるように、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、トレーニングを受けたモデルでは、エンティティリストに記載されている大文字と小文字が完全に
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。

• 別のエンティティのサブストリングであるエンティティ (「Smith」や「Jane Smith」など) がある場合
は、両方をエンティティリストに入力してください。

その他の提案については、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. 171)

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内の場所に関連付けることで、エン
ティティにコンテキストに応じたラベルを付けます。

ドキュメントと一緒に注釈を送信することで、モデルの精度を高めることができます。注釈を使用する
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、探しているカスタムエンティティに対してよ
り正確なコンテキストを提供できます。
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たとえば、John Johnson というエンティティタイプで John Johnson という名前を検索する場合、注釈
を入力すると、探している人物が裁判官であることをモデルが認識しやすくなる場合があります。コンテ
キストを使用できれば、Amazon Comprehend は John Johnson という名前の弁護士や証人を検索しませ
ん。注釈を付けないと、Amazon Comprehend は独自の注釈を作成しますが、審査員だけを含めるにはそ
れほど効果的ではありません。独自の注釈を付けると、より良い結果が得られ、カスタムエンティティを
抽出する際にコンテキストをより有効に活用できるモデルを生成できる場合があります。

トピック
• 注釈の最小数 (p. 152)
• 注釈のベストプラクティス (p. 152)
• プレーンテキスト注釈ファイル (p. 153)
• PDF 注釈ファイル (p. 154)
• CSV ファイルへの注釈の追加 (p. 156)

注釈の最小数
モデルのトレーニングに必要な入力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。

CSV 注釈

画像ファイル、PDF、または Word 文書を分析するためのモデルを作成するには、PDF 注釈を使用し
て認識機能をトレーニングします。PDF 注釈の場合は、エンティティごとに 250 件以上の入力文書と 
100 件以上の注釈を指定します。

テストデータセットを提供する場合、テストデータには、作成リクエストで指定されたエンティティ
タイプごとに少なくとも 1 つの注釈が含まれている必要があります。

プレーンテキスト注釈

テキスト文書を分析するためのモデルを作成するには、プレーンテキスト注釈を使用して認識機能を
トレーニングできます。

プレーンテキスト注釈の場合は、少なくとも 3 つの入力文書と、1 つのエンティティにつき 25 個以上
の注釈を指定します。注釈の合計が 50 個未満の場合、Amazon Comprehend は入力ドキュメントの 
10% 以上をモデルのテスト用に予約します（トレーニングリクエストでテストデータセットを提供し
た場合を除く）。ドキュメントのコーパスの最小サイズは 5 KB であることを忘れないでください。

入力に含まれるトレーニングドキュメントが少数の場合、トレーニング入力データに含まれるエン
ティティの 1 つに言及するドキュメントが少なすぎるというエラーが発生する可能性があります。エ
ンティティを記載した追加の書類を添えて、ジョブを再提出してください。

テストデータセットを提供する場合、テストデータには、作成リクエストで指定されたエンティティ
タイプごとに少なくとも 1 つの注釈が含まれている必要があります。

小さなデータセットでモデルをベンチマークする方法の例については、Amazon ComprehendAWS が
ブログサイトで発表したカスタムエンティティ認識の注釈制限の引き下げをご覧ください。

注釈のベストプラクティス
注釈を使用するときに最良の結果を得るには、次のような多くのことを考慮する必要があります。

• データには注意して注釈を付け、エンティティに関するすべての記述に注釈を付けてください。注釈が
不正確だと、結果が不正確になる可能性があります。

• 入力データには、注釈を付ける PDF の複製など、重複するものを含めないでください。重複したサンプ
ルがあると、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、モデルの動作に悪
影響を及ぼす可能性があります。
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• すべての文書に注釈が付けられていること、注釈のない文書は過失によるものではなく、正当なエン
ティティの欠如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 年間エンジニアと
して働いています」という文書がある場合は、「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、注釈が多いほど良い結果が得られます。
• 最小限のドキュメントと注釈でモデルをトレーニングできますが (p. 288)、通常はデータを追加するこ

とでモデルが改善されます。モデルの精度を上げるために、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で推論を実行できます。このデータセットは変更されておらず、さま
ざまなモデルバージョンでテストできます。その後、後続のモデルバージョンのメトリックを比較でき
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してください。パターンが繰り返される合成
データは避けてください。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よく一般
化できるように、できるだけ多様でなければなりません。

• 文書は単語数の点で多様であることが重要です。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、結果のモデルでは長いドキュメント内のエンティティを予測するのが難しい場合があ
ります。

• 実際にカスタムエンティティを検出しているときに使用すると予想されるのと同じデータ配分 (推論時
間) をトレーニング用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ドキュメ
ントを送信する予定がある場合は、これもトレーニングドキュメントセットに含める必要があります。

その他の提案については、「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」を参照してくださ
い。

プレーンテキスト注釈ファイル
プレーンテキスト注釈の場合は、注釈のリストが含まれているカンマ区切り値 (CSV) ファイルを作成しま
す。トレーニングファイルの入力形式が 1 行に 1 ドキュメントの場合、CSV ファイルには次の列が含まれ
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。たとえ
ば、ドキュメント
ファイルの 1 つが
にある場合s3://
my-S3-bucket/
test-files/
documents.txt、File列
の値
はdocuments.txt
ファイル名の一部
にファイル拡張子 
(この場合は.txt
'') を含める必要が
あります。

エンティティを含
む行番号。入力形
式が 1 ファイルに
つき 1 ドキュメン
トの場合は、この
列を省略してくだ
さい。

エンティティの開
始位置を示す入力
テキストの (行の
先頭を基準とした) 
文字オフセット。
最初の文字の位置
は 0 です。

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。

顧客定義のエン
ティティタイプ。
エンティティタイ
プは大文字で、ア
ンダースコアで区
切られた文字列で
なければなりませ
ん。、MANAGERSENIOR_MANAGER、
などのわかりや
すいエンティティ
タイプを使用する
ことをお勧めしま
す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。

トレーニングファイルの入力形式が 1 ファイルにつき 1 ドキュメントの場合は、行番号列を省略しま
す。開始オフセットと終了オフセットの値は、ドキュメントの先頭からのエンティティのオフセットで
す。
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次の例は、1 行に 1 つの文書を対象としています。documents.txtファイルには、以下の 4、
行、1、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

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 Offset, End Offset, Type
documents.txt, 0, 0, 13, ENGINEER
documents.txt, 1, 0, 14, ENGINEER
documents.txt, 3, 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、CSV ファ
イルには 2 行目のエントリが含まれていません。これは、の 2 行目にエンティティがないためで
すdocuments.txt。

データファイルの作成

エラーのリスクを減らすには、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 
ファイルを手動で構成するには、以下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。

• 1 行目には、Line (オプション)File、、、という列ヘッダーが含まれますType。Begin OffsetEnd 
Offset

潜在的な問題を避けるため、CSV 入力ファイルは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 を使用して前述のアノテーションの CSV を生成します。

import csv  
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"])

PDF 注釈ファイル
PDF 注釈の場合、 SageMaker Ground Truth を使用してラベル付けデータセットを作成します。Ground 
Truth は、あなた（またはあなたが雇用している従業員）が機械学習モデル用のトレーニングデータセッ
トを構築するのに役立つデータラベリングサービスです。Amazon Comprehend は、拡張マニフェスト
ファイルをカスタムモデルのトレーニングデータとして受け入れます。Amazon Comprehend コンソール
または CreateEntityRecognizerAPI アクションを使用してカスタムエンティティ認識機能を作成するとき
に、これらのファイルを提供できます。

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機能を使用して、ラベル付け
ジョブを作成できます。ラベル付けジョブを使用して、ラベル付けジョブを作成できます。詳細について
は、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「指定エンティティ認識」を参照してください。Amazon グラウ
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ンドトゥルースの詳細については、「Amazon SageMaker Ground Truth  SageMaker Ground Truth を使用
してデータにラベルを付ける」を参照してください。

Note

Ground Truth を使用すると、重複するラベル (複数のラベルに関連付けるテキスト) を定義できま
す。ただし、Amazon Comprehend のエンティティ認識では、ラベルの重複はサポートされてい
ません。

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。次の例は、テキストに記載されている個
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","creation-
date":"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","creation-
date":"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","creation-
date":"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、属性にはドキュメントテキスト、注釈、お
よび Ground Truth から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 1 
つの 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": [ 
        { 
          "label": "ENGINEER" 
        } 
      ] 
    } 
  }, 
  "NamedEntityRecognitionDemo-metadata": { 
    "entities": [ 
      { 
        "confidence": 0.92 
      } 
    ], 
    "job-name": "labeling-job/namedentityrecognitiondemo", 
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    "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ドキュメントのテキストを提供
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。NamedEntityRecognitionDemo属性の名前は任意で、Ground Truth でラベリングジョブを定義す
るときに任意の名前を指定します。

この例では、NamedEntityRecognitionDemo属性はラベル属性名です。これは、Ground Truth 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リングジョブの出力であるか、チェーンされたラベリング
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 つのラベリングジョブの出力である場合は、そのジョブが Ground Truth で作成されたときに
使用された単一ラベル属性名を指定します。

ファイルが連鎖ラベリング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。各ラベル属性名には、個々のジョブの注釈が付けられます。連鎖ラベリングジョブによって
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は、通常、sourceラベルの属性名はキーの後に続きます。ファイルが
チェーニングジョブの出力である場合、ラベル属性名は複数あります。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提供してください。「-
metadata」で終わる属性は指定しないでください。

連鎖ラベリングジョブの詳細と生成される出力の例については、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「連
鎖ラベリングジョブ」を参照してください。

CSV ファイルへの注釈の追加
SageMaker Ground Truth でトレーニング CSV に注釈を付けるには、次の前提条件を満たしている必要が
あります。

• python3.8.x をインストールするには
• jq をインストール
• AWSCLI 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、すでに Python 環境にインストールされているAWS CLI の
インストールをスキップできます。この場合は、AWS Cloud9 で Python 3.8 を使用する仮想環境を作成
します。

• AWS認証情報を設定する
• アノテーションをサポートする専用の SageMaker Ground Truth ワークフォースを作成

インストール中に使用するため、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. 157)
• S3 バケットへの CSV アップロード (p. 158)
• 注釈ジョブの作成 (p. 158)
• SageMaker グラウンドトゥルースによる注釈 (p. 159)
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環境のセットアップ

1. Windows を使用している場合は Cygwin をインストールします。Linux または Mac を使用している場
合は、この手順をスキップしてください。

2. GitHubアノテーションアーティファクトをからダウンロードします。ファイルを解凍します。
3. ターミナルウィンドウから、解凍したフォルダー (amazon-comprehend-semi-structured-documents-

annotation-tools-main) に移動します。
4. このフォルダーには、依存関係をインストールしたり、Python virtualenv をセットアップしたり、

必要なリソースをデプロイしたりするために実行する選択肢が含まれています。Makefilesreadme
ファイルを確認して選択してください。

5. 推奨されるオプションでは、1 つのコマンドを使用してすべての依存関係を virtualenv にインストー
ルし、AWS CloudFormationテンプレートからスタックを構築し、AWS アカウントインタラクティブ
なガイダンスに従ってスタックをユーザーにデプロイします。次のコマンドを実行します。

make ready-and-deploy-guided

このコマンドは、一連の設定オプションを表示します。AWS リージョン入力内容が正しいことを確認
してください。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。AWS CloudFormationスタック名を変更するには、次の手順で必要に応じて書きとめて
おきます。

CloudFormation スタックは、AWSアノテーションツールに必要なラムダ、AWS IAM ロール、および
AWSS3 バケットを作成して管理します。

これらの各リソースは、 CloudFormation コンソールのスタック詳細ページで確認できます。
6. 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 指定されたリージョン

にすべてのリソースを作成します。
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CloudFormation スタックのステータスが create-complete に移行すると、リソースは使用可能になり
ます。

S3 バケットへの CSV アップロード
セットアップセクションで (p. 157)、comprehend-semi-structured-documents-$ {AWS::Region}-
${AWS::AccountId} という名前の S3 CloudFormation バケットを作成するスタックをデプロイしました。
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、ラベル付け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 関数にこのバケットにアクセスする権限を付与します。
S3バケット名は、「SemiStructuredDocumentsS3Bucket」CloudFormation キーを使用してス
タックの詳細で確認できます。

1. S3 バケットに新しいフォルダを作成します。この新しいフォルダに「src」という名前を付けます。
2. PDF ソースファイルを「src」フォルダーに追加します。後のステップで、これらのファイルに注釈を

付けて認識機能をトレーニングします。
3. (オプション) ソースドキュメントをローカルディレクトリから S3 バケットにアップロードするため

に使用できるAWS CLI の例を次に示します。

aws s3 cp --recursive local-path-to-your-source-docs s3://deploy-guided/src/

または、地域とアカウント ID を入力して:

aws s3 cp --recursive local-path-to-your-source-docs s3://deploy-
guided-Region-AccountID/src/

4. これで SageMaker Ground Truth のプライベートワークフォースができ、ソースファイルを S3 バ
ケット deploy-guided/src/ にアップロードできました。これで、注釈を付ける準備が整いました。

注釈ジョブの作成
binディレクトリ内の comprehend-ssie-annotation-tool-cli.py スクリプトは、 SageMaker Ground Truth ラ
ベリングジョブの作成を効率化するシンプルなラッパーコマンドです。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。次に、スクリプトはマニフェストファイルを入力として必要とするラベ
リングジョブを作成します。

Pythonスクリプトは、 CloudFormation セットアップセクションで設定したS3バケットとスタックを使用
します (p. 157)。スクリプトに必要な入力パラメータは次のとおりです。
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• 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の S3 URI。例: s3://deploy-
guided/src/。また、地域とアカウント ID をこのパスに追加できます。例: s3://deploy-guided-
Region-AccountID/src/。

• cfn-name: CloudFormation スタックの名前。スタック名にデフォルト値を使用した場合、cfn-name は
sam-app になります。

• work-team-name: SageMaker Ground Truth でプライベートワークフォースを構築したときに作成した
ワークフォース名。

• job-name-prefix: SageMaker Ground Truth ラベリングジョブのプレフィックス。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: my-job-
name-20210902T232116。

• エンティティタイプ:ラベリング作業中に使用したいエンティティ。カンマで区切られています。この
リストには、トレーニングデータセットに注釈を付けたいすべてのエンティティを含める必要がありま
す。Ground Truth ラベリングジョブでは、注釈担当者が PDF ドキュメント内のコンテンツにラベルを
付けることができるように、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その他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ように、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"

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-documents-
us-west-2-123456789012/input-manifest/my-job-name-20220203-labeling-
job-20220203T183118.manifest
Uploaded schema file to s3://comprehend-semi-structured-documents-us-
west-2-123456789012/comprehend-semi-structured-docs-ui-template/my-job-name-20220203-
labeling-job-20220203T183118/ui-template/schema.json
Uploaded template UI to s3://comprehend-semi-structured-documents-us-
west-2-123456789012/comprehend-semi-structured-docs-ui-template/my-job-name-20220203-
labeling-job-20220203T183118/ui-template/template-2021-04-15.liquid
Sagemaker GroundTruth Labeling Job submitted: arn:aws:sagemaker:us-
west-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 %

SageMaker グラウンドトゥルースによる注釈

必要なリソースを設定し、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. Chrome または Firefox SageMaker のウェブブラウザを使用してコンソールにログインします。
2. [従業員にラベルを付ける] を選択し、[非公開] を選択します。
3. 「プライベートワークフォースの概要」で、プライベートワークフォース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。適切な認証情報を使用してサインインします。
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リストにジョブ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ことがあります。

4. タスクを選択し、右上の [作業開始] を選択して注釈画面を開きます。

注釈画面でドキュメントの 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、ドキュメント間を移動するための矢印があります。
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開いている文書に注釈を付けます。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。

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、右下の [送信] を選択し、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、これを繰り返します。

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 バケットに JSON 形式の
注釈が表示されます。

/output/your labeling job name/annotations/

出力フォルダーには、トレーニングドキュメント内のすべての注釈を一覧表示する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/
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カスタムエンティティ認識モデルのトレーニング
カスタムエンティティレコグナイザーは、モデルのトレーニング時に含めるエンティティタイプのみを識
別します。プリセットのエンティティタイプは自動的には含まれません。LOCATION、DATE、PERSON
などのプリセットのエンティティタイプも特定したい場合は、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カスタムエンティティ認識機能を作成すると、プレテキスト、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フラット化は不要です。Amazon Comprehend は、画像ファイルや 
Word ドキュメントのアノテーション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では、英語文書のみがサポート
されます。

カスタムエンティティ認識機能を作成したら、DescribeEntityRecognizerオペレーションを使用してリクエ
ストの進行状況を監視できます。Statusフィールドが登録されるとTRAINED、認識モデルをカスタムエ
ンティティ認識に使用できるようになります。

トピック
• トレーニングカスタムレコグナイザー (コンソール) (p. 162)
• カスタムエンティティ認識機能 (API) のトレーニング (p. 166)
• カスタムエンティティ認識メトリクス (p. 169)

トレーニングカスタムレコグナイザー (コンソール)
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機能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指
定します。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
ベルのリスト、および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、「カスタムエンティティ認識 (p. 148)」を参照してください。

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. AWS Management Consoleにサインインし、Amazon Comprehend コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/comprehend/)

2. 左側のメニューから [カスタマイズ] を選択し、[カスタムエンティティ認識] を選択します。
3. [新しいモデルを作成] を選択します。
4. 認識機能に名前を付けます。この名前は、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] に、認識機能にデータセット内で検出させたい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ている場合は、単語をアン
ダースコアで区切ります。

7. [タイプを追加] を選択します。
8. エンティティタイプを追加する場合は、そのエンティティタイプを入力して、[タイプを追加] を選択

します。追加したエンティティタイプのいずれかを削除する場合は、[タイプを削除] を選択し、リス
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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 のエンティティタイプを一覧表示できま
す。

9. トレーニングジョブを暗号化するには、Recognizer 暗号化を選択し、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 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、KMS キー ID にキー 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は、KMS キー ARN にキー 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. [データ仕様] 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 — 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
レーニングモデルが検出するカスタムエンティティに関する情報が含まれています。必要なファイ
ルの形式は、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 SageMaker Ground Truth によって生成されるラベル付きのデータ
セット。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。

利用可能な形式の詳細とその例については、「」」」カスタムエンティティ認識モデルのトレーニン
グ (p. 162)」

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の使用
• 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

アノテーションを選択する場合は、Amazon S3 のアノテーションファイルの URL を入力します。ア
ノテーションファイルがある Amazon S3 のバケットまたはフォルダに移動して、[Browse S3] を選択
することもできます。

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。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、[Browse S3] を選択する
こともできます。

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。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ーに移動し、[フォルダーを
選択] を選択することもできます。

13. [テストデータセット] で、トレーニングしたモデルのパフォーマンスをどのように評価するかを選択
します。これは、アノテーション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:自動分割は、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使用するよう
に自動的に選択します

• (オプション) お客様提供:お客様提供を選択すると、使用するテストデータを正確に指定できます。
14. お客様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。アノテーションファイルがある Amazon S3 のバケットまたはフォルダに移動し、[Select folder]
を選択することもできます。

15. [Celeate a IAM role] (新しい IAM ロールを選択) 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。
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• 既存の IAM ロールを選択 — 入出力 Amazon S3 バケットにアクセスする権限を持つ 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。

• [Create a new IAM role] (新しい IAM ロールを作成) — Amazon Comprehend が入出力バケットにア
クセスするための適切な権限を持つ新しい IAM ロールを作成する時は、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、使用する IAMkms:Decrypt ロールには
権限が必要です。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. 261)」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、VPC の下に VPC ID を入
力するか、ドロップダウンリストから ID を選択します。

1. [サブネット (s)] でサブネットを選択します。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を指定した場合は、「セキュリティグループ」で、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、DataAccessRole作成および開
始オペレーションに使用されるものには、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、[Tags] (タグ) タグの下にキーと
値のペアを入力します。[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、「タグを削除」 を選択します。

18. 「列車」を選択します。

すると、新しい認識機能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「」と表示されま
すSubmitted。次に、トレーニングドキュメントを処理している分類器、Trainedすぐに使用できる分類
器、In errorおよびエラーのある分類器について表示されますTraining。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を取得できます。

コンソールを使っ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. にサインインして Amazon Comprehend コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 左側のメニューから [カスタマイズ] を選択し、[カスタムエンティティ認識] を選択します。
3. 「列車認識機能」を選択します。
4. 認識機能に名前を付けます。この名前は、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。注:PDF または Word 文書をトレーニングする場合、サポートされる言語は英語で

す。
6. [カスタムエンティティタイプ] に、認識機能にデータセット内で検出させたい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ている場合は、単語をアン
ダースコアで区切ります。

7. [タイプを追加] を選択します。
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8. エンティティタイプを追加する場合は、そのエンティティタイプを入力して、[タイプを追加] を選択
します。追加したエンティティタイプのいずれかを削除する場合は、[タイプを削除] を選択し、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 のエンティティタイプを一覧表示できま
す。

9. トレーニングジョブを暗号化するには、Recognizer 暗号化を選択し、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 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、KMS キー ID にキー 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は、KMS キー ARN にキー 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で、データ形式として拡張マニフェストを選択します。

• 拡張マニフェスト — Amazon SageMaker Ground Truth によって生成されるラベル付きのデータ
セットです。このファイルは JSON 行形式です。ファイルの各行は、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する場合は、拡張マニフェストを選択する必要
があります。最大 5 つの拡張マニフェストファイルを提供できます。ファイルごとに、トレーニン
グデータとして使用する最大5つの属性を指定できます。

利用可能な形式の詳細とその例については、「」」」カスタムエンティティ認識モデルのトレーニン
グ (p. 162)」

11. トレーニングモデルタイプを選択します。

[プレーンテキストドキュメント] を選択した場合は、[入力場所] に Amazon SageMakerGround Truth 
拡張マニフェストファイルの Amazon S3URL を入力します。拡張マニフェストがある Amazon S3 の
バケットまたはフォルダに移動し、[フォルダを選択] を選択することもできます。

12. [Attribute new Attribute new] (属性名) の下に、注釈を含む属性の名前を入力します。ファイルに複数
の連鎖ラベリングジョブの注釈が含まれている場合は、ジョブごとに属性を追加します。この場合、
各属性にはラベリングジョブからのアノテーションのセットが含まれます。注:ファイルごとに最大 5 
つの属性名を指定できます。

13. [Add (追加)] を選択します。
14. [入力場所] で [PDF、Word 文書] を選択した場合は、Amazon SageMaker Ground Truth 拡張マニフェ

ストファイルの Amazon S3URL を入力します。拡張マニフェストがある Amazon S3 のバケットまた
はフォルダに移動し、[フォルダを選択] を選択することもできます。

15. Annotation データファイルの S3 プレフィックスを入力します。これらはラベルを付けた PDF ドキュ
メントです。

16. ソースドキュメントの S3 プレフィックスを入力します。これらは、ラベル作成作業のために Ground 
Truth に提供されたオリジナルの 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。注:ファイルごとに最大 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 role] (IAM role) 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 — 入出力 Amazon S3 バケットにアクセスする権限を持つ 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。
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• [Create a new IAM role] (新しい IAM ロールを作成) — Amazon Comprehend が入出力バケットにア
クセスするための適切な権限を持つ新しい IAM ロールを作成する時は、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、使用する IAMkms:Decrypt ロールには
権限が必要です。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. 261)」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、VPC の下に VPC ID を入
力するか、ドロップダウンリストから ID を選択します。

1. [サブネット (s)] でサブネットを選択します。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を指定した場合は、「セキュリティグループ」で、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、DataAccessRole作成および開
始オペレーションに使用されるものには、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、[Tags] (タグ) タグの下にキーと
値のペアを入力します。[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、「タグを削除」 を選択します。

21. 「列車」を選択します。

すると、新しい認識機能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「」と表示されま
すSubmitted。次に、トレーニングドキュメントを処理している分類器、Trainedすぐに使用できる分類
器、In errorおよびエラーのある分類器について表示されますTraining。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を取得できます。

カスタムエンティティ認識機能 (API) のトレーニング
カスタムエンティティ認識モデルを作成してトレーニングするには、Amazon Comprehend
CreateEntityRecognizerAPI オペレーションを使用します。

トピック
• を使ったカスタムエンティティ認識機能のトレーニングAWS Command Line Interface (p. 166)
• を使ったカスタムエンティティ認識機能のトレーニングAWS SDK for Java (p. 167)
• Boto3) を使ったカスタムエンティティレコグナイザーのトレーニング (p. 168)

を使ったカスタムエンティティ認識機能のトレーニングAWS 
Command Line Interface
以下の例は、CreateEntityRecognizerオペレーションとその他の関連する API をで使用する方法を示
していますAWS CLI。

サンプルは 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。
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create-entity-recognizerCLI コマンドを使用してカスタムエンティティ認識機能を作成します。 
input-data-config パラメータの詳細については、Amazon Comprehend API CreateEntityRecognizerリファ
レンスのを参照してください。

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

list-entity-recognizersCLI コマンドを使用して、リージョン内のすべてのエンティティレコグナ
イザーを一覧表示します。

aws comprehend list-entity-recognizers \ 
     --region region

describe-entity-recognizerCLI コマンドを使用してカスタムエンティティ認識機能のJob ステータ
スを確認します。

aws comprehend describe-entity-recognizer \ 
     --entity-recognizer-arn arn:aws:comprehend:region:account number:entity-recognizer/
test-6 \ 
     --region region

を使ったカスタムエンティティ認識機能のトレーニングAWS 
SDK for Java
この例では、Java を使用して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ます。

import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.CreateEntityRecognizerRequest;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.CreateEntityRecognizerResult;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeEntityRecognizerRequest;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeEntityRecognizerResult;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.EntityRecognizerAnnotations;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.EntityRecognizerDocuments;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.EntityRecognizerInputDataConfig;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.EntityTypesListItem;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.InputDataConfig;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.LanguageCode;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.OutputDataConfig;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.StartEntitiesDetectionJobRequest;
import 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 = 
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                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); 

    }

}       

Boto3) を使ったカスタムエンティティレコグナイザーのトレー
ニング
Boto3 SDK をインスタンスする

import boto3
import uuid
comprehend = boto3.client("comprehend", region_name="region")

エンティティ認識機能の作成:

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" 
        }, 
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        "Annotations": { 
            "S3Uri": "s3://Bucket Name/Bucket Path/annotations" 
        } 
    }
)
recognizer_arn = response["EntityRecognizerArn"]

すべてのレコグナイザーを一覧する

response = comprehend.list_entity_recognizers()

認識機能が TRAINED ステータスになるまでお待ちください。

while True: 
    response = comprehend.describe_entity_recognizer( 
        EntityRecognizerArn=recognizer_arn 
    ) 

    status = response["EntityRecognizerProperties"]["Status"] 
    if "IN_ERROR" == status: 
        sys.exit(1) 
    if "TRAINED" == status: 
        break 

    time.sleep(10)

カスタムエンティティ認識メトリクス
Amazon Comprehend には、エンティティ認識機能が仕事にどの程度役立つかを見積もるのに役立つ指標
が用意されています。これらは認識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ていますが、エンティティ検出時の API パフォーマンスの概算にすぎませ
ん。

メトリックは、トレーニング済みのエンティティ認識機能からのメタデータが返されるたびに返されま
す。

Amazon Comprehend では、一度に最大 25 のエンティティでモデルをトレーニングできます。トレーニ
ング済みのエンティティ認識機能から指標が返されると、スコアは認識器全体 (グローバル指標) と個々の
エンティティ (エンティティ指標) 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、システムによって生成されたエンティティのうち、正しく識別され、正しくラベル付けされて
いるエンティティの割合を示しています。これにより、モデルのエンティティ識別が本当に適切な識別
回数であることがわかります。これは、ID の合計数の割合であるしきい値 (%) です。

つまり、精度は真陽性 (tp) と偽陽性 (fp) に基づいており、精度 = tp/(tp + fp) として計算されます。

たとえば、あるエンティティの例がドキュメントに 2 つ存在するとモデルが予測し、実際には 1 つしか
存在しない場合、結果は 1 つが真陽性、もう 1 つが偽陽性となります。この場合、精度 = 1/(1 + 1) で
す。モデルで識別された 2 つのエンティティのうち 1 つが正しいため、精度は 50% です。

• リコール

これは、文書に存在するエンティティのうち、システムによって正しく識別およびラベル付けされてい
るエンティティの割合を示しています。数学的には、これは正しい識別の真陽性 (tp) と誤識別 (fn) の合
計数で定義されます。
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リコール率 = tp/(tp + fn) として計算されます。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インスタンスが 2 つ見落とされた場合、結果は 1 つが真陽
性、2 つが偽陰性になります。この場合は、= 1/(1+2) を思い出してください。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、リコール率は 33.33% です。

• F1 スコア

これは精度指標と再現率指標を組み合わせたもので、カスタムエンティティ認識のモデル全体の精度を
測定します。F1スコアは、精度指標と再現率指標の調和平均です。F1 = 2 * 精度 x 再現率/(精度 + 再現
率)。

Note

直感的に見て、調和平均は単純平均や他の平均よりも両極端の値を大きく損ないます
（例：precision= 0、recall = 1は、考えられる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 ですが、0F1 としてペナルティが科されます)。

上記の例では、precision = 50% でrecall = 33.33% なので、F1 = 2 * 0.5 * 0.3333/(0.5 + 0.3333) で
す。F1スコアは.3975、つまり39.75パーセントです。

グローバル指標と個別エンティティ指標

グローバルエンティティメトリックと個々のエンティティ指標の関係は、場所または個人のいずれかのエ
ンティティについて次の文を分析するとわかります。

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

ただし、予測は次のようになるはずです。

John Washington = Person
Smith = Person   
San Francisco = Place
San Diego = Place
Seattle = Place

この場合の個々のエンティティメトリック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% 
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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  
    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ックは次のようになります。

グローバル: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
これらの指標から、トレーニング済みモデルを使用してエンティティを識別した場合に、そのモデルがど
の程度正確に機能するかについての洞察が得られます。指標が予想よりも低い場合に、指標を改善するた
めに使用できるオプションをいくつか紹介します。

1. 注釈 (p. 151)またはを使用するかどうかに応じてエンティティリスト (プレーンテキストの
み) (p. 150)、必ずそれぞれのドキュメントのガイドラインに従ってデータ品質を向上させてくださ
い。データを改善してモデルを再トレーニングした後でより良い指標が見つかった場合は、繰り返し処
理を重ねてデータ品質を改善し、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。手動で
注釈を付けると、結果を改善できることがよくあります。

3. データ品質に問題がないことは確かでも、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。

リアルタイムのカスタム認識機能分析の実行
リアルタイム分析は、小さな文書が届いたら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、カスタマーレビューでカスタムエンティティを検出できま
す。

開始する前に

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 (認識機能とも呼ばれ
ます) が必要です。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 
“トレーニングしたデータをトレーニングしたデータです” (p. 162)。
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プレーンテキスト注釈のトレーニングを受けたレコグナイザーは、プレーンテキスト文書のエンティティ
検出のみをサポートします。PDF ドキュメント注釈のトレーニングを受け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。入力ファ
イル形式の詳細については、「」を参照してくださいリアルタイム分析分析の入力分析分析の (p. 106)。

画像ファイルまたはスキャンした PDF ドキュメントを分析する場合、IAM ポリシーで 2 つの Amazon 
Textract API メソッド (DetectDocumentText と AnalyzeDocument) を使用するアクセス権限を付与する必
要があります。Amazon Comprehend は、テキスト抽出中にこれらのメソッドを呼び出します。ポリシー
の例については、「 ドキュメント分析アクションを実行するために必要なアクセス許可 (p. 260)」を参
照してください。

トピック
• カスタムエンティティ認識のリアルタイム分析 (コンソール) (p. 172)
• カスタムエンティティ認識 (API) のリアルタイム分析 (p. 173)
• リアルタイム分析のアウトプット (p. 175)

カスタムエンティティ認識のリアルタイム分析 (コン
ソール)
Amazon Comprehend コンソールを使用して、カスタムモデルでリアルタイム分析を実行できます。ま
ず、リアルタイム分析を実行するエンドポイントを作成します。エンドポイントの作成が完了したら、リ
アルタイム分析を完了してください。

エンドポイントスループットのプロビジョニングと関連コストについては、を参照してくださいAmazon 
Comprehend エンドポイントの使用 (p. 221)。

トピック
• カスタムエンティティ検出用のエンドポイントの作成 (p. 172)
• リアルタイムのカスタムエンティティ検出の実行 (p. 173)

カスタムエンティティ検出用のエンドポイントの作成
エンドポイントを作成するには (コンソール)

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

2. 左側のメニューから [エンドポイント] を選択し、[エンドポイントの作成] ボタンを選択します。「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、現在の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。

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

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、「」を参照してくださいカスタムエンティティ認識モデルのトレーニン
グ (p. 162)。

5. (オプション) エンドポイントにタグを追加するには、[タグ] にキーと値のペアを入力し、[タグを追
加] を選択します。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、[タグを削除] を選択しま
す。
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6. エンドポイントに割り当てる推論ユニット (IU) の数を入力します。各ユニットは、1 秒間に最大 2 つ
のドキュメントに対して 100 文字/秒のスループットに相当します。エンドポイントのスループットの
詳細については、「」を参照してくださいAmazon Comprehend エンドポイントの使用 (p. 221)。

7. (オプション) 新しいエンドポイントを作成する場合、IU Estimatorを使用するオプションがあります。
見積もり担当者は、リクエストするIUの数を決定するのに役立ちます。推論ユニットの数は、スルー
プットまたは 1 秒あたりに分析する文字数によって異なります。

8. 購入概要から、時間単位、日単位、月単位のエンドポイントの推定コストを確認します。
9. アカウントが起動してから削除するまでエンドポイントの料金が発生することがわかっている場合

は、このチェックボックスを選択してください。
10. [Create endpoint] (エンドポイントの作成) を選択します。

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ド
キュメント内のエンティティを検出できます。

Amazon Comprehend コンソールを使用して、テキスト内のカスタムエンティティを検出するための以下
のステップを完了してください。

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

2. 左のメニューで [リアルタイム分析] (リアルタイム分析) を選択します。
3. [テキスト入力] セクションの [分析タイプ] で、[カスタム] を選択します。
4. [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に関連付けられているエンドポイント

を選択します。
5. 分析する入力データを指定するには、テキストを入力するか、ファイルをアップロードします。

• テキストを入力するには:

a. [テキストを入力] を選択します。
b. 分析するテキストを入力します。

• ファイルをアップロードするには:

a. [ファイルをアップロード] を選択し、アップロードするファイル名を入力します。
b. (オプション)「詳細読み取りアクション」では、テキスト抽出のデフォルトアクションを

オーバーライドできます。詳細については、「テキスト抽出オプションの設定 (p. 110)」を
参照してください。

6. [分析] を選択します。コンソールには、分析の出力と信頼度評価が表示されます。

カスタムエンティティ認識 (API) のリアルタイム分析
Amazon Comprehend API を使用して、カスタムモデルでリアルタイム分析を実行できます。まず、リア
ルタイム分析を実行するエンドポイントを作成します。エンドポイントの作成が完了したら、リアルタイ
ム分析を実行します。

