SAS® Contextual Analysis

Fact Sheet

主な機能
SAS Contextual Analysis を使用すると、文書を分類して事実を抽出し、文書毎のセンチメン
ト
（評判）を深く理解するまでの作業を一貫した操作環境で実行し、テキストデータから短時間
で洞察を導き出すことができます。また、学習用コーパスを作成しなくてもルールを定義でき
ます。

ビジネスメリット
大量のテキストデータから新たな課題の芽を見つけ出したり、傾向や動向を見極めたりする作
業が容易になります。得られた情報はビジネスや顧客の理解を深めるために活用できるほか、
業界規制を遵守しながら競争優位性を維持する目的にも役立ちます。

対象ユーザー
SAS Contextual Analysis は、大量の文書に埋もれがちで、かつ、手作業で文書の整理や内
容の確認を行う時間や人的リソースのない企業や組織での利用を想定しています。短期間で
本稼動を開始でき、
カスタマイズにも対応しているため、IT 部門ユーザーと業務部門ユーザー
の双方にとって理想的なツールです。

SAS® Contextual Analysis

非構造化テキストを構造化し、
より多くの洞察を組織全体に提供

ビジネス文書や顧客とのやり取りのメールなど、
さまざまな非構造化データは次々と生成されて
いくため、手作業で整理・確認するのは現実的で
はない大量の資料があっという間に蓄積されま
す。しかし、適切な技術を導入すると、こうした情
報の蓄積を宝の山に変えることができます。

SAS Contextual Analysis は、非構造化テキス
トからビジネスに関する貴重な洞察を導き出す
ために役立つ高度な言語処理ソリューションで
す。機械学習テクノロジーと各分野の専門知識
を組み合わせ、データに潜んでいる傾向やテー
マを浮き彫りにすることができます。そこから得
られる洞察は他の方法では決して明らかになら
ない可能性が高く、新たな視点からビジネスの
理解を深めるために役立ちます。

SAS Contextual Analysis を支える技術は高

主な利点
• テキスト分析に関連した全ての作業を単一の統合システムで容易に管理
SAS Contextual Analysis は短期間で本稼動を開始でき、必要に応じてルールをカスタマイズす
ることもできる統合環境です。すべての作業をこの環境内で行えます。また、高度な自動化により、
ユーザーはソフトウェアの導入後すぐに探索的な作業を開始できるほか、自然言語処理技術を用い
てユーザー独自の定義を設定することも可能です。

• ガイダンス付きのハイブリッド・アプローチによるコントール性の強化
SAS Contextual Analysis では、テキスト分析をカスタマイズする際にハイブリッド型のアプロー
チを利用できます。これは、機械学習で自動的に獲得した洞察に各分野の専門知識を組み合わせる
手法です。分析エンジンは、
この統合データに基づいて構文を解析し、共通テーマ、
カテゴリー・ルー
ル、
ドキュメント・センチメントを明らかにします。また、
ユーザーはいつでも機械学習の結果を確認し、
特定のニーズに合わせて機械学習の結果を調整することができます。つまり、
ハイブリッド・アプロー
チの採用により、柔軟性、
コントロール性、有効性が高まり、
より短期間で目的に適した結果が得られ
ます。

• さらに広範な用途の基礎となるデータを準備
SAS Contextual Analysis の用途は、非構造化データから価値を引き出すことだけではありませ
ん。最新の対話操作型のアナリティクス環境に取り込んで探索や分析を行うためのデータを準備す

度ですが、使い方は難しくありません。タクソノ

ることもできます。こうしたデータは、例えばビジュルアル・アナリティクス環境の導入や、他のアプ

ミー（分類法）のための学習用コーパスをユー

リケーション向けのメタデータ管理のための基礎として利用できます。

ザーが作成しなくても、出発点として利用できる
トピックが自動的に検出されます。また、柔軟性
も優れています。機械学習によって生成された
カテゴリー・ルールをより具体的なものに改良し、
より多くのビジネス価値を生み出すために欠か
せない正確な洞察を導き出すことが可能です。

