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はじめに 

Oracle Text は、Oracle Database 12c に含まれている全文索引付け、検索および処理のエンジンで
す。データベースに完全に統合されており、追加のソフトウェアをインストールしたり、新しいイ
ンタフェースを習得したりすることなく、組織内のテキスト資産を最大限に活用できます。 

このホワイト・ペーパーでは、Oracle Database 12c Release 2（バージョン 12.2.0.1）の Oracle Text
で利用できる新機能について説明します。 

センチメント分析 

センチメント分析は、テキストで表されている意見をコンピュータによって識別して分類するプロ
セスです。具体的には、特定のトピックや製品などに対する書き手の態度が肯定的、否定的、中間
的のいずれなのかを判断します。 

Wikipedia 

センチメント分析は、テキスト内の肯定的または否定的な感情を特定する手段であり、具体的には、
書き手の考えていることが良いことなのか悪いことなのかを特定します。一般にセンチメント分析
は、テキスト項目全体の総合的なトーンを特定します。たとえば、どの程度の数のフィードバック
投稿が肯定的なのか、または否定的なのかを迅速に特定します。 

Oracle Text ではこれを 1 段階先に進めており、特定のトピックに関する肯定的な感情または否定的
な感情を特定できます。そのため、たとえば、製品のレビューは概して肯定的であるが、関心のあ
る特定のトピックには否定的であることを特定できます。カメラをレビューした人が全体的には好
印象を持っていても、レンズ品質などの特定の側面に対して満足していない場合があります。 

“このホテルに対するすべてのレビューのうち、清潔さに関するレビュー者の意見を表示し、個々の
レビューに含まれている清潔さに関する良いコメントと悪いコメントを強調表示します" 

センチメント分析は、ドキュメント全体"だけではなく、個々の側面に基づきます。 

 

トピック固有のセンチメント分析では、このような側面に対する総合的な感情（レンズ品質に関し
てレビューが全体として肯定的なのか否定的なのか）を迅速に特定できますが、このような側面に
言及している実際のテキスト部分に焦点を当てることもできます。 
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センチメントのアーキテクチャ 

 

 

センチメント分析の中核となるのが分類子です。用意されているセンチメント・レキシコンを使う
デフォルト分類子か、トレーニングされたモデルを使うカスタムの分類子を使用できます。当然な
がら、デフォルト分類子を使用するほうがはるかに簡単ですが、トレーニングされたモデルよりも
精度が低くなります。 

トレーニングされたモデルは、ドキュメントのコレクションであるトレーニング・セットに基づき
ます。これは、分析するドキュメントに非常に似ており、肯定的なセンチメントまたは否定的なセ
ンチメントがすでにマークされています。このようなセンチメントは、ドキュメントのレビュー者
が設定できます。また、ドキュメントのトーンが肯定的なのか否定的なのかを示す、"星"評価など
のメタデータに基づくようにもできます。 
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逆索引 

すべてのテキスト検索エンジンに当てはまる特有の課題は、一般に"ワイルド・カード"検索と呼ば
れている部分一致の検索です。ワイルド・カード文字では、単語に含まれている任意の文字列が照
合 さ れ ま す 。 た と え ば 、 Oracle Text で “ant%” を 検 索 す る と 、 “ant” 、 “antelope” 、
“antidisestablishmentarianism”がマッチします。ワイルド・カードの使用は、次の 4 つ主要カテゴ
リに分類できます。 

1. 末尾のワイルド・カード（前述の“ant%”など） 

2. 内部のワイルド・カード（“angst”、“anoint”などがマッチする“an%t”など） 

3. 先頭のワイルド・カード（“rant”、“pendant”などがマッチする“%ant”など） 

4. 先頭と末尾のワイルド・カード（“ranting”、“plants”などがマッチする“%ant%"など） 

先頭と内部のワイルド・カードは、索引付けされたトークンの一覧である"ワードリスト"で索引を
使用すると、簡単に処理できます。先頭と末尾のワイルド・カード（分類 4）はともに、Oracle 
Text では SUBSTRING_INDEX ワードリスト属性を使用して処理します。 

3 番目のカテゴリである先頭のワイルド・カードが残っています。この先頭のワイルド・カードは
SUBSTRING_INDEX 属性で処理できますが、この属性は保存領域、索引時間、および問合せ処理の
点で高コストです。そのため、このタイプの検索をさらに効率よく処理できるように、新しい属性
REVERSE_INDEX が追加されています。ファンクション索引を使用することで、トークンに索引付け
する前に、ワードリスト表内のトークンの順序を逆にします。これにより、ワードリスト表に保存
領域を追加することなく、先頭のワイルド・カードで単語をすばやく検索できます。 

NEAR2演算子 

パターン認識、情報検索、およびバイナリ分類では、精度（陽性予測値とも呼ばれる）は関連する
検索されたインスタンスの断片であり、再コール（感度とも呼ばれる）は検索された関連するイン
スタンスの断片です。 

Wikipedia 

 

テキスト検索システムでは、精度と再コールの間のトレードオフが常に存在します。精度は全体と
しての検索結果の関連性（または精度）に関する度合いであり、再コールは見つかる関連ドキュメ
ントの数に関する度合いです。非常に詳細な検索では一般に精度が高くなり、大まかな検索では再
コールが高くなります。 