エンドポイントのスループットのプロビジョニングと関連コストについては、を参照してくださ
いAmazon Comprehend エンドポイントの使用 (p. 221)。

トピック
• カスタムエンティティ検出用のエンドポイントの作成 (p. 174)
• リアルタイムのカスタムエンティティ検出の実行 (p. 173)
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カスタムエンティティ検出用のエンドポイントの作成
エンドポイントに関連するコストについては、を参照してくださいAmazon Comprehend エンドポイント
の使用 (p. 221)。

による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、create-endpoint次のコマンドを使用します。

$ 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 を返して応答します。

{ 
   "EndpointArn": "Arn"
}

このコマンド、そのパラメーター引数、および出力の詳細については、create-endpointAWS CLIコマ
ンドリファレンスのを参照してください。

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モデルのエンドポイントを作成したら、そのエンドポイントを使用して
DetectEntitiesAPI 操作を実行します。textorbytes パラメータを使用してテキスト入力を指定できま
す。bytesパラメータを使用して他の入力タイプを入力します。

画像ファイルと PDF ファイルの場合、DocumentReaderConfigパラメーターを使用してデフォルトの
テキスト抽出アクションをオーバーライドできます。詳細については、「テキスト抽出オプションの設
定 (p. 110)」を参照してください。

を使用してテキスト内のエンティティを検出AWS CLI

テキスト内のカスタムエンティティを検出するには、detect-entitiestextパラメータに入力テキスト
を指定してコマンドを実行します。

Example : CLI を使用して入力テキスト内のエンティティを検出

$ 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 が分析を行います。Amazon Comprehend が検出した各エ
ンティティについて、エンティティタイプ、テキスト、場所、および信頼スコアを提供します。

を使用して半構造化文書内のエンティティを検出AWS CLI

PDF、Word、または画像ファイル内のカスタムエンティティを検出するには、detect-
entitiesbytesパラメーターに入力ファイルを指定してコマンドを実行します。
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Example : CLI を使用してイメージファイル内のエンティティを検出する

この例は、画像バイトを base64fileb でエンコードするオプションを使用して画像ファイルを渡す方法
を示しています。詳細については、AWS Command Line Interfaceユーザーガイドの「バイナリラージオブ
ジェクト」を参照してください。

この例では、config.jsonテキスト抽出オプションを設定するための名前の JSON ファイルも渡されま
す。

$ aws comprehend detect-entities \
> --endpoint-arn arn \
> --language-code en \
> --bytes fileb://image1.jpg    \
> --document-reader-config file://config.json   
        

config.json ファイルには次のコンテンツが含まれます。

 { 
    "DocumentReadMode": "FORCE_DOCUMENT_READ_ACTION", 
    "DocumentReadAction": "TEXTRACT_DETECT_DOCUMENT_TEXT"     
 }           
         

コマンド構文の詳細については、Amazon Comprehend API DetectEntitiesリファレンスのを参照してくだ
さい。

リアルタイム分析のアウトプット
テキスト入力の出力
Textパラメータを使用してテキストを入力すると、出力は分析で検出されたエンティティの配列で構成さ
れます。次の例は、2 つの JUDGE エンティティを検出した分析を示しています。

{ 
        "Entities": 
        [ 
            { 
                "BeginOffset": 0, 
                "EndOffset": 22, 
                "Score": 0.9763959646224976, 
                "Text": "John Johnson", 
                "Type": "JUDGE" 
            }, 
            { 
                "BeginOffset": 11, 
                "EndOffset": 15, 
                "Score": 0.9615424871444702, 
                "Text": "Thomas Kincaid", 
                "Type": "JUDGE" 
            } 
        ] 
    }

半構造化入力の出力
半構造化された入力文書またはテキストファイルの場合、出力には次の追加フィールドを含めることがで
きます。
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• DocumentMetadata — ドキュメントに関する情報の抽出。メタデータには、ドキュメント内のページの
リストと、各ページから抽出された文字数が含まれます。Byteリクエストにパラメータが含まれている
場合、このフィールドはレスポンスに表示されます。

• DocumentType — 入力ドキュメントの各ページのドキュメントタイプ。このフィールドは、Byteパラ
メータを含むリクエストのレスポンスに含まれています。

• ブロック — 入力ドキュメント内のテキストの各ブロックに関する情報。ブロックはネストされていま
す。ページブロックには、テキスト行ごとにブロックが含まれ、各単語のブロックが含まれます。この
フィールドは、Byteパラメータを含むリクエストのレスポンスに含まれています。

• BlockReferences — このエンティティの各ブロックへの参照。このフィールドは、Byteパラメータを含
むリクエストのレスポンスに含まれています。このフィールドはテキストファイルには存在しません。

• エラー — 入力文書の処理中にシステムが検出したページレベルのエラー。システムでエラーが発生しな
かった場合、このフィールドは空になります。

これらの出力フィールドの説明については、Amazon Comprehend API DetectEntitiesリファレンスのを
参照してください。レイアウト要素の詳細については、Amazon Textract デベロッパーガイドの Amazon 
Textract デベロッパーガイドの Amazon Textract デベロッパーガイドを参照してください。

次の例は、1 ページのスキャンされた PDF 入力ドキュメントの出力を示しています。

{ 
    "Entities": [{ 
        "Score": 0.9984670877456665, 
        "Type": "DATE-TIME", 
        "Text": "September 4,", 
        "BlockReferences": [{ 
            "BlockId": "42dcaaee-c484-4b5d-9e3f-ae0be928b3e1", 
            "BeginOffset": 0, 
            "EndOffset": 12, 
            "ChildBlocks": [{ 
                    "ChildBlockId": "6e9cbb43-f8be-4da0-9a4b-ff9a6c350a14", 
                    "BeginOffset": 0, 
                    "EndOffset": 9 
                }, 
                { 
                    "ChildBlockId": "599e0d53-ae9f-491b-a762-459b22c79ff5", 
                    "BeginOffset": 0, 
                    "EndOffset": 2 
                }, 
                { 
                    "ChildBlockId": "599e0d53-ae9f-491b-a762-459b22c79ff5", 
                    "BeginOffset": 0, 
                    "EndOffset": 2 
                } 
            ] 
        }] 
    }], 
    "DocumentMetadata": { 
        "Pages": 1, 
        "ExtractedCharacters": [{ 
            "Page": 1, 
            "Count": 609 
        }] 
    }, 
    "DocumentType": [{ 
        "Page": 1, 
        "Type": "SCANNED_PDF" 
    }], 
    "Blocks": [{ 
        "Id": "ee82edf3-28de-4d63-8883-40e2e4938ccb", 
        "BlockType": "LINE", 
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        "Text": "Your Band", 
        "Page": 1, 
        "Geometry": { 
            "BoundingBox": { 
                "Height": 0.024125460535287857, 
                "Left": 0.11745482683181763, 
                "Top": 0.06821706146001816, 
                "Width": 0.12074867635965347 
            }, 
            "Polygon": [{ 
                    "X": 0.11745482683181763, 
                    "Y": 0.06821706146001816 
                }, 
                { 
                    "X": 0.2382034957408905, 
                    "Y": 0.06821706146001816 
                }, 
                { 
                    "X": 0.2382034957408905, 
                    "Y": 0.09234252572059631 
                }, 
                { 
                    "X": 0.11745482683181763, 
                    "Y": 0.09234252572059631 
                } 
            ] 
        }, 
        "Relationships": [{ 
            "Ids": [ 
                "b105c561-c8d9-485a-a728-7a5b1a308935", 
                "60ecb119-3173-4de2-8c5d-de182a5f86a5" 
            ], 
            "Type": "CHILD" 
        }] 
    }]
}

次の例は、ネイティブ PDF ドキュメントの分析出力を示しています。

Example PDF ドキュメントのカスタムエンティティ認識分析からの出力例

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

カスタムエンティティ認識のための分析ジョブの実
行

非同期分析ジョブを実行して、1 つ以上のドキュメントセット内のカスタムエンティティを検出できま
す。
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開始する前に

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 (認識機能とも呼ばれ
ます) が必要です。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 
“トレーニングしたデータをトレーニングしたデータです” (p. 162)。

プレーンテキスト注釈のトレーニングを受けたレコグナイザーは、プレーンテキスト文書のエンティティ
検出のみをサポートします。PDF ドキュメント注釈のトレーニングを受け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。テキス
トファイル以外のファイルの場合、Amazon Comprehend は分析を実行する前にテキスト抽出を実行しま
す。入力ファイルの詳細については、「」を参照してください非同期カスタム分析の入力 (p. 108)。

画像ファイルまたはスキャンした PDF ドキュメントを分析する場合、IAM ポリシーで 2 つの Amazon 
Textract API メソッド (DetectDocumentText と AnalyzeDocument) を使用するアクセス権限を付与する必
要があります。Amazon Comprehend は、テキスト抽出中にこれらのメソッドを呼び出します。ポリシー
の例については、「 ドキュメント分析アクションを実行するために必要なアクセス許可 (p. 260)」を参
照してください。

非同期分析ジョブを表示するには、全体として以下のステップを実行します。

1. ドキュメントを Amazon S3 バケットに格納します。
2. API またはコンソールを使用して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. ジョブの実行が完了したら、ジョブの開始時に指定したS3バケットから分析の結果を確認します。

トピック
• カスタムエンティティ検出ジョブの開始 (コンソール) (p. 180)
• カスタムエンティティ検出ジョブ (API) の開始 (p. 181)
• 非同期分析ジョブの出力 (p. 185)

カスタムエンティティ検出ジョブの開始 (コンソール)
コンソールを使用して、カスタムエンティティ認識の非同期分析ジョブを開始および監視できます。

非同期分析ジョブを開始するには

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

2. 左側のメニューから [分析ジョブ] を選択し、[ジョブの作成] を選択します。
3. クラス分けジョブの名前を付けます。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] で、[カスタムエンティティ認識] を選択します。
5. Recognizer モデルから、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. 「バージョン」から、使用するレコグナイザーのバージョンを選択します。
7. (オプション) Amazon Comprehend がジョブの処理中に使用するデータを暗号化する場合は、[Job 暗

号化] を選択します。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、KMS キー ID のキー ID を選択
してください。

• 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、「KMS キー ARN」にキー ID の 
ARN を入力します。
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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、「キー管理サービス 
(KMS)」を参照してください。

8. [入力データ] に、入力ドキュメントを含む Amazon S3 バケットの場所を入力するか、[Browse S3] を
選択してバケットに移動します。このバケットは、呼び出す API と同じリージョン内になければなり
ません。分析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許可
が必要です。

9. (オプション) [入力形式] では、入力文書の形式を選択できます。形式は、ファイルごとに 1 つのド
キュメントでも、1 つのファイルの 1 行に 1 つのドキュメントでもかまいません。1 行に 1 つの文書
が適用されるのは、テキスト文書だけです。

10. （オプション）ドキュメント読み取りモードでは、デフォルトのテキスト抽出アクションをオーバー
ライドできます。詳細については、「テキスト抽出オプションの設定 (p. 110)」を参照してくださ
い。

11. [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、[Browse S3] を選択してそのバケットに移動します。このバケットは、呼び出す 
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する IAM ロールに
は、S3 バケットに対する書き込み許可が必要です。

12. (オプション) ジョブの出力結果を暗号化する場合は、[暗号化] を選択します。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、KMS キー ID のキーエイリア
スまたは 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は、KMS キー ID の下にキーエイリアス
または ID の ARN を入力します。

13. (オプション) VPC から Amazon Comprehend にリソースを起動するには、VPC の下に VPC ID を入
力するか、ドロップダウンリストから ID を選択します。

1. [サブネット (s)] でサブネットを選択します。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を指定した場合は、「セキュリティグループ」で、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、Create および StartDataAccessRole オペレーション
に使用するオペレーションには、出力バケットにアクセスする VPC に対する権限が必要で
す。

14. [Create job] を選択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 (API) の開始
API を使用して、カスタムエンティティ認識の非同期分析ジョブを開始および監視できます。

StartEntitiesDetectionJobオペレーションでカスタムエンティティ検出ジョブを開始するには、トレーニ
ング済みモデルの Amazon リソースネーム (ARN) であるを指定します。 EntityRecognizerArnこの ARN
CreateEntityRecognizerは操作に対する応答で確認できます。

トピック
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• を使用したカスタムエンティティの検出AWS Command Line Interface (p. 182)
• を使用したカスタムエンティティの検出AWS SDK for Java (p. 182)
• SDK for Python (Boto3) を使用したカスタムエンティティの検出 (p. 183)
• PDF ファイルの API アクションのオーバーライド (p. 185)

を使用したカスタムエンティティの検出AWS Command Line 
Interface
UNIX、Linux、および macOS 環境では、次の例を使用してください。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。文書セット内のカスタムエンティ
ティを検出するには、次のリクエスト構文を使用します。

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

Amazon ComprehendJobIDJobStatus はとで応答し、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。

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てから、を使用してエン
ティティ認識ジョブで実行しますAWS SDK for Java。

import com.amazonaws.auth.AWSCredentialsProvider;
import com.amazonaws.auth.DefaultAWSCredentialsProviderChain;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehend;
import com.amazonaws.services.comprehend.AmazonComprehendClientBuilder;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.CreateEntityRecognizerRequest;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.CreateEntityRecognizerResult;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeEntityRecognizerRequest;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.DescribeEntityRecognizerResult;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.EntityRecognizerAnnotations;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.EntityRecognizerDocuments;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.EntityRecognizerInputDataConfig;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.EntityTypesListItem;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.InputDataConfig;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.LanguageCode;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.OutputDataConfig;
import com.amazonaws.services.comprehend.model.StartEntitiesDetectionJobRequest;
import 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) 
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                        .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) 
                    .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); 
        } 
    }

}       

SDK for Python (Boto3) を使用したカスタムエンティティの検出
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てから、を使用してエン
ティティ認識ジョブで実行しますAWS SDK for Python (Boto3)。

SDK for Python

import boto3

183



Amazon Comprehend デベロッパーガイド
分析ジョブ (API)

import uuid
comprehend = boto3.client("comprehend", region_name="region")

エンティティの取得

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"]

すべてのレコグナイザーのリストを取得する

response = comprehend.list_entity_recognizers()

エンティティ認識機能のステータスが TRAINED になるまでお待ちください。

while True: 
    response = comprehend.describe_entity_recognizer( 
        EntityRecognizerArn=recognizer_arn 
    ) 

    status = response["EntityRecognizerProperties"]["Status"] 
    if "IN_ERROR" == status: 
        sys.exit(1) 
    if "TRAINED" == status: 
        break 

    time.sleep(10)

カスタムエンティティ検出ジョブを開始します。

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" 
    }
)
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PDF ファイルの API アクションのオーバーライド
画像ファイルと PDF ファイルの場合、DocumentReaderConfigのパラメータを使用してデフォルトの抽
出アクションをオーバーライドできますInputDataConfig。

次の例では、 myInputData Config.json という名前の JSONInputDataConfig ファイルを定
義して値を設定します。すべての PDF ファイルに Amazon TextractDetectDocumentText
APIDocumentReadConfig を使用するように設定されています。

Example

"InputDataConfig": { 
  "S3Uri": s3://Bucket Name/Bucket Path", 
  "InputFormat": "ONE_DOC_PER_FILE", 
  "DocumentReaderConfig": { 
      "DocumentReadAction": "TEXTRACT_DETECT_DOCUMENT_TEXT", 
      "DocumentReadMode": "FORCE_DOCUMENT_READ_ACTION" 
  }
}        

StartEntitiesDetectionJobオペレーションでは、 myInputData Config.jsonInputDataConfig ファ
イルをパラメータとして指定します。

  --input-data-config file://myInputDataConfig.json   

DocumentReaderConfigパラメータの詳細については、を参照してくださいテキスト抽出オプションの
設定 (p. 110)。

非同期分析ジョブの出力
分析ジョブが完了すると、リクエストで指定した S3 バケットに結果を保存します。

テキスト入力の出力例です。
テキスト入力ファイルの場合、出力は各入力ドキュメントのエンティティのリストで構成されます。

次の例は、1 行に 1 つの文書形式を使用した50_docs、という名前の入力ファイルから 2 つの文書の出力
を示しています。

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

半構造化入力の出力
半構造化された入力文書の場合、出力には次の追加フィールドを含めることができます。

• DocumentMetadata — ドキュメントに関する情報の抽出。メタデータには、ドキュメント内のページの
リストと、各ページから抽出された文字数が含まれます。Byteリクエストにパラメータが含まれている
場合、このフィールドはレスポンスに表示されます。

• DocumentType — 入力ドキュメントの各ページのドキュメントタイプ。このフィールドは、Byteパラ
メータを含むリクエストのレスポンスに含まれています。

• ブロック — 入力ドキュメント内のテキストの各ブロックに関する情報。ブロックはブロック内にネス
トできます。ページブロックには、テキスト行ごとにブロックが含まれ、各単語のブロックが含まれま
す。このフィールドは、Byteパラメータを含むリクエストのレスポンスに含まれています。

• BlockReferences — このエンティティの各ブロックへの参照。このフィールドは、Byteパラメータを含
むリクエストのレスポンスに含まれています。このフィールドはテキストファイルには存在しません。

• エラー — 入力文書の処理中にシステムが検出したページレベルのエラー。システムでエラーが発生しな
かった場合、このフィールドは空になります。

これらの出力フィールドの詳細については、Amazon Comprehend API DetectEntitiesリファレンスのを参
照してください。

次の例は、1 ページのネイティブ PDF 入力文書の出力例です。

Example PDF ドキュメントのカスタムエンティティ認識分析からの出力例

{ 
        "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 
                        }, 
                        { 
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                            "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, 
                        "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": "f343ce48-583d-4abe-b84b-a232e266450f", 
                "Page": 1, 
                "Relationships": 
                [], 
                "Text": "S-3" 
            } 
        ], 
        "DocumentMetadata": 
        { 
            "PageNumber": 1, 
            "Pages": 1 
        }, 
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        "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": 
                        [ 
                            { 
                                "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" 
    }
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カスタムモデルのを作成および管理
する方法について説明します

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
デルが組み込まれています。Amazon Comprehend を使用して、エンティティ認識とドキュメント分類用
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を使用して、モデルの履歴を追跡できます。新しいモデルバージョンを作成
してトレーニングするときに、トレーニングデータセットに変更を加えることができます。Amazon 
Comprehend は、モデル詳細ページに各モデルバージョンの詳細 (モデルパフォーマンスを含む) を表示し
ます。時間が経つにつれて、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。

Amazon Comprehend コンソールまたは API を使用してモデルバージョンを作成できます。別の方法とし
て、Amazon Comprehend ではフライホイール (p. 204)、新しいカスタムモデルバージョンのトレーニン
グと評価に関連するタスクを簡素化できます。

カスタムモデルを作成したら、AWS アカウント他のユーザーがモデルのコピーをインポートできるように
することで、他のユーザーとモデルを共有できます。

トピック
• Amazon Comprehendによるモデルバージョン管理 (p. 189)
• 間でのカスタムモデルのコピーAWS アカウント (p. 191)

Amazon Comprehendによるモデルバージョン管理
人工知能と機械学習（AI/ML）は、迅速な実験がすべてです。Amazon Comprehend では、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。モデルのバージョン管理では、
提供したデータセットの量が増えたり異なったりしても、モデリングの履歴やモデルの実行結果に関連す
るスコアを追跡できます。バージョニングは、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。さまざまなバージョンを時系列で確認することで、そのパフォーマンスがどの程度成
功しているかがわかり、どのようなパラメータを使用して成功に至ったかを知ることができます。

既存のカスタム分類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、
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、作成時に一意のバージョン名を付けますが、以前のモデルと同じ名前 (ここでは 
VersionID) が付けられます。モデルに新しいバージョンを追加すると、モデル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 つのビューで確認できます。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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新しいカスタム分類器バージョンの作成 (コンソール)

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

2. 左側のメニューから [カスタマイズ] を選択し、[カスタム分類] を選択します。
3. [Calender] 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。[] 一覧で、[] 一

覧で、[] 一覧で。
4. 右上の [新しいモデルを作成] を選択します。 画面が開き、親カスタム分類モデルの詳細があらかじめ

入力されています。
5. [バージョン名] に、新しいバージョンに固有の名前を追加します。
6. 「バージョンの詳細」で、新しいモデルに関連する言語とラベルの数を変更できます。
7. データ仕様セクションで、新しいバージョンへのデータ提供方法を設定します。必ず以前のモデルの

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入力してください。分類モード (シングル
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、テストデータセット (自動分割、またはカスタムテストデータ設定) を変更できます。

8. (オプション) 出力データの S3 ロケーションを更新する
9. 「アクセス権限」で、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 設定の更新
11. (オプション) 新しいバージョンにタグを追加すると、詳細を把握しやすくなります。
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カスタム分類子の作成の詳細については、「カスタム分類器の作成 (p. 119)」を参照してください。

新しいカスタムエンティティ認識バージョンを作成する (コンソール)

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

2. 左側のメニューから [カスタマイズ] を選択し、[カスタムエンティティ認識] を選択します。
3. [] 一覧で、[] 一覧で、新しいバージョンを作成するレコグナイザーの名前を選択します。[] 一覧で。
4. 右上の [新しいバージョンをトレーニング] を選択します。 画面が開き、親エンティティ認識機能から

事前入力された詳細が表示されます。
5. [バージョン名] に、新しいバージョンに固有の名前を追加します。
6. [カスタムエンティティタイプ] で、認識機能に識別させたいカスタムラベルまたはデータセット内の

ラベルを追加し、[タイプを追加] を選択します。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で区切る必要があります。最大 25 種類が
許可されています。

7. (オプション) 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には、Recognizer 暗号
化を選択します。

8. トレーニングデータセクションで、アノテーションとデータ形式の詳細 (CSV ファイル、拡張マニ
フェスト)、シングル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、テストデータセット (自動分割、またはカスタムテストデータ設定) を指定しま
す。

9. (オプション) 出力データの S3 ロケーションを更新する
10. 「アクセス権限」で、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 設定の更新
12. (オプション) 新しいバージョンにタグを追加すると、詳細を把握しやすくなります。

カスタムエンティティ認識機能の詳細については、「カスタムエンティティ認識 (p. 148)」と「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 (p. 162)」を参照してください。

間でのカスタムモデルのコピーAWS アカウント
Amazon Comprehend のユーザーは 2 段階のプロセスで、トレーニング済みのカスタムモデルを 2AWS 
アカウント 段階のプロセスでコピーできます。まず、1 人のユーザーAWS アカウント (アカウント A) 
が、自分のアカウントにあるカスタムモデルを共有します。次に、別のAWS アカウント (アカウント B)
のユーザーがモデルを自分のアカウントにインポートします。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や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、ユーザーはAWS Identity and Access Management (IAM) 
ポリシーをモデルバージョンにアタッチします。このポリシーは、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自分の Amazon ComprehendAWS アカウント にインポートする
ことを許可します。アカウント B のユーザーは、AWS リージョンモデルを元のモデルと同じ場所にイン
ポートする必要があります。

アカウント B にモデルをインポートするには、このアカウントのユーザーは Amazon Comprehend (ARN) 
など、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と、このユーザー
は、AWS アカウントインポートしたモデルを複製する新しいカスタムモデルを自分のアカウントに作成し
ます。このモデルは十分にトレーニングされており、ドキュメント分類や名前付きエンティティ認識など
の推論作業にすぐに使用できます。
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カスタムモデルのコピーは、次の場合に便利です。

• AWS アカウントあなたは複数を使用する組織に所属しています。たとえば、組織では、ビルド、ステー
ジング、テスト、デプロイなど、AWS アカウント開発の各フェーズ用のものがあるかもしれません。ま
た、データサイエンスやエンジニアリングなど、AWS アカウントビジネス機能ごとに異なる場合もあり
ます。

• あなたの組織は、Amazon Comprehend でカスタムモデルをトレーニングし、AWSそれをクライアント
として提供してくれるパートナーなど、別の組織と協力しています。

このようなシナリオでは、AWS アカウント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
分類子をあるものから別のものにすばやくコピーできます。この方法でモデルをコピーする方が、AWS ア
カウントトレーニングデータをコピーして重複するモデルをトレーニングする代替方法よりも簡単です。

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. 192)
• カスタムモデルを別のモデルからインポートするAWS アカウント (p. 199)

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、AWS他のユーザーがモ
デルを自分のアカウントにインポートできます。ユーザーがカスタムモデルのいずれかをインポートする
と、アカウントに新しいカスタムモデルが作成されます。相手の新しいモデルは、あなたが共有したモデ
ルと重複しています。

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そのモデルにアタッチ
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、AWS リージョンそのモデルを含
む同じモデル (米国東部 (バージニア北部) など) を使用する必要があります。

トピック
• 開始する前に (p. 192)
• カスタムモデルのリソースベースのポリシー (p. 195)
• ステップ 1: カスタムモデルにリソースベースのポリシーを追加する (p. 196)
• ステップ 2: 他のユーザーがインポートする必要のある詳細情報を入力する (p. 198)

開始する前に
モデルを共有する前に、に Amazon Comprehend のトレーニング済みのカスタム分類器またはカスタムエ
ンティティ認識機能が必要ですAWS アカウント。カスタムモデルのトレーニングに関する詳細について
は、「」「」「」を参照してくださいカスタム分類 (p. 112)カスタムエンティティ認識 (p. 148)。

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) の権限が必要です。次の例に示すように、モデルポリシーを作成、取得、削除できるように、ユー
ザー、グループ、またはロールにポリシーをアタッチする必要があります。
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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

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

IAM ポリシーの作成方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してくだ
さい。IAM ポリシーをアタッチする方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM アイデンティティ
のアクセス許可の追加および削除」を参照してください。

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、の権限を追加する必要がある場合があります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 キーの種類によって異なり
ます。

AWS 所有のキーAWSはサービスによって所有および管理されます。を使用する場合AWS 所有のキー、の
権限を追加する必要がないためAWS KMS、このセクションは省略できます。

カスタマーマネージドキーは、ユーザーが作成、所有、AWS アカウント管理するキーです。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 (ユーザーやアカウントなど)AWS KMS がモデルの
復号化に必要な操作を実行することを許可します。

不分別な代理処理の問題を防止するために、条件キーを使用します。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. 240)」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きに、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 —kms:GenerateDataKeykms:Decrypt この条件キーをおよびアクションと共に使用
してください。

• kms:EncryptionContext — この条件キー
をkms:GenerateDataKey、kms:Decrypt、kms:CreateGrantおよびアクションとともに使用しま
す。

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モデルのバージョ
ン 1AWS アカウント111122223333 の使用を許可しています。

Example 特定の分類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": [ 
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          "kms:Decrypt", 
          "kms:GenerateDataKey" 
      ], 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
          "StringEquals": { 
              "aws:SourceArn": 
                "arn:aws:comprehend:us-west-2:111122223333:document-
classifier/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:document-
classifier/classifierName/version/1" 
        } 
      } 
    } 
  ]
}

次のポリシー例では、ユーザーが ExampleUser Amazon Comprehend サービスを介してこの KMS 
キーにアクセスすることを許可します。AWS アカウント444455556666 ExampleRoleAWS アカウン
ト123456789012

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 (代替案 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", 
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                "arn:aws:iam::123456789012:role/ExampleRole" 
              ] 
      }, 
      "Action": "kms:CreateGrant", 
      "Resource": "*", 
      "Condition": { 
          "StringLike": { 
              "kms:EncryptionContext:aws:comprehend:arn": "arn:aws:comprehend:*" 
          } 
      } 
    } 
  ]
}

次のポリシー例では、前の例とは別の構文を使用して、Amazon Comprehend サービスを介してこの 
KMSAWS アカウント444455556666 キーにアクセスすることを許可しています。

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 (代替方法 
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。

カスタムモデルのリソースベースのポリシー
AWS アカウント別のユーザーの Amazon ComprehendAWS ユーザーが自分のアカウントからカスタムモ
デルをインポートするには、そのユーザーに許可を与える必要があります。それらを承認するには、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を追加します。リソースベースのポリシーは、リソー
スにアタッチする IAMAWS ポリシーです。

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、comprehend:ImportModelポリシー
はそのモデルバージョンでアクションを実行することをユーザー、グループ、またはロールに許可しま
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、Principal権限のあるエンティティを属性に指定しています。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。
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{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": "comprehend:ImportModel", 
      "Resource": "*", 
      "Principal": { 
        "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:ImportModel Amazon Comprehend がサ
ポートす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、「IAM ユーザーガイド」の「アイデンティティベースのポ
リシーとリソースベースのポリシー」を参照してください。

ステップ 1: カスタムモデルにリソースベースのポリシーを追加
する
、、または Amazon Comprehend API 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 ConsoleAWS CLI

AWS Management Console

で Amazon Comprehend を使用できますAWS Management Console。

リソースベースのポリシーを追加するには

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

2. 左側のナビゲーションメニューの [Customization] 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する場合は、「カスタム分類」を選択します。
b. カスタムエンティティ認識機能を共有する場合は、「カスタムエンティティ認識」を選択しま

す。
3. モデルのリストで、モデル名を選択してその詳細ページを開きます。
4. [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. バージョン詳細ページで、「タグ、VPC、ポリシー」タブを選択します。
6. [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. [リソースベースのポリシーを編集] ページで、次の操作を実行します。

a. [ポリシー名] には、作成後にポリシーがわかりやすい名前を入力します。
b. 「承認」で、モデルのインポートを許可する以下のエンティティを 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:
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フィールド 定義と例
comprehend.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ます。
アカウントに属しているすべてのユーザーを認証します。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ユーザーまたはロール
の ARN。例:

arn: aws: iam: 444455556666: role/ExampleUser、arn: aws: 
iam: 444455556666: role/ExampleRole

8. [共有] で、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なりま
す。別のユーザーからカスタムモデルをインポートする場合AWS アカウント、モデルバージョンの 
ARN が必要です。

9. [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、それをモ
デルにアタッチします。

AWS CLI

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AWS CLI、PutResourcePolicyコマ
ンドを使用します。 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 文字列として指定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— 更新するポリシーに Amazon Comprehend が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、このパラメーターを使用しないでくださ
い。Amazon Comprehend がお客様に代わってリビジョン ID を作成します。

Example put-resource-policyコマンド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

この例では、PolicyFile.json という名前の JSON ファイルでポリシーを定義し、そのポリシーをモデルに
関連付けます。モデルは mycf1 という名前の分類子のバージョン v2 です。

$ 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、comprehend:ImportModel指定されたプリンシパルに使用を許可しま
す。
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• リソース — カスタムモデルの ARN。リソース「*」は、put-resource-policyコマンドで指定した
モデルバージョンを指します。

• プリンシパル — このポリシーは、janeAWS アカウント 444455556666のユーザーと、AWS アカウン
ト 123456789012からのすべてのユーザーを許可します。

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

Amazon Comprehend API

Amazon Comprehend API を使用してカスタムモデルにリソースベースのポリシーを追加するに
は、PutResourcePolicyAPI オペレーションを使用します。

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。そのために
は、CreateDocumentClassifierCreateEntityRecognizerまたはリクエストを送信するときに、 ModelPolicy 
パラメータのポリシー JSON を指定します。

ステップ 2: 他のユーザーがインポートする必要のある詳細情報
を入力する
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 ユーザーにモデ
ルをインポートする権限を与えましたAWS アカウント。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 リージョンそれにはモデルが含まれています。モデルをインポートする人は誰でも同じものを使用

する必要があります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使用するキーのタイプ (AWS 

所有のキーまたは顧客管理キー)。
• 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 を提供する必要があ

ります。モデルをインポートする人は誰でも、自分の 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。このロールにより、Amazon Comprehend は KMS キーを使用してインポート中
にモデルを復号できます。

他のユーザーがモデルをインポートする方法については、「」を参照してくださいカスタムモデルを別の
モデルからインポートするAWS アカウント (p. 199)。
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カスタムモデルを別のモデルからインポートする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なトレーニング済みの複製です。

トピック
• 開始する前に (p. 199)
• カスタムモデルのインポート (p. 201)

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、モデルを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。

• インポートを行うことを許可します。この承認は、モデルバージョンに添付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、「カスタムモデルのリソースベースのポリ
シー (p. 195)」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)。
• AWS リージョンそれにはモデルが含まれています。AWS リージョンインポートするときも同じもの

を使用する必要があります。
• AWS KMSモデルが鍵で暗号化されているかどうか、暗号化されている場合は使用される鍵のタイ

プ。

モデルが暗号化されている場合、使用する 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。モデルがで暗号化
されている場合AWS 所有のキー、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、AWSカスタマーによって作成、所有、AWS アカ
ウント管理されます。モデルが顧客管理キーで暗号化されている場合、モデルを共有した人は次のこと
を行う必要があります。
• モデルを復号化することを許可します。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. 193)」を参照してくだ
さい。

• カスタマー管理のキーの ARN を指定します。IAM サービスロールを作成する時期、この ARN を使用
します。このロールにより、Amazon Comprehend は KMS キーを使用してモデルを復号できます。

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) で必要なアクションを承認する必要があります。Amazon Comprehend ユーザーには、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 ComprehendAWS KMS には必要なキーを使用する権限が必要です。

IAM ポリシーステートメント

次の例で示されているように、ユーザー、グループ、ImportModelまたはロールにアクションを許可する
ポリシーをアタッチする必要があります。
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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 ポリシーの作成方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してくだ
さい。IAM ポリシーのアタッチに関する詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ID のアクセス
許可の追加および削除」を参照してください。

AWS KMS暗号化の IAM サービスロール

カスタムモデルをインポートする場合、AWS KMS以下のいずれかの場合にキーを使用するように 
Amazon Comprehend に許可する必要があります。

• AWS KMSカスタマー管理のキーで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。こ
の場合、Amazon Comprehend は、インポート中にモデルを復号化できるように KMS キーにアクセス
する必要があります。

• 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、カスタマー管理キーを使用したいと考えてい
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。

Amazon ComprehendAWS KMS にこれらのキーの使用を許可するには、IAM サービスロールを作成しま
す。このタイプの IAM ロールにより、AWSサービスはユーザーに代わって他のサービスのリソースにアク
セスできます。サービスロールに関する詳細については、『IAM ユーザーガイド』の「AWS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 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 でサービスロールを作成す
る必要があります。

次の例で示されているように、IAM サービスロールにはアクセス許可ポリシーと信頼ポリシーが必要で
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、Amazon ComprehendAWS KMS 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を許可します。次の 2 つの KMS キーへのアクセスを許可します。

• インポートするモデルを含む KMSAWS アカウント キーが 1 つあります。これはモデルの暗号化に使用
され、Amazon Comprehend はインポート時にこれを使用してモデルを復号します。

• もう 1 つの KMS キーは、AWS アカウントモデルをインポートするにあります。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" 
        ], 
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        "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

次の信頼ポリシーにより、Amazon Comprehend Comprehend はロールを引き受け、アクセス許可を取得
することができます。comprehend.amazonaws.comsts:AssumeRoleサービスプリンシパルが操作を
実行できるようにします。混同防止のため (p. 240)、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。にはaws:SourceAccount、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"   
        } 
      } 
    } 
  ]
}

カスタムモデルのインポート
、、または Amazon Comprehend API を使用してカスタムモデルをインポートできます。AWS 
Management ConsoleAWS CLI

AWS Management Console

Amazon Comprehend Comprehend Comprehend ComprehendAWS Management Console Compreend
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カスタムモデルをインポートするには

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

2. 左側のナビゲーションメニューの [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、「カスタム分類」を選択します。
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を選択しま

す。
3. [バージョンをインポート] を選択します。
4. [モデルバージョンのインポート] ページで、次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. モデル暗号化では、インポートで作成した新しいカスタムモデルの暗号化に使用する KMS キーの種
類を選択します。

• AWS所有キーを使用する — Amazon Comprehend は、AWS Key Management Service (AWS KMS) 
内のキーを使用してモデルを暗号化します。このキーは、によってお客様に代わって作成、管理、
使用されますAWS。

• AWS KMS別のキーを選択 (上級者向け) — Amazon Comprehend は、AWS KMSお客様が管理する
カスタマー管理キーを使用してモデルを暗号化します。

このオプションを選択した場合は、自分の KMS キーを選択するかAWS アカウント、[キーの作成] 
を選択して新しい KMS AWS KMSキーを作成します。

6. サービスアクセスセクションで、Amazon ComprehendAWS KMS に必要なすべてのキーへのアクセ
ス権を付与します。

• インポートしたカスタムモデルを復号化します。
• 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ます。

Amazon Comprehend が KMS キーを使用できるようにする IAM サービスロールを使用してアクセス
を許可します。

[Service role (サービスロール)] で、次のいずれかの操作を行います。
• 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 role を使用] を選択します。次に、

[ロール名] で選択します。
• Amazon Comprehend にロールを作成してもらう場合は、「IAM ロールを作成する」を選択しま

す。
7. Amazon Comprehend にロールを作成させることを選択した場合は、以下を実行してください。

a. [Role name] (ロール名) に、ロール名サフィックスを入力します。
b. [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、インポート時にこのキーを使用してモデルを復号化します。
8. (オプション) タグセクションでは、インポートして作成した新しいカスタムモデルにタグを追加でき

ます。カスタムモデルのタグ付けの詳細については、「」を参照してください新しいリソースに新規
新しいリソースに新規新しいリソースに (p. 234)。

9. [Confirm] (確認) を選択します。
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AWS CLI

Amazon Comprehend Comprehend Comprehend Comprehend Comprehend Comprehend CompreAWS 
CLI

Example [モデルインポート] コマンド

カスタムモデルをインポートするには、import-model次のコマンドを使用します。

$ 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、以下のパラメータを使用します。

• 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た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た新しいモデルバージョンのカスタム名。
• data-access-role-arn— Amazon ComprehendAWS KMS が必要なキーを使用してカスタムモデル

を暗号化または復号化できるようにする IAM サービスロールのARN。
• model-kms-key-id— このインポートで作成した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。AWS KMSこのキーはあなたの中にあるはずです
AWS アカウント.