製品概要
非構造化データの扱いは簡単ではありません
が、適切な技術があれば大きな価値を引き出せ
る可能性があります。現在のように変化のペー
スが速いビジネス環境では、非構造化情報の調
査を怠ると、顧客の懸念、市場の動向、潜在的な
問題の前兆といったビジネスに関する重要な洞
察を見落とす恐れがあります。競争優位性を維
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図 1. 機械学習に基づいて生成された結果を分析担当者がさらに改良できる

主な機能
テキスト分析モデルのガイダンス付き開発・展開環境を提供する一元管理システム

• ポイント & クリック方式で操作できる GUI 環境による自然言語処理。以下の処理に対応：
用語（単語または熟語）
トピックの発見
カテゴリーの定義
コンセプト
（概念）の規定
文書レベルのセンチメントの特定

• テキスト分析モデルの調査から改良、導入までをカバーする、ガイド付きのテキスト分析モデル開発環境
• プロジェクトの開始点として、SAS Content Categorization から既存のタクソノミー（分類法）をインポートすることが可能
• カスタム・コンセプトの作成／変更／有効化（無効化）と、言語学的ルール定義のテスト（妥当性チェックを伴う）を同一の対話操作型インターフェイ
ス内で実行

• 初期のプロジェクト定義のために利用できる、構築済みのプロジェクト・ウィザード
• テキスト分析モデルの開発工程全体で分析担当者をガイドするインライン・ヘルプ
• テキスト分析モデルの作成工程の各段階のステータス、処理状況、メッセージを表示するプロパティ・パネル。モデルの開発中に生じた問題の診断
を支援（例：トピックの生成に必要な数の文書が文書コレクションに存在しない）

• プロジェクト管理のための各種オプション。複数のテキスト分析モデルを同時に開発・運用したり、各モデルの開発ステータスを示す説明を表示した
りすることが可能

• プロジェクトの全てのプロパティについてメタデータを一元的に管理
ハイブリッド型の文書分類アプローチ

• 自動化された自然言語処理。用語の発見（スタート・ワードリスト／ストップ・ワードリストでカスタマイズ可能）、同義語の検出、スペルチェック、ステ
ミング（語幹抽出）などが可能

•
•
•
•
•
•
•

ドラッグ &ドロップ操作によるカスタマイズ。保持または削除する親用語をウィンドウ間で簡単に切り替え可能

SAS Text Miner によるトピック発見を、機械学習で生成されるタクソノミー（分類法）の初期化に利用可能
データソースを後で使用するオプション。タクソノミーを最初に構築し、文書コーパスに適用することが可能
トピックに含まれる用語を視覚的な操作で改変し、類似のトピックをマージして生成結果を改良することが可能
トピックをカテゴリーに昇格させる際に、データ主導型のカテゴリー・ルールの初期定義のためのルールを生成
あらかじめ構築済みの多数の言語学的演算子を用いてシステム由来のカテゴリーを編集し、ルールをさらに改良
一般的なエンティティ
（地名など）について事前定義済みの 17 個の設定調整可能なコンセプトを用いてカスタム・コンセプトを構築し、文脈感知の
精度を強化

• 特定の評価のためのコンセプトを有効化／無効化することが可能
• 定義済みのコンセプト・ルールの一部または全部について、ルールの構文を検証
• トピック発見過程で生成された文書（または特定のカテゴリーに関して選定された文書）について、文書レベルのセンチメントをデータ主導方式で
自動的に特定

自然言語処理

• このソフトウェアの自然言語処理機能における自動化の対象：
解析
トークン化
形態素解析（および品詞タグ付け）
同義語検出
スペルチェック
ステミング（語幹抽出）

• 削除／保持する用語のリストと用語の出現頻度を出力
• 「保持」および「削除」ウィンドウ間でドラッグ &ドロップ操作が可能（親用語のみ）
• 追加のテキスト処理として、スタート・ワードリスト／ストップ・ワードリストを適用（して用語を処理の対象に包含、または対象から除外）することが可能。
この製品には、通常は分析に適さないとされる一般的な用語（冠詞や接続詞）に関する仮のストップ・ワードリストが含まれています。分析担当者は、
この事前に定義されたストップ・ワードリスト
（現時点では英語のみ）を編集できます。