語句“Oracle Cloud Database”が含まれているすべてのドキュメントを見つけるように、検索すると
します。この文字列をそのまま検索できるので、その場合は非常に精度が高くなります。返される
すべてのドキュメントに、検索したそのままの語句が含まれます。ただし、"the cloud database 
from Oracle"や"Oracle is a leader in database systems on the cloud"が含まれているドキュメントを
除外すると、再コールが低くなります。そして、代わりに“oracle AND cloud AND database”で検索
します。こうすると、再コールは高くなりますが、精度はかなり低くなります。ドキュメントの冒
頭に“Oracle Database”が含まれており、随分後のページで偶然“cloud”が使用されていることもあり
ます。 
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既存の NEAR 演算子は、精度と再コールのバランスを取るのに役立ちます。この演算子はすべての
語句を検索しますが、テキスト内でこれらの語句が相互に近接していることが求められます。また、
語句が相互に近接しているほど、ドキュメントのスコアが高くなります。 

これは効果がありますが、いくつか重要な制限があります。まず、ドキュメントがヒットとみなさ
れるためには、すべての語句が含まれており、相互に近接している必要があります。7 つの語句を
検索したときに、6 つしか見つからなかった場合は、ヒットとはみなされません。次に、ドキュメ
ントの最後に含まれている語句の集合が、ドキュメントの冒頭付近に含まれている語句の集合と同
じように有効であると見なされます。 

NEAR2 では、これらの制限が回避されています。相互に近接する語句の集合が検索され、マッチし
た語句の数に応じて結果のスコアが高くなります。また、NEAR2 では、ドキュメントの冒頭付近に
語句の集合が含まれている場合は、それらの集合に高いスコアを付与することもできます。 

ネストされたNEAR  

NEAR2 に加えて、通常の NEAR 演算子も強化されています。以前は、NEAR 演算子内に使用できる
のは、1 つの単語またはフレーズのみでした。現在では OR 論理積を使用できるため、“database”ま
たは"rdbms”に近接した“oracle”を見つけるように指定できます。さらに、パワー・ユーザーの場合
は、NEAR 演算子を別の NEAR 演算子内にネストできます。そのため、単語"database”が 3 回見つか
るまでに"oracle"を見つけて、この組合せの単語が 20 回見つかるまでに"cloud”を見つけるように指
定できます。 

コロケート 

コーパス言語学では、コロケートとは、偶然に出現するよりも高い頻度で同時に出現する一連の単
語または語句であるとなっています。 

Wikipedia  

 

テキスト検索アプリケーションでは、結果セットの多くのドキュメント内で、検索用語に近接して
出現する語句を把握すると、役立つことが多いです。これにより、結果セット内の情報の傾向をさ
らに把握でき、試してみる別の検索用語を思いついたり、特定の語句が含まれているドキュメント
のみに結果セットを絞り込んだりできます。このような語句はコロケートと呼ばれています。この
ようなコロケートを抽出できるように、XML ベースの結果セット・インタフェースが強化されてい
ます。検索の半径（実際の検索用語に語句がどの程度近接しているか）と、検索用語の最大数を選
択できます。関連性に基づいてドキュメントをランク付けするのに使用されているのと同様なアル
ゴリズムを利用し、検索との関連性に基づいてコロケートが順序付けられます。 

結論 

Oracle Database および SQL 言語を使用して最先端のテキスト検索アプリケーションを構築できる
ように、Oracle Text は Oracle Database 12c Release 2 とともに継続して機能が拡張されています。 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_linguistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Co-occurrence
https://en.wikipedia.org/wiki/Terminology


 

 

 

 

 

Oracle Corporation, World Headquarters 

500 Oracle Parkway 

Redwood Shores, CA 94065, USA 

海外からのお問い合わせ窓口 

電話：+1.650.506.7000 

ファクシミリ：+1.650.506.7200 

C O N N E C T  W I T H  U S  

  
blogs.oracle.com/oracle

 

 
facebook.com/oracle

 

 
twitter.com/oracle

 

 
oracle.com

 

 

 
 
Copyright © 2017, Oracle and/or its affiliates.All rights reserved.本文書は情報提供のみを目的として提供されており、ここに記載される内容は予

告なく変更されることがあります。本文書は、その内容に誤りがないことを保証するものではなく、また、口頭による明示的保証や法律による

黙示的保証を含め、商品性ないし特定目的適合性に関する黙示的保証および条件などのいかなる保証および条件も提供するものではありませ

ん。オラクルは本文書に関するいかなる法的責任も明確に否認し、本文書によって直接的または間接的に確立される契約義務はないものとしま

す。本文書はオラクルの書面による許可を前もって得ることなく、いかなる目的のためにも、電子または印刷を含むいかなる形式や手段によっ

ても再作成または送信することはできません。 

 

Oracle および Java は Oracle およびその子会社、関連会社の登録商標です。その他の名称はそれぞれの会社の商標です。 

 

Intel および Intel Xeon は Intel Corporation の商標または登録商標です。すべての SPARC 商標はライセンスに基づいて使用される SPARC 

International, Inc.の商標または登録商標です。AMD、Opteron、AMD ロゴおよび AMD Opteron ロゴは、Advanced Micro Devices の商標または

登録商標です。UNIX は、The Open Group の登録商標です。0417 

 

ホワイト・ペーパー・タイトル 2017 年 4 月 

著者：Roger Ford 

共著者：Asha Makur 

  


	目次
	はじめに
	センチメント分析
	センチメントのアーキテクチャ
	逆索引
	NEAR2演算子
	ネストされたNEAR
	コロケート
	結論