Amazon Comprepreend API を理解する

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
を使用します。
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フライホイール
Amazon Comprehend フライホイールを使用すると、カスタムモデルを時間の経過とともに改善するプロ
セスを簡略化できます。フライホイールを使用して、新しいカスタムモデルバージョンのトレーニングと
評価に関連するタスクを調整できます。フライホイールは、カスタム分類とカスタムエンティティ認識の
ためのプレーンテキストのカスタムモデルをサポートします。

トピック
• フライホイールの概要 (p. 204)
• フライホイールデータレイク (p. 206)
• IAM ポリシーと権限 (p. 208)
• コンソールを使用してフライホイールの設定 (p. 209)
• API を使用したフライホイールの設定 (p. 211)
• データセットの設定 (p. 214)
• フライホイールの反復 (p. 215)
• 解析にフライホイールを使用する (p. 219)

フライホイールの概要
フライホイールは、カスタムモデルの新しいバージョンのトレーニングと評価を調整する Amazon 
Comprehend リソースです。フライホイールを作成して既存のトレーニング済みモデルを使用すること
も、Amazon Comprehend がフライホイール用の新しいモデルを作成してトレーニングすることもできま
す。フライホイールとプレーンテキストのカスタムモデルを使用して、カスタム分類やカスタムエンティ
ティ認識を行います。

Amazon Comprehend コンソールまたは API を使用してフライホイールを設定および管理できます。を使
用してフライホイールを設定することもできますAWS CloudFormation。

フライホイールを作成すると、Amazon Comprehend はアカウントにデータレイクを作成します。データ
レイクは (p. 206)、モデルのすべてのバージョンのトレーニングデータやテストデータなど、すべてのフ
ライホイールデータを保存および管理します。

アクティブなモデルバージョンを、推論ジョブまたは Amazon Comprehend エンドポイントに使用したい
フライホイールモデルのバージョンに設定します。当初、フライホイールにはモデルの1つのバージョン
が含まれています。時間が経つにつれて、新しいモデルバージョンをトレーニングするにつれて、最もパ
フォーマンスの高いバージョンをアクティブなモデルバージョンとして選択します。ユーザーが推論ジョ
ブを実行するためにフライホイール ARN を指定すると、Amazon Comprehend はフライホイールのアク
ティブなモデルバージョンを使用してジョブを実行します。

モデルの新しいラベル付きデータ (トレーニングデータまたはテストデータ) を定期的に取得します。1 つ
以上のデータセットを作成して、新しいデータをフライホイールで使用できるようにします。データセッ
トには、フライホイールに関連するカスタムモデルをトレーニングまたはテストするための入力データが
含まれています。Amazon Comprehend は入力データをフライホイールのデータレイクにアップロードし
ます。

新しいデータセットをカスタムモデルに組み込むには、フライホイールイテレーションを作成して実行し
ます。フライホイールイテレーションは、新しいデータセットを使用してアクティブなモデルバージョン
を評価し、新しいモデルバージョンをトレーニングするワークフローです。既存のモデルバージョンと新
しいモデルバージョンの指標に基づいて、新しいモデルバージョンをアクティブバージョンに昇格するか
どうかを決定できます。
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フライホイールアクティブモデルバージョンを使用して、カスタム解析 (リアルタイムまたは非同期ジョ
ブ) を実行できます。フライホイールモデルをリアルタイム解析に使用するには、フライホイールのエン
ドポイントを作成する必要があります。

フライホイールのは追加料金なしで使用できます。ただし、フライホイールイテレーションを実行する
と、新しいモデルバージョンのトレーニングとモデルデータの保存には標準料金が発生します。料金の詳
細については、「Amazon の料金の概要」を参照してください。

トピック
• フライホイールデータセット (p. 205)
• フライホイールの作成 (p. 205)
• フライホイールの状態 (p. 206)
• フライホイールの反復 (p. 206)

フライホイールデータセット
フライホイールに対してラベルしたデータに対して新しいデータに対してクエリを実行するには、データ
セットを作成します。各データセットをトレーニングデータまたはテストデータとして構成します。デー
タセットを特定のフライホイールとカスタムモデルに関連付けます。

データセットを作成すると、Amazon Comprehend はデータをフライホイールのデータレイクにアップ
ロードします。詳細については、「フライホイールデータレイク (p. 206)」を参照してください。

フライホイールの作成
フライホイールを作成するときに、フライホイールを既存のトレーニング済みモデルに関連付けること
も、フライホイールで新しいモデルを作成することもできます。

既存のモデルでフライホイールを作成するときは、アクティブなモデルバージョンを指定しま
す。Amazon Comprehend は、モデルのトレーニングデータとテストデータをフライホイールのデータレ
イクにコピーします。モデルのトレーニングとテストデータが、モデルを作成したときと同じ Amazon S3 
の場所に存在することを確認してください。

新しいモデルのフライホイールを作成するには、フライホイールを作成するときに、トレーニングデータ
用のデータセット (およびテストデータ用のオプションデータセット) を指定します。フライホイールを動
かして最初のフライホイールイテレーションを作成すると、フライホイールが新しいモデルをトレーニン
グします。

カスタムモデルをトレーニングする場合、モデルが認識するカスタムラベル (カスタム分類) またはカスタ
ムエンティティ (カスタムエンティティ認識) のリストを指定します。カスタムラベル/エンティティに関す
る次の重要な点に注意してください。

• 新しいモデルのフライホイールを作成すると、フライホイールの作成時に指定したラベル/エンティティ
のリストがフライホイールの最終リストになります。

• 既存のモデルからフライホイールを作成すると、そのモデルに関連するラベル/エンティティのリストが
フライホイールの最終リストになります。

• フライホイールに新しいデータセットを関連付け、そのデータセットに追加のラベル/エンティティが含
まれている場合、Amazon Comprehend は新しいラベル/エンティティを無視します。

• DescribeFlywheelAPI オペレーションを使用してフライホイールのラベル/エンティティリストを確認で
きます。

Note

カスタム分類の場合、Amazon Comprehend はフライホイールのステータスが ACTIVE になっ
た後にラベルリストにデータを入力します。フライホイールがアクティブになるまで待ってか
ら、 DescribeFlywheel API 操作を呼び出します。
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フライホイールの状態
フライホイールは次の状態に移行します。

• 作成-Amazon Comprehend がフライホイールリソースを作成しています。フライホイールに対して次の
ような読み取りオペレーションを実行することはできますDescribeFlywheel。

• ACTIVE-フライホイールがアクティブです。フライホイールイテレーションが進行中かどうかを
判断し、イテレーションのステータスを表示できます。フライホイールでの読み取りアクション
や、DeleteFlywheelなどのアクションを実行できますUpdateFlywheel。

• 更新中-Amazon Comprehend はフライホイールをアップデート中です。フライホイールに対して読み取
りオペレーションを実行することはできます。

• 削除-Amazon Comprehend はフライホイールを削除しています。フライホイールに対して読み取りオペ
レーションを実行することはできます。

• 失敗-フライホイールの作成操作が失敗しました。

Amazon Comprehend がフライホイールを削除した後も、フライホイールデータレイク内のすべてのモデ
ルデータには引き続きアクセスできます。Amazon Comprehend は、フライホイールリソースの管理に必
要な内部メタデータをすべて削除します。Amazon Comprehend は、このフライホイールに関連するデー
タセットも削除します (モデルデータはデータレイクに保存されます)。

フライホイールの反復
フライホイールモデルの新しいトレーニングデータまたはテストデータを取得したら、1 つ以上の新しい
データセットを作成して、新しいデータをフライホイールのデータレイクにアップロードします。

次に、フライホイールを実行して新しいフライホイールイテレーションを作成します。フライホイール反
復では、新しいデータを使用して現在のアクティブなモデルバージョンを評価し、結果をデータレイクに
保存します。フライホイールは、新しいモデルバージョンの作成とトレーニングも行います。

新しいモデルのパフォーマンスが現在のアクティブなモデルバージョンよりも優れている場合は、
新しいモデルバージョンをアクティブなモデルバージョンに昇格できます。コンソールまたは
UpdateFlywheel (p. 216)API オペレーションを使用して、アクティブなモデルバージョンを更新できま
す。

フライホイールデータレイク
フライホイールを作成すると、Amazon Comprehend は、モデルバージョンに必要な入出力データなど、
すべてのフライホイールデータを含むデータレイクをアカウントに作成します。

Amazon Comprehend は、フライホイールの作成時に指定した Amazon S3 の場所にデータレイクを作成
します。場所は Amazon S3 バケットとして、または Amazon S3 バケット内の新しいフォルダとして指定
できます。

データレイクフォルダ構造
Amazon Comprehend がデータレイクを作成すると、Amazon S3 の場所に次のフォルダ構造が設定されま
す。

Warning

Amazon Comprehend は、データレイクフォルダーの構成とコンテンツを管理します。データレ
イクフォルダを変更するには、必ず Amazon Comprehend API オペレーションを使用してくださ
い。そうしないと、フライホイールが正しく動作しなくなる可能性があります。
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  Document Pool 
  Annotations Pool 
  Staging 
  Model Datasets 
    (data for each version of the model) 
    VersionID-1 
      Training 
      Test 
       ModelStats
    VersionID-2 
      Training 
      Test 
       ModelStats

モデルバージョンのトレーニング評価を確認するには、次の手順を実行します。

1. データレイクの「ルートレベル」(Model Datasets) という名前のフォルダを開きます。このフォル
ダーには、モデルの各バージョン用のサブフォルダーが含まれています。

2. 目的のモデルバージョンのフォルダーを開きます。
3. ModelStatsという名前のフォルダーを開いて、モデルの統計情報を表示します。

データレイク管理
Amazon Comprehend は、がユーザーに代わって自動的にデータレイクを管理するために自動的に以下の
タスクを実行します。

• データレイクのフォルダー構造を定義し、データセットを適切なフォルダーに取り込みます。
• モデルのトレーニングに必要な入力ドキュメント (テキストファイルや注釈ファイルなど) を管理しま

す。
• モデルの各バージョンに関連するトレーニングおよび評価出力データを管理します。
• データレイクに保存されているファイルの暗号化を管理します。

Amazon Comprehend は、データレイクのデータ作成および更新操作をすべて実行します。データレイク
内のデータへのフルアクセスは維持できます。例:

• データレイクのコンテンツに完全にアクセスできます。
• データレイクは、フライホイールを削除した後も引き続き使用できます。
• データレイクが含まれている Amazon S3 バケットのアクセスログを設定できます。
• データの暗号化キーを指定できます。これらはフライホイールを作成するときに指定します。

推奨されるベストプラクティスを以下に示します：

• 独自のフォルダーやファイルをデータレイクに手動で追加しないでください。データレイク内のファイ
ルを変更したり削除したりしないでください。

• データレイクにデータを追加または変更するには、必ず Amazon Comprehend の作成および更新
オペレーションを使用してください。たとえば、トレーニングデータやテストデータを提供した
り、CreateDatasetStartFlywheelIterationモデルバージョンの評価データを生成したりするた
めに使用します。

• データレイクの構造は、時間の経過とともに進化する可能性があります。データレイク構造に明示的に
依存するダウンストリームのスクリプトやプログラムを作成しないでください。

• フライホイールのデータレイクの位置を指定する場合は、すべてのフライホイールに関連するデータに
共通のプレフィックスを作成するか、フライホイールごとに異なるプレフィックスを付けることをお勧
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めします。あるフライホイールの完全なデータレイクパスを別のフライホイールのプレフィックスとし
て使用することはお勧めしません。

IAM ポリシーと権限
フライホイールを使用するには、次のポリシーと権限を設定します。

• the section called “IAM ユーザー許可” (p. 208)ユーザーがフライホイール操作にアクセスできるように
します。

• （オプション）the section called “AWS KMSキーの権限の設定” (p. 208)データレイク用。
• the section called “データアクセスロールの作成” (p. 208)これにより、Amazon Comprehend はデータ

レイクにアクセスできるようになります。

IAM ユーザー許可
フライホイール機能を使用するには、AWS Identity and Access Management (IAM) アイデンティティ (つ
まり、ユーザー、グループ、ロール) に権限ポリシーを添付します。

次の例は、データセットの作成、フライホイールの作成と管理、およびフライホイールの実行を行うため
の権限ポリシーを示しています。

Example フライホイールを管理する IAM ポリシー

{ 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
    "comprehend:CreateFlywheel", 
    "comprehend:DeleteFlywheel", 
    "comprehend:UpdateFlywheel", 
    "comprehend:ListFlywheels", 
    "comprehend:DescribeFlywheel", 
    "comprehend:CreateDataset", 
    "comprehend:DescribeDataset", 
    "comprehend:ListDatasets", 
    "comprehend:StartFlywheelIteration", 
    "comprehend:DescribeFlywheelIteration", 
    "comprehend:ListFlywheelIterationHistory"     
  ], 
  "Resource": "*"
}

Amazon Comprehend 用の IAM ポリシーの作成に関する詳細については、「」を参照してくださ
いAmazon Comprehend で IAM を使用する方法 (p. 252)。

AWS KMSキーの権限の設定
AWS KMSデータレイク内のデータにキーを使用している場合は、必要な権限を設定します。詳細につい
ては、を参照してくださいKMS 暗号化を使用するために必要なアクセス許可 (p. 261)。

データアクセスロールの作成
Amazon Comprehend のデータアクセスロールを IAM で作成して、データレイクのフライホイールデータ
にアクセスします。コンソールを使用してフライホイールを作成する場合、システムによってオプション
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で新しいロールを作成できます。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. 262)」
を参照してください。

コンソールを使用してフライホイールの設定
Amazon Comprehend コンソールを使用して、フライホイールの作成、更新、削除を行うことができま
す。

フライホイールを作成すると、Amazon Comprehend は、モデルの各バージョンのトレーニングデータや
テストデータなど、フライホイールに必要なすべてのデータを格納するデータレイクを作成します。

フライホイールを削除しても、Amazon Comprehend はフライホイールに関連するデータレイクやモデル
を削除しません。

フライホイールの作成 (p. 205)新しいフライホイールを作成する前に、セクションの情報を確認してくだ
さい。

トピック
• フライホイールの作成 (p. 209)
• フライホイールの更新 (p. 210)
• フライホイールを削除する (p. 211)

フライホイールの作成
フライホイールを作成する場合、必要な設定フィールドは、フライホイールが既存のカスタムモデル用か
新しいモデル用かによって異なります。

フライホイールを作成するには

1. にサインインして Amazon Comprehend コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 左側のメニューで、[フライホイール] を選択します。
3. フライホイールテーブルから、「フライホイールを新規作成」を選択します。
4. [フライホイール名] (フライホイール名) で、フライホイールの名前を入力します。
5. (オプション) 既存のモデル用のフライホイールを作成するには、「アクティブモデルバージョン」の

フィールドを設定します。

a. [モデル] ドロップダウンリストから、モデルを 1 つ選択します。
b. [バージョン] ドロップダウンリストから、モデルのバージョンを選択します。

6. (オプション) フライホイール用の新しい分類モデルを作成するには、[カスタムモデルタイプ] で [カス
タム分類] を選択し、次の手順でパラメーターを設定します。

a. [言語] で、モデルの言語を選択します。
b. 分類モードで、シングルラベルモードまたはマルチラベルモードを選択します。
c. [カスタムラベル] に、モデルのトレーニングに使用する 1 つ以上のカスタムラベルを入力しま

す。各ラベルは、入力トレーニングデータ内のクラスのいずれかと一致する必要があります。
7. (オプション) フライホイール用の新しいエンティティ認識モデルを作成するには、[カスタムモデルタ

イプ] で [カスタムエンティティ認識] を選択し、次の手順でパラメータを設定します。

a. [言語] で、モデルの言語を選択します。
b. [カスタムエンティティタイプ] に、モデルのトレーニングに使用するカスタムエンティティを最

大 25 個入力します。各ラベルは、入力トレーニングデータ内のいずれかのエンティティタイプ
と一致する必要があります。
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複数のラベルを作成するには、次のステップを複数回実行します。

i. カスタムラベルの記載。ラベルはすべて大文字でなければなりません。ラベル内の単語間の
区切り文字としてアンダースコアを使用してください。

ii. [タイプを追加] を選択します。

追加したラベルのいずれかを削除するには、ラベル名の右にある X を選択します。
8. ボリューム暗号化、モデル暗号化、データレイク暗号化の選択肢を設定します。これらのそれぞれ

について、AWS所有している KMS キーを使用するか、使用権限のあるキーを使用するかを選択しま
す。

• AWS所有している KMS キーを使用している場合は、追加のパラメータはありません。
• 別の既存のキーを使用している場合は、KMS キー ARN にキー ID の ARN を入力します。
• 新しいキーを作成する場合は、[AWSKMS キーの作成] を選択します。

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。

a. ボリューム暗号化キーを設定します。Amazon Comprehend は、ジョブの処理中にこのキーを使
用してストレージボリューム内のデータを暗号化します。AWS所有している KMS キーを使用す
るか、使用権限のあるキーを使用するかを選択します。

b. モデル暗号化キーを設定します。Amazon Comprehend は、このキーを使用してこのモデルバー
ジョンのモデルデータを暗号化します。

9. データレイクの場所を設定します。詳細については、「データレイク管理 (p. 207)」を参照してくだ
さい。

10. （オプション）データレイク暗号化キーを設定します。Amazon Comprehend はこのキーを使用して
データレイク内のすべてのファイルを暗号化します。

11. (オプション) VPC 設定を行います。[] で、ドロップダウンリストから、] を選択します。

1. [サブネット (s)] でサブネットを選択します。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を指定した場合は、「セキュリティグループ」で、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。

12. サービスのアクセス権限を設定します。

1. [Use an existing IAM role role] を選択した場合は、ドロップダウンリストでロール名を選択しま
す。

2. 「IAM ロールを作成する」を選択すると、Amazon Comprehend が新しいロールを作成します。コ
ンソールには、Amazon Comprehend がロールに設定した権限が表示されます。[Role name] (ロー
ル名) で、ロールの分かりやすい名前を入力します。

13. (オプション) タグ設定を行います。タグを追加するには、[タグ] (タグ) (タグ) (タグ) (タグ) の下に
キーと値のペアを入力します。[Add tag] (タグを追加) を選択します。フライホイールを作成する
前にこのペアを削除するには、[タグを削除] を選択します。詳細については、「 リソースのタグ付
け (p. 234)」を参照してください。

14. [Create] (作成) を選択します。

フライホイールの更新
フライホイール名、データレイクの場所、モデルタイプ、およびモデル構成は、フライホイールを作成す
る場合にのみ設定できます。
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フライホイールを更新する際、モデルタイプとコンフィギュレーションオプションが現在のモデルと同じ
であれば、別のモデルを指定できます。新しいアクティブモデルバージョンを設定できます。暗号化の詳
細、サービスアクセス権限、VPC 設定を更新することもできます。

フライホイールを更新するには

1. にサインインして Amazon Comprehend コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 左側のメニューで、[フライホイール] を選択します。
3. フライホイールテーブルから、更新するフライホイールを選択します。
4. [アクティブなモデルバージョン] で、[モデル] ドロップダウンリストからモデルを選択し、モデル

バージョンを選択します。

フォームには、モデルタイプとモデル構成が入力されます。
5. (オプション) ボリューム暗号化とモデル暗号化の設定を行います。
6. （オプション）データレイクの暗号化設定を行います。
7. サービスのアクセス権限を設定します。
8. (オプション) VPC 設定を行います。
9. (オプション) タグ設定を行います。
10. [Save] (保存) を選択します。

フライホイールを削除する
フライホイールを削除するには

1. にサインインして Amazon Comprehend コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 左側のメニューで、[フライホイール] を選択します。
3. フライホイールテーブルから、削除するフライホイールを選択します。
4. [Delete] (削除) をクリックします。

API を使用したフライホイールの設定
Amazon Comprehend API を使用して、フライホイールを作成、更新、削除することもできます。

フライホイールを作成すると、Amazon Comprehend は、モデルの各バージョンのトレーニングデータや
テストデータなど、フライホイールに必要なすべてのデータを格納するデータレイクを作成します。

フライホイールを削除しても、Amazon Comprehend はフライホイールに関連するデータレイクやモデル
を削除しません。

フライホイールがイテレーションを実行しているか、データセットを作成している場合、フライホイール
の削除操作は失敗します。

フライホイールの作成 (p. 205)新しいフライホイールを作成する前に、セクションの情報を確認してくだ
さい。

既存モデルのフライホイールの作成
CreateFlywheelオペレーションを使用して、既存のモデルのフライホイールを作成します。

Example

aws comprehend create-flywheel  \ 
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    --flywheel-name "myFlywheel2"  \ 
    --active-model-arn  "modelArn"  \ 
    --data-access-role-arn   arn:aws::iam::111122223333:role/testFlywheelDataAccess \ 
    --data-lake-s3-uri": "https://s3-bucket-endpoint"   \ 

オペレーションが成功した場合、レスポンスにフライホイール ARN が含まれます。

{ 
  "FlywheelArn": "arn:aws::comprehend:aws-region:111122223333:flywheel/name", 
  "ActiveModelArn": "modelArn"
}      

新しいモデル用のフライホイールの作成
CreateFlywheel操作を使用して、新しいカスタム分類モデル用のフライホイールを作成します。

Example

aws comprehend create-flywheel \ 
    --flywheel-name "myFlywheel2" \ 
    --data-access-role-arn  arn:aws::iam::111122223333:role/testFlywheelDataAccess \ 
    --model-type "DOCUMENT_CLASSIFIER" \ 
    --data-lake-s3-uri  "s3Uri"  \ 
    --task-config  file://taskConfig.json          

TaskConfig.json ファイルには次のコンテンツが含まれます。

{ 
    "LanguageCode": "en", 
    "DocumentClassificationConfig": { 
        "Mode": "MULTI_LABEL", 
        "Labels": ["optimism", "anger"] 
    }  
}        

API レスポンスボディには、次のコンテンツが含まれます。

{ 
  "FlywheelArn": "arn:aws::comprehend:aws-region:111122223333:flywheel/name", 
  "ActiveModelArn": "modelArn"
}   

フライホイールについて説明します
Amazon Comprehend DescribeFlywheelオペレーションを使用して、フライホイールに関する設定情報を
取得します。

aws comprehend describe-flywheel \ 
    --flywheel-arn  "flywheelArn" 

API レスポンスボディには、次のコンテンツが含まれます。

{ 
  "FlywheelProperties": { 
      "FlywheelArn": "arn:aws::comprehend:aws-region:111122223333:flywheel/myTestFlywheel", 
      "DataAccessRoleArn": "arn:aws::iam::111122223333:role/Admin", 
      "TaskConfig": { 
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          "LanguageCode": "en", 
          "DocumentClassificationConfig": { 
              "Mode": "MULTI_LABEL" 
          } 
      }, 
      "DataLakeS3Uri": "s3://my-test-datalake/flywheelbasictest/myTestFlywheel/
schemaVersion=1/20220801T014326Z", 
      "Status": "ACTIVE", 
      "ModelType":  "DOCUMENT_CLASSIFIER", 
      "CreationTime": 1659318206.102, 
      "LastModifiedTime": 1659318249.05 
  }
}     

フライホイールの更新
UpdateFlywheel操作を使用して、フライホイールの変更可能な構成値を更新します。

一部の設定フィールドは、サブフィールドを含む JSON 構造です。1 つ以上のサブフィールドを更新する
には、すべてのサブフィールドに値を指定します (Amazon Comprehend は、リクエストにサブフィール
ドがない場合は値を NULL に設定します)。

UpdateFlywheelリクエストで最上位のパラメータを省略しても、Amazon Comprehend はフライホイー
ルのパラメータやそのサブフィールドの値を変更しません。

フライホイールにタグを追加または削除するには、TagResourceUntagResourceおよび操作を使用しま
す。

次の例が示すように、ActiveModelArnパラメータを設定することもできます。

aws comprehend update-flywheel \ 
    --region aws-region \ 
    --flywheel-arn  "flywheelArn" \ 
    --active-model-arn  "modelArn" \

API レスポンスボディには、次のコンテンツが含まれます。

{ 
  "FlywheelArn": "arn:aws::comprehend:aws-region:111122223333:flywheel/name", 
  "ActiveModelArn": "modelArn"
}     

フライホイールを削除する
Amazon Comprehend DeleteFlywheelオペレーションを使用してフライホイールを削除します。

aws comprehend delete-flywheel \ 
    --flywheel-arn  "flywheelArn" 

API レスポンスには空のレスポンスメッセージボディが含まれます

フライホイールを一覧表示する
Amazon Comrehend ListFlywheelsオペレーションを使用して、現在のリージョンのフライホイールのリス
トを取得します。

aws comprehend list-flywheel \ 
    --region aws-region \ 

213

https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_UpdateFlywheel.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_UntagResource.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_TagResource.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DeleteFlywheel.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_ListFlywheels.html


Amazon Comprehend デベロッパーガイド
データセットの設定

    --endpoint-url  "uri"  
     

API レスポンスボディには、次のコンテンツが含まれます。

{ 
    "FlywheelSummaryList": [ 
        { 
            "FlywheelArn": "arn:aws::comprehend:aws-region:111122223333:flywheel/
myTestFlywheel", 
            "DataLakeS3Uri": "s3://my-test-datalake/flywheelbasictest/myTestFlywheel/
schemaVersion=1/20220801T014326Z", 
            "Status": "ACTIVE", 
            ""ModelType":  "DOCUMENT_CLASSIFIER", 
            "CreationTime": 1659318206.102, 
            "LastModifiedTime": 1659318249.05 
        } 
    ]
}       

データセットの設定
ラベル付きのトレーニングデータまたはテストデータをフライホイールに追加するには、Amazon 
Comprehend コンソールまたは API を使用してデータセットを作成します。

各データセットをトレーニングデータまたはテストデータとして構成します。データセットを特定のフラ
イホイールとカスタムモデルに関連付けます。データセットを作成すると、Amazon Comprehend はデー
タをフライホイールのデータレイクにアップロードします。トレーニングデータのファイル形式の詳細に
ついては、分類器トレーニングデータの準備 (p. 112)またはを参照してくださいエンティティ認識トレー
ニングデータの準備 (p. 148)。

フライホイールを削除すると、Amazon Comprehend はデータセットを削除します。アップロードされた
データは、データレイクで引き続き利用できます。

データセットの作成 (コンソール)
データセットを作成します。

1. にサインインして Amazon Comprehend コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 左側のメニューから [フライホイール] を選択し、データを追加するフライホイールを選択します。
3. 「データセット」タブを選択します。
4. [トレーニングデータセット] または [テストデータセット] テーブルで、[データセットの作成] を選択

します。
5. [データセットの詳細] に、データセットの名前を入力し、必要に応じて説明を入力します。
6. [データ仕様] で、[データ形式] と [データセットタイプ] 設定フィールドを選択します。
7. (オプション) [入力形式] で、入力文書の形式を選択します。
8. [S3 上の注釈の場所] に、注釈ファイルの Amazon S3 の場所を入力します。
9. [S3 上のトレーニングデータの場所] に、ドキュメントファイルの Amazon S3 の場所を入力します。
10. [作成] を選択します。

データセットの作成 (API)
CreateDatasetオペレーションを使用してデータセットを作成できます。
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データセットを記述します

Example

aws comprehend create-dataset \ 
    --flywheel-arn "myFlywheel2" \ 
    --dataset-name "my-training-dataset" 
    --dataset-type "TRAIN" 
    --description "my training dataset" 
    --cli-input-json file://inputConfig.json  
}        

inputConfig.json ファイルには次のコンテンツが含まれます。

{ 
    "DataFormat": "COMPREHEND_CSV", 
    "DocumentClassifierInputDataConfig": { 
        "S3Uri": "s3://my-comprehend-datasets/multilabel_train.csv" 
    }
}   

データセットのタグを追加または削除するには、TagResourceUntagResourceおよびオペレーションを使
用します。

データセットを記述します
Amazon Comprehend DescribeDatasetオペレーションを使用して、フライホイールに関する設定情報を取
得します。

aws comprehend describe-dataset \ 
    --dataset-arn  "datasetARN"

レスポンスには次のコンテンツが含まれます。

{ 
   "DatasetProperties": { 
      "DatasetArn": "arn:aws::comprehend:aws-region:111122223333:flywheel/myTestFlywheel/
dataset/train-dataset", 
      "DatasetName": "train-dataset", 
      "DatasetType": "TRAIN", 
      "DatasetS3Uri": "s3://my-test-datalake/flywheelbasictest/myTestFlywheel/
schemaVersion=1/20220801T014326Z/datasets/train-dataset/20220801T194844Z", 
      "Description": "Good Dataset", 
      "Status": "COMPLETED", 
      "NumberOfDocuments": 90, 
      "CreationTime": 1659383324.297 
  }
}     

フライホイールの反復
フライホイールは、新しいモデルバージョンの作成と管理に役立ちます。

トピック
• イテレーションワークフロー (p. 216)
• イテレーションの管理 (コンソール) (p. 216)
• イテレーションの管理 (API) (p. 217)
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イテレーションワークフロー
フライホイールは、トレーニングされたモデルバージョンから開始するか、初期データセットを使用して
モデルバージョンをトレーニングします。

時間が経つにつれて、新しいラベル付きデータを取得したら、新しいモデルバージョンをトレーニングし
てフライホイールモデルのパフォーマンスを向上させます。フライホイールを実行すると、新しいモデ
ルバージョンのトレーニングと評価を行う新しいイテレーションが作成されます。新しいモデルバージョ
ンのパフォーマンスが既存のアクティブなモデルバージョンよりも優れている場合は、新しいモデルバー
ジョンを昇格できます。

フライホイールの反復ワークフローには、次の手順が含まれます。

1. 新しいラベル付けされたデータのデータセットを作成します。
2. フライホイールを動かして新しいイテレーションを作成します。このイテレーションでは、以下の手順

に従って新しいモデルバージョンをトレーニングおよび評価します。
a. 新しいデータを使用してアクティブなモデルバージョンを評価します。
b. 新しいデータを使用して新しいモデルバージョンをトレーニングします。
c. 評価とトレーニングの結果をデータレイクに保存します。
d. 両方のモデルの F1 スコアを返します。

3. 反復が完了したら、既存のアクティブモデルと新しいモデルの F1 スコアを比較できます。
4. 新しいモデルバージョンのパフォーマンスが優れている場合は、それをアクティブなモデルバージョン

に昇格させます。コンソールまたは (p. 216) API (p. 216) を使用して、新しいモデルバージョンをプ
ロモートできます。

イテレーションの管理 (コンソール)
コンソールを使用して新しいイテレーションを開始し、進行中のイテレーションのステータスを問い合わ
せることができます。完了したイテレーションの結果を表示することもできます。

フライホイールのイテレーションを開始する (コンソール)
新しいイテレーションを開始する前に、1 つ以上の新しいトレーニングデータセットまたはテストデータ
セットを作成します。「データセットの設定 (p. 214)」を参照してください。

フライホイールのイテレーションを開始する (コンソール)

1. にサインインして Amazon Comprehend コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 左側のメニューで、[フライホイール] を選択します。
3. フライホイールテーブルから、フライホイールを選択します。
4. [フライホイールを実行] を選択します。

反復結果の分析 (コンソール)
フライホイール反復を実行すると、コンソールは Flywheel 反復テーブルに結果を表示します。

新モデルバージョンのプロモーション (コンソール)
コンソールのモデル詳細ページから、新しいモデルバージョンをアクティブなモデルバージョンに昇格で
きます。
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フライホイールモデルバージョンをアクティブモデルバージョン (コンソール) に昇格

1. にサインインして Amazon Comprehend コンソールを開きます。AWS Management Console
2. 左側のメニューで、[フライホイール] を選択します。
3. フライホイールテーブルから、フライホイールを選択します。
4. フライホイールの詳細ページの表から、Flywheelsのイテレーション表からプロモートするバージョン

を選択します。
5. [アクティブモデルにする] を選択します。

イテレーションの管理 (API)
Amazon Comprehend API を使用して新しいイテレーションを開始し、進行中のイテレーションのステー
タスを問い合わせることができます。完了したイテレーションの結果を表示することもできます。

フライホイールイテレーションを開始 (API)
Amazon Comprehend StartFlywheelIterationオペレーションを使用して、フライホイールのイテレーショ
ンを開始します。

aws comprehend start-flywheel-iteration \ 
    --flywheel-arn  "flywheelArn"    