• ユーザー定義のスタート・ワードリスト／ストップ・ワードリストの使用も可能

主な機能（前ページより続く）
自然言語処理（続き）

• 入力の SAS データ内の対応する列を定義することにより、カスタム定義のカテゴリーを含めることも可能
• 専用パネルでカスタム・コンセプトを追加することも可能（定義済みの演算子構文を用いて記述）
• テキスト分析担当者は、入力文書を使わずにタクソノミー（分類法）だけを先に開発し、後からコーパスに対してタクソノミーを実行することも可能
初期タクソノミー（分類法）を開発するためのトピック自動検出

• 機械学習による自動検出により、関連付けられた的確性スコアに基づいて入力文書コレクションから中心テーマを特定
トピックの詳細をドリルダウンして
• トピック内の用語の関連性をワードクラウド（閾値の設定調整も可能）や対話操作型の用語マップで調査。また、
関連性を評価し、
トピック発見の精度を改良
トピックレベルのセンチメントを視覚的に表示
• 文書とそのテーマとの関連が分かるような形で、
トピックを 2 つに分割（必要に応じて分割を繰り返すことも可能）
、あるいは類似のトピックを 1 つに併合することにより、生成される
• 分析担当者は、
トピックの数をコントロールすることが可能

• そうすることが望ましいトピックをカテゴリーに昇格させて分類ルールを定義した上で、コンセプトの定義によってトピックを補強
設定調整可能なカテゴリー・ルールの生成

•
•
•
•
•
•
•

ユーザー定義のトピックに基づき、
カテゴリー・ルールの初期定期を自動的に生成
理解しやすいブール演算子ベースの定義により、
カテゴリー・モデル（つまり、
タクソノミー）を作成
システム生成ルールの堅牢性が、真陽性、偽陽性、偽陰性という診断の形で提示
カテゴリー・センチメントの視覚的な表現を文書ビュー内に生成
カスタム・カテゴリーと同様、ルールもゼロから編集／補強／削除／定義することが可能
分析担当者が詳細なルール・モデルの仕様を記述するために使用できる構築済みのルール演算子を数多く用意
分析担当者は、構築済みのカテゴリー階層（つまり、タクソノミー）を、入力データセットの定義済みフィールドから、または既存の SAS Content

Categorization Studio プロジェクトからインポートすることが可能
• ルールの展開に先立って、入力データセットを用いてテストすることが可能
コンセプトによる文脈判定の改善

•
•
•
•
•
•

コンセプト
（概念）によってカテゴリーに文脈的な特異性を付与してモデルを改良し、
より正確な意味を抽出
定義済みのコンセプトを利用できるため、ルールの記述が不要。日付、場所、時間などの一般的なエンティティを定義するコンセプトを標準で用意
既存の SAS Content Categorization Studio プロジェクトから、既存のコンセプトをインポートすることも可能
カスタム・コンセプトは、定義済み演算子のセットを用いて記述することが可能
定義済みのコンセプト・ルール、既存のコンセプト・ルールのどちらも必要に応じて編集・改良することが可能
コンセプト・ルールの検証機能。ボタンをクリックするだけで、構文の問題点を詳しく説明した診断エラー・メッセージを表示

SAS® との直接的な連携
• SAS Metadata Server との連携（SAS データセットをテキスト分析に直接入力する機能を新たに搭載）
• SAS Visual Analytics Hub との直接的な連携により、結果を対話型操作で探索することが可能
• 文脈依存モデルを他の任意の SAS アプリケーションに適用するモデルスコアリング・コードのダウンロード機能。これには、センチメントおよびコン
セプト・スコアコードを表示してダウンロードする機能、および、他の文書のスコアリングに使うカテゴリー・スコアコードが含まれる

SAS Contextual Analysis の詳細については、sas.com/jp/go/contextual-analysis をご覧ください。
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