レスポンスには、次のコンテンツが含まれます。

{ 
  "FlywheelIterationArn": "arn:aws::comprehend:aws-region:111122223333:flywheel/name"
}      

新しいモデルバージョン (API) のプロモーション
UpdateFlywheelオペレーションを使用して、モデルバージョンをアクティブなモデルバージョンに昇格さ
せます。

UpdateFlywheelActiveModelArnパラメータを設定したリクエストを、新しいアクティブモデルバー
ジョンの ARN に送信します。

aws comprehend update-flywheel \ 
    --active-model-arn  "modelArn" \ 

レスポンスには、次のコンテンツが含まれます。

{ 
  "FlywheelArn": "arn:aws::comprehend:aws-region:111122223333:flywheel/name", 
  "ActiveModelArn": "modelArn"
}      

フライホイールの反復結果の説明 (API)
Amazon Comprehend DescribeFlywheelIterationオペレーションは、実行が完了した後のイテレーションに
関する情報を返します。

aws comprehend describe-flywheel-iteration \ 
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 --flywheel-arn "flywheelArn" \ 
 --flywheel-iteration-id  "flywheelIterationId" \ 
 --region aws-region 

レスポンスには、次のコンテンツが含まれます。

{ 
    "FlywheelIterationProperties": { 
        "FlywheelArn": "flywheelArn", 
        "FlywheelIterationId": "iterationId", 
        "CreationTime": <createdAt>, 
        "EndTime": <endedAt>, 
        "Status": <status>, 
        "Message": <message>, 
        "EvaluatedModelArn": "modelArn", 
        "EvaluatedModelMetrics": { 
            "AverageF1Score": <value>, 
            "AveragePrecision": <value>, 
            "AverageRecall": <value>, 
            "AverageAccuracy": <value> 
        }, 
        "TrainedModelArn": "modelArn", 
        "TrainedModelMetrics": { 
            "AverageF1Score": <value>, 
            "AveragePrecision": <value>, 
            "AverageRecall": <value>, 
            "AverageAccuracy": <value> 
        } 
    }
}

イテレーション履歴を取得 (API)
ListFlywheelIterationHistoryオペレーションを使用して、イテレーション履歴に関する情報を取得します。

aws comprehend list-flywheel-iteration-history \ 
 --flywheel-arn "flywheelArn"

レスポンスには、次のコンテンツが含まれます。

{ 
    "FlywheelIterationPropertiesList": [ 
        { 
            "FlywheelArn": "<flywheelArn>", 
            "FlywheelIterationId": "20220907T214613Z", 
            "CreationTime": 1662587173.224, 
            "EndTime": 1662592043.02, 
            "Status": "<status>", 
            "Message": "<message>", 
            "EvaluatedModelArn": "modelArn", 
            "EvaluatedModelMetrics": { 
                "AverageF1Score": 0.8333333333333333, 
                "AveragePrecision": 0.75, 
                "AverageRecall": 0.9375, 
                "AverageAccuracy": 0.8125 
            }, 
            "TrainedModelArn": "modelArn", 
            "TrainedModelMetrics": { 
                "AverageF1Score": 0.865497076023392, 
                "AveragePrecision": 0.7636363636363637, 
                "AverageRecall": 1.0, 
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                "AverageAccuracy": 0.84375 
            } 
        } 
    ]
} 
      

解析にフライホイールを使用する
フライホイールのアクティブモデルバージョンを使用して、カスタム分類やエンティティ認識の
ための解析を実行できます。アクティブなモデルバージョンは設定可能です。コンソールまたは
UpdateFlywheel (p. 216)API オペレーションを使用して、モデルの新しいバージョンをアクティブなモデ
ルバージョンに設定できます。

フライホイールを使用するには、解析タスクを設定するときに、カスタムモデル ARN の代わりにフライ
ホイール ARN を指定します。Amazon Comprehend は、フライホイールのアクティブなモデルバージョ
ンを使用して解析を実行します。

リアルタイム分析
エンドポイントを使用して、リアルタイム分析を実行します。エンドポイントを作成または更新するとき
に、モデル ARN の代わりにフライホイール ARN を使用して設定できます。リアルタイム解析を実行する
ときは、フライホイールに関連するエンドポイントを選択します。Amazon Comprehend は、アクティブ
なモデルバージョンのフライホイールを使用して分析を実行します。

UpdateFlywheelを使用してフライホイールに新しいアクティブモデルバージョンを設定すると、エンド
ポイントは自動的に更新され、新しいアクティブモデルバージョンの使用が開始されます。エンドポイ
ントを自動的に更新したくない場合は、モデルバージョンの ARN を直接使用するように (を使用して
UpdateEndpoint) エンドポイントを設定します。フライホイールのアクティブモデルバージョンが変更さ
れても、エンドポイントは引き続きこのモデルバージョンを使用します。

カスタム分類には、ClassifyDocumentAPI オペレーションを使用してください。カスタムエンティティ認
識には、DetectEntitiesAPI リクエストを使用してください。EndpointArnパラメータにフライホイールの終
点を指定します。

コンソールを使用して、カスタム分類やカスタムエンティティ認識のためのリアルタイム分析を実行する
こともできます (p. 172) (p. 132)。

非同期ジョブ
カスタム分類の場合は、StartDocumentClassificationJobAPI リクエストを使用して非同期ジョブを開始し
ます。FlywheelArnの代わりにパラメータを指定しますDocumentClassifierArn。

カスタムエンティティ認識には、StartEntitiesDetectionJobAPI リクエストを使用してくださ
い。FlywheelArnの代わりにパラメータを指定しますEntityRecognizerArn。

コンソールを使用して、カスタム分類またはカスタムエンティティ認識のための非同期分析ジョブを実行
できます (p. 179) (p. 141)。ジョブを作成したら、Recognizer モデルまたは Classifier モデルフィールドに
フライホイール ARN を入力します。
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Amazon Compre管理、管理、管理、
管理、管理

Amazon Comprehend では、エンドポイントを使用してカスタムモデルをリアルタイムで分類したり、エ
ンティティを検出したりできます。作成したエンドは、ビジネスニーズの変化に合わせて変更できます。
たとえば、エンドポイントの使用状況を監視し、auto 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1つのビュー
から管理でき、エンドポイントが不要になったら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。

• カスタム分類用のエンドポイントの作成 (p. 133)
• カスタムエンティティ検出用のエンドポイントの作成 (p. 172)

トピック
• Amazon Comprehend エンドポイントの概要 (p. 220)
• Amazon Comprehend エンドポイントの使用 (p. 221)
• Amazon Comprehend エンドポイントの監視 (p. 221)
• Amazon Comprehend エンドポイントエンドポイントを更新する (p. 224)
• AmazonTrusted Advisor Comprehend での使用 (p. 225)
• Amazon エンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエン

ド (p. 227)
• エンドポイントを使用したのスケール (p. 228)

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
イントの使用量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、表示するエン
ドポイント（すべて、カスタム分類エンドポイント、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、エンドポイントの作成、更新、および削除を実行できます。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、およびエンドポイントのステータスを確認できます。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、AWSビジネスSupportAWS またはエンタープライズSupport のお客様は、エンドポイント固有の
Trusted Advisorチェックにアクセスできます。詳細については、AmazonTrusted Advisor Comprehend で
の使用 (p. 225) を参照してください。チェックと説明の詳細なリストについては、Trusted Advisorのベ
ストプラクティスを参照してください。

エンドポイントの管理の詳細については、以下のトピックを参照してください。

• Amazon Comprehend エンドポイントの使用 (p. 221)
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• Amazon Comprehend エンドポイントの監視 (p. 221)
• Amazon Comprehend エンドポイントエンドポイントを更新する (p. 224)
• AmazonTrusted Advisor Comprehend での使用 (p. 225)
• Amazon エンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエン

ド (p. 227)

Important

リアルタイムの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。エンドポイントを使用しなくなったり、長期間使用
しない場合は、auto 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は、追加コストが発生しないようにエンドポイントを削除
できます。詳細については、「エンドポイントを使用したのスケール (p. 228)」を参照してくだ
さい。

Amazon Comprehend エンドポイントの使用
カスタムモデルを使用してリアルタイム分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、リアルタイム推論を行うために、カスタムモデルを使用できるようにする管理済みリソースが含まれ
ています。

Amazon Comprehend は、推論ユニット (IU) を使用してエンドポイントにスループットを割り当てま
す。IU は 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。

入力文書に半構造化文書または画像ファイルが含まれている場合、1 秒あたり 100 文字のスループット
は、入力ファイルから抽出された文字に相当します。エンドポイントにプロビジョニングする IU の数は、
入力ドキュメントの文字密度によって異なります。

ClassifyDocumentおよび DetectEntitiesAPI レスポンスには、入力の各ページの文字数が含まれます。この
情報を使用して、必要なスループットを達成するためにプロビジョニングする推論ユニットの数を見積も
ることができます。

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。エンドポイントはアクティブであ
る限り課金され続けるからです。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。

エンドポイントのコストの詳細については、「Amazon Comprehend 価格設定」を参照してください。

エンドポイントを作成したら、Amazon で監視したり CloudWatch、更新して推論単位を変更したり、
不要になったら削除したりできます。詳細については、「Amazon Comprehend エンドポイントの監
視 (p. 221)」を参照してください。

Amazon Comprehend エンドポイントの監視
要件によっては、エンドポイントを記述しているときに便利です。これは、エンドポイントの推論ユニッ
ト (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に、エンドポイントに IU を追加
したり、IU を減らしたりできます。1 つのエンドポイントに 1 ～ 10 個の IU を設定できます。

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 “エンドポイントの更
新” (p. 224)。
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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. 220)。

Amazon CloudWatch コンソールでそ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。

エンドポイントの使用状況を監視するには 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. 左側で [指標] を選択し、[すべての指標] を選択します。
3. 「すべての指標」で「理解」を選択します。

CloudWatch コンソールには指標のディメンションが表示されます。
4. EndpointArnディメンションを選択してください。

コンソールにはConsumedInferenceUnitsProvisionedInferenceUnits、InferenceUtilizationエンドポイン
トごとに、、が表示されます。

5. の [統計] 列を ConsumedInferenceUnits[合計] に設定します。
6. 新しい指標を作成し、その値をに設定しま

す60*ConsumedInferenceUnits。ConsumedInferenceUnitsProvisionedInferenceUnitsこの指標を
使用してと比較してください。

7. の [統計] 列を InferenceUtilization[合計] に設定します。
8. の [統計] 列を ProvisionedInferenceUnits[平均] に設定します。
9. すべての指標の「期間」列を「1 分」に変更します。
10. InferenceUtilization矢印を選択して選択し、別の Y 軸に移動します。

グラフを分析する準備ができました。
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CloudWatch メトリクスに基づいて、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 
Scaling を設定することもできます。エンドポイントでの auto Scaling の使用に関する詳細については、
「」を参照してくださいエンドポイントを使用したのスケール (p. 228)。

• ProvisionedInferenceUnits-この指標は、リクエストが行われた時点でプロビジョニングされた IU の平均
数を表します。
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• 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、「」を記述しているときに便利です。この指標の値は、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って計算されます。

• InferenceUtilization-これはリクエストごとに出力されます。この値は、ConsumedInferenceUnitsで定義
されている消費済みIUをで割り、ProvisionedInferenceUnits100点満点中のパーセンテージに換算して計
算されます。

Note

すべてのメトリックは、リクエストが成功した場合にのみ出力されます。リクエストがスロット
リングされた場合や、内部サーバーエラーまたはカスタマーエラーで失敗したリクエストからの
ものである場合、指標は表示されません。

Amazon Comprehend エンドポイントエンドポイン
トを更新する

多くの場合、エンドポイントの作成後に必要なスループットのレベルが変わったり、最初に予想したニー
ズが変わったりします。このような場合は、エンドポイントを更新してスループットを上げたり下げたり
する必要があるかもしれません。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。各推論ユニットは、1 秒あたり最大 2 件のドキュメントに対して 100 文字/秒の
スループットを実現します。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した
い場合もあります。エンドポイントを編集するときに、エンドポイント用に別のバージョンのモデルを選
択できます。

また、エンドポイントにタグを追加して整理しておくと便利です。これは、エンドポイントを更新する際
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、「 リソースのタグ付け (p. 234)

エンドポイントを更新するには (コンソール)

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

2. 左側のメニューから、[エンドポイントを選択します。
3. [Calendter] 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てリンクをたどりま

す。[詳細ページが表示されます。
4. モデル詳細ページから、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. エンドポイントのエンドポイントチェックボックスを選択します。エンドポイントテーブルの右上に

あるアクションアイコンを選択します。
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. エンドポイントをプロビジョニングする推論ユニットの数を編集するには、[編集] を選択します。
9. エンドポイントに割り当てる推論ユニットの数を入力します。各ユニットは 1 秒あたり 100 文字の

スループットを表します。エンドポイントごとに最大 10 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、運用時間とスループット (推論ユニットの数に基づく) 
に基づいています。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、「Amazon Comprehend の料金を参照してください。

10. [エンドポイントの編集] を選択します。[エンドポイントの詳細ページが表示されます。

224

https://console.aws.amazon.com/comprehend/
https://console.aws.amazon.com/comprehend/
http://aws.amazon.com/comprehend/pricing


Amazon Comprehend デベロッパーガイド
Trusted Advisor を使用する

11. ページの上部にあるパンくずリストから、ページの上部にあるパンくずリストからを選択してエンド
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、エンドポイントリス
トに移動し、エンドポイントの横に [更新中] が表示されていることを確認します。更新が完了する
と、「準備完了」と表示されます。

次の例は、AWS CLI UpdateEndpointでの操作の使用を示しています。

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 の HTTP 本文が空の HTTP 本文を持つ HTTP 本文
を持つ HTTP 本文を持つ HTTP 本文を返します。

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に移動します。

13. 変更するエンドポイントを選択し、[編集] を選択します。
14. エンドポイント設定ページの [分類モデルの選択] または [エンドポイントに応じた認識モデルの選択] 

で、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. [バージョンの選択] で、目的の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. [エンドポイントの編集] を選択して保存します。

AmazonTrusted Advisor Comprehend での使用
AWS Trusted Advisorはリソースをプロビジョニングするのに役立ちますAWS

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 を使用してすべてのTrusted Advisorチェックにアクセスすることもできます。

Amazon Comprehend では、お客様が実行可能な推奨事項を提供することで、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、Trusted Advisor以下の
チェックをサポートしています。

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 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、スループット
セ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
用されていないエンドポイントについては、アプリケーションの自動スケーリングを使用してリソースの
スケーリングポリシーを定義することをお勧めします。過去 30 日間使用されておらず、auto 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すすめしま
す。これらのチェック結果は毎日 1 回自動的に更新され、CostOptimizationTrusted Advisorコンソールの
カテゴリで確認できます。

すべてのエンドポイントの使用状況とそれに対応する推奨事項を確認するには

1. AWS Management Console にサインインして、Trusted Advisor コンソールを開きます。
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2. CostOptimizationナビゲーションページが表示されます。
3. カテゴリが表示されます。

• [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. 「使用率の低いエンドポイントを Amazon Comprehend する」を選択すると、チェックの説明と以下
の詳細が表示されます。

• 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、推奨事項に基づいて各エンドポイントの状態を一覧表

示する表です。
5. リソーステーブルで、「過去 30 日間未使用」という警告が原因で「調査推奨」のフラグがエンドポ

イントに付けられている場合は、Amazon Comprehend コンソールのエンドポイント詳細ページに移
動できます。
• このエンドポイントを今後使用しない場合は、[削除] を選択します。
• [削除] をもう一度選択して、削除を確定します。[] ページが表示されますが表示されますが表示

されますが表示されますが表示されますが表示されますが表示されますが表示されますページが
表示されますが表示されますが表示されますが表示されますが表示されます 削除したエンドポイ
ントの横に「削除中」と表示されていることを確認します。削除すると、エンドポイントはエン
ドポイントリストから削除されます。

6. Trusted Advisorコンソールのリソーステーブルで、エンドポイントが過去 15 日間使用されていない
ために「調査推奨」ステータスのフラグが立てられ、 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減らしたい場合は、[編集] をクリックしま

す。エンドポイントに割り当てる推論ユニットの最新数を入力し、チェックボックスを選択して
確認し、[Edit Endpoint] を選択します。 更新が完了すると、ステータスは「準備完了」と表示さ
れます。

• スループット設定を手動で調整する代わりに、エンドポイントに自動的にエンドポイントプロビ
ジョニングを設定したい場合は、アプリケーション自動スケーリングを使用することをお勧めし
ます。

7. Trusted Advisorコンソールの Resource テーブルで、Used Active の理由によりエンドポイントに「問
題なし」ステータスのフラグが付けられている場合は、そのエンドポイントがリアルタイムの推論リ
クエストの実行に積極的に利用されていることを意味し、推奨される処置はありません。

CostOptimization Trusted Advisorコンソールのカテゴリビューを表示する例を次に示します。

Amazon エンドポイントのアクセスリスクを理解
Amazon Comprehend エンドポイントのアクセス許可を評価します。AWS Key Management ServiceAWS 
KMSカスタマーマネージドキーが無効になっている場合、または、Amazon Comprehend の付与されたア
クセス許可を変更するようにキーポリシーが変更された場合、エンドポイントの可用性が影響を受ける可
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能性があります。[] ページが表示されます キーポリシーが変更された場合、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、Trusted Advisorコンソールの Fault Tolerance カテゴリで確認できま
す。

Amazon ComprehendAWS KMS エンドポイントの主要なステータスを確認するには

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. FaultToleranceナビゲーションページが表示されます。
3. カテゴリが表示されます。

• [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。
• [Trusted Advisor] ページが表示されます。
• [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。
• [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 エンドポイントアクセスリスクチェックを選択すると、チェックの説明と以下
の詳細が表示されます。

• 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:KMS で暗号化されたエンドポイントの詳細と、推奨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です。
5. リソーステーブルで、エンドポイントに Action Recommended ステータスのフラグが付いている場合

は、KMS KeyId 列のリンクを選択すると、AWS KMS対応するキーページにリダイレクトされます。
• AWS KMS無効になっているキーを有効にするには、「キーアクション」を選択し、「有効化」

を選択します。
• キーステータスが [有効] と表示されている場合は、[キーポリシー] セクションの [ポリシービュー

に切り替える] を選択してキーポリシーを更新します。キーポリシードキュメントを編集して 
Amazon Comprehend に必要な権限を付与し、[変更を保存] を選択します。

FaultTolerance Trusted Advisorコンソールのカテゴリビューの例を次に示します。

これらのチェックとその結果は、AWS Support APITrusted Advisor のセクションを参照して確認すること
もできます。

を使用してアラームを設定する方法の詳細については CloudWatch、「Trusted Advisorを使用したアラー
ムの作成」を参照してください CloudWatch。ベストプラクティスチェックの全セットについては、
「Trusted AdvisorAWS Trusted Advisorベストプラクティスチェックリスト」を参照してください。

Amazon エンドエンドエンドエンドエンドエンドエ
ンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンド

エンドポイントが不要になったら、コストが発生しないように削除する必要があります。エンドポイント
セクションから必要なときにいつでも簡単に別のエンドポイントを作成できます。
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エンドポイントを削除するには (コンソール)

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

2. 左側のメニューから、エンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエン
ドエンドエンドエンドエンド

3. エンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンド
エンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドポイントの削除 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. 削除エンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエ
ンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエンド エンドポイントテーブ
ルの右上にあるアクションアイコンを選択します。

5. [Delete] (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。エンドエンドエンドエンドエンドエンドエンドエン

ドエンドエンドエンドエンドページが表示されます。削除したエンドポイントの横に [削除中] が表示
されていることを確認します。削除すると、エンドポイントはエンドポイントリストから削除されま
す。

エンドポイントを削除するには (AWS CLI)

次の例は、AWS CLI DeleteEndpointでの操作の使用を示しています。

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 200 応答を返します。

エンドポイントを使用したのスケール
ドキュメント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 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。

auto 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節する方法は2つあ
ります。

• ターゲット追跡 (p. 228): 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の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. 231): auto Scaling を設定して、指定されたスケジュールで必要
なキャパシティ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 スケーリングはAWS Command Line Interface (AWS CLI) でのみ設定できます。Auto Scaling の詳細
については、「アプリケーションの Auto Scaling とは?」を参照してください。

ターゲット追跡
ターゲットを追跡すると、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
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パーセンテージ内になるように自動的に調整されます。ターゲットトラッキングを使用すると、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量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

以下の例は、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トラッキ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
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
プロビジョニングの調整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キャパシティのauto スケーリングを制御するメトリックを定義します。

ターゲットの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します。以下の例では、最小容量が 1 推論ユニット、最大容量が 2 
推論ユニットで、エンドポイントのプロビジョニングを調整するためのスケーラブルなターゲットを
登録しています。

文書分類エンドポイントには、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-classifier-
endpoint/name \ 
    --scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits 
 \ 
    --min-capacity 1 \ 
    --max-capacity 2 
   

エンティティ認識エンドポイントには、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. スケーラブルなターゲットの登録を確認するには、以下の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、config.jsonその設定をというファイルに保
存します。以下は、使用容量が常にプロビジョニングされた容量の 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。

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

4. スケーリングを作成します。次の例では、config.jsonファイルに定義された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。

文書分類エンドポイントには、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-classifier-
endpoint/name \ 
    --scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits 
 \ 
    --policy-name TestPolicy \ 
    --policy-type TargetTrackingScaling \ 
    --target-tracking-scaling-policy-configuration file://config.json

エンティティ認識エンドポイントには、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

ターゲットの追跡の削除
エンドポイントのターゲットトラッキングを削除するには、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。

ターゲットの追跡を削除する

1. スケーリングを削除します。次の例では、指定されたスケーリングポリシーを削除します。

文書分類エンドポイントには、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:document-classifier-
endpoint/name \ 
    --scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits 
 \ 
    --policy-name TestPolicy \ 
         

エンティティ認識エンドポイントには、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 
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2. スケーラブルなターゲットを登録解除します。以下の例では、指定されたスケーラブルターゲットを
登録解除します。

文書分類エンドポイントには、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-classifier-
endpoint/name \ 
    --scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits  
   

エンティティ認識エンドポイントには、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、特定の時間帯の使用
量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。ドキュメント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。スケーリング
の詳細については、「Application Auto Scaling のスケール」を参照してください。

Note

以下の例は、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。

スケーリングを管理する
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
は、エンドポイントプロビジョニングの調整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プロビジョニングされたキャパシティの特定の時点でのauto スケーリングを
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します。以下の例では、最小容量が 1 推論ユニット、最大容量が 2 
推論ユニットで、エンドポイントのプロビジョニングを調整するためのスケーラブルなターゲットを
登録しています。

文書分類エンドポイントには、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-classifier-
endpoint/name \ 
    --scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits 
 \ 
    --min-capacity 1 \ 
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    --max-capacity 2   

エンティティ認識エンドポイントには、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. アクションを作成します。以下の例では、毎日 12:00 UTC に、最低 2 つの推論ユニットと最大 5 つの
推論ユニットで、プロビジョニングされた容量を自動的に調整するスケジュールアクションを作成し
ます。時系列表現とスケジュールされたスケーリングの詳細については、「スケジュール表式」を参
照してください。

文書分類エンドポイントには、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-classifier-
endpoint/name \ 
    --scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits 
 \ 
    --scheduled-action-name TestScheduledAction \ 
    --schedule "cron(0 12 * * ? *)" \ 
    --scalable-target-action MinCapacity=2,MaxCapacity=5   

エンティティ認識エンドポイントには、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 

スケーリングを削除する
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。

スケーリングを削除する

1. スケジュールアクションを削除します。次の例では、指定されたアクションを削除します。

文書分類エンドポイントには、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-classifier-
endpoint/name \ 
    --scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits 
 \ 
    --scheduled-action-name TestScheduledAction 
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エンティティ認識エンドポイントには、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。以下の例では、指定されたスケーラブルターゲットを
登録解除します。

文書分類エンドポイントには、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-classifier-
endpoint/name \ 
    --scalable-dimension comprehend:document-classifier-endpoint:DesiredInferenceUnits  
   
      

エンティティ認識エンドポイントには、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。分析ジョ
ブ、カスタム分類モデル、カスタムエンティティ認識モデル、およびエンドポイントにタグを使用できま
す。タグには主に 2 つの機能があります。リソースを整理することと、タグベースのアクセス制御を行う
ことです。

リソースをタグで整理するには、タグキー「Department」とタグ値「Sales」または「Legal」を追加でき
ます。その後、会社の法務部門に関連するリソースを検索して絞り込むことができます。

タグベースのアクセス制御を提供するには、タグに基づく権限を含む IAM ポリシーを作成します。
ポリシーは、リクエストで提供されたタグ (リクエストタグ) または呼び出すリソースに関連するタグ 
(resource-tags) に基づいて操作を許可または禁止できます。IAM でのタグの使用の詳細については、IAM
ユーザーガイドの「タグを使ったアクセス制御」を参照してください。

Amazon Comprehend でタグを使用する際の考慮事項:

• リソースごとに最大 50 個のタグを追加できます。タグはリソースの作成時に追加することも、遡って
追加することもできます。

• タグキーは必須フィールドですが、タグ値はオプションです。
• 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設定するこ

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。
• タグキーには最大 127 文字、タグ値には最大 255 文字まで使用できます。
• 'aws:'AWS プレフィックスは専用で、キーがで始まるタグを追加、編集、削除することはできませ

んaws:。これらのタグは、 tags-per-resource 制限にはカウントされません。

Note

AWS複数のサービス間およびリソース間でタグ付けスキーマを使用する場合、他のサービスでは
許可される文字が制限される可能性がある点にご注意ください。

トピック
• 新しいリソースに新規新しいリソースに新規新しいリソースに (p. 234)
• リソースに関連付けられているタグの表示、編集、削除 (p. 235)

新しいリソースに新規新しいリソースに新規新しい
リソースに

分析ジョブ、カスタム分類モデル、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にタグを追
加できます。

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

2. 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、またはカスタムエ
ンティティ認識) を選択します。

234

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_tags.html
https://console.aws.amazon.com/comprehend/
https://console.aws.amazon.com/comprehend/


Amazon Comprehend デベロッパーガイド
タグの表示、編集、削除

3. [ジョブを作成] (または [新しいモデルを作成]) をクリックします。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、「タグ- オプション」ボックスが表示されま
す。

タグキーおよびタグ値 (オプション) を入力します。[タグを追加] を選択して、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。ただし、すべてのリ
ソースに一意である必要がありますので、ご注意ください。

4. リソースの作成を続行するには、[ジョブの作成] または [ジョブの作成] ボタンを選択します。

また、AWS CLIを使用しても追加できます。この例は、start-entities-detection-jobコマンドを使用してタグ
を追加する方法を示しています。

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ているタグの表示、編集、
削除

分析ジョブ、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に関連するタグを表示できま
す。

1. AWS Management Consoleにサインインし、Amazon Comprehend コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/comprehend/) を開きます。
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2. 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
はカスタムエンティティ認識) 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。

3. タグを表示、変更、または削除したいファイル (またはモデル) の名前をクリックします。これによ
り、そのファイル (またはモデル) 詳細ページに移動します。[タグ] ボックスが表示されるまで下にス
クロールします。ここには、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。

[タグを管理] を選択して、リソースからタグを編集または削除します。
4. 変更するテキストをクリックし、タグを編集します。[タグを削除] を選択してタグを削除することも

できます。新しいタグを追加するには、[タグを追加] を選択し、空白のフィールドに目的のテキスト
を入力します。

タグの変更が完了したら、[保存] を選択します。

236



Amazon Comprehend デベロッパーガイド
データ保護

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 の顧客は、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 と顧客の間の責任共有です。http://aws.amazon.com/compliance/shared-
responsibility-model/、これをクラウドのセキュリティとクラウドのセキュリティと表現しています。

• クラウドのセキュリティ – AWS が 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
を保護する責任を担います。AWS は、ユーザーがセキュアに使用できるサービスも提供します。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、コンプライアンスプログラムによるAWSを参照してください。

• 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。以下のトピックでは、セキュリティと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 のリソースを保護するた
めに役立つAWS他のサービスを使用する方法について説明します。

トピック
• Amazon でのデータ保護を理解 (p. 237)
• Amazon Comprehend のための Identity and Access Management (p. 247)
• での Amazon Comprehend API コールのログ記録AWS CloudTrail (p. 269)
• Amazon Comprehend のコンプライアンス検証 (p. 278)
• Amazon の耐障害性の耐障害性のの耐障害性の (p. 278)
• Amazon Comprehend でのインフラストラクチャセキュリティ (p. 279)

Amazon でのデータ保護を理解
AWShttp://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/ Amazon Comprehend 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。顧客は、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 のセキュリティ構成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 IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
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アク
セス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 が必要で、TLS 1.3 をお勧めします。
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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 のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に

保存されている機密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。利用可能な 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。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィー
ルドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、またはAWS SDKAWS のサービ
ス を使用して Amazon Comprehend またはその他のを使用する場合も同様です。AWS CLI名前に使用す
る自由記述のテキストフィールドやタグ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 Mkey Mkey (AMS AMS Mkey) (p. 238)
• サービス間の混乱した代理の防止 (p. 240)
• Amazon Virtual Private Cloud を使って仕事を保護する  (p. 242)
• Amazon Comprehend VPC エンドポイントの理解とインターフェイス (AWS PrivateLink) (p. 245)

Amazon Comprehend Mkey Mkey (AMS AMS Mkey)
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、すでに文字起こし済みのジョブを作成する際に、入力文書Amazon 
Comprehend 暗号化することができます。AWS KMSとの統合により、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、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。

の場合AWS Management Console、Amazon Comprehend は独自の KMS キーでカスタムモデルを暗号
化します。の場合AWS CLI、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) を使用してカスタムモデルを暗号化できます。

を使用した KMS 暗号化AWS Management Console

コンソールを使用する場合、次の 2 つの暗号化オプションを使用できます。

• 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. [Job 設定] で、[Job 暗号化] オプションを選択します。
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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。現在アカウントのキーを使用する場合は、KMS key (AMS Key (AMS Key (AMS Key 
(AMS アカウントのキー)] から [Key (AMS Key (AMS Key (AMS 別のアカウントのkey (ARN)

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」オプションを選択します。

2. 顧客管理キー (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。現在アカウントのキーを使用する場合は、KMS key (AMS アカウントのキー)] から [MS Key 
(AMS Key (AMS アカウントのキー)] から [Key (AMS Key (AMS 別のアカウントのkey (ARN)

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、これによりセ
キュリティを強化できます。ただし、これを行う場合、使用する IAM ロールには、入力ドキュメントを暗
号化するための KMSkms:Decrypt キーに対する権限が必要です。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. 261)」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 ComprehendStart* とCreate* API のオペレーションはすべて KMS で暗号化された入力ド
キュメントをサポートしています。 Describe*OutputDataConfigKmsKeyId元のジョブが入力として
提供されていた場合、List* API オペレーションはKmsKeyId in を返します。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、StartEntitiesDetectionJobオペレーションを使用した次のAWS CLI の例で確認できます。

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 操作による顧客管理キー (CMK) 暗号化

Amazon Comprehend カスタムモデル API オペレーショ
ンCreateEntityRecognizerCreateDocumentClassifier、、CreateEndpoint、は、によるカス
タマー管理キーによる暗号化をサポートしていますAWS CLI。
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プリンシパルによるカスタマー管理キー (AMM Mkey (AMM Mkey (AMM Mkey (AMM Mkey (AMM Mkey 
(AMM Mkey これらのキーは、Resourceポリシーステートメントの要素で指定されます。ベストプラク
ティスとして、お客様が管理するキーは、プリンシパルがポリシーステートメントで使用しなければなら
ないキーのみに制限してください。

次のAWS CLI 例では、CreateEntityRecognizerオペレーションを使用してモデルを暗号化したカスタムエ
ンティティ認識機能を作成します。

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
を防ぐために AWS では、顧客のすべてのサービスのデータを保護するのに役立つツールを提供していま
す。これには、アカウント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を使用します。

リソースポリシーで、aws:SourceArnaws:SourceAccountおよびのグローバル条件コンテキストキー
を使用して、Amazon Comprehend がリソースに対して別のサービスに許可するときにアクセス許可を制
限することをお勧めします。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
以下の例では、Amazon Comprehendaws:SourceAccount でグローバル条件コンテキストキーを使用す
る方法を説明します。

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

暗号化モデルのエンドポイントの信頼ポリシー
暗号化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。aws:SourceAccount値をアカウント ID に設定します。ArnEquals条件を使用する場合
は、aws:SourceArn値をエンドポイントの ARN に設定します。

{ 
 "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-endpoint/endpoint-name" 
            } 
        } 
    } 
  ]
}    

カスタムモデルを作成する
ポリシーを作成し、カスタムモデルを作成する必要があります。aws:SourceAccount値をアカウント ID 
に設定します。ArnEquals条件を使用する場合は、aws:SourceArn値をカスタムモデルバージョンの 
ARN に設定します。

{ 
 "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/version-
name" 
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              } 
          } 
      } 
  ]
}    

Amazon Virtual Private Cloud を使って仕事を保護する
Amazon Comprehend では、さまざまなセキュリティ対策を講じて、Amazon Comprehend が使用してい
る間、ジョブコンテナに保存されるお客様のデータの安全性を確保しています。ただし、AWSジョブコン
テナは、データやモデルアーティファクトを保存する Amazon S3 バケットなど) 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) を作成して設定し、インター
ネット経由でデータやコンテナにアクセスできないようにすることをお勧めします。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 を使うと、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 を使うと、VPC を使うと、VPC フローログを使っ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モニタリング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、ジョブを作成するときに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 内
のセキュリティグループに関連付けられている EElastic Network Interface (ENI) を作成します。ENI を使
うと、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、Amazon VPC ユー
ザーガイドの「エラスティックネットワークインターフェイス」を参照してください。

Note

ジョブの場合、インスタンスが共有ハードウェアで実行されます。VPC 用のテナンシー属性の詳
細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「ハードウェア専有インス
タンス」を参照してください。

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、該当する APIVpcConfig のリクエストパ
ラメータを使用するか、Amazon Comprehend VPC コンソールでジョブを作成するときにこの情報を指
定します。Amazon S3 VPC エンドポイントは ENI を作成して作成し、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 APIVpcConfig にはリクエストパラメータが含まれています。

• Create*API: CreateDocumentClassifier, CreateEntityRecognizer
• Start*API: StartDocumentClassificationJob、 StartDominantLanguageDetectionJob、
StartEntitiesDetectionJob StartKeyPhrasesDetectionJob、
StartSentimentDetectionJob、 StartTargetedSentimentDetectionJob、
StartTopicsDetectionJob

次の例では、API VpcConfig コールに含めるパラメータの例です。

"VpcConfig": {  
      "SecurityGroupIds": [ 
          " sg-0123456789abcdef0" 
          ], 
      "Subnets": [ 
          "subnet-0123456789abcdef0", 
          "subnet-0123456789abcdef1", 
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          "subnet-0123456789abcdef2" 
          ] 
      }

Amazon Comprehend コンソールから VPC を設定するには、ジョブの作成時にオプションの VPC 設定セ
クションから設定の詳細を選択します。

Amazon Comprehend ジョブ用に VPC を設定する
Amazon S3 VPC を設定する場合、次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にプライベート 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。また、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を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てください。

{ 
    "Version": "2008-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": "*", 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject", 
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                "s3:PutObject", 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetBucketLocation", 
                "s3:DeleteObject", 
                "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、ジョブ内のデータ
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。

デフォルトの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
らジョブコンテナにパッケージを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/*"  
              ]  
         }  
    ]  
}

の権限DataAccessRole

分析ジョブで VPC を使用する場合、DataAccessRoleCreate*Start*およびオペレーションに使用さ
れるユーザーには、入力ドキュメントと出力バケットにアクセスする VPC に対する権限も必要です。
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次のポリシーは、Create*Start*および操作に必要なユーザーへのアクセスを提供しま
す。DataAccessRole

{ 
    "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を設定する

分散ジョブの場合は、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、Amazon VPC ユーザーガイドの「セキュリティグループルール」
を参照してください。

VPC 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 を設定すると、その VPC を使用するジョブは VPC 外部
のリソースにアクセスできなくなります。ジョブが VPC 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提供してください。

• ジョブがインターフェイス VPCAWS エンドポイントをサポートする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 エンドポイントの作成については、Amazon VPC 
ユーザーガイドの「インターフェイス VPC エンドポイント (AWS PrivateLink)」を参照してください。

• ジョブがインターフェイス VPCAWS エンドポイントをサポートしていないサービスや外部のリソー
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AWS、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 用の NAT ゲートウェイのセットアップについて
は、Amazon VPC ユーザーガイドの「シナリオ VPC エンドポイントとプライベートサブネットを使用
する VPC (NAT)」を参照してください。

Amazon Comprehend VPC エンドポイントの理解とイ
ンターフェイス (AWS PrivateLink)
インターフェイス VPC エンドポイントを作成すると、VPC と Amazon Comprehend との間にプライベー
トな接続を作成することができます。インターフェイスエンドポイントはテクノロジーを利用しています
のでAWS PrivateLink、Amazon Comprehend API にプライベートにアクセスできますので、インターネッ
トゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、AWS Direct Connect 接続のいずれも必要としません。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 との間のトラフィックは、Amazon ネットワークを離れません。
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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。

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 VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink)」を参照してください。

Amazon Comprehend VPC エンドポイントに関する考慮事項
Amazon Comprehend 用の VPC エンドポイントを設定する前に、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プロパティと制限」を確認してください。

Amazon Comprehend エンドポイントは、リージョンのすべてのアベイラビリティゾーンで利用できるわ
けではありません。エンドポイントを作成すると、次のコマンドを使用してアベイラビリティゾーンを一
覧表示します。

aws ec2 describe-vpc-endpoint-services \ 
  --service-names com.amazonaws.us-west-2.comprehend 

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) を使用できます。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 の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.us-
east-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を介したサービスへの
アクセスを参照してください。

Amazon Comprehend 用の VPC エンドポイントポリシーの作成
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 アクションの VPC エンドポイントポリシー

Amazon Comprehend API 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、すべてのリソースのすべてのプリンシパルに Amazon 
ComprehendDetectEntities アクションへのアクセスを許可します。
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{ 
   "Statement":[ 
      { 
         "Principal":"*", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "comprehend:DetectEntities" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

Amazon Comprehend のための Identity and Access 
Management

AWS Identity and Access Management (IAM) は、管理者が AWS リソースへのアクセスを安全に制御
するために役立つ AWS のサービス です。IAM 管理者は、誰を認証 (サインイン) し、誰に Amazon 
Comprehend リソースの使用を承認する (アクセス許可を付与する) かを制御します。IAM は、追加費用な
しで使用できる AWS のサービス です。

トピック
• 対象者 (p. 247)
• アイデンティティを使用した認証 (p. 248)
• ポリシーを使用したアクセスの管理 (p. 250)
• Amazon Comprehend で IAM を使用する方法 (p. 252)
• Amazon Comprehend の ID ベースのポリシー例 (p. 257)
• AWSAmazon 管理ポリシーを理解する (p. 265)
• Amazon Comprehend のアイデンティティとアクセスに関するトラブルシューティング (p. 268)

対象者
AWS Identity and Access Management(IAM) の使用方法は、Amazon Comprehend で行う作業に応じて異
なります。

サービスユーザー — 業務を行うために Amazon Comprehend サービスを使用する場合は、管理者から必
要な認証情報と許可が提供されます。業務のために使用する Amazon Comprehend 機能が増えるにつれ
て、追加のアクセス許可が必要になることがあります。アクセスの管理方法を理解しておくと、管理者
に適切な許可をリクエストするうえで役立ちます。Amazon Comprehend の機能にアクセスできない場
合は、「」を参照してくださいAmazon Comprehend のアイデンティティとアクセスに関するトラブル
シューティング (p. 268)。

サービス管理者 — 社内の Amazon Comprehend リソースを担当している場合は、通常、Amazon 
Comprehend へのフルアクセスがあります。サービスのユーザーがどの Amazon Comprehend 機能やリ
ソースにアクセスするかを決めるのは管理者の仕事です。その後、IAM 管理者にリクエストを送信して、
サービスユーザーの許可を変更する必要があります。このページの情報を確認して、IAM の基本概念を理
解してください。会社で Amazon Comprehend と IAM を併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 IAM を使用する方法 (p. 252)。

IAM 管理者 — IAM 管理者、Amazon Comprehend へのアクセスを管理するポリシーの作成方法の詳細
について確認する場合があります。IAM で使用可能な、Amazon Comprehend アイデンティティベース
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のポリシーの例を表示するには、「」を参照してくださいAmazon Comprehend の ID ベースのポリシー
例 (p. 257)。

アイデンティティを使用した認証
認証とは、アイデンティティ認証情報を使用して AWS にサインインする方法です。ユーザーは、AWS ア
カウントのルートユーザー として、または IAM ロールを引き受けることによって、認証済み (AWS にサ
インイン済み) である必要があります。

ID ソースから提供された認証情報を使用して、フェデレーティッドアイデンティティとして AWS にサイ
ンインできます。 AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)フェデレーティッドアイデ
ンティティの例としては、(IAM Identity Center) ユーザー、会社のシングルサインオン認証、Google また
は Facebook の認証情報などがあります。フェデレーティッドアイデンティティとしてサインインする場
合、IAM ロールを使用して、前もって管理者により ID フェデレーションが設定されています。フェデレー
ションを使用して AWS にアクセスする場合、間接的にロールを引き受けることになります。

ユーザーのタイプに応じて、AWS Management Console または AWS アクセスポータルにサインインでき
ます。AWS へのサインインの詳細については、AWS サインイン ユーザーガイドの「AWS アカウント に
サインインする方法」を参照してください。

プログラムを使用して AWS にアクセスする場合、AWS は software development kit (SDK) とコマンドラ
インインターフェイス (CLI) を提供して、認証情報を使用しリクエストに暗号で署名します。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。自分でリクエストに署名するための
推奨される方法については、「AWS 全般のリファレンス」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。

使用する認証方法を問わず、セキュリティ情報の提供を追加でリクエストされる場合もあります。例え
ば、AWS は、アカウントのセキュリティを強化するために多要素認証 (MFA) を使用することをお勧め
します。詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユーザーガイ
ド」の「Multi-factor authentication」(多要素認証) および「IAM ユーザーガイド」の「AWS での多要素認
証 (MFA) の使用」を参照してください。

AWS アカウント ルートユーザー
AWS アカウント を作成する場合は、このアカウントのすべての AWS のサービス とリソースに対して
完全なアクセス権を持つ 1 つのサインインアイデンティティから始めます。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、「AWS 
Account Management 全般のリファレンスガイド」の「ルートユーザー認証情報が必要なタスク」を参照
してください。

フェデレーティッド ID
ベストプラクティスとして、管理者アクセスを必要とするユーザーを含む人間のユーザーに対し、ID プロ
バイダーとのフェデレーションを使用して、一時的な認証情報の使用により、AWS のサービス にアクセ
スすることを要求します。

フェデレーティッド ID は、エンタープライズユーザーディレクトリ、ウェブ ID プロバイダー、AWS 
Directory Service、Identity Center ディレクトリのユーザーか、または ID ソースから提供された認証情報
を使用して AWS のサービス にアクセスするユーザーです。フェデレーティッド ID が AWS アカウント 
にアクセスすると、ロールが継承され、ロールは一時的な認証情報を提供します。

アクセスを一元管理する場合は、AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) を使用す
ることをお勧めします。IAM Identity Center でユーザーとグループを作成するか、すべての AWS アカウ
ント とアプリケーションで使用するために、独自の ID ソースで一連のユーザーとグループに接続して同
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期することもできます。IAM Identity Center の詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「What is IAM Identity Center?」(IAM Identity Center とは) を参
照してください。

IAM ユーザーとグループ
IAM ユーザーは、1 人のユーザーまたは 1 つのアプリケーションに対して特定の許可を持つ AWS アカ
ウント 内のアイデンティティです。可能であれば、パスワードやアクセスキーなどの長期的な認証情報
を保有する IAM ユーザーを作成する代わりに、一時的な認証情報を使用することをお勧めします。ただ
し、IAM ユーザーとの長期的な認証情報が必要な特定のユースケースがある場合は、アクセスキーをロー
テーションすることをお勧めします。詳細については、IAM ユーザーガイドの「長期的な認証情報を必要
とするユースケースのためにアクセスキーを定期的にローテーションする」を参照してください。

IAM グループは、IAM ユーザーの集団を指定するアイデンティティです。グループとしてサインイン
することはできません。グループを使用して、複数のユーザーに対して一度に許可を指定できます。
多数のユーザーグループがある場合、グループを使用することで許可の管理が容易になります。例え
ば、IAMAdmins という名前のグループを設定して、そのグループに IAM リソースを管理する許可を与え
ることができます。

ユーザーは、ロールとは異なります。ユーザーは 1 人の人または 1 つのアプリケーションに一意に関連
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。ユーザーには
永続的な長期の認証情報がありますが、ロールでは一時的な認証情報が提供されます。詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユーザー (ロールではなく) の作成が適している場合」を参照してくださ
い。

IAM ロール
IAM ロールは、特定の許可を持つ、AWS アカウント 内のアイデンティティです。これは IAM ユーザーに
似ていますが、特定のユーザーには関連付けられていません。ロールを切り替えることによって、AWS 
Management Console で IAM ロールを一時的に引き受けることができます。ロールを引き受けるに
は、AWS CLI または AWS API オペレーションを呼び出すか、カスタム URL を使用します。ロールを使
用する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールの使用」を参照してください。

IAM ロールと一時的な認証情報は、次の状況で役立ちます。

• フェデレーティッドユーザーアクセス – フェデレーティッドアイデンティティに許可を割り当てるに
は、ロールを作成してそのロールの許可を定義します。フェデレーティッドアイデンティティが認証
されると、そのアイデンティティはロールに関連付けられ、ロールで定義されている許可が付与されま
す。フェデレーションの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「Creating a role for a third-party 
Identity Provider」(サードパーティーアイデンティティプロバイダー向けロールの作成) を参照してく
ださい。IAM アイデンティティセンターを使用する場合、許可セットを設定します。アイデンティティ
が認証後にアクセスできるものを制御するため、IAM Identity Center は、アクセス許可セットを IAM の
ロールに関連付けます。アクセス許可セットの詳細については、「AWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On) ユーザーガイド」の「アクセス許可セット」を参照してください。

• 一時的な IAM ユーザー許可 - IAM ユーザーまたはロールは、特定のタスクに対して複数の異なる許可を
一時的に IAM ロールで引き受けることができます。

• クロスアカウントアクセス - IAM ロールを使用して、自分のアカウントのリソースにアクセスすること
を、別のアカウントの人物 (信頼済みプリンシパル) に許可できます。クロスアカウントアクセスを許可
する主な方法は、ロールを使用することです。ただし、一部の AWS のサービス では、(ロールをプロキ
シとして使用する代わりに) リソースにポリシーを直接添付できます。クロスアカウントアクセスにお
けるロールとリソースベースのポリシーの違いについては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールと
リソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

• クロスサービスアクセス - 一部の AWS のサービス では、他の AWS のサービス の機能を使用します。
例えば、サービスで呼び出しを行うと、通常そのサービスによって Amazon EC2 でアプリケーションが
実行されたり、Amazon S3 にオブジェクトが保存されたりします。サービスでは、呼び出し元プリンシ
パルの許可、サービスロール、またはサービスにリンクされたロールを使用してこれを行う場合があり
ます。
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• プリンシパル許可 - IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行する場合、その
ユーザーはプリンシパルと見なされます。ポリシーによって、プリンシパルに許可が付与されます。
一部のサービスを使用する際に、アクションを実行することで、別のサービスの別のアクションが
トリガーされることがあります。この場合、両方のアクションを実行するための許可が必要です。ア
クションがポリシーで追加の依存アクションを必要とするかどうかを確認するには、サービス認証リ
ファレンスの「Amazon Comprehend のアクション、リソース、および条件キー」を参照してくださ
い。

• サービスロール - 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 にアクセス許可を委任するロールの作成」を参照して
ください。

• サービスにリンクされたロール - サービスにリンクされたロールは、AWS のサービス にリンクされ
たサービスロールの一種です。サービスは、ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き
受けることができます。サービスにリンクされたロールは、AWS アカウント に表示され、サービス
によって所有されます。IAM 管理者は、サービスにリンクされたロールの許可を表示できますが、編
集することはできません。

• 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 要求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。

IAM ロールと IAM ユーザーのどちらを使用するかについては、「IAM ユーザーガイド」の「(IAM ユー
ザーではなく) IAM ロールをいつ作成したら良いのか?」を参照してください。

ポリシーを使用したアクセスの管理
AWS でアクセスをコントロールするには、ポリシーを作成して AWS アイデンティティまたはリソースに
アタッチします。ポリシーは AWS のオブジェクトであり、アイデンティティやリソースに関連付けて、
これらのアクセス許可を定義します。AWS は、プリンシパル (ユーザー、ルートユーザー、またはロー
ルセッション) がリクエストを行うと、これらのポリシーを評価します。ポリシーでの許可により、リク
エストが許可されるか拒否されるかが決まります。大半のポリシーは JSON ドキュメントとして AWS に
保存されます。JSON ポリシードキュメントの構造と内容の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の
「JSON ポリシー概要」を参照してください。

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、誰が何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どのプ
リンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

デフォルトでは、ユーザーやロールにアクセス許可はありません。IAM 管理者は、リソースで必要なアク
ションを実行するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理
者はロールに IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

IAM ポリシーは、オペレーションの実行方法を問わず、アクションの許可を定義します。例え
ば、iam:GetRole アクションを許可するポリシーがあるとします。このポリシーがあるユーザー
は、AWS Management Console、AWS CLI、または AWS API からロールの情報を取得できます。

アイデンティティベースのポリシー
アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーのグループ、ロールなど、アイデンティ
ティに添付できる JSON 許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが実行
できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成する
方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ポリシーの作成」を参照してください。
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アイデンティティベースのポリシーは、さらにインラインポリシーまたはマネージドポリシーに分類でき
ます。インラインポリシーは、単一のユーザー、グループ、またはロールに直接埋め込まれます。マネー
ジドポリシーは、AWS アカウント 内の複数のユーザー、グループ、およびロールに添付できるスタンド
アロンポリシーです。マネージドポリシーには、AWS マネージドポリシーとカスタマーマネージドポリ
シーがあります。マネージドポリシーまたはインラインポリシーのいずれかを選択する方法については、
「IAM ユーザーガイド」の「マネージドポリシーとインラインポリシーの比較」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。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者は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。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。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。

リソースベースのポリシーは、そのサービス内にあるインラインポリシーです。リソースベースのポリ
シーでは IAM の AWS マネージドポリシーは使用できません。

アクセスコントロールリスト (ACL)
アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかをコントロールします。ACL はリソースベースのポリ
シーに似ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Simple Storage Service (Amazon S3)、AWS WAF、および Amazon VPC は、ACL をサポートするサービ
スの例です。ACL の詳細については、「Amazon Simple Storage Service デベロッパーガイド」の「アク
セスコントロールリスト (ACL) の概要」を参照してください。

その他のポリシータイプ
AWS では、その他の一般的ではないポリシータイプもサポートしています。これらのポリシータイプで
は、より一般的なポリシータイプで付与された最大の許可を設定できます。

• アクセス許可の境界 - アクセス許可の境界は、アイデンティティベースのポリシーによって IAM エン
ティティ (IAM ユーザーまたはロール) に付与できる許可の上限を設定する高度な機能です。エンティ
ティにアクセス許可の境界を設定できます。結果として得られるアクセス許可は、エンティティのアイ
デンティティベースポリシーとそのアクセス許可の境界の共通部分になります。Principal フィール
ドでユーザーまたはロールを指定するリソースベースのポリシーでは、アクセス許可の境界は制限され
ません。これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。アクセス許可
の境界の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM エンティティのアクセス許可の境界」を参
照してください。

• サービスコントロールポリシー (SCP) - SCP は、AWS Organizations で組織や組織単位 (OU) の最大許
可を指定する JSON ポリシーです。AWS Organizations は、顧客のビジネスが所有する複数の AWS ア
カウント をグループ化し、一元的に管理するサービスです。組織内のすべての機能を有効にすると、
サービスコントロールポリシー (SCP) を一部またはすべてのアカウントに適用できます。SCP はメン
バーアカウントのエンティティに対するアクセス許可を制限します (各 AWS アカウントのルートユー
ザー など)。Organizations と SCP の詳細については、AWS Organizations ユーザーガイドの「SCP の
仕組み」を参照してください。

• セッションポリシー - セッションポリシーは、ロールまたはフェデレーティッドユーザーの一時的な
セッションをプログラムで作成する際にパラメータとして渡す高度なポリシーです。結果としてセッ
ションの許可される範囲は、ユーザーまたはロールのアイデンティティベースポリシーとセッションポ
リシーの共通部分になります。また、リソースベースのポリシーから許可が派生する場合もあります。
これらのポリシーのいずれかを明示的に拒否した場合、許可は無効になります。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「セッションポリシー」を参照してください。
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複数のポリシータイプ
1 つのリクエストに複数のタイプのポリシーが適用されると、結果として作成される許可を理解するのが
さらに難しくなります。複数のポリシータイプが関連するとき、リクエストを許可するかどうかを AWS 
が決定する方法の詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ポリシーの評価ロジック」を参照してく
ださい。

Amazon Comprehend で IAM を使用する方法
IAM を使用して Amazon Comprehend へのアクセスを管理する前に、Amazon Comprehend で使用できる 
IAM 機能について理解しておく必要があります。

Amazon Comprehend で使用できる IAM の機能

IAM 機能 Amazon Comprehend のサポート

アイデンティティベースのポリシー (p. 252) はい

リソースベースのポリシー (p. 253) はい

ポリシーアクション (p. 253) はい

ポリシーリソース (p. 254) はい

ポリシー条件キー (サポート固有) (p. 254) はい

ACL (p. 255) いいえ

ABAC (ポリシー内のタグ) (p. 255) 部分的

テンポラリ認証情報 (p. 256) はい

プリンシパル許可 (p. 256) はい

サービスロール (p. 256) はい

サービスにリンクされたロール (p. 257) いいえ

Amazon Comprehend およびAWSのその他のサービスが大部分の IAM 機能とどのように動作するかに関す
るおまかな説明については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連携するAWSのサービス」を参照してくださ
い。

Amazon Comprehend のアイデンティティベースのポリシー

アイデンティティベースのポリシーのサポート はい

アイデンティティベースポリシーは、IAM ユーザー、ユーザーグループ、ロールなど、アイデンティティ
に添付できる JSON アクセス許可ポリシードキュメントです。これらのポリシーは、ユーザーとロールが
実行できるアクション、リソース、および条件を制御します。アイデンティティベースのポリシーを作成
する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

IAM アイデンティティベースのポリシーでは、許可または拒否するアクションとリソース、アクションを
許可または拒否する条件を指定できます。プリンシパルは、それが添付されているユーザーまたはロール
に適用されるため、アイデンティティベースのポリシーでは指定できません。JSON ポリシーで使用でき
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るすべての要素について学ぶには、「IAM ユーザーガイド」の「IAM JSON ポリシーの要素のリファレン
ス」を参照してください。

Amazon Comprehend のアイデンティティベースのポリシー例

Amazon Comprehend でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「」を参照してくださいAmazon 
Comprehend の ID ベースのポリシー例 (p. 257)。

Amazon Comprehend 内のリソースベースのポリシー

リソースベースのポリシーのサポート はい

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。リソースベース
のポリシーには例として、IAM ロールの信頼ポリシーや Amazon S3 バケットポリシーがあげられます。
リソースベースのポリシーをサポートするサービスでは、サービス管理者は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。リソー
スベースのポリシーで、プリンシパルを指定する必要があります。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。

クロスアカウントアクセスを有効にするには、全体のアカウント、または別のアカウントの IAM エンティ
ティを、リソースベースのポリシーのプリンシパルとして指定します。リソースベースのポリシーにクロ
スアカウントのプリンシパルを追加しても、信頼関係は半分しか確立されない点に注意してください。プ
リンシパルとリソースが異なる AWS アカウント にある場合、信頼できるアカウントの IAM 管理者は、リ
ソースにアクセスするための許可をプリンシパルエンティティ (ユーザーまたはロール) に付与する必要も
あります。IAM 管理者は、アイデンティティベースのポリシーをエンティティにアタッチすることで許可
を付与します。ただし、リソースベースのポリシーで、同じアカウントのプリンシパルへのアクセス権が
付与されている場合は、ID ベースのポリシーをさらに付与する必要はありません。詳細については、IAM 
ユーザーガイドの「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してください。

Amazon Comprehend サービスは、カスタムモデルにアタッチされたリソースベースのポリシー（カスタ
ムモデルポリシー）のみサポートします。このポリシーは、カスタムモデルを使用できる他のアカウント
を定義します。

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する方法については、「」を参照してくださいカ
スタムモデルのリソースベースのポリシー (p. 195)。

Amazon Comprehend のポリシーアクション

ポリシーアクションに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、どの
プリンシパル がどの リソース に対してどのような 条件 下で アクション を実行できるかということで
す。

JSON ポリシーの Action 要素には、ポリシー内のアクセスを許可または拒否するために使用できるアク
ションが記述されます。ポリシーアクションの名前は通常、関連する AWS API オペレーションと同じで
す。一致する API オペレーションのない許可のみのアクションなど、いくつかの例外があります。また、
ポリシーに複数のアクションが必要なオペレーションもあります。これらの追加アクションは、依存アク
ションと呼ばれます。

このアクションは、関連付けられたオペレーションを実行するための許可を付与するポリシーで使用され
ます。
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Amazon Comprehend アクションのリストについては、『サービス認証リファレンス』の「Amazon 
Comprehend によって定義されたアクション」を参照してください。

Amazon Comprehend のポリシーアクションは、アクションの前に次のプレフィックスを使用します。

comprehend

単一のステートメントで複数のアクションを指定するには、アクションをカンマで区切ります。

"Action": [ 
      "comprehend:DetectSentiment", 
      "comprehend:ClassifyDocument" 
         ]

ワイルドカード (*) を使用すると、複数のアクションを指定することができます。たとえば、Describe
という単語で始まるすべてのアクションを指定するには、次のアクションを含めます。

"Action": "comprehend:Describe*"

ワイルドカードを使用して、サービスのためのすべてのアクションを指定しないでください。ポリシーで
アクセス許可を指定する場合は、最小限の特権を認めるというベストプラクティスを使用してください。

Amazon Comprehend でのアイデンティティベースのポリシーの例は、「」を参照してくださいAmazon 
Comprehend の ID ベースのポリシー例 (p. 257)。

Amazon Comprehend のポリシー条件キー

ポリシーリソースに対するサポート はい

管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Resource JSON ポリシー要素は、オブジェクトあるいはアクションが適用されるオブジェクトを指定し
ます。ステートメントには、Resource または NotResource 要素を含める必要があります。ベストプラ
クティスとして、Amazon リソースネーム (ARN) を使用してリソースを指定します。これは、リソースレ
ベルの許可と呼ばれる特定のリソースタイプをサポートするアクションに対して実行できます。

オペレーションのリスト化など、リソースレベルの許可をサポートしないアクションの場合は、ステート
メントがすべてのリソースに適用されることを示すために、ワイルドカード (*) を使用します。

"Resource": "*"

Amazon Comprehend リソースタイプとその ARN のリストについては、『サービス認証リファレンス』
の「Amazon Comprehend によって定義されているリソース」を参照してください。各リソースの ARN 
を指定できるアクションについては、「Amazon Comprehend で定義されるアクション」を参照してくだ
さい。

Amazon Comprehend の条件キー

サービス固有のポリシー条件キーのサポート はい
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管理者は AWS JSON ポリシーを使用して、だれが何にアクセスできるかを指定できます。つまり、ど
のプリンシパルがどのリソースに対してどのような条件下でアクションを実行できるかということです。

Condition 要素 (または Condition ブロック) を使用すると、ステートメントが有効な条件を指定でき
ます。Condition 要素はオプションです。イコールや未満などの条件演算子を使用して条件式を作成す
ることで、ポリシーの条件とリクエスト内の値を一致させることができます。

1 つのステートメントに複数の Condition 要素を指定する場合、または 1 つの Condition 要素に複数
のキーを指定する場合、AWS では AND 論理演算子を使用してそれらを評価します。単一の条件キーに複
数の値を指定する場合、AWS では OR 論理演算子を使用して条件を評価します。ステートメントの許可が
付与される前にすべての条件が満たされる必要があります。

条件を指定する際にプレースホルダー変数も使用できます。例えば IAM ユーザーに、IAM ユーザー名が
タグ付けされている場合のみリソースにアクセスできる許可を付与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「IAM ポリシーの要素: 変数およびタグ」を参照してください。

AWS はグローバル条件キーとサービス固有の条件キーをサポートしています。すべての AWS グローバル
条件キーを確認するには、「IAM ユーザーガイド」の「AWS グローバル条件コンテキストキー」を参照し
てください。

Amazon Comprehend の条件キーのリストを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon 
Comprehend の条件キー」を参照してください。どのアクションおよびリソースと条件キーを使用できる
かについては、「Amazon Comprehend で定義されるアクション」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の例は、「」を参照してくださいAmazon 
Comprehend の ID ベースのポリシー例 (p. 257)。

Amazon Comprehend の ACL が理解する

ACL のサポート いいえ

アクセスコントロールリスト (ACL) は、どのプリンシパル (アカウントメンバー、ユーザー、またはロー
ル) がリソースにアクセスするための許可を持つかを制御します。ACL はリソースベースのポリシーに似
ていますが、JSON ポリシードキュメント形式は使用しません。

Amazon Comprehend での ABAC

ABAC (ポリシー内のタグ) のサポート 部分的

属性ベースのアクセスコントロール (ABAC) は、属性に基づいてアクセス許可を定義する認可戦略で
す。AWS では、属性はタグと呼ばれます。タグは、IAM エンティティ (ユーザーまたはロール)、および多
数の AWS リソースに添付できます。エンティティとリソースのタグ付けは、ABAC の最初のステップで
す。その後、プリンシパルのタグがアクセスしようとしているリソースのタグと一致した場合に操作を許
可するように ABAC ポリシーをします。

ABAC は、急速に成長している環境でポリシー管理が面倒な状況に役立ちます。

タグに基づいてアクセスを管理するには、aws:ResourceTag/key-name、aws:RequestTag/key-
name、または aws:TagKeys の条件キーを使用して、ポリシーの 条件要素 でタグ情報を提供します。

サービスがすべてのリソースタイプに対して 3 つの条件キーすべてをサポートする場合、そのサービスの
値ははいです。サービスが一部のリソースタイプに対してのみ 3 つの条件キーすべてをサポートする場
合、値は部分的です。
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ABAC の詳細については、IAM ユーザーガイドの「ABAC とは?」を参照してください。ABAC をセット
アップするステップを説明するチュートリアルについては、「IAM ユーザーガイド」の「属性に基づくア
クセスコントロール (ABAC) を使用する」を参照してください。

Amazon Comprehend リソースのタグ付けの詳細については、「」を参照してください リソースのタグ付
け (p. 234)。

Amazon Comprehend での一時的な認証情報の使用

一時認証情報のサポート はい

AWS のサービス には、一時認証情報を使用してサインインしても機能しないものがあります。一時的な
認証情報を利用できる AWS のサービス を含めた詳細情報については、IAM ユーザーガイドの「IAM と連
携する AWS のサービス」を参照してください。

ユーザー名とパスワード以外の方法で AWS Management Console にサインインする場合は、一時認証情
報を使用していることになります。例えば、会社の Single Sign-On (SSO) リンクを使用して AWS にアク
セスすると、そのプロセスは自動的に一時認証情報を作成します。また、ユーザーとしてコンソールにサ
インインしてからロールを切り替える場合も、一時認証情報が自動的に作成されます。ロールの切り替え
に関する詳細については、IAM ユーザーガイドの「ロールへの切り替え (コンソール)」を参照してくださ
い。

一時認証情報は、AWS CLI または AWS API を使用して手動で作成できます。作成後、一時認証情報を使
用して AWS にアクセスできるようになります。AWS は、長期的なアクセスキーを使用する代わりに、一
時認証情報を動的に生成することをお勧めします。詳細については、「IAM の一時的セキュリティ認証情
報」を参照してください。

Amazon Comprehend のクロスサービスプリンシパル許可

プリンシパル許可のサポート はい

IAM ユーザーまたはロールを使用して AWS でアクションを実行するユーザーは、プリンシパルと見なさ
れます。ポリシーは、プリンシパルにアクセス許可を付与します。一部のサービスを使用する際に、アク
ションを実行することで、別のサービスの別のアクションがトリガーされることがあります。この場合、
両方のアクションを実行するための許可が必要です。アクションがポリシーに追加の依存アクションを必
要とするかどうかを確認するには、サービス認証リファレンスの「Amazon Comprehend のアクション、
リソース、および条件キー」を参照してください。

Amazon Comprehend のサービスロール

サービスロールに対するサポート はい

サービスロールとは、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。

Warning

サービスロールの許可を変更すると、Amazon Comprehend の機能が破損する可能性がありま
す。Amazon Comprehend が指示する場合以外は、サービスロールを編集しないでください。
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Amazon Comprehend の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、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。

ポリシーの例については、を参照してください。非同期操作に必要なロールベースの権限 (p. 262)

Amazon Comprehend のサービスにリンクされたロール

サービスリンクロールのサポート いいえ

サービスリンクロールは、AWS のサービスにリンクされているサービスロールの一種です。サービスは、
ユーザーに代わってアクションを実行するロールを引き受けることができます。サービスにリンクされた
ロールは、AWS アカウント に表示され、サービスによって所有されます。IAM 管理者は、サービスリン
クロールのアクセス許可を表示できますが、編集することはできません。

サービスリンクロールの作成または管理の詳細については、「IAM と提携する AWS のサービス」を参照
してください。表の中から、[Service-linked role] (サービスにリンクされたロール) 列に Yes と記載され
たサービスを見つけます。サービスにリンクされたロールに関するドキュメントをサービスで表示するに
は、[Yes] (はい) リンクを選択します。

Amazon Comprehend の ID ベースのポリシー例
デフォルトでは、ユーザーおよびロールには Amazon Comprehend リソースを作成または変更する許可が
ありません。また、AWS Management Console、AWS Command Line Interface (AWS CLI)、または AWS 
API を使用してタスクを実行することもできません。IAM 管理者は、リソースで必要なアクションを実行
するためのアクセス許可をユーザーに付与する IAM ポリシーを作成できます。その後、管理者はロールに 
IAM ポリシーを追加し、ユーザーはロールを引き継ぐことができます。

これらサンプルの JSON ポリシードキュメントを使用して、IAM アイデンティティベースのポリシーを作
成する方法については、IAM ユーザーガイドの「IAM ポリシーの作成」を参照してください。

リソースタイプごとの ARN の形式を含む、Amazon Comprehend で定義されるアクションとリソースタ
イプの詳細については、「サービス認証リファレンス」の「Amazon Comprehend のアクション、リソー
ス、および条件キー」を参照してください。

トピック
• ポリシーのベストプラクティス (p. 257)
• Amazon Comprehend コンソールの使用 (p. 258)
• ユーザーが自分の許可を表示できるようにする (p. 259)
• ドキュメント分析アクションを実行するために必要なアクセス許可 (p. 260)
• KMS 暗号化を使用するために必要なアクセス許可 (p. 261)
• AWSAmazon Comprehend のマネージド（事前定義）ポリシー (p. 262)
• 非同期操作に必要なロールベースの権限 (p. 262)
• すべての Amazon Comprehend アクションを許可する権限 (p. 263)
• トピックモデリングアクションを許可する権限 (p. 264)
• カスタム非同期分析ジョブに必要な権限 (p. 264)

ポリシーのベストプラクティス
ID ベースのポリシーは、ユーザーのアカウント内で誰かが Amazon Comprehend リソースを作成、アク
セス、または削除できるどうかを決定します。これらのアクションを実行すると、AWS アカウント に追
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加料金が発生する可能性があります。アイデンティティベースポリシーを作成したり編集したりする際に
は、以下のガイドラインと推奨事項に従ってください。

• AWS マネージドポリシーを使用して開始し、最小特権の許可に移行する – ユーザーとワークロードへ
の許可の付与を開始するには、多くの一般的なユースケースのために許可を付与する AWS マネージド
ポリシーを使用します。これらは AWS アカウント で使用できます。ユースケースに応じた AWS カス
タマーマネージドポリシーを定義することで、許可をさらに減らすことをお勧めします。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」または「AWS ジョブ機能の管理ポリ
シー」を参照してください。

• 最小特権を適用する – IAM ポリシーで許可を設定するときは、タスクの実行に必要な許可のみを付与し
ます。これを行うには、特定の条件下で特定のリソースに対して実行できるアクションを定義します。
これは、最小特権アクセス許可とも呼ばれています。IAM を使用して許可を適用する方法の詳細につい
ては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのポリシーとアクセス許可」を参照してください。

• IAM ポリシーで条件を使用してアクセスをさらに制限する – ポリシーに条件を追加して、アクション
やリソースへのアクセスを制限できます。例えば、ポリシー条件を記述して、すべてのリクエストを 
SSL を使用して送信するように指定することができます。また、AWS のサービス などの特定の AWS 
CloudFormation を介して使用する場合、条件を使用してサービスアクションへのアクセスを許可する
こともできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の [IAM JSON policy elements: Condition]
(IAM JSON ポリシー要素：条件) を参照してください。

• IAM Access Analyzer を使用して IAM ポリシーを検証し、安全で機能的な許可を確保する - IAM Access 
Analyzer は、新規および既存のポリシーを検証して、ポリシーが IAM ポリシー言語 (JSON) および IAM 
のベストプラクティスに準拠するようにします。IAM Access Analyzer は 100 を超えるポリシーチェッ
クと実用的な推奨事項を提供し、安全で機能的なポリシーを作成できるようサポートします。詳細につ
いては、「IAM ユーザーガイド」の「IAM Access Analyzer ポリシーの検証」を参照してください。

• 多要素認証 (MFA) を要求する – AWS アカウント で IAM ユーザーまたはルートユーザーを要求するシナ
リオがある場合は、セキュリティを強化するために MFA をオンにします。API オペレーションが呼び
出されるときに MFA を必須にするには、ポリシーに MFA 条件を追加します。詳細については、「IAM 
ユーザーガイド」の「MFA 保護 API アクセスの設定」を参照してください。

IAM でのベストプラクティスの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM でのセキュリティのベ
ストプラクティス」を参照してください。

Amazon Comprehend コンソールの使用
Amazon Comprehend コンソールにアクセスするには、許可の最小限のセットが必要です。これらの許可
により、の Amazon Comprehend リソースに関する詳細をリストおよび表示できますAWS アカウント。
最小限必要な許可よりも制限が厳しいアイデンティティベースのポリシーを作成すると、そのポリシーを
持つエンティティ (ユーザーまたはロール) に対してコンソールが意図したとおりに機能しません。

AWS CLI または AWS API のみを呼び出すユーザーには、最小限のコンソール許可を付与する必要はあり
ません。代わりに、実行しようとしている API オペレーションに一致するアクションのみへのアクセスが
許可されます。

Amazon Comprehend コンソールの最低権限については、ComprehendReadOnlyAWS管理ポリシーを
エンティティにアタッチできます。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「ユーザーへの許可の追
加」を参照してください。

Amazon Comprehend コンソールを使用するには、次のポリシーに示されているアクションのアクセス許
可も必要です。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
  { 
      "Action": [ 
          "iam:ListRoles", 
          "iam:GetRole", 
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          "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許可が必要になります。

• 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。
• s3トピックモデリング用のデータが含まれる Amazon S3 バケットおよび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
にジョブに IAM ロールを作成させるオプションがあります。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許可をユーザーに付与す
る必要があります。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "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許可が必要になります。

• 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。

ユーザーが自分の許可を表示できるようにする
この例では、ユーザーアイデンティティに添付されたインラインおよびマネージドポリシーの表示を IAM 
ユーザーに許可するポリシーを作成する方法を示します。このポリシーには、コンソールで、または AWS 
CLI か AWS API を使用してプログラム的に、このアクションを完了するアクセス許可が含まれています。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

ドキュメント分析アクションを実行するために必要なアクセス許
可
次のポリシー例では、Amazon Comprehend ドキュメント分析アクションを使用するためのアクセス許可
を付与します。

{ 
 "Version": "2012-10-17", 
 "Statement": [{ 
    "Sid": "AllowDetectActions", 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
              "comprehend:DetectEntities", 
              "comprehend:DetectKeyPhrases", 
              "comprehend:DetectDominantLanguage", 
              "comprehend:DetectSentiment", 
              "comprehend:DetectTargetedSentiment", 
              "comprehend:DetectSyntax", 
              "textract:DetectDocumentText", 
              "textract:AnalyzeDocument" 
           ], 
    "Resource": "*" 
    } 
 ]
} 
     

このポリシーに
は、、、DetectEntities、DetectKeyPhrases、DetectDominantLanguageDetectSyntaxお
よびアクションの使用を許可するステートメントが 1 つありま
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す。DetectTargetedSentimentDetectSentimentこのポリシーステートメントでは、2 つの Amazon 
Textract API メソッドを使用するアクセス権限も付与されます。Amazon Comprehend はこれらのメソッ
ドを呼び出して、画像ファイルやスキャンした PDF ドキュメントからテキストを抽出します。これらのタ
イプの入力ファイルに対してカスタム推論を実行したことがないユーザーについては、これらの権限を削
除できます。

このポリシーが適用されているユーザーは、アカウントでバッチアクションや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、「サービ
ス認証リファレンス」の「Amazon Comprehend のアクション、リソース、および条件キー」を参照して
ください。

KMS 暗号化を使用するために必要なアクセス許可
Amazon Key Management Service (KMS) を非同期ジョブのデータおよびジョブの暗号化に完全に使用す
るには、次のポリシーに示されているアクションへのアクセス権限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 を使用して非同期ジョブを作成する場合、Amazon S3 に保存されている入力
データを使用します。S3 では、Amazon Comprehend ではなく S3 によって暗号化される保存データ
を暗号化するオプションがあります。Amazon Comprehend ジョブが使用するデータアクセスロール
に、kms:Decrypt元の入力データを暗号化する際に使用したキーへのアクセス許可を与えると、暗号化さ
れた入力データを復号して読み取ることができます。

また、KMS カスタマー管理キー (CMK) を使用して S3 の出力結果やジョブの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こともできます。これを行うと、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
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キーを指定する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:CreateGrantkms:GenerateDataKeyボリュームの暗号化には許
可が必要で、出力データの暗号化には許可が必要です。暗号化された入力を読み取るには (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のものである場合は、その kms キーの KMS キーポリシーにより、ジョブのデータ
アクセスロールにもこれらの権限を与える必要があります。

AWSAmazon Comprehend のマネージド（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 ポリシーを提供することで、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
権限を付与することで、どの権限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付与できる次のAWSマネージドポリシーは、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を含む、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—、、、、StartDominantLanguageDetectionJobを
除くすべての Amazon Comprehend アクションを実行する権限を付与しま
すStartTopicsDetectionJob。StartEntitiesDetectionJobStartKeyPhrasesDetectionJobStartSentimentDetectionJobStartTargetedSentimentDetectionJob

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*" 
        } 
      ] 
  }

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。こうしたカスタムポリシーは、該当するアクセス許可が必要なユーザー、グルー
プ、またはロールに添付できます。

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 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ルを作成します。ロールの作成の詳細については、
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『AWSIdentity and Access Management ユーザーガイド』の「AWS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。

作成したロールの信頼ポリシーの例を次に示します。混同防止のため (p. 240)、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。aws:SourceAccount値をアカウント 
ID に設定します。ArnEquals条件を使用する場合は、aws:SourceArn値をジョブの ARN に設定しま
す。Amazon Comprehend はジョブ作成の一部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てください。

{ 
    "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-entities-
detection-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。これにより、入力データが含まれる 
Amazon S3GetObject バケットへの Amazon S3ListBucket アクセス許可が許可を付与し、Amazon 
S3 出力データバケットへの Amazon S3PutObject アクセス許可を付与します。

すべての Amazon Comprehend アクションを許可する権限
のサインアップ後AWS、ユーザーの作成やユーザーのアクセス許可の管理など、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。

すべての Amazon Comprehend アクションに対する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みなします)。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", 
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            "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、以下の方法で暗号化を変更できます。

• 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、IAMkms:Decrypt ロールにアクセス権限が必要です。

• Amazon Comprehend が、分析ジョブを処理する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、IAMkms:CreateGrant ロールにアクセス権限が必要です。

• 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、IAMkms:GenerateDataKey ロールにアクセス権限が必要です。

トピックモデリングアクションを許可する権限
次のアクセス許可ポリシーは、Amazon Comprehend トピックモデリング操作を実行するためのアクセス
許可をユーザーに付与します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
  "Sid": "AllowTopicModelingActions", 
  "Effect": "Allow", 
  "Action": [ 
            "comprehend:DescribeTopicsDetectionJob", 
            "comprehend:ListTopicsDetectionJobs", 
            "comprehend:StartTopicsDetectionJob", 
         ], 
        "Resource": "*" 
        ] 
    } 
  ] 
  }

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、カスタムモデルでは推論ジョブを完了でき
ません。IAM ポリシーを更新して、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設
定する必要があります。

StartDocumentClassificationJob と StartEntitiesDetectionJobAPI を使用している場合は、現在
ワイルドカードをリソースとして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
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す。StartEntitiesDetectionJob事前トレーニング済みのモデルを使用している場合、これによる影響は発生
しないため、変更を行う必要はありません。

次のポリシーの例には、古い参照が含まれています。

{ 
    "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、 StartDocumentClassificationJob StartEntitiesDetectionJobおよびを正常に実行するために使用す
る必要がある更新済みポリシーです。

{ 
    "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"
}

AWSAmazon 管理ポリシーを理解する

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ターゲット範囲に含めてお
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。

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、読み込み専用の許可を追加します。ジョブ機能のポリシー一覧と説明について
は、IAM ユーザーガイドの AWS ジョブ機能の管理ポリシーを参照してください。
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AWS マネージドポリシー: ComprehendFullAccess
このポリシーは、トピックモデリングジョブの実行を含む、Amazon Comprehend リソースへのフルアク
セス権を付与します。このポリシーでは、Amazon S3 バケットと IAM ロールの一覧表示権限と取得権限
も付与されます。

{ 
    "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
このポリシーでは、以下を除くすべての Amazon Comprehend アクションを実行するための読み取り専用
アクセスを付与します。

• StartDominantLanguageDetectionJob

• StartEntitiesDetectionJob

• StartKeyPhrasesDetectionJob

• StartSentimentDetectionJob

• StartTargetedSentimentDetectionJob

• StartTopicsDetectionJob

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "comprehend:BatchDetectDominantLanguage", 
                "comprehend:BatchDetectEntities", 
                "comprehend:BatchDetectKeyPhrases", 
                "comprehend:BatchDetectSentiment", 
                "comprehend:BatchDetectSyntax", 
                "comprehend:ClassifyDocument", 
                "comprehend:ContainsPiiEntities", 
                "comprehend:DescribeDocumentClassificationJob", 
                "comprehend:DescribeDocumentClassifier", 
                "comprehend:DescribeDominantLanguageDetectionJob", 
                "comprehend:DescribeEndpoint", 
                "comprehend:DescribeEntitiesDetectionJob", 
                "comprehend:DescribeEntityRecognizer", 

266



Amazon Comprehend デベロッパーガイド
AWS マネージドポリシー

                "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": "*" 
        } 
    ]
}

AmazonAWS 管理ポリシーの更新を把握する

Amazon Comprehend のAWS管理ポリシーに対する更新の詳細について、このサービスがこれらの変更
の追跡を開始した以降のものを示します。このページの変更に関する自動通知を入手するには、Amazon 
Comprehend ドキュメントの履歴ページから、RSS フィードにサブスクライブしてください。

変更 説明 日付

ComprehendReadOnly (p. 266)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Comprehend で
は、comprehend:DescribeTargetedSentimentDetectionJobcomprehend:ListTargetedSentimentDetectionJobs
ComprehendReadOnly ポリシー
内のおよびアクションが許可さ
れるようになりました。

2022 年 3 月 30 日

ComprehendReadOnly (p. 266)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon 
Comprehendcomprehend:DescribeResourcePolicy
ComprehendReadOnly がポリ
シー内のアクションを許可する
ようになりました

2022 年 2 月 2 日

ComprehendReadOnly (p. 266)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon Comprehend で
は、ListDocumentClassifierSummariesListEntityRecognizerSummaries
ComprehendReadOnly ポリシー
内のおよびアクションが許可さ
れるようになりました。

2021 年 9 月 21 日
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変更 説明 日付

ComprehendReadOnly (p. 266)
– 既存ポリシーへの更新。

Amazon 
ComprehendContainsPIIEntities
ComprehendReadOnly がポリ
シー内のアクションを許可する
ようになりました

2021 年 3 月 26 日

Amazon Comprehend が変更の
追跡を開始

Amazon Comprehend でAWS管
理ポリシーの変更の追跡が開始
されました。

2021 年 3 月 1 日

Amazon Comprehend のアイデンティティとアクセス
に関するトラブルシューティング
以下の情報を使用して、Amazon Comprehend と IAM の使用時に直面する可能性がある一般的な問題の診
断と修正に役立ててください。

トピック
• Amazon Comprehend でアクションを実行する権限がない (p. 268)
• iam を実行する権限がない:PassRole (p. 268)
• 自分の以外のユーザーに Amazon ComprehendAWS アカウント リソースへのアクセスを許可した

い (p. 269)

Amazon Comprehend でアクションを実行する権限がない
アクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、そのアクションを実行できるように
ポリシーを更新する必要があります。

以下のエラー例は、mateojackson IAM ユーザーがコンソールを使用して架空の my-example-widget
リソースに関する詳細情報を表示しようとしているが、架空の comprehend:GetWidget 許可がないとい
う場合に発生します。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 comprehend:GetWidget on resource: my-example-widget

この場合、Mateo のポリシーでは、my-example-widget アクションを使用して
comprehend:GetWidget リソースにアクセスすることを許可するように更新する必要があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

iam を実行する権限がない:PassRole
iam:PassRoleアクションを実行する権限がないというエラーが表示された場合は、ポリシーを更新して 
Amazon Comprehend にロールを渡せるようにする必要があります。

一部の AWS のサービス では、新しいサービスロールまたはサービスにリンクされたロールを作成せず
に、既存のロールをサービスに渡すことが許可されています。そのためには、サービスにロールを渡す許
可が必要です。

以下の例のエラーは、という IAM ユーザーがコンソールを使用して Amazon Comprehendmarymajor で
アクションを実行しようする場合に発生します。ただし、このアクションをサービスが実行するには、
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サービスロールから付与されたアクセス許可が必要です。Mary には、ロールをサービスに渡す許可があり
ません。

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

この場合、メアリーのポリシーを更新してメアリーに iam:PassRole アクションの実行を許可する必要
があります。

サポートが必要な場合は、AWS 管理者に問い合わせてください。サインイン資格情報を提供した担当者が
管理者です。

自分の以外のユーザーに Amazon ComprehendAWS アカウント 
リソースへのアクセスを許可したい
他のアカウントのユーザーや組織外のユーザーが、リソースにアクセスするために使用できるロールを
作成できます。ロールの引き受けを委託するユーザーを指定することができます。リソースベースのポリ
シーまたはアクセス制御リスト (ACL) をサポートするサービスの場合、それらのポリシーを使用して、リ
ソースへのアクセスを付与できます。

詳細については、以下を参照してください。

• Amazon Comprehend がこれらの機能をサポートしているかどうかについては、「」を参照してくださ
いAmazon Comprehend で IAM を使用する方法 (p. 252)。

• 所有している AWS アカウント 全体のリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM ユー
ザーガイド」の「所有している別の AWS アカウント アカウントへのアクセス権を IAM ユーザーに提
供」を参照してください。

• サードパーティーの AWS アカウント にリソースへのアクセス権を提供する方法については、「IAM 
ユーザーガイド」の「第三者が所有する AWS アカウント へのアクセス権を付与する」を参照してくだ
さい。

• ID フェデレーションを介してアクセスを提供する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「外部で
認証されたユーザー (ID フェデレーション) へのアクセスの許可」を参照してください。

• クロスアカウントアクセスでのロールとリソースベースのポリシーの使用の違いの詳細については、
「IAM ユーザーガイド」の「IAM ロールとリソースベースのポリシーとの相違点」を参照してくださ
い。

での Amazon Comprehend API コールのログ記録
AWS CloudTrail

Amazon Comprehend はAWS CloudTrail、と統合されています。これは、Amazon Comprehend の
ユーザー、ロール、またはAWSのサービスで実行されたアクションを記録するためのサービスです。 
CloudTrail の Amazon Comprehend API コールをイベントとしてキャプチャします。キャプチャされる
コールには、Amazon Comprehend コンソールからのコールと Amazon Comprehend API オペレーション
へのコードコールが含まれます。証跡を作成する場合は、Amazon Comprehend CloudTrail のイベントを
含め、Amazon S3 バケットへの継続的な配信を有効にすることができます。証跡を設定しない場合でも、 
CloudTrail コンソールの [Event history (イベント履歴)] で最新のイベントを表示できます。で収集された
情報を使用して CloudTrail、Amazon Comprehend に対するリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リ
クエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できます。

設定や有効化の方法など CloudTrail、詳細については、AWS CloudTrailユーザーガイドを参照してくださ
い。
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Amazon Comprehend CloudTrail
CloudTrail AWS アカウントアカウントを作成すると、で有効になります。Amazon Comprehend でサポー
トされているイベントアクティビティが発生すると、そのアクティビティは [Event history] ( CloudTrail
イベント履歴) でAWSのその他サービスのイベントと共にイベントに記録されます。最近のイベント
は、AWS アカウント で表示、検索、ダウンロードできます。詳細については、「 CloudTrail イベント履
歴でのイベントの表示」を参照してください。

Amazon Comprehend のイベントなどAWS アカウント、内のイベントを継続的に記録するには、追跡
を作成します。追跡により CloudTrail 、Amazon S3 バケットにログファイルを配信できます。デフォル
トでは、コンソールで追跡を作成するときに、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 Amazon S3 バ
ケットにログファイルを配信します。さらに、AWS CloudTrail より詳細な分析とログで収集されたデータ
に基づいた行動のためにその他のサービスを設定できます。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 サポート対象のサービスとインテグレーション
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 「 CloudTrail 複数のリージョンからログファイルを受け取る」および「 CloudTrail 複数のアカウントか

らログファイルを受け取る」

Amazon Comprehend は、 CloudTrail ログファイルのイベントとして以下のアクションのログ記録をサ
ポートします。

• 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

270

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-create-and-update-a-trail.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-aws-service-specific-topics.html#cloudtrail-aws-service-specific-topics-integrations
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/getting_notifications_top_level.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/receive-cloudtrail-log-files-from-multiple-regions.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_BatchDetectDominantLanguage.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_BatchDetectEntities.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_BatchDetectKeyPhrases.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_BatchDetectSentiment.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_BatchDetectSyntax.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_ClassifyDocument.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_CreateDocumentClassifier.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_CreateEndpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_CreateEntityRecognizer.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DeleteDocumentClassifier.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DeleteEndpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DeleteEntityRecognizer.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DescribeDocumentClassificationJob.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DescribeDocumentClassifier.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DescribeDominantLanguageDetectionJob.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DescribeEndpoint.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DescribeEntitiesDetectionJob.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DescribeEntityRecognizer.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DescribeKeyPhrasesDetectionJob.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DescribePiiEntitiesDetectionJob.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DescribeSentimentDetectionJob.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DescribeTargetedSentimentDetectionJob.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DescribeTopicsDetectionJob.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DetectDominantLanguage.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_DetectEntities.html


Amazon Comprehend デベロッパーガイド
Amazon Comprehend CloudTrail

• DetectKeyPhrases
• DetectPiiEntities
• DetectSentiment
• DetectSyntax
• ListDocumentClassificationJobs
• ListDocumentClassifiers
• ListDominantLanguageDetectionJobs
• ListEndpoints
• ListEntitiesDetectionJobs
• ListEntityRecognizers
• ListKeyPhrasesDetectionJobs
• 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。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートユーザーの認証情報で行われたかどうか。
• リクエストが、ロールとフェデレーティッドユーザーのどちらの一時的なセキュリティ認証情報を使用

して送信されたか.
• 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。
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例:Amazon Comprehend ログファイルエントリ
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、または複数のログエントリが含まれています。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。

以下の例は、 CloudTrail ListKeyPhrasesDetectionJobsアクションのログエントリを示しています。

{ 
   "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, canary-
generated 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"
}

以下の例は、 CloudTrail StartKeyPhrasesDetectionJobアクションのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole”,` 
        "principalId": "AROAICFHPEXAMPLE:kapil”, 
        "arn": "arn:aws:sts::12345678910:assumed-role/UserRole/kapil”, 
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        "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": "2020-04-29T16:42:39Z", 
    "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, canary-
generated 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/00f706b3-6d84-4b09-
bea3-88084f9cb6b0", 
            "kmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-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-c459-4d20-
bb39-64d6e3756e85" 
    }, 
    "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:us-
east-2:12345678910:key/2e107fe3-6ab3-4bab-90ab-966e85b14678" 
        }, 
        { 
            "accountId": "12345678910", 
            "type": "AWS::KMS::Key", 
            "ARN": "arn:aws:kms:us-east-2:12345678910:key/7b9b8aff-c459-4d20-
bb39-64d6e3756e85" 
        }, 
        { 
            "accountId": "12345678910", 
            "type": "AWS::S3::Object", 
            "ARN": "s3://dataset-prod-us-east-2/ONE_DOC_PER_LINE/KP/FOUR_KB" 
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        }, 
        { 
            "accountId": "12345678910", 
            "type": "AWS::S3::Object", 
            "ARN": "s3://datasets3bucke-y6icltvagurj/JSON/00f706b3-6d84-4b09-
bea3-88084f9cb6b0" 
        }, 
        { 
            "accountId": "12345678910", 
            "type": "AWS::IAM::Role", 
            "ARN": "arn:aws:iam::12345678910:role/DataAccessRoleXYZ" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "12345678910"
}

以下の例は、 CloudTrail DescribeDocumentClassifierアクションのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AROAICFHPEXAMPLE:SomeServiceCa-CheckAsyncJobStatusLambd-
TICR23C65S42", 
        "arn": "arn:aws:sts::12345678910:assumed-role/SomeServiceCa-SomeLambdaR-
ADLIAGB0VT9X/SomeServiceCa-CheckAsyncJobStatusLambd-TICR23C65S42", 
        "accountId": "12345678910", 
        "accessKeyId": "ASIA3VZEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AROAICFHPEXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::12345678910:role/SomeServiceCa-SomeLambdaR-
ADLIAGB0VT9X", 
                "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, canary-
generated 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:document-
classifier/DocumentClassifier-FOUR-KB-MULTI-LABEL-1588162272420" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "e5bf2476-a894-4204-af77-4a84857ff2f8", 
    "eventID": "bc77875f-9fe5-4b65-8384-c9f82c392f46", 
    "readOnly": true, 
    "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-LABEL-1588162272420" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "12345678910"
}

以下の例は、 CloudTrail CreateDocumentClassifierアクションのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AROAICFHPEXAMPLE:SomeServiceCanary-
StartAsyncJobLambda-1STGUG0X870YM", 
        "arn": "arn:aws:sts::12345678910:assumed-role/SomeServiceCa-SomeLambdaR-
ADLIAGB0VT9X/SomeServiceCanary-StartAsyncJobLambda-1STGUG0X870YM", 
        "accountId": "12345678910", 
        "accessKeyId": "ASIA3VZEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AROAICFHPEXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::12345678910:role/SomeServiceCa-SomeLambdaR-
ADLIAGB0VT9X", 
                "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, canary-
generated exec-env/AWS_Lambda_java8", 
    "requestParameters": { 
        "documentClassifierName": "DocumentClassifier-FOUR-KB-MULTI-CLASS-1588179693504", 
        "dataAccessRoleArn": "arn:aws:iam::12345678910:role/SomeServiceCanary-CMH-p-
DataAccessRole-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-c459-4d20-
bb39-64d6e3756e85", 
        "mode": "MULTI_CLASS" 
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    }, 
    "responseElements": { 
        "documentClassifierArn": "arn:aws:comprehend:us-east-2:12345678910:document-
classifier/DocumentClassifier-FOUR-KB-MULTI-CLASS-1588179693504" 
    }, 
    "requestID": "20300c29-29bf-48fd-8275-e5a805ee8999", 
    "eventID": "3444051d-3616-438f-b80e-a3be9bbc0341", 
    "readOnly": false, 
    "resources": [ 
        { 
            "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-c459-4d20-
bb39-64d6e3756e85" 
        }, 
        { 
            "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-p-
DataAccessRole-1DI9T5MJ973BK" 
        } 
    ], 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "recipientAccountId": "12345678910"
}

以下の例は、 CloudTrail DeleteEntityRecognizerアクションのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AROAICFHPEXAMPLE:SomeServiceCanary-
StartAsyncJobLambda-1STGUG0X870YM", 
        "arn": "arn:aws:sts::12345678910:assumed-role/SomeServiceCa-SomeLambdaR-
ADLIAGB0VT9X/SomeServiceCanary-StartAsyncJobLambda-1STGUG0X870YM", 
        "accountId": "12345678910", 
        "accessKeyId": "ASIA3VZEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AROAICFHPEXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::12345678910:role/SomeServiceCa-SomeLambdaR-
ADLIAGB0VT9X", 
                "accountId": "12345678910", 
                "userName": "SomeServiceCa-SomeLambdaR-ADLIAGB0VT9X" 
            }, 
            "webIdFederationData": {}, 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2020-04-29T15:46:04Z" 
            } 
        } 
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    }, 
    "eventTime": "2020-04-29T17:01:13Z", 
    "eventSource": "comprehend.amazonaws.com", 
    "eventName": "DeleteEntityRecognizer", 
    "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, canary-
generated 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"
}

以下の例は、 CloudTrail ClassifyDocumentアクションのログエントリを示しています。

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": "AssumedRole", 
        "principalId": "AROAICFHPEXAMPLE:SomeServiceCa-ValidateEndpointOutputLa-
C5F50672CNDK", 
        "arn": "arn:aws:sts::12345678910:assumed-role/SomeServiceCa-SomeLambdaR-
ADLIAGB0VT9X/SomeServiceCa-ValidateEndpointOutputLa-C5F50672CNDK", 
        "accountId": "12345678910", 
        "accessKeyId": "ASIA3VZEXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "sessionIssuer": { 
                "type": "Role", 
                "principalId": "AROAICFHPEXAMPLE", 
                "arn": "arn:aws:iam::12345678910:role/SomeServiceCa-SomeLambdaR-
ADLIAGB0VT9X", 
                "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, canary-
generated exec-env/AWS_Lambda_java8", 
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    "requestParameters": { 
        "endpointArn": "arn:aws:comprehend:us-east-2:12345678910:document-classifier-
endpoint/canary86644" 
    }, 
    "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、さまざまなコンプライアンスプログラムの一環として Amazon 
ComprehendAWS のセキュリティとコンプライアンスを評価します。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、「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範囲内の AWS のサービスのリストについては、「コンプラ
イアンスプログラムによる対象範囲内の 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 の耐障害性の耐障害性のの耐障害性の
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として構
築されます。 AWS リージョンは、物理的に独立・隔離されたアベイラビリティーゾーンがあり、低レイ
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テンシー、高スループット、そして高冗長性のネットワークで接続されています。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することなく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。

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。AWS リージョン

Amazon Comprehend でのインフラストラクチャセ
キュリティ

Amazon Comprehend はマネージドサービスなので、AWSのベストプラクティスを順守しています。

ネットワーク経由で Amazon Comprehend にアクセスするには、AWSが公開している API コールを使
用します。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、一時的な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。
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ガイドラインとクォータ
別に指定されていない限り、Amazon Comprehend クォータはリージョンごとに設定されます。アプリ
ケーションに必要なクォータの引き上げをリクエストできます。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ついては、AWSService Quotas ータを参照してください。

トピック
• サポートされるリージョン (p. 280)
• 組み込みモデルのクォータ (p. 280)
• カスタムモデルのクォータ (p. 284)
• フライホイールのクォータ (p. 291)

サポートされるリージョン
Amazon Comprehend は、次のAWSリージョンで利用できます。

• 米国東部 (オハイオ)
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)
• アジアパシフィック (ムンバイ)
• アジアパシフィック (ソウル)
• アジアパシフィック (シンガポール)
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (東京)
• カナダ (中部)
• 欧州 (フランクフルト)
• ヨーロッパ (アイルランド)
• 欧州 (ロンドン)
• AWS GovCloud (米国西部)

デフォルトでは、Amazon Comprehend はサポートされている各リージョンですべての API オペレーショ
ンを提供します。例外については、を参照してください文書処理 (p. 106)。

API エンドポイントの詳細については、Amazon Web Services 全般のリファレンスの「Amazon 
Comprehend リージョンとエンドポイント」を参照してください。

リージョンの現在のクォータを表示することや、クォータの引き上げService Quotas リクエストすること
ができます。

組み込みモデルのクォータ
Amazon Comprehend には、UTF-8 テキストドキュメントを分析するための組み込みモデルが用意され
ています。Amazon Comprehend には、組み込みモデルを使用する同期オペレーションと非同期オペレー
ションが用意されています。

トピック
• リアルタイム (同期) 分析 (p. 281)
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• 非同期分析 (p. 282)

リアルタイム (同期) 分析
このセクションでは、組み込みモデルを使用したリアルタイム分析に関連するクォータについて説明しま
す。

トピック
• 単一文書操作 (p. 281)
• 複数の文書操作 (p. 281)
• リアルタイム (同期) リクエストのリクエストのスロットリング (p. 282)

単一文書操作
Amazon Comprehend API には、1 つのドキュメントを入力として受け取るオペレーションが用意されて
います。これらのオペレーションには、以下のクォータが適用されます。

単一文書操作の一般的なクォータ

エンティティ、キーフレーズ、主要言語を検出するためのリアルタイム分析には、以下のクォータが
適用されます。エンティティ検出の場合、これらのクォータは組み込みモデルによる検出に適用されま
す。カスタムエンティティ検出については、のクォータを参照してくださいカスタムエンティティ認識
 (p. 288)。

説明 クォータ/ガイドライン

ドキュメントサイズ 100 KB

単一ドキュメント操作のオペレーション固有のクォータ

センチメント、ターゲットを絞ったセンチメント、シンタックスを検出するためのリアルタイム分析に
は、以下のクォータが適用されます。

説明 クォータ/ガイドライン

ドキュメントサイズ 5 キロバイト

複数の文書操作
Amazon Comprehend API は、1 回の API リクエストで複数のドキュメントを処理するバッチオペレー
ションを提供します。バッチオペレーションには、以下のクォータが適用されます。

説明 クォータ/ガイドライン

ドキュメントサイズ 5 キロバイト

リクエストあたりの最大ドキュメント数 25

バッチオペレーションの使用方法については、「」を参照してください複数文書の同期処理 (p. 35)。
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リアルタイム (同期) リクエストのリクエストのスロットリング
Amazon Comprehend は同期リクエストに動的スロットリングを適用します。システム処理帯域幅が利用
可能な場合、Amazon Comprehend は、指定されたデフォルトクォータよりも多くのリクエストを処理す
る可能性があります。Service Quotas に頼ってアプリケーションによる同期 API オペレーションの使用を
制御しないでください。使用量を制御するには、請求アラートをオンにするか、アプリケーションにレー
ト制限を実装することをお勧めします。

非同期分析
このセクションでは、組み込みモデルを使用した非同期分析に関連するクォータについて説明します。

非同期 API オペレーションは、それぞれ最大 10 個のジョブをサポートします。各 API オペレーション
のクォータを確認するには、Amazon Comprehend エンドポイントのサービスクォータの表と、Amazon 
Web Services 全般のリファレンスの「クォータ」を参照してください。

調整可能なクォータの場合、Service Quotas コンソールを使用してクォータの引き上げをリクエストでき
ます。

トピック
• 非同期操作の一般的なクォータ (p. 282)
• 非同期ジョブのオペレーション固有のクォータ (p. 282)
• 非同期リクエストのリクエストスロットリング (p. 284)

非同期操作の一般的なクォータ
非同期分析ジョブは、コンソールまたは任意の APIStart* オペレーションを使用して実行できます。
非同期オペレーションの使用が適している場合については、「」を参照してください非同期バッチ処
理 (p. 37)。以下のクォータは、組み込みモデルのほとんどの APIStart* 操作に適用されます。例外につ
いては、を参照してください非同期ジョブのオペレーション固有のクォータ (p. 282)。

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、言語を検出するジョブ内の各ド
キュメントの最大サイズ

1 MB

リクエスト内のすべてのファイルの合計サイズ 5 GB

リクエスト内のすべてのファイルの合計サイズ 500 バイト

ファイルの数、1 ファイルあたり 1 ドキュメント 1,000,000

最大合計行数 (1 行に 1 つの文書) 1,000,000

非同期ジョブのオペレーション固有のクォータ
このセクションでは、特定の非同期操作のクォータについて説明します。次の表でクォータが指定されて
いない場合は、一般的なクォータ値が適用されます。

トピック
• 感情 (p. 283)
• ターゲットを絞ったセンチメント (p. 283)
• イベント (p. 283)
• トピックのモデリング (p. 283)
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感情
StartSentimentDetectionJobオペレーションで作成する非同期センチメントジョブには、以下のクォータが
あります。

説明 クォータ/ガイドライン

各入力ドキュメントの最大サイズ 5 キロバイト

ターゲットを絞ったセンチメント
StartTargetedSentimentDetectionJobオペレーションで作成する非同期ターゲットセンチメントジョブに
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

サポートされるドキュメント形式 UTF-8

ジョブあたり、各ドキュメントの最大サイズ 10 KB

ジョブのすべてのドキュメントの最大サイズ 300 MB

ファイルの数、1 ファイルあたり 1 ドキュメント 30,000

最大合計行数 (1 行に 1 つの文書) (リクエスト内のすべてのファイル
用)

30,000

イベント
StartEventsDetectionJobオペレーションで作成する非同期イベント検出ジョブには、次のクォータがあり
ます。

説明 クォータ

文字エンコーディング UTF-8

ジョブのすべてのファイルの合計サイズ 50 MB

ジョブ内の各ドキュメントの最大サイズ 10 KB

ファイルの数、1 ファイルあたり 1 ドキュメント 5,000

最大合計行数、1 行に 1 つの文書 (要求中のすべてのファイル用) 5,000

トピックのモデリング
StartTopicsDetectionJobオペレーションで作成する非同期トピックモデリングジョブには、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

返されるトピックの最大数 100
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説明 クォータ/ガイドライン

1 ファイルの最大ファイルサイズ (1 ファイルにつき 1 つの文書) 100 MB

詳細については、「トピックのモデリング (p. 32)」を参照してください。

非同期リクエストのリクエストスロットリング
各非同期 API オペレーションは、1 秒あたり (リージョンごと、アカウントごと) あたりの最大リクエスト
数と、最大 10 のアクティブなジョブをサポートします。各 API オペレーションのクォータを確認するに
は、Amazon Comprehend エンドポイントのサービスクォータの表と、Amazon Web Services 全般のリ
ファレンスの「クォータ」を参照してください。

調整可能なクォータの場合、Service Quotas コンソールを使用してクォータの引き上げをリクエストでき
ます。

カスタムモデルのクォータ
Amazon Comprehend を使用して、カスタム分類とカスタムエンティティ認識のための独自のカスタム
モデルを構築できます。このセクションでは、カスタムモデルのトレーニングと使用に関するガイドライ
ンとクォータについて説明します。カスタムモデルの詳細については、「」を参照してくださいAmazon 
Comprehend (p. 31)。

トピック
• 一般的なクォータ (p. 284)
• エンドポイントのクォータ (p. 284)
• ドキュメント分類 (p. 285)
• カスタムエンティティ認識  (p. 288)

一般的なクォータ
Amazon Comprehend は、カスタムモデルで分析できる入力ドキュメントの種類ごとに一般的なサイズ割
り当てを設定します。リアルタイム分析クォータについては、を参照してくださいリアルタイム分析のド
キュメントサイズ (p. 107)。非同期分析クォータについては、を参照してください非同期カスタム分析の
入力 (p. 108)。

各非同期 API オペレーションは、1 秒あたり (リージョンごと、アカウントごと) あたりの最大リクエスト
数と、最大 10 のアクティブなジョブをサポートします。各 API オペレーションのクォータを確認するに
は、Amazon Comprehend エンドポイントのサービスクォータの表と、Amazon Web Services 全般のリ
ファレンスの「クォータ」を参照してください。

調整可能なクォータの場合、Service Quotas コンソールを使用してクォータの引き上げをリクエストでき
ます。

エンドポイントのクォータ
エンドポイントを作成して、カスタムモデルでリアルタイム分析を実行します。エンドポイントの詳細に
ついては、「」を参照してくださいAmazon Compre管理、管理、管理、管理、管理 (p. 220)。

エンドポイントには、以下のクォータが適用されます。クォータの引き上げをリクエストする方法につい
ては、「AWSService Quotas ォータ数」を参照してください。
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説明 クォータ/ガイドライン

各アカウントのリージョンあたりのアクティブエンドポイントの最
大数

10

アカウントごとのリージョンごとの推定単位の最大数 100

エンドポイントあたりの推定単位の最大数 10

推論単位 (文字) あたりの最大スループット 100/秒

推論ユニット (ドキュメント) あたりの最大スループット 2/秒

ドキュメント分類
このセクションでは、以下の文書分類操作のガイドラインとクォータについて説明します。

• CreateDocumentClassifier操作から開始する分類器トレーニングジョブ。
• StartDocumentClassificationJob操作から開始する非同期文書分類ジョブ。
• ClassifyDocumentオペレーションを使用する同期文書分類リクエスト。

文書分類の一般的なクォータ
次の表では、カスタム分類子のトレーニングに関連する一般的なクォータについて説明しています。

説明 クォータ/ガイドライン

クラス名の最大 5,000 文字

クラス数 (マルチクラスモード) 2～1,000

クラス数 (マルチラベルモード) 2～100

注釈形式

クラスごとの最小注釈数 (マルチクラスモード) 10

クラスあたりの最小注釈数 (マルチラベルモード) 10

注釈の最小数 (マルチラベルモード) 50

CSV ファイルフォーマット

クラスごとのトレーニングドキュメントの最小数 (マルチクラスモー
ド)

50

クラスごとのトレーニングドキュメントの最小数 (マルチラベルモー
ド)

10

トレーニングドキュメントの最小数 (マルチラベルモード) 50
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ドキュメント分類

プレーンテキスト文書の分類
プレーンテキストの入力ドキュメントを使用して、プレーンテキストモデルを作成してトレーニングしま
す。Amazon Comprehend は、プレーンテキストモデルを使用してプレーンテキストドキュメントを分類
するためのリアルタイムおよび非同期オペレーションを提供します。

トレーニング

次の表では、カスタム分類子のトレーニングに関連するクォータについて説明しています。

説明 クォータ/ガイドライン

トレーニングジョブ内のすべてのファイルの合計サイズ 5 GB

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

拡張マニフェストファイルごとの属性名の最大数 5

属性名の最大 63 文字

リアルタイム (同期) 分析

次の表では、プレーンテキストドキュメントのリアルタイム分類に関連するクォータについて説明してい
ます。

説明 クォータ/ガイドライン

同期リクエストあたりの最大ドキュメント数 1

テキストドキュメントの最大サイズ (UTF-8 エンコード) 10 KB

非同期分析

次の表では、プレーンテキストドキュメントの非同期分類に関連するクォータについて説明しています。

説明 クォータ/ガイドライン

非同期ジョブ内のすべてのファイルの合計サイズ 5 GB

1 ファイルの最大ファイルサイズ (1 ファイルにつき 1 つの文書) 10 MB

ファイルの数、1 ファイルあたり 1 ドキュメント 1,000,000

最大合計行数、1 行に 1 つの文書 (要求中のすべてのファイル用) 1,000,000

半構造化文書の分類
このセクションでは、半構造化文書の文書分類に関するガイドラインとクォータについて説明します。半
構造化文書を分類するには、ネイティブ入力文書でトレーニングしたネイティブ文書モデルを使用しま
す。
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ドキュメント分類

半構造化ドキュメントによるネイティブドキュメントモデルのトレーニング

次の表は、PDF 文書、Word 文書、画像ファイルなどの半構造化文書でのカスタム分類器のトレーニング
に関連するクォータを示しています。

説明 クォータ/ガイドライン

すべてのドキュメントの最大ページ数 10,000

注釈ファイルの最大サイズ (すべての CSV ファイルサイズを合わせ
たもの)

5 MB

文書コーパスサイズ (トレーニング文書とテスト文書) 10 GB

トレーニングファイルとテストファイルのファイルサイズ

画像ファイルのサイズ (JPG、PNG、TIFF)。 1 バイト-10 メガバイト

TIFF ファイル:最大 1 ページ

PDF ドキュメントのページサイズ 1 バイト-10 メガバイト

Word 文書のページサイズ 1 バイト-10 メガバイト

Amazon Textract API 出力 JSON サイズ 1 バイト

リアルタイム (同期) 分析

このセクションでは、半構造化文書のリアルタイム分類に関連するクォータについて説明します。

次の表に、入力ドキュメントの最大ファイルサイズを示します。すべての入力ドキュメントタイプで、入
力ファイルの最大数は 1 ページで、10,000 文字以下です。

ファイルタイプ 最大サイズ (API) 最大サイズ (コンソール)

UTF-8 テキストドキュメント 10 KB 10 KB

PDF ドキュメント 10 MB 5 MB

Word ドキュメント 10 MB 5 MB

[Image files] (イメージファイル) 10 MB 5 MB

Amazon Textract API の出力サイズ 1 MB 該当なし

非同期分析

次の表では、半構造化文書の非同期分類に関連するクォータについて説明しています。

説明 クォータ/ガイドライン

ジョブのすべての入力ドキュメントの最大ページ数 25,000

ドキュメントサイズ 25 GB

画像ファイルサイズ (JPG、PNG、または TIFF) 1 バイト-10 メガバイト
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カスタムエンティティ認識 

説明 クォータ/ガイドライン
TIFF ファイル:最大 1 ページ

PDF ドキュメントのページサイズ 1 バイト-10 メガバイト

Word 文書のページサイズ 1 バイト-10 メガバイト

API 出力 JSON サイズをTextract 1 バイト-1 MB。

カスタムエンティティ認識
このセクションでは、カスタムエンティティ認識の以下の操作に関するガイドラインとクォータについて
説明します。

• CreateEntityRecognizerエンティティ認識トレーニングジョブは操作とともに開始されました。
• StartEntitiesDetectionJob非同期エンティティ認識ジョブが操作とともに開始されました。
• DetectEntitiesオペレーションを使用した同期エンティティ認識リクエスト。

プレーンテキスト文書のカスタムエンティティ認識
Amazon Comprehend には、カスタムエンティティ認識機能を使用してプレーンテキストドキュメントを
分析するための非同期および同期操作が用意されています。

トレーニング
このセクションでは、プレーンテキスト文書を分析するためのカスタムエンティティ認識機能のトレーニ
ングに関連するクォータについて説明します。モデルをトレーニングするには、エンティティリストまた
は注釈付きのテキストドキュメントのセットを提供できます。

次の表では、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ことに関連するクォータについて
説明しています。

説明 クォータ/ガイドライン

モデル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 バイト

エンティティーリスト内の項目数 百万から百万

エントリリスト内の個々のエントリ (ポストストリップ) の長さ 1～5,000

エンティティリストのコーパスサイズ (プレーンテキストのすべての
ドキュメントを合わせたもの)

5 キロバイト —200 メガバイト

次の表では、注釈付きのテキスト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に関連する
クォータについて説明しています。

説明 クォータ/ガイドライン

モデル/カスタム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 バイト
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説明 クォータ/ガイドライン

ドキュメント数 (「プレーンテキスト注釈 (p. 152)」を参照) 3—200,000

ドキュメントコーパスサイズ (プレーンテキストのすべてのドキュメ
ントを合わせたもの)

5 キロバイト-200 メガバイト

エンティティごとの注記の最小数数 25

リアルタイム (同期) 分析
次の表では、プレーンテキストドキュメントのリアルタイム分析に関連するクォータについて説明してい
ます。

説明 クォータ/ガイドライン

同期リクエストあたりの最大ドキュメント数 1

テキストドキュメントの最大サイズ (UTF-8 エンコード) 5 キロバイト

非同期分析
次の表では、プレーンテキストドキュメントの非同期エンティティ認識に関連するクォータについて説明
しています。

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

ファイルの数、1 ファイルあたり 1 ドキュメント 1,000,000

最大合計行数、1 行に 1 つの文書 (要求中のすべてのファイル用) 1,000,000

ドキュメントコーパスサイズ (プレーンテキストのすべてのドキュメ
ントを合わせたもの)

1 バイト：5 ギガバイト

半構造化文書のカスタムエンティティ認識
Amazon Comprehend には、非同期および同期オペレーションが用意されており、カスタムエンティティ
認識機能を使用して半構造化ドキュメントを分析できます。注釈付き PDF ドキュメントを使用してモデル
をトレーニングする必要があります。

トレーニング
次の表は、半構造化文書を分析するためのカスタムエンティティ認識機能 (CreateEntityRecognizer) のト
レーニングに関連する割り当てを示しています。

説明 クォータ/ガイドライン

モデル/カスタムエンティティ認識機能ごとのエンティティ数 1～25

アノテーションファイルのサイズ (UTF-8 JSON) 5 MB

ドキュメント数 250—10,000
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説明 クォータ/ガイドライン

ドキュメントコーパスサイズ (プレーンテキストのすべてのドキュメ
ントを合わせたもの)

5 キロバイト-1 ギガバイト

エンティティごとの注記の最小数数 100

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

拡張マニフェストファイルごとの属性名の最大数 5

属性名の最大 63 文字

リアルタイム (同期) 分析
このセクションでは、半構造化文書のリアルタイム分析に関連するクォータについて説明します。

次の表に、入力ドキュメントの最大ファイルサイズを示します。すべての入力ドキュメントタイプで、入
力ファイルの最大数は 1 ページで、10,000 文字以下です。

ファイルタイプ 最大サイズ (API) 最大サイズ (コンソール)

UTF-8 テキストドキュメント 10 KB 10 KB

PDF ドキュメント 10 MB 5 MB

Word ドキュメント 10 MB 5 MB

[Image files] (イメージファイル) 10 MB 5 MB

出力ファイルをTextract 1 MB 該当なし

非同期分析
このセクションでは、半構造化文書の非同期分析のクォータについて説明します。

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 メガバイト

イメージサイズ (TIFF) 1 バイト-10 メガバイト 最大1
ページ。

ドキュメントサイズ (PDF) 1 バイト-50 メガバイト

ドキュメントサイズ (Docx) 1 バイト-5 メガバイト

ドキュメントサイズ (UTF-8) 1 バイト

最大ファイル数、1 ファイルにつき 1 つの文書 (画像ファイルまたは 
PDF/Word 文書では、1 行に 1 つの文書は使用できません)

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
ファイルを結合)

1 バイト：5 ギガバイト
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画像の制限の詳細については、「Amazon Textract のハードリミット」を参照してください。

フライホイールのクォータ
フライホイールを使ってカスタムモデルバージョンのトレーニングとトラッキングを管理し、カスタム分
類やカスタムエンティティ認識を行います。フライホイールの詳細については、「」を参照してくださ
いフライホイール (p. 204)。

フライホイールの一般的なクォータ
フライホイールとフライホイールのイテレーションには、以下のクォータが適用されます。

説明 クォータ/ガイドライン

フライホイールのの最大数 50

作成中のフライホイールの最大数 10

フライホイールあたりのトレーニングデータセット数 50

フライホイールあたりのテストデータセット数 10

INGESTING ステータスのデータセットの数 10

アカウントごとの進行中のフライホイールの回数 10

カスタム分類モデルのデータセットクォータ
カスタム分類モデルに関連するフライホイールのデータセットを取り込むと、次の割り当てが適用されま
す。

説明 クォータ/ガイドライン

クラスごとのトレーニングドキュメントの最小数 (マルチラベルモー
ド)

50

トレーニングドキュメントの最大 1,000,000

データセットの最小サイズ 500 バイト

データセットのの最大サイズ 5 GB

1 ファイルの最大ファイルサイズ (1 ファイルにつき 1 つの文書) 10 MB

カスタムエンティティ認識モデルのデータセット
クォータ
カスタムエンティティ認識モデルに関連付けられたフライホイールのデータセットを取り込むと、次の割
り当てが適用されます。
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カスタムエンティティ認識モデルのデータセットクォータ

説明 クォータ/ガイドライン

ドキュメントサイズ 5 キロバイト

トレーニングドキュメントの最小数 3

トレーニングドキュメントの最大 200,000 件の

エンティティごとの注記の最小数数 25

データセットのの最大サイズ 200 MB
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レビューから得たインサイトの分析

その他のリソースを表示する
Amazon Comprehend のチュートリアルやその他のリソース。

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インサイトの分析 (p. 293)
• 個人を特定できる情報 (PII) の Amazon S3 オブジェクトの Lambda アクセスポイントを使用す

る (p. 317)
• 解決策:Amazon Comprehend によるテキスト分析と OpenSearch (p. 321)

チュートリアル:Amazon Comprehend によるカス
タマーレビューからのインサイトの分析

このチュートリアルでは、Amazon Comprehend を Amazon Simple Storage Service、AWS GlueAmazon 
Athena、および Amazon QuickSight と組み合わせて使用して、ドキュメントに関する貴重な洞察を得る
方法について説明します。Amazon Comprehend では、非構造化テキストからセンチメント (ドキュメン
トの雰囲気) とエンティティ (人名、組織、イベント、日付、製品、場所、数量、タイトル) を抽出できま
す。

たとえば、カスタマーレビューから実用的なインサイト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 の感
情分析を使用して、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についての言及を発見するこ
ともできます。このチュートリアルに従うと、レビューの50％以上が肯定的であることに気付くかもしれ
ません。また、顧客が著者を比較したり、他の古典小説に興味を示したり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) に保存しま
す。Amazon Simple Storage Service は、オブジェクトストレージサービスです。

• Amazon Comprehend を使用して、レビュー文書に含まれるセンチメントとエンティティを分析してく
ださい。

• AWS Glueクローラを使用して、分析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および削除できる抽出、変換、ロード (ETL) サービスです。

• Amazon 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
インタラクティブなクエリサービスです。

• Amazon のデータを使用してビジュアライゼーションを作成します QuickSight。Amazon QuickSight 
は、データから洞察を引き出す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。
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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、AWS アカウント料金が発生するものがあります。こ
れらの各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 の価格
• Amazon 価格を理解する
• AWS Glue 料金表
• Amazon Athena 料金表
• QuickSightアマゾンの価格設定

トピック
• 前提条件 (p. 294)
• ステップ 1: Amazon S3 にドキュメントを追加する (p. 296)
• ステップ 2: (CLI のみ) Amazon Comprehend 用の IAM ロールを作成する (p. 299)
• ステップ 3: Amazon S3 のドキュメントに対して分析ジョブを実行する (p. 301)
• ステップ 4: Amazon Comprehend の出力をデータビジュアライゼーション用に準備する (p. 304)
• ステップ 5: Amazon Comprehend の出力をアマゾンで視覚化する QuickSight (p. 312)

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。の設定方法についてはAWS アカウント、を参照してくださいセットアップ (p. 40)。
• IAM エンティティ (ユーザー、グループ、ロール)。アカウントのユーザーとグループを設定する方法に

ついては、IAM User Guide の「はじめに」チュートリアルを参照してください。
• ユーザー、グループ、またはロールには、次のアクセス許可ポリシーが適用されます。ポリシーには、

このチュートリアルの完了に必要なアクセス許可の一部が付与されます。次の前提条件では、必要な追
加の権限について説明します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": 
  [ 
    { 
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前提条件

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

• IAM グループまたはユーザーに、マネージドポリシーをアタッチします。前のポリシーに加えて、AWS
次のマネージドポリシーをグループまたはユーザーに追加する必要があります。
• AWSGlueConsoleFullAccess

• AWSQuicksightAthenaAccess

これらの管理ポリシーにより、AWS GlueAmazon Athena、および Amazon QuickSight を使用する権限
が付与されます。IAM ポリシーをアタッチする方法については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ID の
アクセス許可の追加および削除」を参照してください。
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ステップ 1: Amazon S3 にドキュメントを追加する
Amazon Comprehend の分析を開始する前に、カスタマーレビューのサンプルデータセットを Amazon 
ComSimple Storage Service (Amazon S3) に保存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ているドキュメントを分
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、そのバケットに入出
力フォルダと入出力フォルダを作成し、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. 296)
• サンプルデータをダウンロードします (p. 296)
• Amazon S3 バケットを作成する (p. 296)
• (コンソールのみ) フォルダーの作成 (p. 297)
• 入力データをアップロードする (p. 298)

前提条件
始める前に、チュートリアル:Amazon Comprehend によるカスタマーレビューからのインサイトの分
析 (p. 293)前提条件を確認して完了してください。

サンプルデータをダウンロードします
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の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 views-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 (tutorial-reviews-data.zip) をコンピューターにダウンロードします。
2. ZIP ファイルをローカルのコンピュータに展開します。2 つのファイルがありま

す。THIRD_PARTY_LICENSES.txtこのファイルは、Xiang 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。amazon-reviews.csvこのファイルは、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、入出力データを保存するための Amazon S3 バケットを作
成します。S3 バケットは、Amazon S3 コンソールまたはAWS Command Line Interface (AWS CLI) を使
用して、バケットを作成できます。

Amazon S3 バケット (コンソール) バケット (コンソール) の作成

Amazon S3 コンソールでは、すべて一意の名前でバケットを作成しますAWS。

S3 バケットを作成するには (コンソール) 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。

2. [Buckets] (バケット) で、[Create bucket] (バケットの作成) を選択します。
3. [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。
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4. [Region] (AWSリージョン) では、バケットを作成するバケットを格納する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
択してください。Amazon Comprehend をサポートするリージョンのリストについては、グローバル
インフラストラクチャガイドのリージョン表を参照してください。

5. [オブジェクト所有権]、[パブリックアクセスをブロック]、[バケットのバージョン管理]、[タグ] はデ
フォルト設定のままにします。

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場合は暗号化
を使用することをお勧めします。 end-to-end 暗号化では、バケットに保存されているデー
タを暗号化したり、分析ジョブを実行したりするときに暗号化できます。暗号化の詳細に
ついてはAWS、「概要」を参照してくださいAWS Key Management Service。 『AWS Key 
Management Service開発者ガイド』を参照してください。

7. バケット設定を確認して、[Create bucket] を選択します。

Amazon S3 バケットを作成する () バケット (AWS CLI) の作成

を開いた後AWS CLI、create-bucketコマンドを実行して、入出力データを保存するバケットを作成し
ます。

Amazon S3 バケットを作成するには () バケット (AWS CLI) の作成

1. バケットを作成するには、で次のコマンドを実行しますAWS CLI。DOC-EXAMPLE-BUCKET は、すべ
てにおいて一意のバケット名に置き換えてくださいAWS。

aws s3api create-bucket --bucket DOC-EXAMPLE-BUCKET

デフォルトでは、create-bucketus-east-1AWSコマンドはリージョンにバケットを作成しま
す。AWS リージョン以外でバケットを作成するにはus-east-1、LocationConstraintパラメー
タを追加してリージョンを指定します。たとえば、次のコマンドでは、us-west-2リージョンにバ
ケットが作成されます。

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については、グローバルインフラスト
ラクチャガイドのリージョン表を参照してください。

2. バケットが正常に作成されたことを確認するには、次のコマンドを実行します。このコマンドは、ア
カウントに関連付けられたすべての S3 バケットを一覧表示します。

aws s3 ls

(コンソールのみ) フォルダーの作成
次に、S3 バケットに 2 つのフォルダーを 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
ダーは入力データ用です。2 番目のフォルダーは、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、フォルダを手動で作成する必要があります。を使用する
とAWS CLI、サンプルデータセットをアップロードしたり、分析ジョブを実行したりするときに、フォル
ダーを作成できます。そのため、フォルダーを作成する手順はコンソールユーザーのみを対象としていま
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す。AWSCLI を使用している場合は、入力データをアップロードする (p. 298)とにフォルダを作成しま
すステップ 3: Amazon S3 のドキュメントに対して分析ジョブを実行する (p. 301)。

S3 バケットにフォルダを作成するには (コンソール) にフォルダを作成するには (コンソール) に
保存します

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. [Buckets] (バケット) で、バケットのリストからバケットのリストから、バケットのリストからバケッ

トのリストから、バケットのリストからバケットを選択します
3. 「概要」タブで、「フォルダーの作成」を選択します。
4. 新しいフォルダ名に、input を入力します。
5. 暗号化設定には、「なし (バケット設定を使用)」 を選択します。
6. [Save] (保存) を選択します。
7. 手順 3 ～ 6 を繰り返して、分析ジョブの出力用に別のフォルダーを作成します。ただし、手順 4 で

は、新しいフォルダー名を入力しますoutput。

入力データをアップロードする
バケットができたので、amazon-reviews.csvサンプルデータセットをアップロードします。Amazon 
S3 コンソールまたはを使用して、データをソース S3 バケットにアップロードできますAWS CLI。

サンプルドキュメントをバケット (コンソール) にアップロード

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に保存します。

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. [Buckets] (バケット) で、バケットのリストからバケットのリストから、バケットのリストからバケッ

トのリストから、バケットのリストからバケットを選択します
3. inputフォルダーを選択し、[アップロード] を選択します。
4. [ファイルを追加] を選択し、amazon-reviews.csvコンピューター上のファイルを選択します。
5. その他の設定はデフォルト値のままにしておきます。
6. [Upload] (アップロード) を選択します。

サンプルドキュメントをバケットにアップロード (AWS CLI)

S3 バケットに入力フォルダーを作成し、cpコマンドを使用してデータセットファイルを新しいフォル
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 (AWS CLI)

1. バケット内の新しいフォルダーにファイルをアップロードするには、AWS CLI次のコマンドを実行し
ます。amazon-reviews.csvDOC-EXAMPLE-BUCKET ####################。/input/最後に
パスを追加すると、Amazon S3input はバケットにという名前の新しいフォルダーを自動的に作成
し、そのフォルダーにデータセットファイルをアップロードします。

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。このコマン
ドは、inputバケットのフォルダーの内容を一覧表示します。
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aws s3 ls s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/input/

これで、amazon-reviews.csvという名前のフォルダーにファイルが入った S3input バケットができ
ました。コンソールを使用した場合は、outputバケットにもフォルダがあります。を使用した場合AWS 
CLI、Amazon Comprehend 分析ジョブの実行時に出力フォルダーを作成します。

ステップ 2: (CLI のみ) Amazon Comprehend 用の IAM 
ロールを作成する
このステップは、AWS Command Line Interface (AWS CLI) を使用してこのチュートリアルを完了する場
合にのみ必要です。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、に進んで
くださいステップ 3: Amazon S3 のドキュメントに対して分析ジョブを実行する (p. 301)。

Amazon Comprehend では、分析ジョブを実行するには、Amazon S3 バケットへのアクセス許可が必
要です。バケットには、ジョブの出力が含まれる。IAM ロールを使用すると、AWS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 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を許可するリソースベースのポリシーを作成して
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 には、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権限が付与されま
す。

Amazon Comprehend で IAM 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 IAM を使用する方法 (p. 252)。

トピック
• 前提条件 (p. 299)
• IAM ロールの作成 (p. 299)
• IAM ロールにアタッチします (p. 300)

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. 296) 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てください。

IAM ロールの作成
Amazon Comprehend (IAM) ロールを付与する必要があります。Amazon Storage Service (Amazon 
Storage Service) バケットにアクセスするには、Amazon Comprehend がAWS Identity and Access 
Management (IAM) ロールを付与する必要があります。IAM ロールは Amazon Comprehend を信頼できる
エンティティとして宣言します。Amazon Comprehend がロールを引き継ぎ、信頼できるエンティティに
なったら、Amazon Comprehend にバケットアクセス権限を付与できます。このステップでは、Amazon 
Comprehend を信頼できる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。ロールは、AWS CLI
または Amazon Comprehend コンソールを使用して作成できます。コンソールを使用するには、に進んで
くださいステップ 3: Amazon S3 のドキュメントに対して分析ジョブを実行する (p. 301)。

Amazon Comprehend コンソールでは、ロール名に「Comprehend」が含まれ、トラストポリシーに
「Comprehend」が含まれるロールを選択できますcomprehend.amazonaws.com。コンソールに表示させ
たい場合は、CLI で作成したロールをこれらの基準を満たすように設定します。
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Amazon Comprehend (AWSCLI) の IAM ロールを作成するには

1. 次の信頼ポリシーを、comprehend-trust-policy.jsonコンピューターのコードエディタま
たはテキストエディタで呼び出される JSON ドキュメントとして保存します。この信頼ポリシー
は、Amazon Comprehend を信頼できるエンティティとして宣言し、IAM の役割を引き受けることを
許可します。

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

2. IAM ロールを作成するには、AWS CLI次のコマンドを実行します。コマンドは、という IAM ロール
を作成しAmazonComprehendServiceRole-access-role、ロールに信頼ポリシーをアタッチしま
す。ローカルコンピュータの JSONpath/ ドキュメントへのパスに置き換えます。

aws iam create-role --role-name AmazonComprehendServiceRole-access-role
--assume-role-policy-document file://path/comprehend-trust-policy.json

Tip

Error parsing パラメータメッセージが表示された場合は、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いて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。ARNarn:aws:iam::123456789012:role/AmazonComprehendServiceRole-access-
role の形式はと同様です。Amazon Comprehend 分析ジョブを実行するには、この ARN が必要で
す。

IAM ロールにアタッチします
Amazon Comprehend では Amazon S3 バケットにアクセスするには、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 に必須アクセス権限を付与するには、IAM ポリシーを作成
して 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 JSONcomprehend-access-policy.json ドキュメントとして
ローカルに保存します。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。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
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            "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" 
        } 
    ]
}

2. S3 バケットアクセスポリシーを作成するには、AWS CLI次のコマンドを実行します。ローカルコン
ピュータの JSONpath/ ドキュメントへのパスに置き換えます。

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。ARNarn:aws:iam::123456789012:policy/comprehend-access-policy の形式はと同様
です。この ARN は、IAM ロールにアクセスポリシーをアタッチするために必要です。

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。policy-arn前の手順でコピーしたアクセスポリシーの ARN に置き
換えます。

aws iam attach-role-policy --policy-arn policy-arn
--role-name AmazonComprehendServiceRole-access-role

これで、Amazon Comprehend の信頼ポリシーと、Amazon Comprehend に S3 バケットへのアクセスを
許可するアクセスポリシーを含む、AmazonComprehendServiceRole-access-roleという名前の IAM 
ロールができました。また、IAM ロールの ARN がテキストエディターにコピーされています。

ステップ 3: Amazon S3 のドキュメントに対して分析
ジョブを実行する
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。感情分析
ジョブによって、ドキュメントの全体的な雰囲気が決まります (ポジティブ、ネガティブ、中立、混合な
ど)。エンティティ分析ジョブは、ドキュメントから現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、人物、場所、役職、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。

301



Amazon Comprehend デベロッパーガイド
ステップ 3: 分析ジョブの実行

トピック
• 前提条件 (p. 302)
• センチメントとエンティティを分析 (p. 302)

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. 296) を完了します。
• (オプション) を使用している場合はAWS CLI、IAM ロール ARNステップ 2: (CLI のみ) Amazon 

Comprehend 用の IAM ロールを作成する (p. 299) を完成させて準備してください。

センチメントとエンティティを分析
最初に実行するジョブでは、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 つ目のジョブでは、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 コンソールまたはを使用して実行できますAWS CLI。

Tip

Amazon ComprehendAWS をサポートしているリージョンであることを確認します。詳細につい
ては、『グローバルインフラストラクチャガイド』の「地域」表を参照してください。

感情とエンティティを分析 (コンソール)

Amazon Comprehend コンソールを使用する場合、ジョブは一度に 1 つずつ作成します。センチメント分
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る
ことに注意してください。同じ S3 バケットとフォルダを使用する限り、IAM ロールを再利用できます。

センチメントおよびエンティティ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の [Region selector] (AWS
リージョンセレクタ) から S3 バケットを作成したリージョンを選択します。

2. Amazon Comprehend Comprehend コンソール (https://console.aws.amazon.com/comprehend/) を開
きます

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 [Analysis selector] (分析ジョブ) を選択します。
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。
b. [分析タイプ] に [センチメント] を選択します。
c. [Language] (言語) で、[English] (英語) を選択します。
d. Job 暗号化設定は無効のままにしておきます。

7. [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. S3 ロケーションについては、「Browse S3」を選択し、バケットのリストからバケットを選択し

ます。
c. S3 バケットの [オブジェクト] で、inputフォルダを選択します。
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d. inputフォルダーで、amazon-reviews.csvサンプルデータセットを選択し、[選択] を選択し
ます。

e. [入力形式] で、[1 行に 1 つの文書] を選択します。
8. [Output data] (出力データ) セクションで、以下の操作を行います。

a. S3 ロケーションについては、「Browse S3」を選択し、バケットのリストからバケットを選択し
ます。

b. S3 バケットの [オブジェクト] で、outputフォルダを選択し、[選択] を選択します。
c. 暗号化はオフのままにしておきます。

9. [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. [Job 設定] の [名前] に、と入力しますreviews-entities-analysis。
b. Job 設定の [分析タイプ] で、[エンティティ] を選択します。
c. [アクセス権限] で、[既存の IAM ロールを使用する] を選択します。[ロール名] で、を選択しま

すAmazonComprehendServiceRole-comprehend-access-role (センチメントジョブ用に
作成したロールと同じです)。

感情とエンティティの分析 (AWS CLI)

start-sentiment-detection-jobstart-entities-detection-jobおよびコマンドを使用して、
センチメントおよびエンティティ分析ジョブを実行します。各コマンドを実行すると、出力 S3 の場所な
ど、JobIdジョブの詳細にアクセスできる値を含む JSONAWS CLI オブジェクトが表示されます。

センチメントおよびエンティティ分析ジョブ (AWSCLI) を実行するには

1. で次のコマンドを実行して、センチメント分析ジョブを開始しますAWS CLI。以前にテキストエディ
ターにコピーした IAM ロール ARNarn:aws:iam::123456789012:role/comprehend-access-
role に置き換えます。AWS CLIデフォルトのリージョンが Amazon S3 バケットを作成したリージョ
ンと異なる場合は、--regionパラメータを含めて、us-east-1バケットが存在するリージョンに置
き換えます。

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]

2. ジョブを送信したら、JobIdをコピーしてテキストエディタに保存します。JobId解析ジョブの出力
ファイルを検索するには、が必要です。

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
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--job-name reviews-entities-analysis
--language-code en
[--region us-east-1]

4. ジョブを送信したら、JobIdをコピーしてテキストエディタに保存します。
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、そのジョブの追跡によって確認できま

すJobId。

センチメント分析ジョブの進捗を追跡するには、次のコマンドを実行します。sentiment-job-idセ
ンチメント分析を実行した後にコピーしたものに置き換えます。JobId

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。entities-job-idエンティ
ティ分析を実行した後にコピーしたものに置き換えます。JobId

aws comprehend describe-entities-detection-job
--job-id entities-job-id

JobStatusがとして表示されるまでに数分かかりますCOMPLETED。

センチメント分析とエンティティ分析のジョブが完了しました。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 の出力をデータビ
ジュアライゼーション用に準備する
センチメント分析ジョブとエンティティ分析ジョブの結果をデータビジュアライゼーションの作成用に準
備するには、AWS Glueとを使用します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データを探索してそのデータを内のテーブルに自動的に分類
するクローラーを作成しますAWS Glue Data Catalog。その後、Amazon Athenaサーバーレスのインタラ
クティブなクエリサービスを使用してこれらのテーブルにアクセスして変換します。このステップを完了
すると、Amazon Comprehend の結果はクリーンになり、視覚化できる状態になります。

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。出力ファイルを抽出する手順は必要あり
ません。「へのデータのロード」に進んでくださいAWS Glue Data Catalog (p. 308)。

トピック
• 前提条件 (p. 304)
• 出力をダウンロードします (p. 305)
• 出力ファイルを抽出します (p. 306)
• 抽出したファイルをアップロードする (p. 307)
• データをに読み込むAWS Glue Data Catalog (p. 308)
• 分析用のデータを準備する (p. 310)

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して分析ジョブを実行する (p. 301) を完了し
ます。
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出力をダウンロードします
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アーカイブをローカルにダウンロードする
ことです。

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。

出力ファイルのダウンロード (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ってくださ
い。分析ジョブは出力用の S3 ロケーションを提供し、そこで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. Amazon Comprehend コンソールのナビゲーションペインで、分析ジョブに戻ります。
2. 感情分析の仕事を選択してください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. [Overview] (概要) タブで、[Download] (ダウンロード) を選択します。
5. コンピューターで、アーカイブの名前をに変更します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しやすくなります。
6. 手順 1 ～ 4 を繰り返して、reviews-entities-analysisジョブの出力を検索してダウンロードし

ます。コンピューターで、アーカイブの名前をに変更しますentities-output.tar.gz。

出力ファイルをダウンロードする (AWS CLI)

各ジョブの出力ファイルを見つけるにはJobId、分析ジョブのを使用して出力の S3 ロケーションを検索
します。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. センチメント分析ジョブの詳細を表示するには、次のコマンドを実行します。sentiment-job-
idJobId保存したセンチメントに置き換えてください。

aws comprehend describe-sentiment-detection-job --job-id sentiment-job-id

自分が見つからなくなった場合はJobId、次のコマンドを実行してセンチメントジョブをすべて一覧
表示し、ジョブを名前で絞り込むことができます。

aws comprehend list-sentiment-detection-jobs  
--filter JobName="reviews-sentiment-analysis"

2. OutputDataConfigS3Uriオブジェクト内で値を探します。S3Uri値は次のような形式になっている
はずです: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。

3. 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、次のコマンドを実行
します。S3 バケットパスを、S3Uri前のステップでコピーしたパスに置き換えます。path/ローカル
ディレクトリのフォルダパスに置き換えます。sentiment-output.tar.gzこの名前は元のアーカ
イブ名の代わりになり、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なります。

aws s3 cp s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/.../output/output.tar.gz 
path/sentiment-output.tar.gz
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4. エンティティ分析ジョブの詳細を表示するには、次のコマンドを実行します。

aws comprehend describe-entities-detection-job
--job-id entities-job-id

不明な場合はJobId、次のコマンドを実行してエンティティのジョブをすべて一覧表示し、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. OutputDataConfigエンティティのジョブの説明にあるオブジェクトから、S3Uri値をコピーしま
す。

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、次のコマンドを実行
します。S3 バケットパスを、S3Uri前のステップでコピーしたパスに置き換えます。path/ローカル
ディレクトリのフォルダパスに置き換えます。この名前は、entities-output.tar.gz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

出力ファイルを抽出します
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て
ください。ローカルファイルシステムまたはターミナルを使用してアーカイブを解凍できます。

出力ファイルを抽出します (GUI ファイルシステム)

macOS を使用している場合は、GUI ファイルシステムの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、GUI ファイルシステムの出力ファイルに 7-Zip などのサードパーティ製
のツールを使用できます。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。最初にアーカイブを解凍し、次にアーカイブを抽出します。

出力ファイルを区別できるように、sentiment-outputentities-outputセンチメントファイルの名前
をに、エンティティファイルの名前を変更します。

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 を使用してい
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-,'

--transformこのパラメータは、アーカイブ内の出力ファイルにプレフィックスを追加
し、sentiment-ファイルの名前をに変更することに注意してください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。

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。
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tar -xvf entities-output.tar.gz --transform 's,^,entities-,'

--transformパラメータは、entities-出力ファイル名にプレフィックスを追加します。
Tip

Amazon S3 のストレージコストを節約するために、アップロードする前にファイルを Gzip で再
度圧縮できます。tarAWS Glue アーカイブからデータを自動的に読み取ることはできないため、
元のアーカイブを解凍して解凍することが重要です。ただし、GzipAWS Glue 形式のファイルか
ら読み込むことはできます。

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。データを正しく読み取るには、AWS Glue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ーに保存する必要があります。バケットに、抽
出されたセンチメント結果用のフォルダーと、抽出されたエンティティ結果用の 2 つ目のフォルダーを作
成します。フォルダは、Amazon S3 コンソールまたはのどちらかを使用して作成できますAWS CLI。

抽出したファイルを Amazon S3 (コンソール) にアップロードします

S3 バケットに、抽出されたセンチメント結果ファイル用に 1 つのフォルダーと、エンティティ結果ファ
イル用に 1 つのフォルダーを作成します。次に、抽出した結果ファイルをそれぞれのフォルダーにアップ
ロードします。

抽出したファイルを Amazon S3 (コンソール) にアップロードするには

1. Amazon S3 コンソール (https://console.aws.amazon.com/s3/) を開きます。
2. 「バケット」でバケットを選択し、「フォルダーの作成」を選択します。
3. 新しいフォルダ名には、sentiment-resultsを入力して [保存] を選択します。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 [概要] タブのバケットコンテンツのリストから、新しいフォルダを選択しま

すsentiment-results。[Upload] (アップロード) を選択します。
5. [ファイルを追加] を選択し、sentiment-outputローカルコンピューターからファイルを選択して、

[次へ] を選択します。
6. [ユーザーの管理]、[他のユーザーのアクセス]AWS アカウント、[公開権限の管理] のオプションはデ

フォルトのままにします。[Next] (次へ) を選択します。
7. [ストレージクラス] には [標準] を選択します。[暗号化]、[メタデータ]、[タグ] のオプションはデフォ

ルトのままにします。[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] を選択します。
9. 手順 1 ～ 8 を繰り返してentities-results、という名前のフォルダーを作成し、entities-

outputそのフォルダーにファイルをアップロードします。

抽出したファイルを Amazon S3 (AWS CLI) にアップロードします。

cpコマンドを使用して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。

抽出したファイルを Amazon S3 (AWS CLI) にアップロードするには

1. センチメントフォルダを作成し、次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。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に置き換えます。

aws s3 cp path/sentiment-output s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/sentiment-results/

2. エンティティ出力フォルダーを作成し、次のコマンドを実行してエンティティファイルをアップロー
ドします。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に置き換えます。
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aws s3 cp path/entities-output s3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/entities-results/

データをに読み込むAWS Glue Data Catalog
結果をデータベースに取り込むには、AWS Glueクローラを使用できます。AWS Glueクローラーはファイ
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AWS Glue Data Catalog (サーバーレス
データベース) のテーブルに配置します。クローラーは、AWS Glueコンソールまたはを使用して作成でき
ますAWS CLI。

データをAWS Glue Data Catalog (コンソール) に読み込む

AWS Gluesentiment-resultsentities-results自分とフォルダーを個別にスキャンするクローラー
を作成します。の新しい IAMAWS Glue ロールにより、S3 バケットにアクセスする許可がクローラに付与
されます。この IAM ロールは、クローラーのセットアップ時に作成します。

データをAWS Glue Data Catalog (コンソール) にロードするには

1. サポートしている地域にいることを確認してくださいAWS Glue。別の地域にいる場合は、ナビゲー
ションバーで、地域セレクターからサポートされている地域を選択します。サポートしているリー
ジョンのリストについてはAWS Glue、グローバルインフラストラクチャガイドのリージョンテーブ
ルを参照してください。

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 [クローラー] を選択し、[クローラーの追加] を選択します。
4. [クローラ名] に、comprehend-analysis-crawlerを入力して [次へ] を選択します。
5. クローラーソースタイプには、[データストア] を選択し、[次へ] を選択します。
6. [Add a data store data store] (データストアページの追加) で、次の操作を行います。

a. [Choose a data store (データストアの選択) ] で [S3] を選択します。
b. 接続は空白のままにしておきます。
c. [データをクロールする] には、[マイアカウントの指定パス] を選択します。
d. 「インクルードパス」に、センチメント出力フォルダーのフル 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. [別のデータストアを追加] で [はい] を選択し、[次へ] を選択します。手順 6 を繰り返します。ただ
し、エンティティの出力フォルダーの完全な S3 パスを入力しますs3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/
entities-results。

8. [別のデータストアを追加] で [いいえ] を選択し、[次へ] を選択します。
9. IAM ロールを選択するには、次の操作を行います。

a. [IAM ロールを作成する] を選択します。
b. IAM ロールには、glue-access-roleを入力して [次へ] を選択します。

10. [このクローラーのスケジュールを作成] で、[オンデマンドで実行] を選択し、[次へ] を選択します。
11. [Configure the crawler's output (クローラの出力を設定する)] で、次の操作を行います。

a. [データベース] で、[データベースの追加] を選択します。
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、[次へ] を選択します。

12. クローラ情報を確認し、[完了] を選択します。
13. Glue コンソールの [クローラー] で、comprehend-analysis-crawlerを選択し、[クローラーを実

行] を選択します。クローラが終了するまで、数分かかる場合があります。
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データをAWS Glue Data Catalog (AWS CLI) に読み込む

S3AWS Glue バケットにアクセスする許可を付与する IAM ロールを作成します。次に、にデータベースを
作成しますAWS Glue Data Catalog。最後に、データをデータベースのテーブルにロードするクローラを
作成して実行します。

データをAWS Glue Data Catalog (AWS CLI) にロードするには

1. の IAM ロールを作成するにはAWS Glue、次を実行します。

a. 次の信頼ポリシーを、glue-trust-policy.jsonコンピューター上で呼び出される JSON ド
キュメントとして保存します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Principal": { 
        "Service": "glue.amazonaws.com" 
      }, 
      "Action": "sts:AssumeRole" 
    } 
  ]
}

b. IAM ロールを作成するには、次のコマンドを実行します。ローカルコンピュータの JSONpath/
ドキュメントへのパスに置き換えます。

aws iam create-role --role-name glue-access-role
--assume-role-policy-document file://path/glue-trust-policy.json

c. AWS CLIに新しいロールの Amazon リソース番号 (ARN) が表示されたら、それをコピーしてテ
キストエディタに保存します。

d. 次の IAM ポリシーを、glue-access-policy.jsonコンピューター上で呼び出される JSON ド
キュメントとして保存します。このポリシーにより、AWS Glue結果フォルダーをクロールする
権限が付与されます。

{ 
    "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*" 
            ] 
        } 
    ]
}

e. IAM ポリシーを作成するには、次のコマンドを実行します。ローカルコンピュータの 
JSONpath/ ドキュメントへのパスに置き換えます。

aws iam create-policy --policy-name glue-access-policy
--policy-document file://path/glue-access-policy.json
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f. にアクセスポリシーの ARNAWS CLI が一覧表示されたら、それを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、新しいポリシーを IAM ロールに添付します。policy-arn前のステッ
プでコピーした IAM ポリシーの ARN に置き換えます。

aws iam attach-role-policy --policy-arn policy-arn
--role-name glue-access-role

h. AWSGlueServiceRole次のコマンドを実行して、AWS管理ポリシーを IAM ロールにアタッチし
ます。

aws iam attach-role-policy --policy-arn
arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AWSGlueServiceRole
--role-name glue-access-role

2. 次のコマンドを実行して、AWS Glueデータベースを作成します。

aws glue create-database  
--database-input Name="comprehend-results"

3. 次のコマンドを実行して、AWS Glue新しいクローラを作成します。AWS GlueIAM ロールの 
ARNglue-iam-role-arn に置き換えてください。

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

クローラが終了するまで、数分かかる場合があります。

分析用のデータを準備する
これで、Amazon Comprehend の結果がデータベースに入力されました。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 ステートメントを実行しますAmazon Athena。 
Amazon Athenaはインタラクティブなクエリサービスで、Amazon S3 内のデータを標準 SQL を使用し
て簡単に分析できるようになります。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、 pay-per-query 料金モデルが用意されています。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。
2. クエリエディタで、[設定] を選択し、[管理] を選択します。
3. [クエリ結果の場所] に、と入力しますs3://DOC-EXAMPLE-BUCKET/query-results/。これによ

り、query-resultsAmazon Athena実行したクエリの出力を保存するという新しいフォルダーがバ
ケットに作成されます。[Save] (保存) を選択します。

4. クエリエディタで、[Editor] を選択します。
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5. [データベース] で、AWS Gluecomprehend-results作成したデータベースを選択します。
6. テーブルセクションには、sentiment_resultsとという名前の 2 つのテーブルがあるはずで

すentities_results。テーブルをプレビューして、クローラー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、[テーブルをプレビュー] を選
択します。短いクエリが自動的に実行されます。結果ペインをチェックして、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 バケット内のフォルダを確認してみてください。エン
ティティ結果用のフォルダーと、センチメント結果用のフォルダーが 1 つあることを確認し
てください。次に、AWS Glue新しいクローラーを実行してみてください。

7. sentiment_resultsテーブルのネストを解除するには、クエリエディタに次のクエリを入力し、[実
行] を選択します。

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解除を開始するには、クエリエディタに次のクエリを入力し、[実行] 
を選択します。

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、クエリエディタに次のクエリを入力し、[クエリ
を実行] を選択します。

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

sentiment_results_final表は次のようになっているはずです。列の名前は「ファイル」、「ライ
ン」、「センチメント」、「ミックス」、「ネガティブ」、「ニュートラル」、「ポジティブ」です。
テーブルには、セルごとに 1 つの値が必要です。センチメント列には、特定のレビューについて最も可能
性の高い全体的なセンチメントが表示されます。混合列、否定列、中立列、正列には、感情のタイプごと
にスコアが表示されます。
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entities_results_finalテーブルは次のようになり、列にはファイル、ライン、開始オフセット、終
了オフセット、スコア、エンティティ、カテゴリという名前が付いているはずです。テーブルには、セル
ごとに 1 つの値が必要です。スコア列には、検出されたエンティティに対する Amazon Comprehend の信
頼度が表示されます。カテゴリは、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 Comprehend の出力をアマゾン
で視覚化する QuickSight
Amazon Comprehend の結果をテーブルに保存したら、Amazon でデータに接続して視覚化できます 
QuickSight。Amazon QuickSight は、AWSデータを視覚化するためのマネージドビジネスインテリジェン
ス (BI) ツールです。Amazon QuickSight では、簡単にデータソースに接続して、パワフルなビジュアルを
作成できます。このステップでは、Amazon QuickSight をデータに接続し、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
• 前提条件 (p. 313)
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• QuickSight アマゾンにアクセスを許可 (p. 313)
• データセットのインポート (p. 313)
• センチメントビジュアライゼーションを作成する (p. 314)
• エンティティビジュアライゼーションの作成 (p. 315)
• ダッシュボードの公開 (p. 316)
• クリーンアップ (p. 317)

前提条件
始める前に、ステップ 4: Amazon Comprehend の出力をデータビジュアライゼーション用に準備す
る (p. 304) を完了します。

QuickSight アマゾンにアクセスを許可
QuickSight データをインポートするには、Amazon Storage Service (Amazon S3)Amazon Athena バケッ
トとテーブルへのアクセス権を Amazon S3 に付与している必要があります。Amazon QuickSight にデー
タへのアクセスを許可するには、 QuickSight 管理者としてサインインし、リソース権限を編集するための
アクセス権を持っている必要があります。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インサイ
トの分析 (p. 293)。

Amazon QuickSight にデータへのアクセスを許可するには

1. Amazon QuickSight コンソールを開きます。
2. Amazon を初めて使用する場合 QuickSight、コンソールから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ように求められます。[メールアドレス] には、自分と同じメールアドレスを入力
しますAWS アカウント。[続行] を選択します。

3. サインインしたら、ナビゲーションバーでプロフィール名を選択し、[管理] を選択します 
QuickSight。Manage QuickSight オプションを表示するには、管理者としてサインインしている必要
があります。

4. [セキュリティと権限] を選択します。
5. QuickSight AWSサービスにアクセスするには、[追加] または [削除] を選択します。
6. [Amazon S3] を選択します。
7. 「Amazon S3 バケットの選択」 から、S3 バケット用の S3 バケットと Athena ワークグループの書

き込み権限の両方に S3 バケットを選択します。
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 QuickSight コンソールで行います。Amazon Athena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からインポートしま
す。

データセットをインポートするには

1. Amazon QuickSight コンソールを開きます。
2. ナビゲーションバーの [データセット] で、[新しいデータセット] を選択します。
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3. [データセットの作成] で [Athena] を選択します。
4. [データソース名] に、reviews-sentiment-analysis入力して [データソースの作成] を選択しま

す。
5. [Database] (データベース) で、データベース comprehend-results を選択します。
6. [テーブル] では、sentiment_results_finalセンチメントテーブルを選択し、[選択] を選択しま

す。
7. 分析を迅速に行うには [SPICE にインポート] を選択し、[視覚化] を選択します。SPICE QuickSight は

インメモリ計算エンジンで、ビジュアライゼーションを作成するときに直接クエリするよりも高速な
分析が可能です。

8. Amazon QuickSight コンソールに戻り、[データセット] を選択します。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が、以下の変更を行います。

a. [データソース名] に、を入力しますreviews-entities-analysis。
b. [テーブル] では、エンティティテーブルを選択しますentities_results_final。

センチメントビジュアライゼーションを作成する
Amazon のデータにアクセスできるようになったので QuickSight、ビジュアライゼーションの作成を開
始できます。Amazon Comprehend のセンチメントデータを使用して円グラフを作成します。円グラフに
は、肯定的、中立的、混合的、否定的であるレビューの割合が示されます。

センチメントデータを視覚化するには

1. Amazon QuickSight コンソールで [分析] を選択し、[新規分析] を選択します。
2. 「マイデータセット」sentiment_results_final からセンチメントデータセットを選択し、「分

析を作成」を選択します。
3. ビジュアルエディターのフィールドリストで、センチメントを選択します。

Note

フィールドリストの値は、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. ビジュアルタイプには、円グラフを選択します。

ポジティブセクション、ニュートラルセクション、ミックスセクション、ネガティブ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確認するには、そのセクションに
カーソルを合わせます。
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エンティティビジュアライゼーションの作成
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. Visualize コントロールペインの [データセット] の横にある [データセットの追加、編集、置換、削除] 
アイコンを選択します。

2. [Add data set] (データセットを追加) を選択します。
3. [追加するデータセットの選択] で、entities_results_finalデータセットのリストからエンティ

ティデータセットを選択し、[選択] を選択します。
4. Visualize 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を選択し、エンティティ

データセットを選択しますentities_results_final。
5. フィールドリストで、エンティティを選択します。
6. ビジュアルタイプには、ツリーマップを選択します。

円グラフの横には、次のようなツリーマップが表示されます。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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ダッシュボードの公開
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。ダッシュボードでは、ダッ
シュボード内のユーザーと共有したり、PDF として保存したりAWS アカウント、レポートとして電子
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
限られます QuickSight)。このステップでは、ビジュアライゼーションをダッシュボードとしてアカウント
の公開します。

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、[Share] を選択します。
2. [Publish dashboard (ダッシュボードの公開)] を選択します。
3. [名前を付けて新しいダッシュボードを公開] を選択し、comprehend-analysis-reviewsダッシュ

ボードの名前を入力します。
4. [Publish dashboard (ダッシュボードの公開)] を選択します。
5. 右上隅にある [閉じる] ボタンを選択して [ダッシュボードをユーザーと共有する] ペインを閉じます。
6. Amazon 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] を選択しま

す。comprehend-analysis-reviews新しいダッシュボードのサムネイルがダッシュボードの下に
表示されます。ダッシュボードを選択して表示します。

これで、次の例のようになります。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は、次の
例のようになります。
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Tip

ダッシュボードのビジュアライゼーションを編集する場合は、分析に戻り、更新するビジュアラ
イゼーションを編集します。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度公開します。

クリーンアップ
このチュートリアルを完了したあと、AWS使用しなくなったリソースをすべてクリーンアップすることを
おすすめします。AWSアクティブなリソースに対して引き続きアカウントに料金が発生することがありま
す。

次のアクションを実行すると、継続的な請求が発生するのを防ぐことができます。

• Amazon QuickSight サブスクリプションをキャンセルします。 QuickSight Amazonは毎月のサブスクリ
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、Amazon QuickSight ユーザーガイ
ドの 「サブスクリプションのキャンセル」を参照してください。

• Amazon S3 バケットを削除する。Amazon S3 はストレージ料金を請求します。Amazon S3 リソースを
クリーンアップするには、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、S3 バ
ケットを削除する方法を参照してください。 Amazon Storage Service ユーザーガイドにあります。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。

• クリアして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。継
続的な請求が発生しないように、データベースを削除できます。AWS Glue Data Catalogデータベース
の管理については、『AWS Glue開発者ガイド』の「AWS Glueコンソールでのデータベースの操作」を
参照してください。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 オブ
ジェクトの Lambda アクセスポイントを使用する

Amazon S3 オブジェクト 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) を取得
し、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
を制御したり、文書から PII を編集したりできます。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 エンティティの検出 (p. 89)。Amazon S3 Object 
Lambda アクセスポイントは、AWS Lambda関数を使用して、標準 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、Amazon Simple Storage Service ユーザーガイドの「S3 オブジェ
クト Lambda によるオブジェクトの変換」を参照してください。

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 Amazon 
Comprehend Lambda 関数を使用して処理され、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 PII を編集します。
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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 を含むドキュ
メントへのアクセスを制御します。この Lambda 関数の詳細については、にログインして、の
ComprehendPiiAccessControlS3ObjectLambda 関数を確認してくださいAWS Serverless Application 
Repository。AWS Management Console

• ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda-Amazon S3 バケットにあるドキュメントか
ら PII バケットの PII を編集します。この Lambda 関数の詳細については、にログインして、の
ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda 関数を確認してくださいAWS Serverless Application 
Repository。AWS Management Console

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、「Serverless Application Repository 開発者ガイド」AWS の「アプリケーションのデプロイ」
を参照してください。

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制御 (p. 318)
• ドキュメントから個人を特定できる情報 (PII) の編集 (p. 319)

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
トへのアクセスをコントロールできます。

権限のあるユーザーのみが 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、ComprehendPiiAccessControlS3ObjectLambda関数を使用します。この 
Lambda 関数は、ドキュメントオブジェクトに対する標準の Amazon S3 GET ContainsPiiEntitiesリクエス
トを処理するときにオペレーションを使用します。

たとえば、クレジットカード番号や銀行口座情報など PII を含むドキュメントが S3 バケットにあ
る場合は、PII エンティティタイプを検出し、許可されていないユーザーへのアクセスを制限できま
す。ComprehendPiiAccessControlS3ObjectLambdaサポートされる PII エンティティタイプについ
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. 90)。

この Lambda 関数の詳細については、にログインして、の ComprehendPiiAccessControlS3ObjectLambda
関数を確認してくださいAWS Serverless Application Repository。AWS Management Console

Amazon S3 オブジェクトの Lambda アクセスポイントを作成し
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作成します。

を使用して Amazon S3 オブジェクトの Lambda アクセスポイントを作成しま
す。AWS Command Line Interface
Amazon S3 オブジェクトの Lambda アクセスポイント設定を作成し、その設定を config.json というファ
イルに保存します。

{ 
    "SupportingAccessPoint": "s3-default-access-point-name-arn", 
    "TransformationConfigurations": [ 

318

https://console.aws.amazon.com/lambda/home#/create/app?applicationId=arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:839782855223:applications/ComprehendPiiAccessControlS3ObjectLambda
https://console.aws.amazon.com/lambda/home#/create/app?applicationId=arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:839782855223:applications/ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda
https://docs.aws.amazon.com/serverlessrepo/latest/devguide/serverlessrepo-consuming-applications.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/APIReference/API_ContainsPiiEntities.html
https://console.aws.amazon.com/lambda/home#/create/app?applicationId=arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:839782855223:applications/ComprehendPiiAccessControlS3ObjectLambda


Amazon Comprehend デベロッパーガイド
文書からの PII の編集

        { 
            "Actions": [ 
                "s3:GetObject" 
            ], 
            "ContentTransformation": { 
                "AwsLambda": { 
                    "FunctionArn": "comprehend-pii-access-control-s3-object-lambda-arn", 
                    "FunctionPayload": "{\"pii_entities_types\": \"SSN\"}" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次の例では、config.jsonファイルに定義された設定に基づいて Amazon S3 Object Lambda アクセスポ
イントを作成します。

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 オブジェクトの 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 オブジェクトの Lambda アクセスポイントを起動する
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

ドキュメントから個人を特定できる情報 (PII) の編集
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) 
を編集できます。

S3 バケットに保存されているドキュメントから PII エンティティタイプを編集するに
は、ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda関数を使用します。この Lambda 関数
は、ドキュメントオブジェクトに対する標準の Amazon S3 GET リクエストを処理するとき
に、ContainsPiiEntitiesDetectPiiEntitiesおよびオペレーションを使用します。

たとえば、クレジットカード番号や銀行口座情報などPII バケットの PII を含むドキュメントがある場
合、PII を検出し、PII エンティティタイプがマスキングされたドキュメントのコピーを返すように設定で
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きます。ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambdaサポートされる PII エンティティタイプについて
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. 90)。

この Lambda 関数の詳細については、にログインして、の ComprehendPiiRedactionS3ObjectLambda 関
数を確認してくださいAWS Serverless Application Repository。AWS Management Console

Amazon S3 オブジェクトの Lambda アクセスポイントを作成し
て、ドキュメントから PII を編集する
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 オブジェクトの Lambda アクセスポイントを作成しま
す。AWS Command Line Interface

Amazon S3 オブジェクト Lambda アクセスポイント設定を作成し、config.jsonその設定をという名前
のファイルに保存します。

{ 
    "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\"}" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

次の例は、で定義された設定に基づいて 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 オブジェクトの Lambda アクセスポイントを呼び出
して、ドキュメントから PII を編集する
以下の例では、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 
を編集します。

を使用して Amazon S3 オブジェクトの Lambda アクセスポイントを起動する
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。
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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 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 によるテキスト分析
と OpenSearch

AWSには、Amazon Comprehend OpenSearch とサービスを使用したテキスト分析のリファレンス実装が
記載されています。Amazon Comprehend はテキスト分析を行い OpenSearch 、ドキュメントのインデッ
クス作成、検索、視覚化を行います。

詳細については、「Amazon Comprehend OpenSearch によるテキストの分析」を参照してください。
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API リファレンス
API リファレンスは別のドキュメントになりました。詳細については、「Amazon Comprehend API リ
ファレンス」を参照してください。
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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。

変更 説明 日付

ネイティブドキュメントによる
カスタム分類トレーニング

Amazon Comprehend は、ネ
イティブドキュメントによる
カスタム分類トレーニングをサ
ポートするようになりました。
詳細については、Identity and
Access Management による分類
モデルのトレーニングAmazon 
Comprehend。

2023 年 4 月 19 日

カスタムモデルを管理するため
のフライホイール

Amazon Comprehend がフライ
ホイールをサポートするようにな
り、カスタムモデルのモデルバー
ジョンのトレーニングとトラッ
キングを管理できるようになりま
した。詳細については、Amazon 
Comprehend のフライホイール
を参照してください。

2023 年 2 月 28 日

IAM セキュリティトピックの更
新

IAM セキュリティトピックが
フェデレーテッドアイデンティ
ティを含むように更新されまし
た。詳細については、Amazon 
Comprehend Identity and 
Access Management による
アイデンティティand Access 
Management によるIdentity and 
Access Management

2022 年 12 月 22 日

カスタムモデルによる推論のた
めのワンステップ処理

Amazon Comprehend は、カ
スタム分類またはカスタムエン
ティティ認識を実行する前に、
画像、PDF、または Word 入力ド
キュメントのテキスト抽出を自
動的に実行するようになりまし
た。詳細については、「Amazon 
Comprehend のドキュメント処
理」を参照してください。

2022 年 12 月 1 日

ターゲットを絞ったセンチメン
トのための同期 API

Amazon Comprehend は、ター
ゲットを絞ったセンチメントの
ための同期 API とコンソールリ
アルタイム分析をサポートするよ
うになりました。ターゲットセン
チメントは、ドキュメント内の特
定のエンティティに関連するセン
チメントを決定します。詳細につ

2022 年 9 月 21 日
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いては、「Amazon Comprehend 
のターゲットセンチメント」を参
照してください。

レコグナイザーのトレーニング
に必要な最小注釈の削減

Amazon Comprehend は、プ
レーンテキストの CSV 注釈ファ
イルを使用して認識機能をトレー
ニングするための最小要件を削
減しました。これで、わずか3つ
の注釈付きドキュメントと、エン
ティティタイプごとに少なくとも
25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
きるようになりました。詳細につ
いては、「トレーニングデータの
準備」を参照してください。

2022 年 8 月 3 日

リアルタイム API の入力ドキュ
メントサイズの増加

Amazon Comprehend は現在、
ほとんどのリアルタイム API で
最大 100 KB の入力ドキュメント
をサポートしています。詳細につ
いては、「ガイドラインとクォー
タ」を参照してください。

2022 年 7 月 18 日

その他のPIIエンティティタイプ Amazon Comprehend では、
他にもの 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、「Amazon 
Comprehend での PII エンティ
ティの検出」を参照してくださ
い。

2022 年 5 月 20 日

目次の再構築 Amazon Comprehend 開発者
ガイドの目次を再構成して、ナ
ビゲーションが簡単になりまし
た。詳細については、「Amazon 
Comprehend とは」を参照して
ください。

2022 年 4 月 7 日

ターゲットを絞ったセンチメン
ト

Amazon Comprehend は、ド
キュメント内の特定のエンティ
ティに関連する感情を判断す
る、ターゲットを絞った感情分
析をサポートするようになりまし
た。詳細については、「Amazon 
Comprehend のターゲットセン
チメント」を参照してください。

2022 年 3 月 9 日

新機能 Amazon Comprehend では、
画像を分析してカスタムエン
ティティ認識を行えるようにな
りました。詳細については、
「Amazon Comprehend での 
Amazon Comprehend のカスタ
ムエンティティの検出」を参照し
てください。

2022 年 2 月 28 日
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新機能 トレーニング済みのカスタム
モデルを間でコピーできるよ
うになりましたAWS アカウン
ト。詳細については、「Amazon 
Comprehend のアカウント間で
のカスタムモデルのコピー」を参
照してください。

2022 年 2 月 2 日

新機能 これで、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
推奨事項を確認できるようにな
りました。AWS Trusted Advisor
詳細については、「Amazon 
Comprehend Trusted Advisorで
の Amazon Comprehend で使
用」を参照してください。

2021 年 9 月 29 日

新機能 Amazon Comprehend は 
Comprehend Custom 向けの一連
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
グレーションが可能になり、モデ
ルの継続的な改善が可能になりま
す。

2021 年 9 月 21 日

新機能 Amazon Comprehend では、PDF 
および Word ドキュメントを分析
してカスタムエンティティ認識を
行え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、表を含む文書から
情報を抽出できます。

2021 年 9 月 14 日

新機能 Amazon Comprehend は、エン
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
用量と実際のリソース使用量を把
握できます。

2021 年 8 月 24 日

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、「VPC エンドポイント 
(PrivateLink)」を参照してくださ
い。

2021 年 6 月 13 日

325

https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/custom-copy.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/custom-copy.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/custom-copy.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/custom-copy.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/manage-endpoints-trusted-advisor.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/manage-endpoints-trusted-advisor.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/manage-endpoints-trusted-advisor.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/manage-endpoints-trusted-advisor.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/model-versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/training-recognizers.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/manage-endpoints-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/vpc-interface-endpoints-med.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/vpc-interface-endpoints-med.html
https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/vpc-interface-endpoints-med.html


Amazon Comprehend デベロッパーガイド

言語拡張 Amazon Comprehend では、
主要言語機能として、ハウサ
語 (ha)、ラオ語 (lo)、マルタ語 
(mt)、オロモ語 (om) の 4 つの言
語が追加されました。詳細につ
いては、「Amazon Comprehend 
でサポートされている言語」を参
照してください。

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、「Amazon Comprehend 
の KMS 暗号化」を参照してくだ
さい。

2021 年 3 月 31 日

新機能 Amazon S3 オブジェクト 
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 を含む文書へのアクセ
スを制御したり、文書から PII を
編集したりできます。詳細につ
いては、「個人を特定できる情
報 (PII) のための Amazon S3 オ
ブジェクト Lambda アクセスポ
イントの使用」を参照してくださ
い。

2021 年 3 月 18 日

新機能 個人を特定できる情報 (PII) でド
キュメントにラベルを付けられ
るようになりました。Amazon 
Comprehend は、お客様の文書
に PII が含まれているかどうかを
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
を返します。詳細については、
「文書に PII をラベル付けする」
を参照してください。

2021 年 3 月 11 日

新機能 Amazon Comprehend では、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金融
イベントを検出できます。詳細に
ついては、「イベントの検出」を
参照してください。

2020 年 11 月 24 日
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新機能 Amazon Comprehend では、カ
スタムエンティティ認識エンドポ
イントにauto スケーリングを使
用できるようになりました。auto 
Scaling では、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、「エンドポイントでの Auto 
Scaling」を参照してください。

2020 年 9 月 28 日

新機能 カスタム分類器やエンティティ
認識機能をトレーニングするため
に、Amazon SageMaker Ground 
Truth によって生成されたラベル
付きの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。これらのファ
イルの詳細と例については、「マ
ルチクラスモード」、「マルチラ
ベルモード」、および「注釈」を
参照してください。

2020 年 9 月 22 日

新しいチュートリアル Amazon Comprehend に、カス
タマーレビューを分析して分析結
果を視覚化するマルチサービスの
ワークフローを説明するチュート
リアルが追加されました。詳細に
ついては、「チュートリアル:レ
ビューからのインサイトの分析」
を参照してください。

2020 年 9 月 17 日

新機能 Amazon Comprehend では、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 を
編集し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、「個人を特定できる情報 
(PII) の検出」を参照してくださ
い。

2020 年 9 月 17 日

新機能 以前は、モデルを最大 12 個のカ
スタムエンティティでトレーニ
ングすることしかできませんで
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、「カスタムエンティ
ティ認識」を参照してください。

2020 年 8 月 12 日
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言語拡張 Amazon Comprehend では、
カスタムエンティティ認識機能
に、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) の 5 つ
の言語を追加しました。詳細につ
いては、「Amazon Comprehend 
でサポートされている言語」を参
照してください。

2020 年 8 月 12 日

新機能 Amazon Comprehend 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、
「VPC エンドポイント (AWS 
PrivateLink)」を参照してくださ
い。

2020 年 8 月 11 日

新機能 Amazon Comprehend では、リ
アルタイムの分析を実行して、
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、「amazon 
prehend によるカスタムエンティ
ティのリアルタイム検出」を参照
してください。

2020 年 7 月 9 日

新機能の追加 Amazon Comprehend は、ド
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非同
期カスタム分類の 2 つ目のモー
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 つのクラスしか
関連付けられませんが、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、映画はサイエンスフィ
クション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、「カスタム分類のマルチクラ
スモードとマルチラベルモード」
を参照してください。

2019 年 12 月 19 日
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新機能の追加 Amazon Comprehend は、非構
造化テキストを含むドキュメント
のリアルタイムカスタム分類をサ
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、各自のビジネスルー
ルに基づいて情報を同期的に理解
し、ラベル付けし、ルーティング
できます。詳細については、「カ
スタム分類によるリアルタイム分
析」を参照してください。

2019 年 11 月 25 日

新しい言語が追加されました Amazon Comprehend では、い
くつかの機能にアラビア語 (ar)、
ヒンディー語 (hi)、日本語 (ja)、
韓国語 (ko)、簡体字中国語 (zh)、
繁体字中国語 (zh-TW) の 6 つ
の言語が追加されました。これ
らの新しい言語は、センチメン
ト判定、キーフレーズの検出、
およびカスタム以外のエンティ
ティ検出操作でのみサポートさ
れます。さらなる詳細について
は、Supported languages を参照
してください。

2019 年 11 月 6 日

新機能 以前は、モデルをトレーニング
できるカスタムエンティティ
は 1 つだけでした。その結果、
エンティティ認識操作では、そ
の 1 つのエンティティしか検
索できませんでした。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、「カスタムエンティ
ティ認識」を参照してください。

2019 年 7 月 9 日

新機能 Amazon Comprehend では、カ
スタム分類器をトレーニングす
る際にメトリクスを分析する機
能が追加されたため、マルチク
ラスの混同マトリックスを提供
できるようになりました。これ
は現在 API でのみサポートさ
れています。詳細については、
「Amazon Comprehend での 
Amazon Comprehend リソース
にタグを付ける」を参照してくだ
さい。

2019 年 4 月 5 日
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新機能 Amazon Comprehend には、
カスタム分類器とカスタムエ
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、これまで以上にきめ細か
く制御してリソースへのアクセ
スを整理、フィルタリング、制
御できます。詳細については、
「Amazon Comprehend での 
Amazon Comprehend リソース
にタグを付ける」を参照してくだ
さい。

2019 年 4 月 3 日

新機能 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。 end-to-endその結果がセ
キュリティです。詳細について
は、「Amazon Comprehend の 
KMS 暗号化」を参照してくださ
い。

2019 年 3 月 28 日

新機能 カスタムエンティティ認識は、あ
らかじめ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て、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、「カスタムエンティ
ティ認識」を参照してください。

2018 年 11 月 16 日

新機能 Amazon Comprehend を使用し
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、
「ドキュメント分類」を参照して
ください。

2018 年 11 月 15 日

リージョンの拡張 Amazon Comprehend がヨー
ロッパ (フランクフルト) (eu-
central-1) で利用可能になりまし
た。

2018 年 10 月 10 日
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言語拡張 Amazon Comprehend では、英
語とスペイン語に加えて、フラ
ンス語、ドイツ語、イタリア語、
ポルトガル語の文書も検査できる
ようになりました。詳細について
は、「Amazon Comprehend で
サポートされている言語」を参照
してください。

2018 年 10 月 10 日

リージョンの拡張 Amazon Comprehend が、アジ
アパシフィック (シドニー) (ap-
southeast-2) で利用可能になりま
した。

2018 年 8 月 15 日

新機能 Amazon Comprehend はドキュ
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見つける
ようになりました。詳細について
は、「Syntax」を参照してくだ
さい。

2018 年 7 月 17 日

新機能 Amazon Comprehend は、言
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
ため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、「非同期バッチ処理」
を参照してください。

2018 年 6 月 27 日

新しいガイド (p. 323) Amazon Comprehend デベロッ
パーガイドの初回リリースです。

2017 年 11 月 29 日
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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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